
 

 

平成 31年度 3年次「史学展開演習Ⅰ」事前登録 

 

史学科の学生は、3年次前期に「史学展開演習Ⅰ」、後期に「史学展開演習Ⅱ」を履修します。 

 

「史学展開演習Ⅰ・Ⅱ」は、少人数で行われる授業であり、事前登録制をとっています。下記の登録

期間内に K-SMAPYⅡ上で希望を受け付けますので、希望する授業を 4 つ入力してください。あわせ

て、選考の参考にするため、志望理由と 3・4年次を通じて研究したいテーマを具体的に記入してくだ

さい。 

 

 

次年度の「史学展開演習Ⅰ」は、次頁以下に記される授業が開講されます。履修に際しては、授業内

容を読んだうえで希望を出して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆登録期間：平成 30年 12月 22日(土)14：30～平成 31年 1月 15日(火)12：50（厳守） 

◆登録方法：K-SMAPYⅡアンケート機能より 

◆登録内容：①希望する授業を 4つ選択（※下記、注意事項を参照のこと） 

      ②選択した 4つそれぞれの志望理由（各 250文字程度） 

③3・4年次を通じて研究したいテーマ（1000字程度） 

◆結果発表：2月下旬（予定） 

            

【登録画面上の注意事項】 

 希望科目の選択において、科目を重複して選択しないように注意してください。 

 「史学展開演習Ⅰ・Ⅱ」は同一教員で受講するため、「史学展開演習Ⅱ」は「史学展開演習Ⅰ」の

選考結果に準じて自動的に登録されます。 

 登録期間内に事前登録を済ませなかった場合、希望通りに履修できない場合があります。 

 日曜日、1/14（月・祝）、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。 



 

 

史学科ガイダンス資料  

史学展開演習Ⅰ（担当教員） 

№ コース・分野 担当教員 授業テーマ ページ 

1 日本史学・古代史 山﨑雅稔 日本古代史の研究と史料 3 

2 日本史学・古代史 佐藤長門 『日本三代実録』を読む ３ 

3 日本史学・中世史 高橋秀樹 中世史料を読む(1) ３ 

4 日本史学・中世史 矢部健太郎 室町・戦国・織豊期の古文書と古記録 ４ 

5 日本史学・近世史 榎本 博 
日本近世史の研究史整理と卒論テー

マの選択 
４ 

6 日本史学・近世史 根岸茂夫 史料から近世の諸問題を読む ４ 

7 日本史学・近現代史 柴田紳一 
日本近現代史を研究する学力を身に

つける 
４ 

8 日本史学・近現代史 手塚雄太 日本近現代史研究入門 ５ 

9 外国史学・東洋史 金子修一 中国古代史研究 ５ 

10 外国史学・東洋史 樋口秀実 東アジア史・東南アジア史研究入門 ５ 

11 外国史学・西洋史 古山正人 西洋前近代史研究 ６ 

12 外国史学・西洋史 大久保桂子 西洋近代史研究 ６ 

13 外国史学・西アジア 石丸由美 西アジアの歴史と社会 ７ 

14 考古学 谷口康浩 先史考古学の資料と研究法 ７ 

15 考古学 青木 敬 
古墳時代・古代の考古学とその研究

方法（１） 
７ 

16 地域文化と景観 吉田敏弘 
絵図古地図から読み解く景観と地域

文化 
８ 

17 地域文化と景観 林 和生 
地域文化と景観研究の課題とその方

法について 
８ 

史学展開演習Ⅰの担当教員が「史学展開演習Ⅱ」「史学応用演習Ⅰ・Ⅱ」「卒業論文」指導を担当する。



 

 

 授業内容（史学展開演習Ⅰ） 

 

日本史学・古代史 山﨑雅稔 

 この演習では、飛鳥・奈良時代を中心とする文献資料の読解、史料批判の方法を身につけ、日

本古代史で卒業論文を書くための力を磨いていきます。 

研究に必要な基礎知識を広げるため、授業の前半ではグループで日本古代史の論点となるテー

マを探究し、研究史と最新の研究動向を整理して報告します。後半は史料講読をおこないます。

基本的には、書き下し文の作成や語句調べを通して、先行論文の批判的検討をおこない、履修生

全体での議論を通して古代史の復元を試みます。あつかう史料は、『日本書紀』（演習Ⅰ）、は『類

聚三代格』（演習Ⅱ）を予定しています。 

 

日本史学・古代史 佐藤長門 

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。

なお来年度は、貞観１６年９月２１日条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。 

 

日本史学・中世史 高橋秀樹 

 鎌倉幕府の歴史書『吾妻鏡』は明治時代以来、日本中世史研究の基本的かつ最重要の史料とさ

れてきた。中世史料に一般的な和風漢文体（変体漢文）が「吾妻鏡体」とも称されていることは、

吾妻鏡の読解が、中世史料全般に通じることを意味している。この授業では、諸本の校合、翻刻

というテキストの扱いの基本から、史料の性格を踏まえての内容解釈、公家日記などの関連史料

を合わせ読むことでの多角的・多面的な歴史像の構築など、史料の扱いや中世史研究の手法を実

践的に学ぶ。吾妻鏡の最善本である吉川史料館所蔵本の写真を主たるテキストに用い、建仁 3年

(1203)の実朝将軍記から読み始める予定である。また、適切な時期に、関連する史跡等や文書・

古記録の史料原本を見学・閲覧する機会を持ちたいと考えている。 

 



 

 

日本史学・中世史 矢部健太郎 

 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。 

 

日本史学・近世史 榎本 博 

本演習は、日本近世史（特に近世後期から幕末期）の卒業論文の執筆を希望する学生を対象

とする。受講者は、各自卒論テーマの選択に向けて、関心のある日本近世史の学術論文を検出

し、その論文を精読して、レジュメにまとめ報告・討論する。報告にあたっては、当該論文の

内容構成はもとより、引用史料の読み方。取り扱い方・分析手法について、丹念に読み込む必

要がある。また、当該論文の関連研究を踏まえて研究史上の位置づけや評価・課題・疑問点な

どについて報告してもらいたい。報告・討論を通じて、日本近世史の研究の方法・研究史・諸

史料について知り、卒論テーマの選択に役立ててもらいたい。 

 

日本史学・近世史 根岸茂夫 

 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『御下智留』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。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。 

 

日本史学・近現代史 柴田紳一 

 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。 

 

日本史学・近現代史 手塚雄太 

この演習は、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

前後期を通じて各自が行う内容は、次の通りである。 

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や、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・論点

を具体的に設定できるようにする。第二に各自が設定した卒業論文のテーマに関わる史料につい

て、自分自身で史料を博捜した上で、興味深い史料について歴史的な背景・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、及び史料の適切な読解

力を身につける。あわせて、自身のテーマを論じるためにはどのような史料があるのか、という

点も確認する。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作成する。前期末は

自身の研究に関わる先行研究と史料がどの程度存在するのかリスト化してもらう。 

以上の作業を通じて、卒業論文執筆に不可欠となる課題設定力、課題解決力、文章力、プレゼ

ンテーション能力等を段階的に磨いて欲しい。 

 なお、関連する博物館の展示等を見学・閲覧する機会も設けるので、積極的に参加してほしい。 

 

外国史学・東洋史 金子修一 

 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。 

 

外国史学・東洋史 樋口秀実 

 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。 

 

外国史学・西洋史 古山正人 

 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。 

 

外国史学・西洋史 大久保桂子 

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、各自の研究報告、（受講者数によっては）テーマ

を設定したグループワークと共同研究報告、レポート作成、さらに英文文献講読を並行して行う。

３年次前期のこのときまでには、卒論で取り上げたい自らの研究課題が明確になっている必要が

ある。 

 この演習で学生の関心すべてに応じることはできないが、テーマ学修を通じて、研究史の把握



 

 

と研究課題の適切性の検証、史資料の使い方等に習熟し、自分の研究に生かしてもらいたい。ち

なみにこれまで設けてきたテーマは、「グローバル・ヒストリー」「イギリス史とブリテン史」「ジ

ェンダーと男性史」等である。31 年度は、受講者の状況に応じて「グルーバル」と「ジェンダ

ー」をキーワードとした数点のテーマを考える。 

 

外国史学・西アジア 石丸由美 

 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。 

 

考古学 谷口康浩 

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卒業論文中間報告、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。 

 

考古学 青木 敬 

 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。 



 

 

 

地域文化と景観 吉田敏弘 

 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５）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。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。 

 

地域文化と景観 林 和生 

 地域文化と景観コースの私の演習では、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

の都市で培われてきた伝統文化などをテーマに取り上げます。 

 前期の演習Ⅰでは、受講生諸君それぞれが関心をもつテーマに関連した学術論文や専門図書を読

み、さらに都市や農村に残る様々な歴史的景観や祭礼・伝統行事・芸能などの実地調査を通して歴史

学や地理学などの基本的考え方や課題、研究方法などを身につけて、卒業研究などに活用できること

をめざします。受講生には自分で検索した学術文献の批判的な読解や、実地調査などで集めたデータ

をもとに、演習で配付する資料を作成して報告し、質疑・討論を通して互いに各自のテーマに対する

理解を深めていきます。また研究の資料である古地図や絵図、絵画史料、文書史料、伝承などを読解

し研究に活用する技法も学びます。休日を利用したエクスカーションや見学会、実習旅行も実施した

いと考えています。 

 受講生諸君が卒業研究で取り組みたいテーマは多岐にわたっているため、受講生それぞれの関心や

テーマに合わせて研究方法や読むべき文献などの個別指導も積極的に行います。 

 



※左列は前期、右列は後期の授業

教員名 授業のテーマ 教員名 授業のテーマ

山﨑　雅稔
日本と朝鮮—歴史学・歴史教育上の論点

からみる—
山﨑　雅稔

古代東アジアと日朝関係

　　　　　　　　　—３～12世紀—

高田　義人 平安時代の陰陽道

矢部健太郎 中世武家権力と朝廷儀礼 野村　朋弘 神社史料からみる日本中世史

畑　尚子 久水　俊和 中世における仏教の歴史的変遷と特質

手塚　雄太 政党からみた戦前・戦後の連続と断絶 菅根　幸裕 江戸時代の宗教社会史

吉田　律人 軍隊と社会 畑　尚子 *

教員名 授業のテーマ 教員名 授業のテーマ

金子　修一 中国古代皇帝祭祀制度の展開 菊地　大 中国の三国時代の諸相

菊地　大 中国の三国時代の諸相 鈴木　英夫 朝鮮古代史と日朝関係

石丸　由美 オスマン帝国の特性を理解する 相原　佳之 中国史上における環境と開発

教員名 授業のテーマ 教員名 授業のテーマ

和田浩一郎 古代エジプトの世界 和田浩一郎 古代エジプトの世界

大久保桂子 グローバルヒストリのパースペクティブ 白川　耕一
戦後ドイツ史—1940年代から1970年

代初めまで

金尾　健美
ヨーロッパ中世盛期の政治権力とネット

ワーク

教員名 授業のテーマ 教員名 授業のテーマ

山崎　京美

（サマセ）
動物考古学から探る日本の狩猟採集文化 大工原　豊 石の文化史

阿部　常樹 近世動物考古学の研究成果 植田　真
縄文土器研究における縄文原体の研究手

法と将来的な展望

教員名 授業のテーマ 教員名 授業のテーマ

福島　義和 多様な景観と持続性 橋村　修

日本列島および世界各地における漁業、

海辺・水辺生活、魚食文化、島嶼（離

島）文化と開発

川名　禎 近世都市空間の歴史地理学 林　和生
漢民族の黄河源流域のイメージと黄河河

源探索の歴史

吉田　敏弘 日本の農業と農村景観の展開過程

■このほか、日本史学・外国史学コースには「史料講読」・「外書講読」が開講されている。

　自身の選択しようとするコース・分野・時代に沿って履修してほしい。

史 学 特 殊 講 義

日本史特殊講義

西洋史特殊講義

考古学特殊講義

地域文化と景観特殊講義

東洋史特殊講義


