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【彙報】㻌
③その他㻌

㻌

2016年度記念センター活動記録（敬称略）

㻌
◇国際シンポジウム
「東亜同文書院卒業生たちの軌跡を追
う」
日時：年月日（土）
会場：愛知大学豊橋校舎本館階

㻌
【開会挨拶】㻌
・川井 伸一（愛知大学学長）㻌
【趣旨説明】㻌
・藤田 佳久（愛知大学名誉教授）㻌
【報告内容】㻌
・ポール・シンクレア（カナダ、レジャイナ大学
准教授）

「東亜同文書院による世界初のビジネス言
語教育と現代アメリカのビジネス言語教
育」
・石田 卓生（愛知大学東亜同文書院大学記念セン
ター研究員、愛知大学非常勤講師）

「日清貿易研究所・東亜同文書院の教育と
卒業生の事例的研究―高橋正二 研究所
卒 ・坂本義孝 書院期 ・大内隆雄 書院
期 ―」
・許 雪姫（台湾・中央研究院台湾史研究所研究員）
「論東亜同文書院台湾学生的人数―兼論陳
新座、彭盛木、王庸緒三人不同的際遇」
・藤田 佳久（愛知大学東亜同文書院大学記念セン
ターフェロー・愛知大学名誉教授）

「東亜同文書院・同大学卒業生の軌跡と戦
後日本の経済発展」
・小川 悟（表現技術研究所代表）
「活躍する東亜同文書院大学卒業生たち」

◇国際ワークショップ
「近代中国社会と日中関係」
日時：年月日（金）
、日（土）
会場：愛知大学名古屋校舎


●㻥月㻥日（金）㻌
【開会挨拶】㻌
・馬場 毅（愛知大学名誉教授）㻌
・趙 暁陽（中国社会科学院近代史研究所社会史研
究室主任、研究員）㻌
【趣旨説明】㻌
・馬場 毅（愛知大学名誉教授）㻌
【報告内容】㻌
第㻝セクション「東亜同文書院と日中関係」㻌
・高木 秀和（愛知大学東亜同文書院大学記念セン
ター研究員、愛知大学非常勤講師）

「近代中国における海産物供給構造の変
容：昆布・鰑を中心に」
・野口 武（愛知大学東亜同文書院大学記念センタ
ー・ポストドクター、愛知大学非常勤講師）
「初期東亜同文書院生と史料的記憶」
・石田卓生（愛知大学東亜同文書院大学記念セン
ター研究員、愛知大学非常勤講師）

「戦前日本の中国語教育の変遷：東亜同文
書院を事例として」
・佃 隆一郎（愛知大学東亜同文書院大学記念セン
ター研究員、豊橋技術科学大学非常勤講師）

「愛知大学創立期の『東亜同文書院』―そ
の影響と意識―」
第㻞セクション「中国近代社会と社会史」
・羅検秋（中国社会科学院近代史研究所研究員）
「社会変遷と清代漢学家の宗族観念」
・唐仕春（中国社会科学院近代史研究所副研究員）
「出仕、保証と生計―清代同郷の京師官僚
の印結（身元保証書）
」
・王庸（中国社会科学院近代史研究所助理研究員）
「清代民間社会『嫁賣生妻（嫁が売られて
重婚の妻となる）
』現象再研究」
・李長莉（中国社会科学院近代史研究所社会史中心
主任、研究員）

「年一日本文人の「中国蔑視」体験―
小室信介と『第一遊清記』
」
・李俊領（中国社会科学院近代史研究所助理研究員）
「礼治と憲政－清末礼学館の設立およびそ
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㻌

の時局への臨機応変の対応」
・趙暁陽（中国社会科学院近代史研究所社会史研究
室主任、研究員）

「逆行と回向―近代ニュージーランド中国
人労働者と広東の故郷との間での布教の
相互の動き」
・呂文浩（中国社会科学院近代史研究所副研究員）
「年代全国人口調査計画研究」

●㻥月㻝㻜日（土）㻌
第セクション

・広中一成（愛知大学東亜同文書院大学記念セン
ター客員研究員、愛知大学非常勤講師）
「年代における日中仏教徒の交流―水
野梅暁旧蔵写真資料を通して」
・武井義和（愛知大学東亜同文書院大学記念セン
ター研究員、愛知大学非常勤講師）
「年代上海の朝鮮人社会について～租
界の構造、社会形成を中心に～」
・森久男（愛知大学経済学部教授）
「日中戦争初期における蔣介石の作戦指導
の特質」
・馬場毅（愛知大学名誉教授）
「山東抗日根拠地における通貨政策」
・三好章（愛知大学東亜同文書院大学記念センタ
ー長、現代中国学部教授）
「歴史の視点から見た中国外交」
【閉会挨拶】㻌
・三好 章（愛知大学東亜同文書院大学記念センタ
ー長、現代中国学部教授）㻌
・李長莉（中国社会科学院近代史研究所社会史中心
主任、研究員）㻌
㻌

◇ワークショップ
「近代日中仏教交流史からみる東亜同
文書院・愛知大学―書院で学んだ藤井静
宣（草宣）と、愛知大学に関わった藤井宣
丸―」
日時：年月日（土）
会場：愛知大学豊橋校舎研究館

㻌
【開会挨拶・趣旨説明】㻌
・三好 章（愛知大学東亜同文書院大学記念センタ
ー長、現代中国学部教授）㻌
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【報告内容】㻌
・槻木 瑞生（同朋大学名誉教授）
「東アジア仏教運動史研究会について」
・新野和暢（名古屋大谷高校）㻌
「支那通」藤井静宣（草宣）が持ち帰った戦
中資料について㻌
・長谷川 怜（千代田区立日比谷図書文化館文化財
事務室・愛知大学東亜同文書院大学記念センター
客員研究員）

「藤井静宣（草宣）の時代とその活動」
・広中一成（愛知大学東亜同文書院大学記念センタ
ー客員研究員）㻌
「淨圓寺蔵静宣写真に見えるもの」
・坂井田夕起子（帝塚山学院大学）㻌
「淨圓寺資料の中の中国仏教」
・大東 仁（圓光寺住職）
「真宗大谷派開教使」藤井静宣 草宣 
・石田卓生（愛知大学東亜同文書院大学記念セン
ター客員研究員）㻌
「静宣（草宣）の学んだ東亜同文書院……
中国語を中心に」
・三好 章（愛知大学）㻌
「静宣（草宣）の学んだ東亜同文書院……
雑誌『支那』
・
『支那研究』から見る」


◇展示会・講演会

  

「東亜同文書院の45年 愛知大学の70
年」
主催：愛知大学東亜同文書院大学記念セン
ター
後援：一般財団法人霞山会、公益財団法人
愛知大学教育研究支援財団

―愛知大学記念館 所蔵コレクション展―

日時：年月日 水 ～日（日）
会場：名古屋市博物館
㻌
―講演・上映会―
日時：年月日 土 
会場：名古屋市博物館講堂

㻌
【講演内容】㻌
・DVD上映1

㻌

東亜同文書院から愛知大学の歩み「㻞㻝世紀に
はばたく真の国際人の育成」

㻌
・講演１
藤田 佳久（愛知大学名誉教授）
「東亜同文書院から愛知大学へ」㻌
・講演２
佐藤 元彦（愛知大学前学長、愛知大学経済学部教
授）
「『日中に懸ける』を超えて－東亜同文書院、
愛大が輩出したグローバル人材に学ぶ－」
・DVD上映2
映像アーカイヴズ［愛知大学記念館・愛知大学
公館］㻌
㻌
・講演３
田辺 勝巳（愛知大学豊橋研究支援課）
「『東亜同文書院大学から愛知大学へ』展示会・
講演会」の全国展開をプロデュースして

「愛知大学公館100年物語」


―講演―㻌

日時：年月日 土 
会場：愛知大学本館
㻌
・講演Ⅰ
藤田 佳久（愛知大学名誉教授、愛知大学東亜同
文書院大学記念センターフェロー）
「愛大公館を知る―㻝㻜㻜年の歴史―」㻌

・講演Ⅱ
泉田 英雄（建築歴史・修復学者ICOMOS国内委
員会委員）

「愛大公館を知る―建物の特徴―」㻌
㻌

―見学会―㻌
日時：年月日 土 ～日（月）
会場：愛知大学公館

◇特別展

  

「コッドレスク※俳画展」
※イオン・コッドレスク（ルーマニア、コンスタンツァ・オヴィデ
ィウス大学准教授、俳人、俳画家、編者）㻌

日時：年月日
（金）
～月日
（木）

会場：愛知大学東亜同文書院大学記念セン
ター 特別展示室

「愛知大学創立70周年、愛知大学生協
創立50周年、コラボ企画①」

㻌

日時：年月日（月）～日（金）

会場：愛知大学豊橋校舎生協レストラン

◇センターに関する掲載記事・広告
・東日新聞「愛大公館にちなみ㻝㻞日から絵画展㻌
藤田名誉教授講演は㻝㻢日」㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻔㻞㻜㻝㻢㻚㻣㻚㻢㻕㻌
・朝日新聞「描き続けた愛知大学公館」㻌
㻔㻞㻜㻝㻢㻚㻣㻚㻝㻟㻕㻌
・中日新聞「各国の歴史的な出来事など紹介『小
崎外交官、世界を巡る』」㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻔㻞㻜㻝㻢㻚㻡㻚㻝㻥㻕㻌
・山形新聞「川西出身・本間さん顕彰㻌 愛知大創
設法律学者㻌 功績振り返る講演会」
㻌
（㻞㻜㻝㻢㻚㻣㻚㻞㻢）㻌
・中日新聞【広告】「愛知大学創立㻣㻜周年事業㻌
東亜同文書院の㻠㻡年愛知大学の㻣㻜年」㻌
㻌 㻔㻞㻜㻝㻢㻚㻣㻚㻞㻢㻕㻌
・中日新聞「東亜同文書院の㻠㻡年、愛知大学の
㻣㻜年」㻌
㻔㻞㻜㻝㻢㻚㻤㻚㻞㻟㻕㻌
・中日新聞「東亜同文書院の伝統㻌 名古屋㻌 愛大
創立㻣㻜周年記念展」㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻔㻞㻜㻝㻢㻚㻤㻚㻞㻡㻕㻌
・毎日新聞「愛知大㻣㻜周年で所蔵資料を展示」
㻌
㻔㻞㻜㻝㻢㻚㻤㻚㻞㻡㻕㻌
・中日新聞「建築㻝世紀㻌 愛知大公館」㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻔㻞㻜㻝㻢㻚㻝㻜㻚㻣㻕㻌 㻌
・東愛知新聞「愛知大学公館を一般公開㻌 旧陸
軍の第㻝㻡師団長官舎」㻌
㻔㻞㻜㻝㻢㻚㻝㻜㻚㻥㻕㻌
・中日新聞「愛大公館㻌 重文へ期待㻌 豊橋で歴
史たどる講演会」㻌
㻔㻞㻜㻝㻢㻚㻝㻜㻚㻥㻕㻌
・㻌中日新聞「俳画の講演と作品展示㻌 愛大でル
ーマニアの准教授」㻌
㻔㻞㻜㻝㻢㻚㻝㻜㻚㻞㻣㻕㻌
・東日新聞「第㻝㻡師団誘致から大学創立まで㻌
愛大で講座㻌 歴史解説」㻌
㻔㻞㻜㻝㻢㻚㻝㻝㻚㻟㻕㻌
・東日新聞「開学経緯などあゆみ解説㻌 創立㻣㻜
周年で企画展」㻌
（㻞㻜㻝㻢㻚㻝㻞㻚㻞）㻌
・東日新聞「㻞㻝日愛知大豊橋校舎で国際シンポ㻌
東亜同文書院テーマに㻌 国内外の研究者が
最新の研究発表」㻌
㻔㻞㻜㻝㻣㻚㻝㻚㻝㻡㻕㻌
・中日新聞「愛大国際シンポ㻌 豊橋で㻞㻝日開
催」㻌
（㻞㻜㻝㻣㻚㻝㻚㻝㻤）㻌
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㻌

・中日新聞「東亜同文書院の卒業生の軌跡紹
介」㻌
㻔㻞㻜㻝㻣㻚㻝㻚㻞㻞㻕㻌
・東日新聞「近現代史における役割など考察㻌
愛大で東亜同文書院テーマに国際シンポ」㻌
㻌
㻔㻞㻜㻝㻣㻚㻝㻚㻞㻞㻕㻌


◇センター資料使用先一覧

㻌㻌

公益社団法人米沢法人会㻌
使用目的：
『法人会だより』
使用資料：写真「本間喜一学長」
「愛知大学記
念館外観」
使 用 日 ：年月発行

川西町長 原田俊二㻌
使用目的：川西町交流館内常設展示「アルカ
ディア人物館」および町立小学校
社会科副読本
使用資料：現物（計点）
「玉庭尋常小学校卒業證書」
、
「雑記
帳簿」
、
「幾何」
、
「壺の絵」
、
「書簡
（母・甥宛）
」
、書簡「①林毅陸学
長退職の挨拶状写し、②本間喜一
先生学長就任の挨拶状写し、③愛
知大学の現状について（①②③一
綴り）
」
写真（計点）
「本間喜一肖像」
、
「愛知大学記念
館外観」
、
「年頃の旧第一陸軍
予備士官学校本部（現愛知大学記
念館）
」
、
「上海にあった東亜同文書
院（大学）
」
、
「造成中の校内を回る
本間先生と用務員」、「本間家の
人々」
、
「本間喜一・登龜夫妻と長
男忠彦」
、
「玉庭で（家族写真、本
間喜一歳）
」
使 用 日 ：年月日～年月日

株式会社彩流社㻌
使用目的：岡井禮子著『孫文を助けた山田良
政兄弟を巡る旅』
使用資料：写真（計点）
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「孫文と山田純三郎」
、
「山田良政」
、
「山田三兄弟」
、
「山田良政碑を詠
んだ土屋文明の短歌」
、
「デンバー
号で艦上」
、
「大阪朝日訪問」
使 用 日 ：年月日

株式会社ウェッジ㻌
使用目的：小山俊樹著『評伝森恪―日中対立
の焦点』
使用資料：写真「三井物産上海支店長に招か
れた孫文」
使 用 日 ：年月日

愛知大学男声・女声合唱団2%・2*㻌
使用目的：企画展「愛知大学男声合唱団・女
声合唱団のあゆみ―資料展示会
―」
使用資料：合唱団に関する資料
使 用 日 ：年月日～月日


◇東亜同文書院大学記念センター会
議㻌
・第１回㻌
日 時：㻞㻜㻝㻢年月日（木）㻌
会 場：豊橋校舎研究館第  会議室（79）
名古屋校舎厚生棟 情報システム課
会議室（79）
車道校舎本館応接室（79）
出席者：三好センター長、黄、加納、馬場、神
谷、加島、クサカ、藤田
（事務局）田辺、長本、小川、森
※第１回東亜同文書院大学記念センター運営委員会と
同時開催㻌

・第２回㻌
日 時：㻞㻜㻝㻢年月日（火）㻌
会 場：豊橋校舎研究館第  会議室（79）
名古屋校舎厚生棟会議室 :（79）
車道校舎本館第  会議室（79）
出席者：三好センター長、加納、馬場、加島、
クサカ、藤田
（事務局）田辺

・第３回㻌
日 時：㻞㻜㻝㻢年月日（月）㻌
会 場：豊橋校舎研究館第  会議室（79）

㻌

名古屋校舎厚生棟会議室 :（79）
車道校舎本館応接室（79）
出席者：三好センター長、加納、馬場、神谷、
加島、クサカ、藤田
（事務局）田辺、森

・第４回㻌
日 時：㻞㻜㻝㻢年月日（月）㻌
会 場：豊橋校舎研究館第  会議室（79）
名古屋校舎厚生棟 情報システム課
会議室（79）
出席者：三好センター長、加納、馬場、神谷、
藤田
（事務局）田辺、森

◇東亜同文書院大学記念センター運
営委員会 㻌
・第１回㻌
日 時：㻞㻜㻝㻢年月日（木）㻌
会 場：豊橋校舎研究館第  会議室（79）
名古屋校舎厚生棟情報システム課会
議室（79）
車道校舎本館応接室（79）
出席者：三好センター長、黄、加納、馬場、神
谷、加島、クサカ、藤田
（事務局）田辺、長本、小川、森
※第㻝回東亜同文書院大学記念センター会議と同時開催㻌



・第２回㻌
日 時：年月日（木）㻌
会 場：豊橋校舎研究館第  会議室（79）
名古屋校舎厚生棟 会議室 :（79 
出席者：三好センター長、黄、加納、加島、ク
サカ、馬場、藤田
（事務局）田辺、長本、森


・第５回㻌
日 時：年月日（水）
会 場：豊橋校舎研究館第  会議室（79）
名古屋校舎厚生棟会議室 :（79 
出席者：三好センター長、加納、加島、クサカ、
馬場
（事務局）田辺、長本、森

・第６回㻌
日 時：年月日（木）
会 場：豊橋校舎研究館第  会議室（79）
名古屋校舎厚生棟会議室 : （79 
出席者：三好センター長、加納、神谷、藤田、
馬場、クサカ
（事務局）田辺、森

・第７回㻌
日 時：年月日（金）
会 場：豊橋校舎本館第  会議室（79）
名古屋校舎厚生棟会議室 : （79 
出席者：三好センター長、加納、神谷、藤田、
馬場、クサカ、黄、加島
（事務局）田辺、長本、伊藤

・第８回㻌
日 時：年月日（金）
会 場：豊橋校舎研究館第  会議室（79）
名古屋校舎厚生棟会議室 : （79 
出席者：三好センター長、加納、神谷、藤田、
馬場、クサカ、加島
（事務局）田辺、長本、伊藤


・第３回㻌
日 時：年月日（木）
会 場：豊橋校舎研究館第  会議室（79）
名古屋校舎講義棟 /（79）
出席者：加納、馬場、黄、神谷、加島、藤田
（事務局）田辺、長本、森


・第４回㻌
日 時：年月日（木）
会 場：豊橋校舎本館第  会議室（79）
名古屋校舎厚生棟会議室 :（79）
出席者：三好センター長、クサカ、加島、藤田、
馬場
（事務局）田辺、長本、森
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