経歴・業績一覧（2017 年 9 月現在）

上田 美和
□経歴

早稲田大学 政治経済学部 政治学科 （政治学士）
早稲田大学大学院 文学研究科 修士課程 史学（日本史）専攻 （文学修士）
オックスフォード大学大学院 （Modern History 専攻）留学を経て
早稲田大学大学院 文学研究科 博士後期課程 史学（日本史）専攻（文学博士・早稲田大学）

□専攻・キーワード
日本近現代史／思想史／自由主義・リベラリズム研究／日英比較史研究

□著書・論文
2017 年8 月「清沢洌の国際水平運動－＜植民地・社会主義＞の視角から－」
（萩原稔・伊藤信哉編『近代日本の対外認識Ⅱ』彩流社）
2017年8月 「呪詛される近代－大正デモクラシーと民衆思想史の交点で－」（赤澤史朗・北河賢三・黒川みどり・戸邉秀明編『触発する歴史学』日本
経済評論社）
2017 年4 月 書評「佐久間俊明著『清沢洌の自由主義思想』」（歴史科学協議会『歴史評論』804 号）
2017 年3 月 「第４回石橋湛山研究学会開催報告」（石橋湛山記念財団『自由思想』144 号）
2016 年6 月 「あっても、なくても？」（吉川弘文館『本郷』124 号）
2016 年6 月 『自由主義は戦争を止められるのか』
（吉川弘文館 歴史文化ライブラリー426）
2016 年１月 書評「船橋洋一『湛山読本』
」
（東洋経済新報社『週刊東洋経済』6638 号）
2015 年8 月 「石橋湛山の「小日本主義」とは何だったのか」
（文藝春秋『文藝春秋スペシャル』秋号）
2015 年5 月 「リベラリストの悔恨と冷戦認識―芦田均と安倍能成―」
（伊藤信哉・萩原稔編『近代日本の対外認識Ⅰ』彩流社）
2015 年1 月 「第一次世界大戦と石橋湛山―「新外交」論者の誕生―」
（石橋湛山記念財団『自由思想』136 号）
2014 年7 月 「第一次世界大戦と近代日本」
（歴史教育者協議会『歴史地理教育』821 号）
2014 年7 月

書評「松尾尊兊『近代日本と石橋湛山』
」
（日本歴史学会『日本歴史』794 号）

2014 年3 月 「逆説的な愛国心―戦時期自由主義者の場合―」
（日本歴史学協会『日本歴史学協会年報』29 号）
2012 年12 月 「歴史研究における石橋湛山評価」
（石橋湛山記念財団『自由思想』127 号）
2012 年5 月 「
「別の選択肢」をもとめつづけて」
（吉川弘文館『本郷』99 号）
2012 年3 月 『石橋湛山論―言論と行動―』
（吉川弘文館）
2011 年4 月 「石橋湛山論―言論と行動―」
（博士学位論文、早稲田大学）
2009 年11 月 「石橋湛山の政党論―「浮動有権者」として―」
（安在邦夫編『近代日本の政党と社会』日本経済評論社）
2009 年10 月 「石橋湛山の経済合理主義―アジア太平洋戦争期における展開―」
（歴史学研究会『歴史学研究』858 号）
2007 年6 月 翻訳「商品としてのジェンダーと道徳（バーバラ・佐藤）
」
・
「民芸の発見（キム・ブラント）
」
（バーバラ・佐藤編『日常生活の誕生―戦間期日本の文化変容―』柏書房）
2006 年8 月 「
『東洋経済新報』の読者層―一九三四・三五年の調査報告を中心に―」
（石橋湛山記念財団『自由思想』104 号）
2005 年4 月 書評「姜克實『石橋湛山の戦後』
」
（歴史科学協議会『歴史評論』660 号）
2005 年２月 「
『東洋経済新報』と経済界―経済俱楽部の草創期を中心に―」
（
『早稲田大学大学院文学研究科紀要』50 号）
2001 年3 月 「石橋湛山の中国論の再検討―自己責任の視点から―」
（早稲田大学史学会『史観』144 号）
1999 年3 月 「近代日本における自由主義と十五年戦争―東洋経済新報社の場合―」
（修士論文、早稲田大学）
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□職歴
2000 年9 月〜2001 年6 月 オックスフォード大学 ハートフォードカレッジ Japanese Newspaper Reading Course Teacher
2012 年4 月〜 早稲田大学 文学学術院 非常勤講師
2017 年7 月〜 早稲田大学 エクステンションセンター 講師
2017 年7 月〜 立正大学 石橋湛山研究センター 特別研究員
2017 年9 月〜 かわさき市民アカデミー 講師

□所属学会・研究会および社会における活動
2009 年8 月〜 日本イギリス理想主義学会 会員
2009 年10 月〜 歴史学研究会 会員
2013 年7 月〜 日本歴史学協会 会員
2013 年12 月〜 石橋湛山研究学会 世話人
2014 年1 月

修士論文審査（早稲田大学大学院文学研究科）

2014 年4 月〜 日本現代思想史研究会 会員
2014 年〜16 年度 文部科学省科研費 基盤研究（C） 課題番号：26380225
「近代日本の外交思想」の研究（研究代表者：伊藤信哉・松山大学法学部准教授） 研究協力者
2016 年9 月〜 近代日本政治外交史研究会 会員

□学会発表・講演等
2017 年8 月16 日 インタビュー「暴走の教訓 なぜ軍部を止められなかったのか」（『信濃毎日新聞』朝刊 10 面掲載）
2017 年8 月15 日 インタビュー「平和を願うだけでいいのか戦争は止められるのか？ 戦前「リアリスト」の敗北に学ぶ」
（BuzzFeed Japan, https://www.buzzfeed.com/jp/satoruishido/miwa-ueda?utm_term=.ivxBQrzrn#.ka4RMapaD）
2017 年7 月23 日 発表 「自由主義が行き詰まるとき－戦時期の寛容と自律をめぐる考察－」
（第9 回近現代史研究会大会、於：名古屋
大学）
2017 年6 月10 日 講演「議会政治家としての芦田均」
（平成29 年度講演会、於：福知山市芦田均記念館）
2017 年5 月13 日 発表「自由主義が行き詰まるとき－戦時期の寛容と自律をめぐる考察－」
（近現代史研究会大会準備報告会、於：名古屋
大学）
2016 年9 月17 日 発表「
『自由主義は戦争を止められるのか』著者報告」
（第21 回近代日本政治外交史研究会 於：上智大学）
2016 年8 月27 日 発表「自由主義者と戦争」
（日本イギリス理想主義学会研究大会 於：共立女子大学）
2016 年7 月16 日 発表「清沢洌の対外認識からみる紛争融和策」
（日本国際文化学会全国大会 於：早稲田大学）
2016 年6 月15 日 インタビュー「上田美和 自律と寛容を鍵に」
（
『毎日新聞』夕刊6 面掲載）
2015 年12 月19 日 発表「リベラリストの悔恨と冷戦認識―芦田均と安倍能成―」
（同志社大学人文科学研究所 於：同志社大学）
2015 年6 月27 日 シンポジウム「
『近代日本の対外認識 Ⅰ』合評会」
（東京大学順天時報の会・近代日本対外認識研究会 於：早稲田大学）
2014 年10 月14 日放送 テレビ番組制作協力 NHK テレビ「知恵泉 石橋湛山」
2014 年9 月14 日 講演「経済俱楽部の創設と展開」
（経済倶楽部 於：東洋経済新報社）
2013 年10 月19 日 発表「逆説的な愛国心―戦時期自由主義者の場合―」
（日本歴史学協会・日本学術会議「歴史教育シンポジウム」於：
駒澤大学）
2013 年4 月19 日 講演「石橋湛山から考える」
（敬文舎「日本歴史文化講座」於：東京堂ホール）
2012 年5 月15 日 インタビュー「
『石橋湛山論 言論と行動』を刊行 著者 上田美和さんに聞く」
（
『毎日新聞』夕刊4 面掲載）
2011 年11 月12 日 発表「言論人石橋湛山と政治家石橋湛山」
（日本イギリス理想主義学会 於：日本大学）
2003 年10 月18 日 発表「石橋湛山と戦時下の経済人脈」
（早稲田大学史学会大会 於：早稲田大学）
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