
上原 専禄 うえはら せんろく 
（1899-1975）西洋中世史 

東京高等商業学校卒。東京商科大学教授。 
1947-49年、東京商科大学長（第5代）。 
三浦新七に師事。門下に渡辺金一、阿部謹也など。 

増田 四郎 ますだ しろう 
（1908-1997）西洋経済史 

東京商科大学卒。1964-69年、一橋大学長 
（第5代）。三浦新七、幸田成友に師事。門下
に渡辺金一、山田欣吾、阿部謹也など。 

渡辺 金一 わたなべ きんいち 
（1924-2011）ビザンツ史 

東京商科大学卒。一橋大学名誉教授。 
上原専禄、増田四郎に師事。 

山田 欣吾 やまだ きんご 
（1930-）ドイツ中世史 

一橋大学大学院経済学研究科博士課程修了。 
一橋大学名誉教授。増田四郎に師事。 

阿部 謹也 あべ きんや 
（1935-2006）西洋中世史 

一橋大学大学院社会学研究科博士課程修了。 
1992-98年、一橋大学長（第13代）。 
上原専禄、増田四郎に師事。 

清水 廣一郎 しみず こういちろう 
（1935-1988）イタリア中世史 

一橋大学大学院社会学研究科博士課程修了。 
一橋大学経済学部教授。増田四郎に師事。 

 弓削 達 ゆげ とおる 
（1924-2006）古代ローマ史 

東京商科大学卒。フェリス女学院大学学長、 
東京大学名誉教授。上原専禄に師事。 

本村 凌二 もとむら りょうじ 
（1947-）古代ローマ史 

一橋大学社会学部卒。 
山田欣吾、弓削達に師事。現在、早稲田大学
特任教授、東京大学名誉教授。 

大月 康弘 おおつき やすひろ 
（1962-）経済史・西洋中世史・地域研究 

一橋大学経済学研究科博士課程修了。 
渡辺金一、山田欣吾に師事。現在、一橋大学経済学研究科
教授。 

村松 恒一郎 むらまつ こういちろう 
（1898-1984）経済史 

東京高等商業学校卒。 
1946-50年および1953-60年、附属図書館長
（第5代，第8代）。三浦新七に師事。 

三浦 新七 みうら しんしち 
（1877-1947）経済史 

 東京高等商業学校卒。両羽銀行（現・山形銀行）頭取。 
 1935-36年、東京商科大学長（第2代）。 
 門下に村松恒一郎、上原専禄、増田四郎など。 

~ 一橋大学ゆかりの西洋史研究者たち ~ 

ブックトーク2016 「ヨーロッパ 時空の交差点 ―場所に学ぶ、書物に学ぶ、その作法― 」 
日時：6月24日(金) 16:30～ (16:00 開場)  会場：附属図書館会議室 (時計台棟１階)  

講師：大月 康弘 氏  紹介著書：『ヨーロッパ 時空の交差点』(創文社, 2015年) 
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今野 國雄 こんの くにお 
（1923-2001）西洋中世史 

東京商科大学卒。 
上原専禄に師事。関東学院大学教授。 



出版者 出版年 請求記号

1 創文社 2005.7 2090:293

2 創文社 2015.12 2300:515

3 Grote c1972 2340:535

4 平凡社 1974.10 3800:85

5 人文書院 1985.4 2000:24

6 筑摩書房 1987.10 2300:47

7 筑摩書房 2000.3 2300:255:5

8 筑摩書房 2000.6 2300:255:8

9 筑摩書房 2000.9 2300:255:10 

10 大明堂 1958.5 2000:9

11 未来社 1970.4 Qb:364A

12 評論社 1975 2000:107

13 評論社 1988.4 QAe:104:2

14 評論社 1989.10 QAe:104:3

15 評論社 1993.5 QAe:104:8

16 評論社 1994.10 QAe:104:4

17 近藤出版社 1971.10 Og:814

18 岩波書店 1973.7 1900:181

19 岩波書店 1979.2 2300:149

20 岩波書店 1975.3 2370:11

21 洋泉社 1989.12 2370:21

22 岩波書店 1990.12 2370:22

23 日本評論社 1943.11 Qd:64

24 啓示社 1949.1 Qd:110A

25 弘文堂 1957.10 2300:11

26 岩波書店 1959.5 2300:12

27 春秋社 1969.12 2300:9

28 勁草書房 1969.12 332:4D

29 中央公論社 1970.10 2100:98

30 岩波書店 1974.8 2300:186

31 岩波書店 1985.5 0800:6:13

32 岩波書店 1950.5 Qc:44A

33 三浦新七博士記念会 1992.11 序 2090:186:1

34 三浦新七博士記念会 1994.11 序 2090:186:2

35 三浦新七博士記念会 1996.7 2090:186:3

36 三浦新七博士記念会 1998.4 2090:186:4

37 三浦新七博士記念会 2000.2 2090:186:5

38 三浦新七博士記念会 2008.3 2090:186:別

39 東洋経済新報社 1977.12 Qd:543

40 東京大学出版会 1993.8 Qd:1005

41 中央公論社 1996.9 0800:25:1322

42 岩波書店 2005.9 0800:33:新赤967

43 創文社 1992.11 2300:158

44 創文社 1992.11 2300:162

45 岩波書店 1964. 8 Qd:371

46 吉川弘文館 1966.8 2320:6

47 岩波書店 1977.11 Qc:142

48 日本基督教団出版局 1984.12 Og:A444

49 岩波書店 1968.2 2390:1

50 岩波書店 1980.6 0800:33A:黄124

51 岩波書店 1985.6 0800:33:黄304

西欧中世の社会と教会

クレタの壷 : 世界史像形成への試読

ドイツ中世史研究  (上原專祿著作集；2) 

ドイツ近代歴史学研究 (上原專祿著作集；3) 
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展示資料一覧

歴史學序説

帝国と慈善 : ビザンツ

中世賎民の宇宙 : ヨーロッパ原点への旅

　　　　　　大月 康弘　（ブックトーク2016 講師）

ヨーロッパ 時空の交差点

2016年6月　一橋大学附属図書館　　

書名

　　　　　　山田 欣吾

ポンペイ・グラフィティ : 落書きに刻むローマ人の素顔

多神教と一神教 : 古代地中海世界の宗教ドラマ

　　　　　　本村 凌二

コンスタンティノープル千年 : 革命劇場

　　　　　　渡辺 金一

ローマ帝国論

ローマ帝国の国家と社会

教会から国家へ : 古相のヨーロッパ

ローマ皇帝礼拝とキリスト教徒迫害

地中海世界とローマ帝国

ビザンツ社会経済史研究

中世ローマ帝国 : 世界史を見直す

国家そして社会 : 地域史の視点

　　　　　　弓削 達

都市

　　　　　　三浦 新七

　　　　　　村松 恒一郎

中世イタリアの都市と商人

獨逸中世史の研究

ヨーロッパ社会の誕生

　　　　　　増田 四郎

イタリア中世の都市社会

西洋封建社会成立期の研究 : ヨーロッパ初期中世史の諸問題

西欧市民意識の形成

ゲルマン民族の國家と經濟

西洋と日本 : 比較文明史的考察

西洋中世社会史研究

希臘・羅馬・猶太及び東洋文明[1]（東西文明史；1）

東西文明史論考 : 國民性の研究

ヨーロッパ中世の社会史

イタリア中世都市国家研究

　　　　　　清水 廣一郎

　　　　　　阿部 謹也

　　　　　　上原 専禄

ドイツ中世後期の世界（阿部謹也著作集；10）

社会史とは何か（阿部謹也著作集；8）

甦える中世ヨーロッパ（阿部謹也著作集；5）

歴史と叙述 : 社会史への道

Die Komturei Osterode des Deutschen Ordens in Preussen  1341-1525

ハーメルンの笛吹き男 : 伝説とその世界

西洋中世世界の発展

世界史像の新形成(上原專祿著作集；8) 

歴史的省察の新対象

ドイツ中世の社会と経済(上原專祿著作集；4) 

修道院

　　　　　　今野 國雄

希臘・羅馬・猶太及び東洋文明[2]（東西文明史；2）

中世基督教的統一文明ト各国特殊文化ヘノ分岐（東西文明史；3）

欧州文明史（東西文明史；4）

西洋中世の国家と社会（東西文明史；5）

薄闇のローマ世界 : 嬰児遺棄と奴隷制

三浦新七博士 : その人と軌跡（東西文明史；別巻）

文化と経済

~一橋大学ゆかりの西洋史研究者たち ~
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