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平成 30 年度「史学展開演習Ⅰ」事前登録  

◎事前登録にあたって  

 史学科の 3 年生は、必修科目「史学展開演習Ⅰ」（前期）・「史学展開演習Ⅱ」（後

期）を、「希望優先方式」の事前登録によって履修します。  

2 つの科目は、3･4 年次の「卒業論文指導」、4 年次の「史学応用演習」と連続

性を持っています。皆さんは、原則としてこれらの科目を同一教員で履修するこ

とになります。  

今回のセレクションは、卒業論文の執筆にも関わってきます。3 年次の 10 月に

は、担当教員と相談のうえ、卒業論文の第 1 次題目を提出します。専門的に研究

したいと考えるコース、分野、時代をよく考えたうえで、必ず期間内に K-SMAPY

で事前登録を行って下さい。事前登録にあたり、皆さんには、以下の 2 つをお願

いします。    

※（２）の「履修希望理由書」は、所定の書式を K-SMAPY 上にアップロード

しています。できるだけ詳しく書いて下さい。  別紙参照  

 

◎セレクションの実施  

履修要綱に明記されているように、「史学展開演習Ⅰ」「同Ⅱ」「史学応用演習」

は、各演習とも 20 名前後で行う定員制の授業です。したがって、履修希望が多い

場合は、セレクションを実施します。セレクションの要領は次のとおりです。 

※ 但し、第 2 希望～第 4 希望を選択記入していない者、「履修希望理由書」

（１）履修したい授業を第 4 希望まで選択する。  

（２）「履修希望理由書」を提出する。  

①現在関心を持っている研究テーマ・内容を 800 字程度で説明  

②第 1～第 4 希望を選んだ理由を 400 字程度で説明  

①と②を合計 1,200 字程度で記述し、K-SMAPY で提出する。  

① GPA（2 年生前期までの成績）の上位者から順に、希望する授業に

振り分ける。  

② K-SMAPY で提出した「履修希望理由書」の内容をもとに、研究の

テーマ・関心からみて、その演習を履修することがふさわしいかを

担当教員が判断し、最終的に決定する。  
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を提出していない者については、セレクションの順番を後まわしにします。

その場合、授業を履修できないこともありますので注意して下さい。  

 

◎登録期間・結果発表  

 登録期間、および結果発表は以下のとおりです。  

期日を過ぎると、登録できなくなります。結果は、4 月初旬に K-SMAPY の

授業登録に自動的に反映されます。なお、2 年生から 3 年生に進級できなかっ

た場合、「史学展開演習Ⅰ」「同Ⅱ」を受講できません。  

また、次年度、当該科目を修得できなかった場合は、同一教員の展開演習を

再履修する必要があります。  

   ※登録期間中、システムのメンテナンス等のために利用できない期間があ

ります。 

（12/28（木）7:00 ～ 21:00） 

   ※日曜日、1/8（月・祝）、大学入試センター試験実施日（1/13（土）、14（日））、

冬期休暇中は事務室が閉室しているので、問合せの際は注意してくださ

い。 

 

  

◎担当教員の専門分野と演習の題目、授業の内容  

次ページ以下を参照して下さい。  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

◆登録期間：平成 29 年 12 月 23 日（土）12：00（正午）  

～平成 30 年 1 月 15 日（月）12：50 ※厳守  

◆結果発表：2 月下旬（予定）  
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「史学展開演習Ⅰ・Ⅱ」担当教員の専門分野と演習題目  

（時代・分野別）  

コース  登録番号  担当教員  時代・分野  授業テーマ  

日本史学  

7721 佐藤長門  日本古代史  『日本三代実録』を読む  

7720 山﨑雅稔  日本古代史  日本古代史の研究と『続日本紀』の講読  

7722 教員未定  日本中世史  中世の政治・社会と文化を考える  

7723 矢部健太郎  日本中世史  室町・戦国・織豊期の古文書と古記録  

7724 吉岡  孝  日本近世史  
日本近世史に関する研究史整理と卒論
テーマの選択  

7725 根岸茂夫  日本近世史  史料から近世の諸問題を読む  

7726 柴田紳一  日本近現代史  
日本近現代史を研究する学力を身につ
ける  

7727 手塚雄太  日本近現代史  日本近現代史研究の基礎力をつける  

外国史学  

7730 金子修一  東洋史（中国古代史） 

卒論の作成に向けて、研究史の把握に

努めると同時に、卒論作成に必要なノ

ウハウを体得させる。  

7728 樋口秀実  
東洋史（東アジア・東

南アジア）  
東アジア史・東南アジア史研究入門  

7729 石丸由美  東洋史（イスラーム） 西アジアの歴史と社会  

7731 古山正人  西洋前近代史  西洋前近代史研究  

7732 大久保桂子  西洋近代史  西洋近代史研究  

考古学  

7734 谷口康浩  考古学 (先史考古 ) 先史考古学の資料と研究法  

7733 青木  敬  考古学 (歴史考古 ) 
古墳時代・古代の考古学とその研究方

法（１）  

地域文化

と景観  

7736 林  和生  歴史地理学  
地域文化と歴史的景観研究の課題とそ
の方法について  

7735 吉田敏弘  歴史地理学  
絵図古地図から読み解く景観と地域文

化  
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担当教員の研究テーマ及び授業内容  

 

◎日本史学コース  

佐藤長門   日本古代史  

〔授業テーマ〕『日本三代実録』を読む  

〔授業内容〕この演習は、日本古代史で卒業論文を提出しようとする３・４年生を

対象として、奈良時代～平安時代の諸問題を解明するための基礎力・応用力養成

を目的とするものです。テキストには六国史の最後にあたる『日本三代実録』を

使用し、必要に応じて律令格式や儀式書などを併用しつつ、履修生各自に割り当

てた箇所の読み下しと人物・事項の解説などをおこなってもらいます。なお本年

度は、貞観１３年１０月５日条（途中）から読みはじめます。前期は主として４

年生の発表が続きますので、３年生には授業のほか月ごとに山川出版社「日本史

リブレット」「日本史リブレット人」から１冊を選んで論評するレポートを提出し

てもらいます。研究テーマは人から与えられるものではなく、積極的・能動的に

みずから探し出して見つけてくるものです。したがって学生諸君には教室内での

学習のみでなく、学内外で催される研究会やシンポジウム、博物館での展示会な

どにも意欲的に参加することを望みます。  

 

 

山﨑雅稔   日本古代史  

〔授業テーマ〕日本古代史の研究と『続日本紀』の講読  

〔授業内容〕本演習は、日本古代史をフィールドとして卒業論文研究を行う際に必要と

なる史料の駆使能力の養成をねらいとしている。  

 受講生は、前期・後期の第１・２回目の授業で、半期の研究テーマを選び、それに沿

った史料講読と文献講読を進め、発表内容について出席者全員で討論する。  

 発表・討論を通じて、史料の扱い方や研究の方法を身に着けるとともに、自身の問題

関心を広げて、卒業論文につなげて欲しい。  

 古代史の史料は六国史に限らない。授業では木簡や古文書、考古学資料にも目配りし

て実りあるものにしたい。     
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教員未定   日本中世史  

〔授業テーマ〕中世の政治・社会と文化を考える  

〔授業内容〕平成 30 年度は、新任の専任教員が担当します。日本の中世前期、つま

り、鎌倉・南北朝・室町時代の日記や古文書、絵巻物、物語等を読みつつ、中世

前期の日本を考えていきます。具体的には、自分の好きな史資料を選んで報告し

てもらいますが、報告者以外も、史料をきちんと予習するとともに、それをもと

に報告者との議論に参加する態度を持って出席してほしいと思います。卒業論文

で日本の中世前期をテーマとしたい学生は、積極的に受講してください。  

 

矢部健太郎   日本中世史  

〔授業テーマ〕室町・戦国・織豊期の古文書と古記録  

〔授業内容〕１・２年次の基礎的な演習で得た様々な知識をもとに、室町～織豊期

に時期を限定して史料読解の演習を行う。対象とする素材は、主に武家社会にお

いてやり取りされた古文書とする予定である。ただし、中世社会の復元のために

は、多種多様な史料に関する理解が必要である。よって、公家衆や寺社が書き残

した古記録などの史料の扱い方に関しても、十分に時間を割いて取り組んでいき

たい。  

 

吉岡孝   日本近世史  

〔授業テーマ〕日本近世史に関する研究史整理と卒論テーマの選択  

〔授業内容〕この演習では『史学雑誌』回顧と展望号等を利用して、主に近世後期

から幕末期にかけての政治史・文化史・社会史に関する学術論文等を探し、それ

に基づいて報告をしてもらう。このことを通じて当該分野に関する研究史を知り、

卒論テーマの選択に役立ててもらいたい。  

 

根岸茂夫   日本近世史  

〔授業テーマ〕史料から近世の諸問題を読む  

〔授業内容〕近世は庶民までが文字を使って記録した時代である。くずし字で書か

れた膨大な史料のほとんどは未刊で、まだ利用されていない。近世史研究にはこ

うした史料の読解が不可欠であり、そこから内容を正確に把握し、当時の社会が

直面していた問題や背景などを見出す作業が必要である。この演習では、受講生

が原史料のコピーを解読し、レジュメを作成して順に発表していく。演習で近世

史料の取扱法・分析法を身につけ、卒業論文作成への道程としてほしい。   

本年度は、寛政改革期を中心とした幕府法令集『御下知留』を読み、18 世紀後半か

ら 19 世紀前期における幕政や民衆の動向・近世中後期の文化の特徴、史料作成

の背景にある政治の課題などを検討し、近世社会の多様な問題を読み解いていく。
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また関係する論文の講読も行う。さらに、受講生各自の関心や興味を取り込みな

がら、関連史料や論文も講読する。現地における古文書調査も取り入れていきた

い。  

 

柴田紳一   日本近現代史  

〔研究テーマ〕日本近現代史を研究する学力を身につける  

〔授業内容〕3 年生前期を対象とする授業である。1・2 年次を通じて身につけた基

礎的学力を更に展開させる。より高次な史料・研究を読解し、ペーパーと口頭発表

による報告を行ないゼミ参加者全体に自らの見解を知らせ、自らの関心を高め、研

究力を身につけ、卒業論文 1 次題目につながる課題を設定していく。  

ゼミは、参加者の意欲と向上心と、様々な作業とが求められる。ゼミ参加者は、数

度の報告を行ない、その準備や発表・討論を通じ、または課題の設定、調査、分析、

ペーパー作成、質疑に対する回答を重ねることで、企画力や説得力を会得し、ひい

ては実社会で要求されれる諸能力を準備できる。  

日本近現代史には多種・多様な研究課題がある。そのため前期には、太平洋戦争の

戦時下の記録で、日本近代史の縮図ともいわれる、内容豊富な清沢冽著『暗黒日記』

などを共通の史料として用い、報告・討議の基礎とする。後期には、卒論 1 次題目

をめぐる準備報告を求める。  

 

手塚雄太   日本近現代史  

〔授業テーマ〕日本近現代史研究の基礎力をつける  

〔授業内容〕この授業は、日本近現代史を題材に卒業論文を執筆したいという学生が対

象である。具体的に各自が行う内容としては、第一に各自が関心の持てるテーマに関す

る学術論文複数を選択し、研究史上の位置づけ、それぞれの関連性を踏まえながら各論

文を紹介する。この作業を通じて、卒業論文のテーマ、そして検証する論点を具体的に

設定できるようにする。第二に当方が用意する近現代史の重要もしくは興味深い史料

（主に明治の後半から昭和の高度成長期）をもとに、その歴史的な背景・意味などを調

べて報告する。この作業を通じて、近現代史研究のために不可欠な知識・認識を有して

いるか、史料を適切に読解できているかを確認する。第三に各自が設定した卒業論文の

テーマに即してレポートを複数回作成するとともに、卒論構想報告を行う。まず夏季休

暇中の宿題として、各自にとって主要な先行研究となる学術書・論文の概要提出を課す。

後期は卒業論文構想発表を主にし、卒業論文のテーマ・論点設定と作成につなげていく。 
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◎外国史学コース  

金子修一   東洋史（中国古代史）  

〔授業テーマ〕卒論の作成に向けて、研究史の把握に努めると同時に、卒論作成に

必要なノウハウを体得させる。 

〔授業内容〕中国古代史に関係する論文を読んでその内容を把握すると同時に、自

分の卒論のテーマを定め、卒論作成に必要な方法を段階を追って身につけていくよ

うに努める。なお、中国古代史の学習には漢文の読解力の向上が不可欠である。授

業の展開に合わせて、適宜漢文史料読解の時間を設ける。 

 

樋口秀実   東洋史（東アジア・東南アジア）  

〔授業テーマ〕東アジア史・東南アジア史研究入門  

〔授業内容〕この授業は、来年度、中国・朝鮮・台湾・日中及び日朝関係などを含

んだ東アジア地域、あるいは東南アジア地域の歴史的諸問題をめぐって卒業論文

を書いてみたいという学生を対象とするものです。授業のなかで皆さんに具体的

にやってもらうのは、①複数の論文を講読し、それらの比較・分析・批判（すな

わち、研究史の整理）をしたうえで、論文の題目となるべきテーマを具体的に設

定する、②それぞれの興味に応じて課題を探し出し、それについて調査・報告を

行なう、③以上の内容を下敷きにして複数回のレポートを執筆する、の三つです。

授業の最終的目標は、これらの作業を通じて、卒業論文の「設計図」をつくるこ

とです。なお、授業は皆さんの報告を主体に、皆さんを主役として進められます。

教員である私の役割は、あくまでもアドヴァイザーの立場から、皆さんに助言す

る程度にとどめるつもりです。この演習において皆さんに希望することは、毎週

の授業に積極的に参加し、少しうるさいくらいでいいですから、自分自身の意見

を自分自身の言葉で述べることです。  

 

石丸由美   東洋史（イスラーム）  

〔授業テーマ〕西アジアの歴史と社会  

〔授業内容〕この演習は、将来西アジアの歴史をテーマに卒論を書くための出発点

となる授業です。論文を書くためにはまず自らの興味を知らなければなりません。

そこから問題意識を明確にし、テーマを設定し、調べ、論文という形にまとめる

ということになります。この授業ではこうしたことを一つ一つ指導していきたい

と思います。まず自らの興味から「問題をどのように設定するか」「どのように調

べるか」「どのような論を展開するか」、さらには工具類（辞書、地図、文献目録

など）の使い方、関連論文の探し方など、論文作成に必要なことがらを学ぶこと
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になります。最初数回の講義形式の授業の後、受講者にテーマを設定し実際発表

していただく形で授業を進めていきたいと思います。まずは 4 年生の卒論発表と

学期末には 3 年生の発表を予定しています。そのほかにテキスト（英文、和文）

の講読を中心に行っていきます  

 

古山正人   西洋前近代史  

〔授業テーマ〕西洋前近代史研究  

〔授業内容〕本演習の主眼は西洋前近代史を研究するためにはどのような方法・技

術が必要であるかを理解すると同時に、西洋前近代史の基礎的知識を身につけて

もらうことにある。西洋史を専攻するに至っていない者が対象であるので、基本

的には日本語文献を用いて、レジュメを作成しレポートしてもらう。レポートに

基づいて行う質疑応答も重要である。さらに英語の基礎的な力を維持市高めるこ

とは現在の社会状況においてきわめて重要である。したがって、英語翻訳も行う。  

受講者には各自の関心あるテーマに関連する最も重要な論文を取りあげて、その

論文の特徴・批判すべき点を考え、自らの研究の見通しを論じる機会を設ける。

受講生はそれによって卒論のテーマの確定に向けて準備を進めてもらう。  

この演習は、史学入門を受けて、より専門的に西洋史研究の方法を身に着けるこ

とと、卒業論文執筆の基盤を形成することを目的とする。受講生の研究テーマは

当然多岐にわたるが、そのための基本的方法は同じである。研究テーマについて、

これまでの研究史を押さえ、研究の現状を正確に理解するとともに研究テーマの

現代的意味を理解することが出発点となる。  

これらを背景に、研究テーマについての自己の関心・動機に基づいて、史・資料

を博捜し読み込むことになる。そのためには邦語の専門論文・専門書をまずは網

羅的にリストアップし、読み込むことになる。日本における西洋史研究の蓄積も

多くなり、基礎的作業を邦語文献で行うことは可能であろう。しかしながら、個々

のテーマについては研究者の数が限られるので、どうしても、欧米語の文献を読

むことが欠かせない。このような本演習の目的に即して、受講生には絶えず文献

の収集と閲読を行い、それをレポートすることを求める。前期・後期にそれぞれ

１･２回授業時の報告を行い、全員で議論する。また、並行して英語文献の講読も

行い、語学力の涵養にも努める。毎回翻訳の提出を義務づける。また夏期休暇中

と冬期休暇中に、自己の研究テーマに即した英語文献を読んで翻訳を提出するこ

とも求める  

 

大久保桂子   西洋近代史  

〔授業テーマ〕西洋近代史研究  
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〔授業内容〕西洋近代史研究の問題意識を鮮明にし、研究の方法論に習熟すること。

卒業論文に結実する西洋史学の諸能力を研磨すること。以上を目標に、研究報告

と英文読解を並行しておこなう。なお、3 年生の卒論準備、および４年生に対す

る卒論執筆に向けた個別指導は、授業とは別におこなう。  

 

 

◎考古学コース  

谷口康浩   考古学（先史考古）  

〔授業テーマ〕先史考古学の資料と研究法  

〔授業内容〕日本列島の先史時代（文字史料がまったく無い時代・文化）をテーマとし

て、先史考古学のさまざまな資料と基礎的な研究法について学ぶ。縄文時代を中心と

して、旧石器時代から弥生時代までの先史文化、および北日本地域・南島地域の無文

字社会が対象となる。現在の先史考古学は、資料の型式分類・編年などの基礎研究に

とどまらず、生業・技術・経済・社会・観念などへと研究の関心が広がり、文化・社

会・歴史の総合的理解へと深化している。  

 この演習では、後期開講の史学展開演習 2 と合わせて、①論文の読み方・書き方、②

研究テーマの設定、③研究史と課題整理、④卒業論文の研究構想、の演習課題に順次

取り組みながら、各自の卒業論文研究を具体化していく。初回の授業時に、授業計画

と到達目標について説明するとともに、推奨する入門書・概説書および精選論文リス

トを配布する。  

 

青木  敬   考古学（歴史考古）  

〔授業テーマ〕古墳時代・古代の考古学とその研究方法（１）  

〔授業内容〕古墳時代および古代（飛鳥時代・奈良時代・平安時代）における考古

学の基本的な方法論を把握する。これらの時代を対象とした先行研究は多数にの

ぼるが、その中でもすぐれた研究論文の講読を通して、論文を批判的に読む技術

を学ぶ。批判的に論文を講読するためには、論文の構成や論点などを的確に把握

し、関連論文との比較検討をおこなうことで、対象とする論文を研究史の中で位

置づけることが欠かせない。戦略的に論文の読解を進めるため、対象となる研究

史を把握し、論文に適切な批評を加え、論理的かつ分かりやすい発表ができるこ

とを目指す。そして、発表成果などをもとに、卒業論文構想へと結実させていく。  
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◎地域文化と景観コース  

林  和生   歴史地理学  

〔授業テーマ〕地域文化と歴史的景観研究の課題とその方法について  

〔授業内容〕私の演習では、眼前に展開する都市や村落などの様々な景観の成り立

ちとその変化・仕組みや、地域が育んできた祭礼・伝統行事・芸能など伝承文化、

京都・江戸・大坂などの都市で培われた諸文化などをテーマに取り上げます。   

前期の演習Ⅰでは、受講生各自が関心をもつテーマに合わせて、専門書や学術論

文を批判的に読解した成果を報告する文献研究を行います。後期の演習Ⅱでは、

名所番付などに掲載された江戸時代の行楽地や景勝地について、絵図・古地図や

絵画資料、文献資料で事前勉強したうえで実際に訪れて実地調査を行い景観の特

徴やその歴史的変遷などを考察します。前期・後期ともに文献研究と実地調査の

成果をもとに報告資料を作成・配布して報告し、受講生間の活発な質疑・討論を

通して各自のテーマに対する理解を深めます。準備作業とゼミ報告を通して歴史

学や地理学の基本的な視座や研究方法を学び、史資料である絵図・古地図や絵画

資料・古文書等を読解し研究に活用する技法も学びます。休日を利用した歴史的

景観を巡るエクスカーションやゼミ旅行（平泉・角館や五箇山・高岡、佐渡島な

ど）も実施します。   

学生諸君が関心ある卒業研究のテーマは非常に多岐にわたりますが、それぞれの

テーマに合わせた研究の視座や方法などについての個別指導も積極的に行います。

好奇心が旺盛で、努力を惜しまず課題に取り組む意欲ある学生の専攻を希望しま

す。  

 

吉田敏弘   歴史地理学  

〔授業テーマ〕絵図古地図から読み解く景観と地域文化  

〔授業内容〕絵図・古地図には、単なる「地図」の域を越えたさまざまな情報が描

き込まれている。それらを一つ一つ丁寧に読み解いてゆくうちに、過去の社会の

世界認識や生活の場のしくみなどが鮮やかに浮かび上がってくる。  

 このゼミでは、古今東西のさまざまな絵図や古地図を素材として、絵図研究のた

めの基礎知識や研究・分析の方法を学ぶとともに、受講生が自ら絵図・古地図の

研究成果を発表し、研究の深化をめざしたい。同じ前期に開講する「絵図古地図

研究」（金３）も受講してほしい。  

 地域文化や景観の研究には、教室を離れ、さまざまな地域で調査を行う事が不可

欠だ。当ゼミでは、年に二度、岩手県一関市京津畑地区を訪問し、山村の歴史と

伝統的生活文化の調査を実施するとともに、神楽を通じて都市農村交流を行う。
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また、不定期で、荘園絵図が伝わる和歌山県紀の川市粉河荘・井上荘地域の現地

調査を実施を予定している。受講生諸君にはこれらの現地調査にもぜひ積極的に

参加してもらいたい。  

 


