Graduate School of Arts and Letters

文学研究科

独 自のカリキュラムを持つ9つの専攻により
文 学・歴 史・地 理・人間の領域に挑 む
文学研究科は、日本文学・英文学・仏文学・独文学・演

められることが出来るようにカリキュラムが組まれており、

の専攻から成り立っています。史学専攻においては、日本

カバー出来ないところは、兼任教員によって補充しており、

攻においては、臨床心理学・現代社会学・教育学の3専修

の縦断教育のみならず、専攻の枠を超えた横断教育も行

約100名の専任教員が担当しています。また、専任教員で

劇学・史学・地理学・臨床人間学・文芸メディア専攻の９つ

少人数教育による指導を徹底しています。各専攻・専修で

史学・アジア史・西洋史学・考古学の4専修、臨床人間学専

い、広い視野から専門を据え直すとともに、新しい研究領

に分かれています。

域の開拓を目指しています。

これらの各専攻・専修は、
それぞれの専門分野を深く極

専攻

文学研究科の人材養成
その他教育研究上の目的

文学研究科では、専攻を 9 つの系列に大別し、専攻ごとに独自
のカリキュラムを組み、複雑多様化する人文科学の諸分野をカ

文学研究科は、
日本文学、英文学、仏文学、独文学、演劇学、文芸

バーし、研究指導を行っています。

メディア、史学（日本史学、
アジア史、西洋史学、考古学の4専修）、地
理学、臨床人間学（臨床心理学、現代社会学、教育学の3専修）から

共通科目の設置

構成され、いずれの専攻・専修においても、多角的な人文科学の基

文学研究科では、専攻横断的、総合的研究領域の創設を目指し、
博士前期課程に「総合文学研究」
「 総合史学研究」、博士後期課程
に「文化継承学Ⅰ〜Ⅲ」を各専攻共通科目として設置しています。

礎科学を修得しつつ、現代社会における人間存在の普遍的な課題
の解明に寄与することを目的にしている。豊かな感性と鋭い理性を
備え、高邁な精神文化と科学的な時間・空間認識を会得した優れ
た人材育成（博士前期課程では専門的知識を有する社会人を、後
期課程では専門的に研究に携わる研究者の養成）
を目標とする。

専攻

日本文学専攻

P.065

英文学専攻

P.066

仏文学専攻

P.067

各時代別の文学および時代を限定しない国語学を研究するための科目を中心とし、更に日本文学史・
日本文学特殊講義・漢文学など関係領域科目を設置。
文学では、1500年代から現代に至るまでの演劇、小説、批評を中心としたイギリス文学、アメリカ
ンルネサンス期から現代に至るまでの小説や詩のほか、多岐にわたるジャンルのアメリカ文学、
ならびに身体論、ジェンダー論、文化論などの理論を、英語学では、統語論、形態論、語用論、認知言
語学、意味論、音声学・音韻論、文体論、語彙論、辞書学、日英対照言語学などを研究。

独文学専攻

P.068

演劇学専攻

P.069

フランス文学、文法論的研究をはじめ、19・20世紀フランス思想、
ルネサンス、近代の散文の分析、近・
現代の詩の解明を対象とし、プルーストやフランス演劇なども研究。
近代現代文学を研究対象とし、思想、芸術、政治などの関わりで文学現象を考察出来る視点を持つ
よう指導。語学能力向上のための徹底した訓練も実施。
日本演劇と西洋演劇について広い視野を持って歴史的、論理的に研究する基礎を築きつつ、専門
領域においての探究を深めるよう指導。
思想から風俗に至る文化的諸状況、特にメディア状況と文芸テキストの関係を総合的に考究する。

文芸メディア専攻

P.070

（修士課程のみ）

具体的には、メディアと大衆文化、都市・都市文化と文学、源氏物語をはじめとする古典文芸の受容、
仏教思想・国学思想と文芸、近世文芸と近世メディア、出版史・出版研究、文芸思潮研究、創作特論、
翻訳研究、表象文化論など。
社会的存在としての人間が営々と培ってきた諸国の歴史と、その結果もたらされたものの分析、
更には各時代の文化の特質などを、研究対象に設置。

史学専攻

P.071-072

【日本史学専修】 古代から現代史までの幅広い領域を対象。
【アジア史専修】 アジア全域の全時代を対象。
【西洋史学専修】 西欧や国際関係史など幅広い領域での研究を展開。
【考 古 学 専 修】 東アジアでの日本の位置付けについても研究。

地理学専攻

P.073

地形・気候・環境などの自然地理分野、経済・社会・文化などの人文地理学分野、国内外を対象とし
た地域研究などを実施。
「社会、歴史、政治の文脈を見失わない臨床心理学専修」と「心、身体、倫理への視座を手放さない臨

臨床人間学専攻

床社会学専修」による実践学の発展を目指す。
P.074-075

【臨床心理学専修】
【現代社会学専修】
【教 育 学 専 修】

bunken@mics.meiji.ac.jp

▲

Meiji University Graduate School

事務取扱時間（グローバルフロント5F）
平 日 09：00〜11：30／12：30〜18：00 土曜日 09：00〜12：30 電話 03-3296-4143 E-Mail
※休業期間やイベント等により事務取扱時間は変更となる場合があります。
▲
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検索

▲

明治大学大学院 文学研究科

▲

文学研究科 Web ページ

入学者受入方針

Admission Policy

【博士前期課程・修士課程】

【博士後期課程】

文学研究科博士前期課程及び修士課程は、多角的な人文科学の基礎科学を修得しつ
つ、現代社会における人間存在の普遍的な課題の解明に寄与することができる人材を育
成することを目指しています。このため、
本研究科では主に次のような資質や意欲を持つ学
生を積極的に受け入れます。

文学研究科博士後期課程は、現代社会における人間存在の普遍的な課題の解明に寄
与しつつ、豊かな感性と鋭い理性を備え、高邁な精神文化的教養と精緻な科学的認識を
会得した優れた人材を育成することを目指しています。このため、本研究科では主に次の
ような資質や意欲を持つ学生を積極的に受け入れます。

⑴ 当該専攻・専修で必要とされる思考力、知識、語学力を学士課程ですでに養っているこ
とに加えて、世界・社会のヴィヴィッドな動向への幅広い視野と関心、及び身近な日常
的事象に対する鋭敏な感性と問題発見能力、常識に囚われない「自明性」を懐疑し得
る自由な着眼力、大胆な仮説に基づき、
これらを緻密かつ誠実に分析・考察し得る論証
能力、
さらには専門分野だけに偏らない深い教養、
また、以上のことを的確に表現し得
る高度に洗練された言語能力等を兼ね備えた者。

⑴ 当該専攻・専修博士前期課程修了のために必要とされる知識と思考力と語学力を備え、
指導教員が必要水準以上と判断した修士号請求論文を提出し、論文審査に合格した
者、
あるいはそれと同等の能力を所有する者。

⑵ 将来、専攻領域及び関連分野の高度な専門的知識と確かな技能を持って、地域社会
及び国際社会の一員として活動する意志と覚悟を有する者。
以上の求める学生像に基づき、学内選考入学試験、一般入学試験、外国人留学生入学
試験、
社会人特別入学試験、
飛び入学試験を実施し、
入学者選抜を行います。
なお、修得しておくべき知識等の内容・水準を以下の通り示します。

⑵ 博士学位請求論文提出の意欲を持ち、そのために必要な高度な学習や実習に加えて、
海外への長期留学、各種学会での発表、紀要論文等の執筆を着実に遂行することがで
き、かつ、世界的水準での自立した研究者、教育者として、日本及び海外諸国で貢献で
きるまでの困難な道程を歩む気概と具体的戦略図を持った者。
以上の求める学生像に基づき、一般入学試験、外国人留学生入学試験を実施し、入学
者選抜を行います。
なお、
修得しておくべき知識等の内容・水準を以下の通り示します。
ア 博士前期課程修了のために、必要とされる知識、思考力、及び言語能力
（語学力を含
む）
を備え、修士号論文審査の合格を有していること。

イ 自分を世界・社会のなかに位置づけ、幅広い教養を得ながら、自分自身で追究し、
ま
たその成果を文章に表すことができること。

イ 博士学位論文提出に向け、さらなる研究への探求とそれを進めるための技術的
なスキル、目的遂行能力を備えていること。

教 育 課 程 編 成 ・ 実 施方針
※教育課程編成・実施方針は P.064

Curriculum Policy

を参照してください。

学位授与方針
【博士前期課程・修士課程】
文学研究科博士前期課程及び修士課程は、多角的な人文学の基礎を修得しつつ、現代
社会における人間存在の普遍的な課題の解明に寄与することが出来る人材を輩出するこ
とを目指しています。この人材養成目的を踏まえ、本研究科の定める修了要件を満たし、
か
つ、学業成績ならびに学位論文に基づき、以下に示す能力を備えたと認められる者に対し
修士（文学、史学、地理学または人間学）
の学位を授与します。

Diploma Policy
【博士後期課程】
文学研究科博士後期課程は、現代社会における人間存在の普遍的な課題の解明に寄
与しつつ、豊かな感性と鋭い理性を備え、高邁な精神文化的教養と精緻な科学的認識を
会得した優れた人材を輩出することを目指しています。この人材養成目的を踏まえ、本研
究科の定める修了要件を満たし、かつ、学業成績ならびに学位論文に基づき、以下に示す
能力を備えたと認められる者に対し博士（文学、史学、地理学または人間学）の学位を授
与します。
⑴ 深い学識、語学力、思考力を備えて当該分野における国際的水準の研究を自立して遂
行できる能力。
⑵ 研究者や他の人々と向き合ってみずからの研究成果を伝えうる発信能力。
⑶ 研究者として学問成果を広く社会に問い還元し、後進の教育ができる能力。
⑷ 分野別には、以下に掲げる能力を求めます。
学位（文学）
日本文学：

日本文学・国語学・漢文学に関し、自分の対象とした分野・時代・作家・
作品・資料等について、高度な問題設定ができ、学界に貢献できる内容を、
説得力のある表現で提示できる能力。
英語圏文学・英語圏文化・英語学・言語学等に関し、自分の対象とした
分野・作家・作品・文化事象・言語事象等について、問題の発見を行い、そ
れに対して独自の見解を実証的・論理的な解法で提示し、当該分野の研究
の発展に貢献し、社会への貢献ができる能力。
フランス語圏の文学・文化・思想・言語等の分野で、研究者・教育者とし
て自立し活動できるだけの知識・語学力・思考力・発表力・論文作成力など
を備えた能力。
ドイツ語圏の語学、文学、文化及び思想に関して広く深く学術的研究に
取り組むとともに、
その成果を国内外の研究交流を通じて深め、研究・教育
をはじめとする社会的活動の場に還元していく能力。
演劇史・演劇学に関して広く深く学術的研究に取り組むとともに、その
成果を国内外の研究交流を通じて深め、様々な場において社会的文化活
動や教育の場に還元していく能力。

日本文学・国語学・漢文学に関し、自分の対象とした分野・時代・作家・
作品・資料等について、独自の問題設定ができ、新規性のある内容を、論理
的に表現して提示できる能力。
英語圏文学・英語圏文化・英語学・言語学等に関し、自分の対象とした
英文学：
分野・作家・作品・文化事象・言語事象等について、問題の発見を行い、そ
れに対して独自の見解を実証的・論理的な解法で提示できる能力。
フランス語圏の文学・文化・思想などの分野で幅広い知識と専門的学力
仏文学：
をもち、
自分の力で問題を発見し、実証的な方法によって分析・考察を行い、
独自な見解や仮説を示しうる能力。
ドイツ語圏の語学、文学、文化及び思想に関する幅広い学術的基礎知識
独文学：
を持ち、普遍的課題につらなる独自の研究を創成するために応用できる能
力。
演劇史・演劇学に関わる深い学術的知識と上演芸術研究に必要な分野
演劇学：
横断的な幅広い視野を持ち、課題の本質を分析する能力。
「文芸というメディア」、
「メディアとしての文芸」
という観点か
文芸メディア： 文芸概念を
ら分野横断的に捉え、新たな文芸研究を構築していく能力。

英文学：

学位（史学）

学位（地理学）

歴史学・考古学における幅広い知識と専門的技能を持ち、科学的な分析
を進めうる能力。

学位（地理学）
地理学：

地理学における幅広い知識と専門的学力・技能を持ち、科学的根拠に基
づいて地理的事象について分析を進めうる能力。

学位（人間学）
科学的根拠に基づいて人間や社会が抱える諸問題に向き合い、臨床心
理学的に観察・分析する能力、及び言語・非言語にかかわらず、他者が発す
る気持ちに対し共感的に傾聴し、専門的に支援できる能力。
現代社会の社会現象や社会問題について、幅広い知識と専門的な分析
現代社会学：
力をもって理解し、人間や社会が抱える諸問題の実践的課題解決に向け
た専門的な構想を可能にする能力。
教育学・社会教育学・博物館学・図書館情報学のいずれかの分野におけ
教育学：
る幅広い知識と専門的学力を持ち、人間形成における理念、社会的機能と
課題について理解し、実践的課題解決とも結びつける能力。
臨床心理学：

仏文学：

独文学：

演劇学：

Graduate School of Arts and Letters

学位（文学）
日本文学：

文学研究科

⑴ 主体的に学び研究する能力。
⑵ 幅広い学識、並びに語学力等を生かせる言語コミュニュケーション能力と研究能力。
自らの考えを他者に的確に伝
⑶ 問題を発見してそれを粘り強く解こうとする目的遂行力、
え得る文章表現能力、及びそれを評価できる能力。
⑷ 学士課程よりも高度な課程で学習する自分を世界、社会のなかに位置づけ、自分に何
が成し得るかを客観的かつ謙虚に振り返り、
自己を対象化できる能力。
⑸ 論理的な思考力と問題を自ら発見し解決する能力。
⑹ 学問成果に基づいて、社会に貢献する実践力。
⑺ 分野別には、以下に掲げる能力を求めます。

史学：

Meiji University Graduate School

ア 学士課程において修得すべき思考力、
知識、
語学力を充分に備えていること。

学位（史学）
史学：

地理学：

歴史学・考古学における深い知識と高度な技能を修得し、人間の過去の
営為を分析評価する能力。
ア 地理学における幅広くかつ深い知識と高度な専門的学力・技能を修
得し、科学的根拠に基づいて地理的事象について分析評価する能力。
イ 研究者として自立し活動できるとともに、指導者として後進を教育・育
成する能力。

学位（人間学）
臨床心理学： ア 個人や社会の抱える諸問題に対し、臨床心理学的視点から高度に分
析・研究する能力。
イ 研究で得られた知見を臨床現場において実践し、専門家として現場に
還元する能力。
ウ 指導者として後進の研究者や臨床家を教育・育成する能力。
現代社会学： ア 現代社会の社会現象や社会問題について、国際的な最高水準の研究
を含めた幅広い知識と専門的な分析力をもって理解する能力。
イ 人間や社会が抱える諸問題の実践的課題解決に向けた専門的な構
想を可能にする能力。
ウ 自立した研究者として成果を広く社会に問い、還元・教育ができる能力。
教育学・社会教育学・博物館学・図書館情報学のいずれかの分野におけ
教育学：
る幅広い知識と高い専門的学力を持ち、人間形成における理念、社会的機
能と課題について理解し、研究的・実践的な課題を提起する能力。

Meiji University Graduate School
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文学研究科
教 育 課 程 編 成 ・ 実 施方針
【博士前期課程・修士課程】
現代社会における人間存在の普遍的な課題の解明に寄与しつつ、豊かな感性と鋭い理
性を備え、高邁な精神文化的教養と精緻な科学的認識を会得した優れた人材を輩出する
ことが、文学研究科博士前期課程及び修士課程の教育理念並びに目標です。そのために、
現代社会における人間存在の普遍的な課題の解明に寄与する能力を会得するために、以
下のような方針に基づきカリキュラムを編成しています。
より深い学識を身
⑴ 各専攻・専修での学部課程での学習、実習成果を更に発展させつつ、
につけさせることで、先端的な専門知識への道を開き示すと共に、苦手な分野では基礎
的な学習と作業へと立ちかえらせます。
「総合史学研究」
「特別講義」
のような科目、並びに学術講演会などを
⑵ 「総合文学研究」
通じて、専門外の多様な知識にも広く触れてもらいます。そのために客員教員、特任教員
等の制度も活用します。
⑶ 研究指導においても、修士学位論文の執筆についてはきめ細かな指導を行うのみならず、
中間発表などで口頭発表、論文作成の基礎習得を重視した指導体制を構築しています。
⑷ 成果還元としては、大学間での研究発表会レベルでの発表を想定し、
これを推進してい
ます。
⑸ 分野別には、以下の力点を設定しています。
学位（文学）
日本文学：

ア 日本文学・国語学・漢文学に関する修士学位論文作成に向け、執筆能
力を段階的に涵養すべく、演習科目を設けて研究構想・先行文献の評価・
成果発表等を実践的に指導します。
イ 特論科目によって分析・考察のスキルを深めます。
ウ 関連する専門科目の履修によって、幅広い視点を有することができるよ
うな能力を育みます。

英文学：

英語圏文学・英語圏文化・英語学・言語学等に関する修士学位論文の執
筆に必要となる知識・読解力・分析力・発表能力の習得に資する科目群を配
置しています。

仏文学：

ア フランス語圏の文学・文化・思想について、分野ごと及び時代ごとの専
門知識を深められるような演習科目と特論科目を配置しています。
イ 特に演習科目においては語学力、読解力、発表力、論文作成力などが身
につくようカリキュラムを編成しています。
ア ドイツ語圏の語学、文学、文化及び思想の研究領域の幅の広さに鑑み、
個別領域の学術的知識を深める科目を配置しています。
イ 同時に、分野横断的な基礎学習も継続できるようにカリキュラムを編成
しています。

独文学：

演劇学：

演劇史・演劇学の研究領域の幅の広さに鑑み、個別の領域の専門知識を
深めると同時に、幅広い基礎的な学習も継続できるようにカリキュラムを編
成しています。

文芸メディア：

分野、
また、作家・作品研究に専門化した演習・特論のほか、文芸の分野
横断的研究のために、
日本文芸史、表象文化、表現創作の各特論を配置し
たカリキュラムを編成しています。

Curriculum Policy
【博士後期課程】
文学研究科博士後期課程の教育理念・目標である、専門的に研究に携わる研究者として
豊かな感性と鋭い理性を備え、高邁な精神文化的教養と精緻な科学的認識の会得を実現
するために、以下に示す方針に基づきカリキュラムを編成しています。
自己の研究を客観的に位置づけ、
その意義、成果と問題点を世界
⑴ 各専門分野において、
的水準で認識し、それについて内外の研究者たちと闊達に議論でき、
また、国際シンポ
ジウムなど、研究の国際的協力体制を築くことができる能力を、専攻横断的でかつ受講
者参加型の科目を交えて養成します。
⑵ 学内・学外のＧＰ、大型共同研究にも積極的に参加して経験を積み、高度な学問的研
鑽の社会的責務を宿した知的倫理性を養成します。
当該分野での最も困難な問題、
それ
⑶ 研究指導においても、指導教員を中心としながら、
を解明するための最も高度な知識、最も先端的な方法を提示し、各専攻・専修において、
博士学位請求論文完成までの明確なガイドラインにのっとった指導体制を構築してい
ます。
その期間の留学を可能にしています。また、国内外調査な
⑷ 文学部の助手制度を活用し、
どへの助成を様々な形で行っています。
⑸ 分野別には、以下の力点を設定しています。
学位（文学）
日本文学：

日本文学・国語学・漢文学に関する各種の関連学会・研究会等へ積極的
に参加して研究発表を行いつつ、多様で優秀な人材との交流を深めること
で、学位論文全体を統一するテーマを広く大きな視野に基づいて設定でき
る能力を養えるカリキュラムを編成しています。論文指導のもとで客観的な
査読に耐えるような個別的論考の執筆を積み上げ、
それらを博士学位論文
としてまとめることができます。

英文学：

英語圏文学・英語圏文化・英語学・言語学等に関する博士学位論文の完
成を目標とした継続的指導を行い、学会等での発表、学術雑誌等への執筆
のための指導を可能とするカリキュラムを編成しています。

仏文学：

ア フランス語圏の文学・文化・思想について、
それぞれの研究主題に基づ
き博士学位論文を作成できるようになるための長期計画に基づいた指導
を行っています。
イ 学内外の雑誌のための論文作成や研究発表についても適宜指導を行
います。
ウ 長期の海外留学を積極的に奨励しています。
エ 研究の深化と視野の拡大、語学力の錬磨を意識づけることを可能にす
るカリキュラムを編成しています。

独文学：

自己の研究を、個別の専門領域において深化させるとともに、学際的な視
点をもって客観的に位置づけられる研究者の養成のため、学内での研究発
表会や国内外の関連学会での発表促進、学会誌等の論文及び博士学位論
文執筆の指導、
そして研究を深化させ発信力を高めるための積極的長期留
学奨励を含むカリキュラムを編成しています。

演劇学：

自己の研究を個別の専門領域において深化させるとともに、学際的な視
点の中で客観的に位置づけられる研究者を養成するため、専攻内での研究
発表会や国内外の関連学会の発表を促進し、学会誌等の論文執筆の指導
を含むカリキュラムを編成しています。

学位（史学）
演習・実習などの実践的な授業と、歴史学・考古学の幅広い内容の講義を
提供するとともに、複数の教員によるきめ細かな研究指導を行うカリキュラ
ムを編成しています。

史学：

学位（地理学）
ア 地理学に関する修士学位論文を作成するために、研究・執筆能力を段
階的に涵養すべく演習科目を設けて研究構想、先行研究の評価、成果発
表などを行う科目を配置しています。
イ 同時に、調査・分析・考察の手法を深め、
さらに関連する専門科目の履
修によって、幅広い視点を育むカリキュラムを編成しています。

地理学：

学位（史学）
史学：

イ 外国史専修者には、長期の海外留学を奨励するとともに実践的な語学
力を養成します。
学位（地理学）
地理学：

学位（人間学）
臨床心理学： ア 今日の社会において緊急性の高いニーズである
「心のケア」、
すなわち、
うつ病や不安障害等の心の病気、学校における不適応やいじめ等の問題、
育児ストレスや児童虐待・家庭内暴力等の家族関係の問題、性的マイノリ
ティや性機能等のジェンダーやセクシュアリティをめぐる諸問題、DV やハ
ラスメント等の人権に関わる問題など、
あらゆる世代の個人及び様々な集
団において生じる心理・社会的諸現象に対する専門的対処に、直接的か
つ具体的にアプローチする臨床心理学の専門家の養成と実践的な研究
の推進を目指すカリキュラムを編成しています。
イ また、臨床心理士・公認心理師の資格取得カリキュラムに対応するため、
講義演習と併行して学内外の専門機関における臨床実習のコマを多数設
置しています。
現代社会学：

教育学：
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人間や社会の抱える諸課題の実践的課題解決に向けた専門的な構想力
を身に着けるため、社会の現場での実習を重視したカリキュラムを編成して
います。講義・演習・実習のバランスの基本的な目安としては、講義が3分の
1を超えないこととします。
学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）
に示した力を獲得し、専門性を生か
した進路に進めるよう、講義・演習・実習を適切に組み合わせ、分野横断的
に問題の本質を理解できる能力を育むカリキュラムを構成します。

Meiji University Graduate School

ア 内外の研究活動や学会に参加して経験を積み、研究成果を積極的に発
信することを奨励しています。

ア 地理学に関する博士学位論文のテーマを広く大きな視野に基づいて設
定できる能力を養い、学位論文を作成できるようになるための長期計画
に基づいて指導します。
イ この指導の下で、内外の関連する学会・研究会などに積極的に参加して
研究発表を行いつつ研鑽を積ませるべく、
カリキュラムを編成しています。

学位（人間学）
臨床心理学：

研究で導き出された知見を臨床実践に、また現場で体験的に得られた
データを研究に、それぞれを有機的に結び付けて還元することができる人
材を育て、
また後進を専門的に高度に指導できる教育・研究者、現場指導者
の育成を目指すカリキュラムを編成しています。

現代社会学： ア 現代社会の社会現象や社会問題について、国際的な最高水準の研究
を含めた幅広い知識と専門的な分析力を身に着けるべく、国内、国際学会
での研究交流と研鑽を目指すカリキュラムを編成しています。
イ 研究対象として選んだ社会現場において、
もっとも徹底した、
もっとも先
端的な水準の研究を行えるカリキュラムです。
教育学：

学位授与方針（ディプロマポリシー）に示した力を獲得し、専門性を生か
した進路に進めるよう、演習を中心として指導を行い、学会発表・論文投稿
など研究成果公開を推進するカリキュラムを編成しています。

Graduate School of Arts and Letters

日本文学専攻
日本文学専攻の人材養成
その他教育研究上の目的

日本文学専攻は、古典から現代までの日本文学全般を多様な視座から究明するとともに、
その統一的把握を目指す。従来の文献研究・テキスト批評を堅固な基礎としつつ、歴史に対す
る幅広い関心を持って新しい研究領域を切り開き、文学と社会の関連を明らかにする。この

カリキュラム一覧
主要科目
日本古代文学演習ⅠA・
ⅠB・
ⅠC・
ⅠD
日本古代文学演習ⅡA・ⅡB・ⅡC・ⅡD
日本中世文学演習 A・B・C・D
日本近世文学演習 A・B・C・D

ような実践を通して、
日本文学の専門的研究者・教育者及び日本文化に関する高度な素養を

日本近代文学演習ⅠA・
ⅠB・
ⅠC・
ⅠD

身につけた教養人の育成を行う。

日本近代文学演習ⅡA・ⅡB・ⅡC・ⅡD
日本近代文学演習ⅢA・ⅢB・ⅢC・ⅢD
国語学演習 A・B・C・D
漢文学演習 A・B・C・D

2021年度 修士論文テーマ
谷崎潤一郎文学における権力関係の倒錯
―「少年」
から
「痴人の愛」
までの
「ごっこ遊び」
をめぐる―

日本古代文学特論ⅡA・ⅡB

有島武郎の生きづらさ ―『カインの末裔』
『或る女』
における
〈個人〉―

日本近世文学特論 A・B

源氏物語の病について ―
「わらはやみ」
を中心に―

日本近代文学特論ⅠA・
ⅠB

▲ ▲

日本古代文学特論ⅠA・
ⅠB

▲ ▲

Meiji University Graduate School

特修科目

尾崎翠における文学的実践 ―感覚の変容と科学的な想像力に着目して―

日本中世文学特論 A・B

日本近代文学特論ⅡA・ⅡB
日本近代文学特論ⅢA・ⅢB
国語学特論 A・B
日本文学特殊講義ⅠA・
ⅠB
日本文学特殊講義ⅡA・ⅡB
日本文学史特論 A・B

文学研究科

漢文学特論 A・B
日本演劇特論ⅠA・
ⅠB
日本演劇特論ⅡA・ⅡB
総合文学研究ⅠA・
ⅠB ～ⅤA・ⅤB
総合史学研究ⅠA・
ⅠB ～ⅥA・ⅥB

特定科目
日本文学特別指定講義Ⅰ
日本文学特別指定講義Ⅱ

Graduate School of Arts and Letters

※2022年4月1日時点のものです。今後変更や見直しを行う場合があります。

院生からのメッセージ
博士前期課程

Master’
s Program

周りの全てが学びになる場所
笑っている様子を表現する「にこにこ」
「くすくす」と言っ

文学や国語学の研究に完全無欠の正解はありません。し

た言葉をオノマトペと呼びます。私の研究テーマは、日本

かし、どのような研究であっても、先生方や周囲の方々に

語と朝鮮語（韓国語）のオノマトペの比較です。日本語と朝

沢山の気付きや助言をいただくことが出来ます。このよう

鮮語はオノマトペの数が多いと言われている言語です。両

な充実した学びの場で、皆さんと共に新たな発見をしてい

言語で同じ様子を表す言葉を比較することによって、両言

けることを願っています。

語間のオノマトペがどのように対応しているかを探るこ

佐藤 奈波
SATO Nanami
日本文学専攻
博士前期課程 2年

とが私の研究です。
学部生時代は近代文学を中心に学ばせていただきました。
しかし大学院に進学するにあたり、日本語そのものに興味
があることに気付き、研究分野を国語学に変えました。専
門的知識が不足している状態で進学しましたが、先生方や

師事している教員は？

小野 正弘

教授

国語学の研究室です。大人数ではないため、先生のご指摘は勿
論のこと、学生一人一人の気付きや意見も議論されることが多く
あります。授業では、一つのテーマに対して、受講者全員で考えを
深めていきます。幅広い知識で丁寧に説明してくださる小野先生
のもとで、各々が独自の視点で研究を進めています。

先輩方のご指導に助けていただきながら、研究を進めてい
ます。

教員情報

P.076

Meiji University Graduate School
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文学研究科
英文学専攻
カリキュラム一覧

英文学専攻の人材養成

その他教育研究上の目的

主要科目
英文学演習ⅠA・
ⅠB・
ⅠC・
ⅠD

英文学専攻博士前期課程は、4専修から構成される。英文学・米文学・英語学専修では、各

英文学演習ⅡA・ⅡB・ⅡC・ⅡD

分野についての専門知識を身につけて後期課程に進学し、研究者への道を歩む人材の養成

英文学演習ⅢA・ⅢB・ⅢC・ⅢD

を目的とし、英語教職専修では、高度な専門知識を有する中高英語教員の養成を目指す。博

英文学演習Ⅳ A・Ⅳ B・Ⅳ C・Ⅳ D

士後期課程は、英文学・米文学・英語学の3専修から構成され、身につけてきた知識を基盤に
各自の研究を発展させて博士論文を完成させ、その後も自立した研究を積み重ねていく人材
を育てる。

英文学演習ⅤA・ⅤB・ⅤC・ⅤD
米文学演習ⅠA・
ⅠB・
ⅠC・
ⅠD
米文学演習ⅡA・ⅡB・ⅡC・ⅡD
米文学演習ⅢA・ⅢB・ⅢC・ⅢD
米文学演習Ⅳ A・Ⅳ B・Ⅳ C・Ⅳ D
米文学演習ⅤA・ⅤB・ⅤC・ⅤD

2021年度 修士論文テーマ

英語学演習ⅠA・
ⅠB・
ⅠC・
ⅠD
英語学演習ⅡA・ⅡB・ⅡC・ⅡD

▲

補文構造の分析と5文型の指導について

英語学演習ⅢA・ⅢB・ⅢC・ⅢD

特修科目
英文学特論ⅠA・
ⅠB
英文学特論ⅡA・ⅡB
英文学特論ⅢA・ⅢB
米文学特論ⅠA・
ⅠB
米文学特論ⅡA・ⅡB
米文学特論ⅢA・ⅢB
英語学特論 A・B
英語教職特論ⅠA・
ⅠB
英語教職特論ⅡA・ⅡB
英語教職特論ⅢA・ⅢB
英語教職特論Ⅳ A・Ⅳ B
総合文学研究ⅠA・
ⅠB 〜ⅤA・ⅤB
総合史学研究ⅠA・
ⅠB 〜ⅥA・ⅥB

特定科目
英文学特別指定講義Ⅰ
英文学特別指定講義Ⅱ
※2022年4月1日時点のものです。今後変更や見直しを行う場合があります。

院生からのメッセージ
博士前期課程

Master’
s Program

学ぶことの楽しさ
私は、イギリス文学、特にシェイクスピアに関する研究
をしています。主に、彼の喜劇について学んでいます。

学院で学ぶ仲間からも新しい意見や見方を得ることができ、
私は、毎日、新鮮で充実した大学院生活を送れています。

明治大学大学院では、活発で刺激のある授業を受けるこ

明治大学は、設備も充実しており、研究にはうってつけ

とができます。例えば、シェイクスピアの戯曲を学ぶ授業

の環境が整っています。皆さんも自分の興味のあることを

では、原文を音読することで、言葉遊びの巧みさや韻文を

明治大学大学院で一緒に研究しましょう。

読む楽しさを学ぶことができます。また、大学院では、研究

小林 将大

分野以外についても幅広く学ぶことができます。私はシェ

KOBAYASHI Masahiro

イクスピアの研究をしていますが、ほかにも第一次世界大

英文学専攻
博士前期課程 2年

な領域について広く深く学ぶことで、自分の研究について

戦中の英国詩や小説、英語文体論なども学んでいます。様々
の知見を深めることもできます。

師事している教員は？

野田 学

教授

大学院の授業は、少数で行われます。研究室では、授業前に準備
（予習）したことを授業で教授と確認していき、それに付随する知
識を教授が与えてくださります。また、一緒に学ぶ仲間からも多
くの意見を得られます。英語の知識だけでなく、作品から当時の
社会についても学びながら研究を進められます。

英文学専攻には、著名な教授方が多数いらっしゃり、新た
な知識や視点を得る助けをしてくれます。そして、共に大
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仏文学専攻
カリキュラム一覧

仏文学専攻の人材養成

その他教育研究上の目的
フランスとその文化は、一方ではギリシャローマ、他方ではユダヤキリスト教の伝統に深
く根ざしながら、常に様々な分野で斬新な創造を続けてきた。その役割は今も縮小してはおら

主要科目
近代仏文学演習ⅠA・
ⅠB・
ⅠC・
ⅠD
近代仏文学演習ⅡA・ⅡB・ⅡC・ⅡD
近代仏文学演習ⅢA・ⅢB・ⅢC・ⅢD

ず、EU 及び世界50ヶ国に及ぶフランス語圏の中心として、そこから学ぶべきものが多々ある。

近代仏文学演習Ⅳ A・Ⅳ B・Ⅳ C・Ⅳ D

そのような状況の中で、仏文学専攻では、高度なフランス語運用力、
フランス文化・思想・文学

現代仏文学演習ⅠA・
ⅠB・
ⅠC・
ⅠD

に関する広範な知識、繊細かつ大胆な国際感覚と実践力を備えた研究者、社会人、文化人の

現代仏文学演習ⅡA・ⅡB・ⅡC・ⅡD

育成を目指す。

現代仏文学演習ⅢA・ⅢB・ⅢC・ⅢD
現代仏文学演習Ⅳ A・Ⅳ B・Ⅳ C・Ⅳ D
仏語学演習 A・B・C・D

Meiji University Graduate School

特修科目
近代仏文学特論ⅠA・
ⅠB
近代仏文学特論ⅡA・ⅡB
近代仏文学特論ⅢA・ⅢB
近代仏文学特論Ⅳ A・Ⅳ B
近代仏文学特論ⅤA・ⅤB
現代仏文学特論ⅠA・
ⅠB
現代仏文学特論ⅡA・ⅡB
現代仏文学特論ⅢＡ・ⅢB
現代仏文学特論Ⅳ A・Ⅳ B
仏語学特論 A・B
総合文学研究ⅠA・
ⅠB 〜ⅤA・ⅤB

文学研究科

総合史学研究ⅠA・
ⅠB 〜ⅥA・ⅥB

特定科目
仏文学特別指定講義Ⅰ
仏文学特別指定講義Ⅱ
※2022年4月1日時点のものです。今後変更や見直しを行う場合があります。

Graduate School of Arts and Letters

院生からのメッセージ
博士前期課程

Master’
s Program

文学を学ぶこと、問いを持つこと
私がフランス文学を専攻するようになったきっかけは、

くのは非常に大変なことです。ですが、先生や先輩から助

高校生の頃に読んだカミュの『ペスト』に、自己を変えられ

言や示唆を頂きながら少しずつ考察を深めていけることは、

るほどの衝撃を受けたからでした。大学院での私の研究対

とても幸せで楽しいことでもあります。皆さんと共に研究

象は、最早カミュではなく、18 世紀啓蒙の時代における文

を出来る日を楽しみにしています。

学や哲学ですが、文学が人や社会に対して持つ力の深さ・
大きさを感じ取りたい、という思いは、高校時代のあの読

横谷 瑛美
YOKOYA Emi
仏文学専攻
博士前期課程 2年

書の時から変わっていません。このパンデミックの最中、
再び『ペスト』が注目を浴びましたが、優れた文学作品が持
つ普遍性は現代を生きる私達に、常に何かを呼びかけてい
ます。こうして、自分が掴み取った、
あるいは垣間見た
「何か」
を足掛かりに、それぞれの問題意識を持って学びを続けて
いく、これが大学院での研究です。
一つの問いを思い続けながら毎日の講義をこなしてい

師事している教員は？

奥 香織

准教授

仏文学専攻の授業では、フランス語のテキストの翻訳、テキス
トに関しての議論、各々が関心を持つテーマについての発表など
をしています。違う研究対象・関心を持ったメンバーからの指摘
や意見、考察を共有することで、一人で思考するだけでは得られ
ない新しい観点を研究にもたらすことができます。
教員情報
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文学研究科
独文学専攻
カリキュラム一覧

独文学専攻の人材養成

その他教育研究上の目的
ドイツ文学を歴史的コンテクストと現代的アクチュアリティを視野に入れながら研究するこ
とによって、
ドイツの文化と社会についての理解を深め、
日独の交流に役立つような人材を養
成することを目的とする。このためには、学術的な討論ができる程度にドイツ語の運用能力を

主要科目
近代独文学演習ⅠA・
ⅠB・
ⅠC・
ⅠD
近代独文学演習ⅡA・ⅡB・ⅡC・ⅡD
現代独文学演習ⅠA・
ⅠB・
ⅠC・
ⅠD
現代独文学演習ⅡA・ⅡB・ⅡC・ⅡD

高め、同時にまた、日本のことをドイツ語で語ることができるような日本の文化についての深

現代独文学演習ⅢA・ⅢB・ⅢC・ⅢD

い教養を培う。

ドイツ文芸思想史演習 A・B・C・D
独語学演習 A・B・C・D

特修科目

2021年度 修士論文テーマ

近代独文学特論ⅠA・
ⅠB
近代独文学特論ⅡA・ⅡB

▲

ローベルト・メナッセの
『首都 (Die Hauptstadt)』
における首都は
「ブリュッセル」
なのか
「アウシュヴィッツ」
なのか、
それとも都市ですらない何か全く違った
「もの・こと・ひと」
なのか？

現代独文学特論ⅠA・
ⅠB
現代独文学特論ⅡA・ⅡB
ドイツ文芸思想史特論 A・B
ドイツ古典文学特論 A・B
総合文学研究ⅠA・
ⅠB 〜ⅤA・ⅤB
総合史学研究ⅠA・
ⅠB 〜ⅥA・ⅥB

特定科目
独文学特別指定講義Ⅰ
独文学特別指定講義Ⅱ
※2022年4月1日時点のものです。今後変更や見直しを行う場合があります。

院生からのメッセージ
博士前期課程

Master’
s Program

充実した研究生活
ドイツ文学で大学院に進もうと考えられている方は、
きっ

充実しており、一歩を踏み出して良かったと思えています。

とそれぞれ好きな作家や、学部時代に得た知識をもっと深

また、入学当初は授業についていけるかどうかも不安でし

めてみたいという方が多いと思います。私もそんな学生の

たが、疑問に思ったことを聞きやすい雰囲気があったので、

一人でしたが、そういった方々には、独文学専攻は自分の

周りの方々に相談しつつ、乗り越えることができました。

研究分野を追求するのに十分な環境が整っていると思い

ぜひ皆さんも、学びへの一歩を踏み出してみませんか。

ます。もちろん成果を出すためには積極性が必要ですが、

海野 杏梓

行き詰まることがあっても、指導してくださる教授のお言

UNNO Azusa

葉は大変励みになります。そして授業では、先輩方の分析

独文学専攻
博士前期課程 2年

点を得られます。

や、教授の方々の長年培われてきた知識によって新たな視
私は進路を決める際、就職するか、大学院でもっと勉強

師事している教員は？

渡辺 学

教授

多種多様な作品を読み、そこではなにが問題となっているのか、
またはどのような思想がその作家の根底にあるのかなど、各々が
独自の読み方を持ちつつ、議論しています。また作品の読解だけ
ではなく、ドイツ言語学に関する論文を読む授業もあり、現代の
ドイツ語圏の言語文化についても知見を得られます。

するかでとても悩んだ記憶があります。しかし、入学した
後はそんな入学前の悩みが消えるくらい授業での学びが
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演劇学専攻
カリキュラム一覧

演劇学専攻の人材養成

その他教育研究上の目的
演劇学専攻では、博士前期課程においては、高度な専門的知識を修得した研究者の養成
に加え、幅広く劇作家、演出家、戯曲・演劇の歴史的・理論的著作の翻訳家、演劇制作者など

主要科目
演劇学演習ⅠA・
ⅠB・
ⅠC・
ⅠD
演劇学演習ⅡA・ⅡB・ⅡC・ⅡD
演劇学演習ⅢA・ⅢB・ⅢC・ⅢD

を目指す人材の養成を目的とする。博士後期課程においては、課程博士号の取得を目指す者

日本演劇演習ⅠA・
ⅠB・
ⅠC・
ⅠD

を含めて、演劇学研究者を目指す人材の養成を目的とする。

日本演劇演習ⅡA・ⅡB・ⅡC・ⅡD

特修科目
演劇学特論ⅠA・
ⅠB
演劇学特論ⅡA・ⅡB

2021年度 修士論文テーマ

日本演劇特論ⅠA・
ⅠB

▲

Meiji University Graduate School

日本演劇特論ⅡA・ⅡB

戦後関西の歌舞伎界における
「七人の会」
の意義 ―「上方歌舞伎の復活」
という目的とその実際―

西洋劇文学史特論ⅠA・
ⅠB
西洋劇文学史特論ⅡA・ⅡB
西洋劇文学史特論ⅢA・ⅢB
言語芸術論特論 A・B
総合文学研究ⅠA・
ⅠB 〜ⅤA・ⅤB
総合史学研究ⅠA・
ⅠB 〜ⅥA・ⅥB

特定科目
演劇学特別指定講義Ⅰ
演劇学特別指定講義Ⅱ
※2022年4月1日時点のものです。今後変更や見直しを行う場合があります。

文学研究科

Graduate School of Arts and Letters

院生からのメッセージ
博士前期課程

Master’
s Program

新しい心で演劇を学ぶ
高校2年生の12月、イエス・キリスト生誕劇上演の照明指

ン・ジュネについての知識を深め、修士論文の核となるテー

導中に「大学で演劇について勉強しよう」と心に導かれたこ

マの選定に努めています。初めは新しい環境に戸惑いや不

とを覚えています。その思いのままに、演劇という芸術の存

安もありましたが、素敵な先生方と先輩方から日々学びと

在を基礎から学び、マリヴォーやジュネといった劇作家に

助言を頂きながら研究を進めています。皆様とも共に研究

出会い、研究しながら、素晴らしい友人たちと数多くの作品

する日が訪れることを楽しみにしております。

を創作するという、まさに演劇一色の学部時代を過ごしま

上原 可琳
UEHARA Karin
演劇学専攻
博士前期課程 2年

した。しかし、卒業論文を執筆する過程で、演劇への学術的
アプローチの難しさと私自身の演劇学への未熟さを痛感し、
より真摯に研究に取り組みたいという思いから大学院へ進
学しました。
現在、私は一層専門的になった講義内容に悪戦苦闘しな

師事している教員は？

井上 優

教授

私が所属する研究室では、各自の研究内容についての口頭発表
とその内容に関するディスカッションを毎週行っています。発表
の多くはシェイクスピアに関するものですが、その視点は上演史
をはじめとして、翻訳や翻案など多岐に渡っており、常に新しい
発見と学びを得ることのできる大変貴重な時間を過ごしています。

がら、修士論文に向けての基礎固めを行なっています。具
体的には、研究対象に据えている不条理の演劇の劇作家ジャ
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文学研究科
文芸 メ デ ィ ア 専 攻
文芸メディア専攻の人材養成

その他教育研究上の目的

文芸メディア専攻は、
「メディア環境の中の文芸」
という立場を設定し、メディアとは何かと
いう問題意識を重く踏まえた上で、
「文芸というメディア」及び「メディアとしての文芸」の視座
から文芸研究・メディア研究に取り組む。文芸への深い知識と教養を兼ね備えながら、言語テ

カリキュラム一覧
主要科目
文芸メディア演習ⅠＡ・
ⅠＢ・
ⅠＣ・
ⅠＤ
文芸メディア演習ⅡＡ・ⅡＢ・ⅡＣ・ⅡＤ
文芸メディア演習ⅢＡ・ⅢＢ・ⅢＣ・ⅢＤ
文芸メディア演習ⅣＡ・ⅣＢ・ⅣＣ・ⅣＤ

キストとそれが置かれたメディア環境の相互的関連を視野に収める専門的知識人の育成を

文芸メディア演習ⅤＡ・ⅤＢ・ⅤＣ・ⅤＤ

目指す。

文芸メディア演習ⅥＡ・ⅥＢ・ⅥＣ・ⅥＤ

特修科目
文芸メディア特論ⅠＡ・
ⅠＢ

2021年度 修士論文テーマ

文芸メディア特論ⅡＡ・ⅡＢ

▲

夏目漱石『こころ』
における
〈父〉
の生成 ―二人の
「私」
の語る形容表現を中心に―

文芸メディア特論ⅢＡ・ⅢＢ
文芸メディア特論ⅣＡ・ⅣＢ
文芸メディア特論ⅤＡ・ⅤＢ
文芸メディア特論ⅥA･ ⅥB
日本文芸史特論Ａ・Ｂ
表象文化特論Ａ・Ｂ
表現創作特論Ａ・Ｂ
総合文学研究ⅠＡ・
ⅠＢ～ⅤＡ・ⅤＢ
総合史学研究ⅠＡ・
ⅠＢ～ⅥＡ・ⅥＢ

特定科目
文芸メディア特別指定講義Ⅰ
文芸メディア特別指定講義Ⅱ
※2022年4月1日時点のものです。今後変更や見直しを行う場合があります。

院生からのメッセージ
修士課程

Master’
s Program

文学を探求し、研究する。
文芸メディア専攻では、文学を読み、かつ書くという行

攻の垣根を越えて演劇学も学んでいます。文学テクストの

為に重点を置きます。それはメディアという言葉の宇宙か

研究に多様なアプローチが出来ることもこの専攻の魅力

ら文学を読み取り、創り出すことによって学問していくか

だと感じています。文学を探求し、研究する。文芸メディア

らです。言葉は、その意味を自ら語ることはありません。そ

専攻には、文学研究の可能生と、自らの創造力を掻きたて

れを解釈し、言葉から文学を探しだすのは人間です。その

る刺激に満ちた学びがあります。

営みの欲動を広大なメディア空間の中で研究すること、そ

馬場 大貴
BABA Daiki
文芸メディア専攻
修士課程 2年

れが文芸メディア専攻での学問です。その先には無数の「自
己」と「他者」が相交わる混沌としたメディアそのものを読
み解く可能生が開かれています。
大学院では文学テクストの講読を主に行っています。そ
の際には文学を中心に、哲学、社会学、歴史学、メディア論、

師事している教員は？

伊藤 氏貴

教授

近現代文学を中心とした講読と、各学生の研究テーマに沿った
口頭発表が行われます。学生の自主性が重んじられており、講読
では学生が自身の研究内容に合わせて文学テクストを選択する
場合があります。口頭発表では漫画や映画、アニメなども題材に
なることがあるため、幅広いメディア作品への知識が要求されます。

表象文化論など、幅広く学問領域を横断します。例えば、私
は寺山修司の戯曲を研究対象としているため、研究科の専
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史学専攻
日本史学専修

史学専攻の人材養成

その他教育研究上の目的
史学専攻は、
日本史・アジア史・西洋史・考古学の４
専修から構成され、研究素材である各種史資料の分
析に基礎を置く実証主義と歴史を生み出したフィール
ドを重視する実践主義を教育・研究の柱とし、学際的・
国際的視点を伝統的に重視している。近年は、専攻が
属す研究科の特性を生かし、文学研究科諸専攻との
学際協力も緊密である。その研究・教育を通じ、史学

日本史学専修は、日本の歴史を多様な視座から究

西洋史学専修は、人間社会の歴史的探求をその本

明するとともに、
その統一的把握を目指す。その研究・

旨とするが、中でも西洋の古代から現代までを見通し

教育は、各種史資料の批判的検討やフィールドワー

てそれを行う。また、世界に対する幅広い見識と歴史

ク等による実証を基礎とするとともに、視野を隣接諸

についての深い理解と教養を身につけて、それを基に

科学にも広げ、
また、国際的視野に立つことを目指す。

自分自身をしっかりと表現でき、人類の発展に寄与で

日本史学専修ではそのような教育・研究の実践を通じ、

きる人間形成を目指す。

日本史学の専門的研究者・教育者及び日本史学の高
度な素養を身につけた教養人の育成を目標とする。

専攻は、歴史学の専門研究者及び教育者並びに豊か

考古学専修
Meiji University Graduate School

考古学は、遺跡・遺物といった物質資料に基づき文

アジア史専修

な歴史への素養を身につけた高度教養人を育成する
ことを目的とする。

西洋史学専修

字の無い時代を含めた歴史の再構築を目指す学問で

アジア史専修は、中国・朝鮮の東アジア史研究を大

ある。その教育・研究は、発掘・測量調査又は遺物実

きな柱に、西アジア史をもう一つの柱に据え、文献資

測などによる現場性・実証性を基礎に置くと同時に、

料や出土史料の分析だけでなく、現地調査や外国研

視野を隣接諸分野・諸外国に広げ、考古学的研究成

究者との交流も積極的に推進して研究を進める。博

果を歴史学の大きな枠組みの中に位置づけることを

士前期課程ではアジア諸地域に対する深い学識を

目指す。本専修では地道な基礎研究に加えて、学際

持った高度教養人を、博士後期課程では国際的発信

的・国際的研究活動に参加することを通じて、考古学

力を持った研究者を養成する。

の専門的研究者、地方自治体の文化財担当者、博物
館学芸員、教育者及び考古学の高度な素養を身につ
けた教養人の育成を目的とする。

文学研究科

カリキュラム一覧
主要科目

【日本史学専修】

日本史特論ⅠA・
ⅠB

【西洋史学専修】
西洋史学研究ⅠA・
ⅠB・
ⅠC・
ⅠD

日本史学研究ⅡA・ⅡB・ⅡC・ⅡD

西洋史学研究ⅡA・ⅡB・ⅡC・ⅡD

日本史学研究ⅢA・ⅢB・ⅢC・ⅢD

西洋史学研究ⅢA・ⅢB・ⅢC・ⅢD

日本史学研究Ⅳ A・Ⅳ B・Ⅳ C・Ⅳ D

西洋史学研究Ⅳ A・Ⅳ B・Ⅳ C・Ⅳ D

日本史学研究ⅤA・ⅤB・ⅤC・ⅤD

西洋史学研究ⅤA・ⅤB・ⅤC・ⅤD

日本史学研究ⅥA・ⅥB・ⅥC・ⅥD

西洋史学研究ⅥA・ⅥB・ⅥC・ⅥD

日本史特論ⅡA・ⅡB
文化史特論 A・B
思想史特論 A・B
アジア史特論ⅠA・
ⅠB
アジア史特論ⅡA・ⅡB
西洋史特論ⅠA・
ⅠB
西洋史特論ⅡA・ⅡB

日本史学研究Ⅶ A・Ⅶ B・Ⅶ C・Ⅶ D

考古学特論ⅠA・
ⅠB

日本史学研究Ⅷ A・Ⅷ B・Ⅷ C・Ⅷ D

考古学特論ⅡA・ⅡB

日本史学研究ⅨA・ⅨB・ⅨC・ⅨD

【アジア史専修】

Graduate School of Arts and Letters

日本史学研究ⅠA・
ⅠB・
ⅠC・
ⅠD

考古学特論ⅢA・ⅢB

【考古学専修】

考古学フィールドワークA・B

アジア史研究ⅠA・
ⅠB・
ⅠC・
ⅠD

考古学研究ⅠA・
ⅠB・
ⅠC・
ⅠD

総合文学研究ⅠA・
ⅠB 〜ⅤA・ⅤB

アジア史研究ⅡA・ⅡB・ⅡC・ⅡD

考古学研究ⅡA・ⅡB・ⅡC・ⅡD

総合史学研究ⅠA・
ⅠB 〜ⅥA・ⅥB

アジア史研究ⅢA・ⅢB・ⅢC・ⅢD

考古学研究ⅢA・ⅢB・ⅢC・ⅢD

アジア史研究Ⅳ A・Ⅳ B・Ⅳ C・Ⅳ D

考古学研究Ⅳ A・Ⅳ B・Ⅳ C・Ⅳ D

特定科目

アジア史研究ⅤA・ⅤB・ⅤC・ⅤD

考古学研究ⅤA・ⅤB・ⅤC・ⅤD

史学特別指定講義Ⅰ
史学特別指定講義Ⅱ
※2022年4月1日時点のものです。今後変更や見直しを行う場合があります。

2021年度 修士論文テーマ
幕末維新期における会津藩の軍事的変化
―武器調達・西洋医学・情報収集に着眼して―
満州国における阿片問題
戦前期の東京近郊圏における
「衛星都市」形成
―浦和の住宅地政策と都市計画に着目して―

内史変遷過程の一考察
秦代地方行政と地域社会 ―郷官を中心に―

マルク・ブロックとドイツ ―「歴史学動向」
と書評の叙述を中心に―
北部九州における弥生時代後期集落の掘立柱建物に関する検討

▲ ▲

近代中国地方軍隊のアイデンティティ ―1936 年両広事変の粤軍を例として―

日本占領期の中国華北部における都市建設1937年から1945年
―河北省石家荘を中心に―

▲ ▲ ▲ ▲

▲ ▲ ▲

八世紀・九世紀における皇親経済に関する一考察

中国人民解放軍空軍の急速成長についての考察 ―1945年から1953年まで―

▲ ▲

▲ ▲

元治・慶応年間の
「国事周旋」運動に対する考察 ―三条実美を素材に―

漢代長沙郡社会の変質とその要因について

Meiji University Graduate School
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文学研究科
院生からのメッセージ
博士前期課程

Master’
s Program

研究を通した充実した生活を。
学部の卒業論文以来、日本中世の軒廊御卜および陰陽道について日々
研究を進めております。大学院では、史料分析を基に論を立てていく力
を鍛錬するための整った環境のなかで、みずからの興味関心のもと、研
究に専念することができます。研究を送る中で順風満帆に進まず苦悩
するときもありますが、研究を通して様々な人たちと交流を深め、議論

奥山 浩基
OKUYAMA Hiromoto

を交わし知見を高めていく生活は非常に有意義であるとともに楽しい
ものです。一緒に大学院で研究に明け暮れる日々を送ってみませんか。

師事している教員は？

教授

私が所属する研究室では、おもに鎌倉時代の古記録
の講読を進め、毎回の授業で担当者の報告とそれに基
づく真摯な議論が行われています。他大学の院生との
交流も活発で、院生の研究対象も院政期から室町期の
政治史や宗教史など多様であり、幅広い専門的な知識
を得るとともに、学問的な刺激も得ることができます。

日本史学専攻
博士前期課程 2年

博士前期課程

高橋 一樹

教員情報

P.080

Master’
s Program

頭と身体の狭間で
皆さんはどの様な気持ちでこの冊子を手に取ったのでしょう。私は
学部時代にガイドブックを自然と手に取り、複雑な気持ちで眺めてい
たように思います。人も動物であり、残念ながら身体の全ての部分を自
らではコントロールしきれません。その身体の操作不可能な部分で史
料の世界と触れ合い、惹かれたから貴方もこのページに辿り着いたの

押田 真由香
OSHIDA Mayuka
史学専攻 アジア史専修
博士前期課程 2年

博士前期課程

では無いでしょうか。道を自ら選択するという事には多少なりとも代
償が伴いますが、悩みぬいて決定を下す事はそれ自体が誇れるものだ

師事している教員は？

江川 ひかり

教授

私の所属するゼミではオスマン帝国近代に関する史
料読解、院生による研究発表等を行っています。イスラ
ム圏を中心に様々なテーマを扱う学生が在籍しており、
共に議論を行うことでその認識を深めています。また、
専修全体がアジア圏という共通項のもと多様な研究を
行う学生が在籍しているので刺激に事欠きません。

と思います。

教員情報

P.080

Master’
s Program

大学院という環境で、自分なりの学びを深める
大学院は学部での学びをさらに深める場であり、学生はより主体的
に学問に向き合うことになります。そのため、これまで以上に専門的な
知識や語学力、論理的思考力が求められます。私は卒業論文で研究テー
マを充分に調べきれず、教職を目指す中でより専門性を高めてから教
壇に立ちたいと考え、大学院進学を決めました。研究を進める中で様々

廣田 梨紗
HIROTA Risa
史学専攻 西洋史学専修
博士前期課程 2年

博士前期課程

な困難に直面するかもしれませんが、明治には素晴らしい先生方や仲
間がおり、皆で議論を深めながらきっと自分なりの学びが得られるは

師事している教員は？

青谷 秀紀

教授

この研究室では、西洋中世史や史学史に関する外国
語文献の講読や、参加者による個人研究報告などを行っ
ています。本年度は、様々な時代・地域を専門とする学
生がゼミに参加しているため、多様な視点から深い議
論がなされ、そこで得られた意見は自らの研究を進め
ていく上で大変役立っています。

ずです。

教員情報

P.081

Master’
s Program

見渡す限りの知識の宝庫で、限りない探究を
私は弥生時代の墓制と副葬品から、当時の階層性を考える研究を学
部生時代から続けてきました。未だわかったことよりわからないこと
の方が多いような調子ですが、過去の事物を学ぶには、研究対象への理
解は勿論、学史上の意義や関連する遺跡、遺構、遺物と、必要な研究分野
は際限なく広がっていきます。そしてそれらを納得のゆくまで探究で

安藤 壮平
ANDO Sohei

きるのが大学院という場所です。皆様と一緒に、限りない探究のうちの
小さな一歩を歩める日を楽しみにしております。

史学専攻 考古学専修
博士前期課程 2年
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師事している教員は？

石川 日出志

教授

考古学研究室では、豊富な資料によって各自の専門
分野をより深く、そして多様なカリキュラムや研究室
メンバーとの交流によってより広く学ぶことができます。
特に、全国各地の豊富な蔵資料、そして親身になって御
指導してくださる先生方の存在が非常に大きく、研究
においてはとても優れた環境といえると思います。
教員情報

P.081

Graduate School of Arts and Letters

地理学専攻
カリキュラム一覧

地理学専攻の人材養成

その他教育研究上の目的
地理学専攻は、グローバルな空間的視野を重視しつつ、都市や村落及びその複合体の地
域構造を、社会・文化・経済・産業・行政・自然条件等の観点から実証的に探究する能力を持

主要科目
自然地理学演習ⅠA・
ⅠB・
ⅠC・
ⅠD
自然地理学演習ⅡA・ⅡB・ⅡC・ⅡD
人文地理学演習ⅠA・
ⅠB・
ⅠC・
ⅠD

つ人材の育成を目的とする。その方策として、深い専門知識獲得のための体系的な学習指導

人文地理学演習ⅡA・ⅡB・ⅡC・ⅡD

を徹底し、
かつ、
フィールドワークによる継続的な実地教育と研究指導を実践する。

人文地理学演習ⅢA・ⅢB・ⅢC・ⅢD
地誌学演習ⅠA・
ⅠB・
ⅠC・
ⅠD
地誌学演習ⅡA・ⅡB・ⅡC・ⅡD
地理学合同演習 A・B・C・D

2021年度 修士論文テーマ

特修科目
自然地理学特論ⅡA・ⅡB

高度熟練労働者における超郊外へのライフスタイル移住とその意味
―長野県軽井沢を事例にして―

人文地理学特論ⅠA・
ⅠB

▲ ▲

校歌から見る火山像 ―桜島，阿蘇山を例に―

Meiji University Graduate School

自然地理学特論ⅠA・
ⅠB

人文地理学特論ⅡA・ⅡB
地誌学特論ⅠA・
ⅠB
地誌学特論ⅡA・ⅡB
地理学フィールドワークA・B
総合文学研究ⅠA・
ⅠB 〜ⅤA・ⅤB
総合史学研究ⅠA・
ⅠB 〜ⅥA・ⅥB

特定科目
地理学特別指定講義Ⅰ

文学研究科

地理学特別指定講義Ⅱ
※2022年4月1日時点のものです。今後変更や見直しを行う場合があります。

Graduate School of Arts and Letters

院生からのメッセージ
博士前期課程

Master’
s Program

風をよみ、地球を知る
私が行っている研究は冷気の研究です。私が暮らしてい

地理学は地球をとりまく空間の学問であり、自然環境を

る地域では、昔から果樹栽培が盛んで、夜になると果樹園

扱う分野と人間社会を扱う分野からなる裾野の広い学問

から涼しい風を感じるなと思いはじめたことが、私の研究

です。各々の興味関心に応じたテーマ設定ができるのも地

の動機となりました。学部 3 年生の時にゼミで行った実習

理学の魅力であると感じています。ぜひ地理学へ足を踏み

では、石川県能登半島に浮かぶ能登島で気象観測を行いま

入れてみてはいかがでしょうか。

した。この実習で現地に足を運んで調査を行う楽しさを感

金井 太一
KANAI Taichi
地理学専攻
博士前期課程 2年

じ、大学院の進学を決めました。
気象観測はフィールドに赴いて観測を行っても、机上で
想定した結果が出ないこともあります。研究では結果が出
るまでフィールドへ何度も赴かなければならず負担が生
じてしまいます。本大学院では TA 制度や調査に対する助

師事している教員は？

梅本 亨

教授

明治大学の地理学教室は、自然、人文の両分野の院生がひとつ
の場に集まり議論できる環境があります。また先生方からは、地
理学の様々な視点から研究指導を頂くこともできます。研究室で
のデスクワークのみならず、調査に出かけ肌で現地を感じ、研究
に生かすことができるのも地理学の研究の醍醐味です。

成制度が充実しており、地理学をはじめフィールドへ出る
研究にとって恵まれた環境が整っているように感じます。

教員情報

P.082
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文学研究科
臨床人間学専攻
臨床人間学専攻の人材養成

臨床心理学専修

その他教育研究上の目的

今日の人間社会は、政治・経済・文化・教育の構造
的変化を伴う未曾有の変動期を迎え、既成の価値観
や人間関係の在り方を根底から揺るがす変化と混乱

臨床心理学専修は、今日の社会において緊急性の高いニーズである
「心のケア」、すなわち、
うつ病や不安障害等
の心の病気、不登校やいじめ、無気力等の学校不適応、育児ストレス、児童虐待、家庭内暴力等の家族関係の問題な
ど、あらゆる世代の個人及び様々な集団において生じる心理・社会的諸現象への専門的対処に直接的かつ具体的
にアプローチする臨床心理学の専門家の養成と実践的な研究の推進を目指す。

の事態に直面している。臨床人間学専攻は、現代社会

現代社会学専修

が直面するこうした状況における心理・社会的危機の
克服に向けて、個々の地域社会や個人を実践的に支
援する専門家及び公的セクターで貢献する実践者を
育成するとともに、直面する危機的状況のメカニズム
を解明するための研究者を育成することを目的とする。

現代社会は、地球温暖化をはじめとする環境や生命の危機、
グローバル化と情報化にともなう政治・経済・文化の
構造変化と格差拡大などの新たな問題、
また世界的な人権意識の向上、差別解消や格差是正への要求の高まりな
どをかかえ、社会システムのあり方を、持続可能でより平等で人権が尊重されるものに根底から作り変えるべき重要
な地点にある。現代社会学専修は、現代社会の危機や新たな社会的問題の克服と、
よりよい社会の創生に向けて、
複雑な状況のメカニズムを解明する研究者と、具体的な活動に取り組む専門家および実践者を育成することを目的
とする。

教育学専修
教育学専修は、多文化共生社会、
およびデジタルアーカイブを主要な構成要素とする知識基盤社会における人間
形成と生涯にわたる学びが重視される今日、
「 教育」
という事象を教育現場と教育実践に焦点あてつつ、教育学、社
会教育学、博物館学および図書館情報学の４領域による横断的・多角的な教育研究をとおして、現代社会に求めら
れる教育に関する幅広い知見と高度な専門知識を有した人材を育成するとともに、学校、公民館、博物館、図書館
等の教育関係機関における教育実践を担う専門職の養成と再教育を目的としている。

カリキュラム一覧
専攻必修科目

特定科目

臨床人間学総合演習 A 〜 D

臨床人間学特別指定講義Ⅰ
臨床人間学特別指定講義Ⅱ

【臨床心理学専修】

【現代社会学専修】

専修必修科目

専修必修科目

臨床心理学特論 A・Ｂ

現代社会学総合演習 A

臨床心理面接特論Ⅰ
（心理支援に関する理論と実践）

【教育学専修】
専修必修科目
現代社会学総合演習 B

臨床心理面接特論Ⅱ

選択必修科目

臨床心理基礎実習 A・Ｂ

現代社会学演習ⅠA・
ⅠB

現代社会学演習ⅡA・ⅡB

臨床心理実習Ⅰ
（心理実践実習Ⅰ）
・臨床心理実習Ⅱ

現代社会学演習ⅢA・ⅢB

現代社会学演習Ⅳ A・Ⅳ B

臨床心理査定演習Ⅰ
（心理的アセスメントに関する理論と実践Ⅰ）

現代社会学演習ⅤA・ⅤB

臨床心理査定演習Ⅱ

選択必修科目
［A 群］心理学研究法特論
（心理的アセスメントに関する理論と実践Ⅳ）
心理統計法特論
（心理的アセスメントに関する理論と実践Ⅲ）
［B 群］発達心理学特論
（福祉分野に関する理論と支援の展開Ⅱ）
人格心理学特論
（心理的アセスメントに関する理論と実践Ⅱ）
［C 群］社会心理学特論
（産業・労働分野に関する理論と支援の展開）
犯罪心理学特論
（司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開）
［D 群］精神医学特論Ⅰ
（保健医療分野に関する理論と支援の展開Ⅰ）
心身医学特論
（保健医療分野に関する理論と支援の展開Ⅱ）
障害者
（児）
心理学特論
（福祉分野に関する理論と支援の展開Ⅰ）
健康心理学特論
（心の健康教育に関する理論と実践）
［E 群］心理療法特論
グループアプローチ特論
（家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践Ⅰ）
コミュニティアプローチ特論
（家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践Ⅱ）
学校臨床心理学特論
（教育分野に関する理論と支援の展開）
投映法特論Ａ・B
臨床心理特別実習ⅠＡ・
ⅠB
（心理実践実習ⅡＡ・ⅡB）
臨床心理特別実習ⅡＡ・ⅡB
（心理実践実習ⅢＡ・ⅢB）

バイオポリティックス論

社会福祉論

NPO 市民活動論

コミュニティビジネス論

コミュニティ人間関係論

コミュニティ・デザイン論

地域開発論

地方自治論

教育学総合演習 B

選択必修科目

選択科目
共生ネットワーク論

教育学総合演習 A

A群
（教育学領域）

教育学演習ⅠA ～ⅠD
教育学演習ⅡA ～ⅡD
教育学演習ⅢA ～ⅢD
B群
（社会教育学領域） 社会教育学演習ⅠA ～ⅠD
社会教育学演習ⅡA ～ⅡD
C群
（博物館学領域）
博物館学演習ⅠA ～ⅠD
博物館学演習ⅡA ～ⅡD
D群
（図書館情報学領域） 図書館情報学演習ⅠA ～ⅠD
図書館情報学演習ⅡA ～ⅡD

選択科目
A群
（教育学領域）

教師教育論
教育人間学
教育社会史特論
思春期・青年期論
教育システム論
B群
（社会教育学領域）
生涯学習特論
社会教育実践論
C群
（博物館学領域）
博物館学特論
博物館教育論特論
博物館資料論特論
博物館展示論特論
博物館経営論特論
D群
（図書館情報学領域） 図書館情報学特論
情報サービス特論
図書館経営特論
専門図書館特論
図書館文化特論
図書館情報メディア特論
E群
（社会学領域：現代社会学専修設置選択科目）
※2022年4月1日時点のものです。今後変更や見直しを行う場合があります。
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院生からのメッセージ
博士前期課程

Master’
s Program

常に気づきと成長がある環境での学び
私は、児童虐待の予防や早期発見に役立つ知見を得るこ

今年度は多くの授業が対面で実施され学校に通えてい

とを目的とし、子どもに対する認知と虐待行為との関連を

ますが、充実した学習サポートにいつも支えられていると

研究しています。人それぞれ子どもに対する認知は様々で

実感しています。充実した環境の中で、毎日刺激を受ける

すが、その中で虐待行為との関連の深い認知を探るべく、

ことができる場で学ぶ楽しさを、皆さんと共有できる日を

様々な文献を読んだり、先輩や先生方からご意見をいただ

心待ちにしております。

いたりして研究を進めています。

永瀬 未羽

日々の学びや研究の中で痛感するのは、1 つの物事に対

臨床人間学専攻
臨床心理学専修
博士前期課程 2年

な方とディスカッションさせて頂く機会が多く、自分には

では、普段の学習だけでなく、研究や実習においても様々
なかった視点からの意見にいつも刺激を受けています。そ

師事している教員は？

加藤 尚子

教授

コミュニティ心理学、虐待を受けた子どもやアタッチメントの
課題、トラウマを抱える人々への心理臨床をご専門とし、児童養
護施設等の SV も務められている加藤尚子先生のご指導のもと、
研究に励んでいます。福祉領域でご活躍されている先輩方とのつ
ながりもあり、支えて頂きながら大きく成長できる研究室です。

Meiji University Graduate School

NAGASE Miu

して複数の視点を持って考えることの大切さです。大学院

のような学びを通して得られる成長の実感はかけがえの
教員情報

ないものです。

博士前期課程

P.083

Master’
s Program

勇気を出して未知の世界へ
「月日は百代の過客にして、行く年もまた旅人も」松尾芭

最後に、大学院での生活が順風満帆に、ずっと頑張って
いくことを心から願っています！

文学研究科

蕉はこう書きました。それは私が明治大学に来た理由です。
私は、限られた命の中で世界の広さと人の奇妙さを見てほ
しい、体と社会という複雑で面白い課題を知りたいと思っ
て、努力しました。ついに明治大学大学院に入学し、教授や
先輩の皆さんと一緒に新しいキャンパス生活を始めました。

李 林臨

私が選んだ課題は中国の青少年の性行為の研究であり、中

臨床人間学専攻
臨床社会学
博士前期課程 2年

の研究がデータの収集や事例の解析にいかに困難である

あった中国の研究がいかに困難であるかを知っており、こ
かも分かっています。しかし私は未知のものの学習と探究

師事している教員は？

平山 満紀

准教授

現代社会におけるセクシュアリティ、身体と文化などの課題を
社会学的視点で検討します。疑問点やわからないところがあった
ら、平山先生から詳しい説明を受けることができます。とても楽
しい研究室です。

Graduate School of Arts and Letters

LI Linlin

国生まれの女性として、数千年にわたって性抑圧の状態に

が必要だと信じています。自分の疑問を解決し分析し、未
教員情報

知の困難に挑戦するために全力を尽くします。

P.083

2021年度 修士論文テーマ
臨床心理学専修

J-POP アーティストが苦悩を作品として結晶化させる事による自己変容のプロセス

一般的なパートナー間で行われる性交及び性的マゾヒズム・性的サディズム的行為に
おける性的合意形成の心理的プロセス

いじめの四層構造に基づいて第三者の援助活動について

リカレント教育における MOOCs 応用の可能性
―反転授業によるブレンド・モデルの応用を中心に―
バーナード・クリックの
「政治」思想とシティズンシップ教育論
―多様性と
「妥協」概念の連関に注目して―

▲

▲ ▲ ▲

クローン病者の障害受容とそのプロセスの検討 ―揺らぎに着目して―

臨床社会学専修
▲ ▲

▲

青年期・成人期女性における容姿志向性と醜形懸念、摂食障害傾向の関連
―容姿に関する SNS アカウント所持の有無に着目して―

▲

里親が体験する共感疲労・共感満足に関する検討
―現在の養育観へ至るプロセスとの関連―

Meiji University Graduate School
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文学研究科
教員一覧
生方 智子

日本文学専攻

UBUKATA Tomoko

博士
（文学）
教授

研究
分野

日本近代・現代文学

【最終学歴】成城大学大学院 【担当授業科目】日本近代文学

※ 2022 年 4 月 1 日時点のものです。今後変更や見直しを行う場合があります。

演習Ⅲ／日本近代文学特論Ⅲ 【研究テーマ】近代小説に描か
れる欲望と幻想の形態 【主な著書・論文】
『 精神分析以前
無意識の日本近代文学』
（ 翰林書房・2009年）／「上演される
〈西洋〉
とリアリティの更新─第二次「新思潮」における青年文
化の展開」
（『文学・語学』218・2017年）

小野 正弘
ONO Masahiro

教授

研究
分野

湯淺 幸代

日本語の史的研究
（文字・語彙・意味）

YUASA Yukiyo

【最終学歴】東北大学大学院 【担当授業科目】国語学演習／
味のプラス・マイナス化）【主な著書・論文】
『オノマトペがある
から日本語は楽しい』
（平凡社）／『日本語 オノマトペ辞典』
（小
学館）／『ケーススタディ 日本語の歴史』
（おうふう）／『感じる
言葉オノマトペ』
（角川学芸出版）／『くらべてわかるオノマトペ』
（東洋館出版）

YAMAZAKI Kenji

博士
（文学）
教授

研究
分野

田口 麻奈

日本古代の詩歌

TAGUCHI Mana

演習Ⅰ／日本古代文学特論Ⅰ 【研究テーマ】萬葉集の編纂と
伝来／大伴家持の作品／日本古代韻文の表現技法 【主な著
書・論文】
『大伴家持の歌群と編纂』
（塙書房・2010年）／「萬葉
集巻二十終末部の作品と編纂」
（『古代学研究所紀要』30号・
（『明治大学人文科
2021年）／「萬葉集の本文解釈学的研究」
学研究所紀要』86冊・2020年／「うら悲しき景」
（『国語と国文
学』
94巻4号・2017年）

SUGITA Masahiko

博士
（文学）
教授

研究
分野

甲斐 雄一

日本近世文学

『源氏物語』を中心とする平安文学

博士
（文学）
准教授

研究
分野

日本近現代文学、近現代詩

【最終学歴】
東京大学大学院 【担当授業科目】
日本近代文学演
習Ⅱ／日本近代文学特論Ⅱ 【研究テーマ】
国家や社会といった
近代的共同性と日本の詩的言語の関係性 【主な著書・論文】
／
『
〈空白〉
の根底――鮎川信夫と日本戦後詩』
（思潮社・2019年）
／
「一九五〇年代の詩壇と鮎川信夫」
（
『文学』
17巻3号・2016年）
「詩にとって同時代性とは何か―
〈荒地〉から二〇一〇年代へ」
』ゆ
（
『日本現代詩歌研究』
12号・2016年）／『戦後詩への架橋Ⅰ（
／
「鮎川信夫
〈病院船日誌〉
と主体のゆくえ」
まに書房・2014年）
／
「安西冬衛・国家的ロマンティ
（
『日本近代文学』
93集・2015年）
シズムの反転――詩誌
『亞』
における方法と提出――」
（
『国語と
国文学』
87巻1号・2010年）

【最終学歴】筑波大学大学院 【担当授業科目】日本古代文学

杉田 昌彦

研究
分野

【最終学歴】明治大学大学院 【担当授業科目】日本古代文学
演習Ⅱ／日本古代文学特論Ⅱ 【研究テーマ】物語文学に描か
れる王権構造の特質と表現。古注釈をはじめとする
『源氏物語』
受容史 【主な著書・論文】
「平安文学と滝口」
（
『国語と国文学』
2021年4月）／「『篁物語』の歌物語性について─兄妹間の恋
愛描写と異母妹の歌「たまぼこの道交ひなりし君なれば〜」か
ら─」
（『古代学研究所紀要』30号・2021年3月）／『源氏物語
の史的意識と方法』
（ 新典社・2018年）／「江戸中期の源氏物
語注釈書・土肥経平『花鳥芳囀』について」
（ 原岡文子・河添房
江編『源氏物語煌めくことばの世界Ⅱ』翰林書房・2018年）

国語学特論 【研究テーマ】意味変化の研究（特に、中立的意

山﨑 健司

博士
（文学）
准教授

KAI Yuichi

博士
（文学）
講師

研究
分野

唐宋詩を中心とする中国古典文学

【最終学歴】東京大学大学院 【担当授業科目】日本近世文学

【 最終学歴 】九州大学大学院 【 担当授業科目】漢文学演習

演習／日本近世文学特論 【研究テーマ】江戸時代の国学、
と

【研究テーマ】宋代における、
出版文化を背景とした文学作品の

りわけ本居宣長の研究 【主な著書・論文】
『宣長の源氏学』
（新

流通と受容について 【主な著書・論文】
『南宋の文人と出版文

典社・2011年11月）

化―王十朋と陸游をめぐって―』
（九州大学出版会・2016年）
／
「『名公妙選陸放翁詩集』所収の陸游詩について」
（論文・
『日本
宋代文学学会報』
1・2015年）

牧野 淳司

MAKINO Atsushi

博士
（文学）
教授

研究
分野

平家物語と中世寺院文化研究

【最終学歴】名古屋大学大学院 【担当授業科目】日本中世文
学演習／日本中世文学特論 【研究テーマ】延慶本平家物語

英文学専攻
※ 2022 年 4 月 1 日時点のものです。今後変更や見直しを行う場合があります。

の注釈的研究／中世寺院資料と唱導説経についての基礎的研
究 【主な著書・論文】
「延慶本『平家物語』
と寺社の訴訟文書」
（『中世文学』五十二号）／『真福寺善本叢刊

法儀表白集』
（共

著・臨川書店）／「国立歴史民俗博物館蔵『転法輪鈔』翻刻と解
題」
（共著・
『国立歴史民俗博物館研究報告』第188集）

竹内 栄美子
TAKEUCHI Emiko

博士
（人文科学）
教授

研究
分野

日本近代文学

KOSHIKAWA Yoshiaki

教授

研究
分野

アメリカ合衆国の現代文学

【最終学歴】お茶の水女子大学大学院 【担当授業科目】日本

【最終学歴】筑波大学大学院 【担当授業科目】米文学演習Ⅰ

近代文学演習Ⅰ／日本近代文学特論Ⅰ 【研究テーマ】
プロレタ

【研究テーマ】
ポストモダン文学の研究／ボーダー文化・文学の

リア文学や戦後文化運動を戦争・ジェンダー・植民地の観点か
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越川 芳明

研究 【主な著書・論文】
『周縁から生まれる ボーダー文学論』

ら研究している。 【主な著書・論文】
『新編日本女性文学全集』

（彩流社）／『あっけらかんの国キューバ 革命と宗教のあいだ

第9巻（編著・六花出版・2019年）／『中野重治・堀田善衞往復

を旅して』
（猿江商会）／『壁の向こうの天使たち ボーダー映

書簡1953-1979（
』共編著・影書房・2018年）
／
『アジアの戦争

画論』
（彩流社）／『トウガラシのちいさな旅 ボーダー文化論』

と記憶』
（ 共著・勉誠出版・2018年）／『大衆とサークル誌』
（ゆ

（白水社）／『ギターを抱いた渡り鳥 チカーノ詩礼賛』
（思潮社）

まに書房・2017年）／『社会文学の三〇年』
（ 共編著・菁柿堂・

／
『アメリカの彼方へ─ピンチョン以降の現代アメリカ文学』
（自

（論創社・2015年）
2016年）／『中野重治と戦後文化運動』

由国民社）

Meiji University Graduate School

Graduate School of Arts and Letters

サトウ，ゲイル K.
SATO Gayle K

Ph.D.
教授

研究
分野

Asian American literature, 20th century
American literature, war memory

久保田 俊彦
KUBOTA Toshihiko

【最終学歴】
Brown University, Ph.D. in English 【担当授業科

教授

研究
分野

英国演劇・言語身体論・演技受容史
（特に18世紀英国）

英語学演習Ⅲ 【研究テーマ】
コーパスをはじめとする計量的

Corpus in Japan（Rodopi,2002）.

ワトソン，アレックス
WATSON, Alex

演技・演出論および演技身体論、
身体受容を巡る科学史、18世

容、19 世紀太平洋地域 の 英文学 【 主 な 著書・論文 】Alex

紀の英国経験主義を中心とした言語哲学 【主な著書・論文】

Watson and Laurence Williams (eds.) British Romanticism
in Asia: The Reception, Translation, and Transformation
of Romantic Literature in India and East Asia (Singapore:
Palgrave Macmillan, 2019), 564 pp. ／ Alex Watson,
Romantic Marginality: Empire and Nation on the Margins
of the Page (London: Routledge, 2012), 202 pp.

Ph.D.
教授

研究
分野

理論言語学

新城 真里奈
ARASHIRO Marina

講師

研究
分野

英語音声学

【最終学歴】東京外国語大学 【担当授業科目】英語学演習Ⅰ

目】
英語学演習Ⅱ 【研究テーマ】
統語理論・比較統語論 【主な著

【研究テーマ】英語音声学
（特にウェールズ英語）【主な著書・

書・論文】
“The Phase Impenetrability Condition,the Vacuous
Movement Hypothesis,and That-t Effects,”in Lingua

論文】
“A Descriptive Study of Intonation in Welsh English:
Preliminary Investigations of Statements and Yes/No
Questions” Arashiro, Marina. 東京外国語大学大学院博士
後期課程論叢
『言語・地域文化研究』第20号 pp.179-192. ／
“ An Acoustic Study on the Durational Correlates of
Stress in Welsh English” Arashiro, Marina. LEXICON No.
43. Iwasaki Linguistic Circle. pp.54-74.

Ph.D.
教授

研究
分野

映像記号論／文体論

仏文学専攻
Graduate School of Arts and Letters

【最終学歴】
ロンドン大学大学院 【担当授業科目】英文学演習
Ⅲ 【 研 究 テ ー マ 】Multimodal Texts 分 析、文 学 教 育 と
Multimodality 【主な著書・論文】ʼVisual Meaning: a Social
semiotic Approachʼ in The Handbook of Visual Analysis
（共著）
；
「言語化されないことの意味─カズオ・
Sage, UK（2000）
「空白」
を考察
イシグロ A Pale View of Hills におけるテクストの
日本文体論学会創立50周年記念
する」
（
『文体論研究
（第58号）
号』日本文体論学会・2012 年）／ ʼReading as designing: A
multimodal approach to literary texts ʼ in Punctum.

文学研究科

【最終学歴】
カルフォルニア大学アーバイン校大学院 【担当授業科

Vol.114 Issue 2,Elsevier,2004. ／ “A Nonuniform Analysis
of Overt Wh-Movement,”in Linguistic Inquiry,Vol.37 Issue
1,MIT Press,2006. ／ “On the Relaxation of Intervention
Effects,” in L. Cheng and N. Corver (eds.), Wh-movement
Moving on, MIT Press, 2006.

Meiji University Graduate School

【最終学歴】
University of York 【担当授業科目】英文学演習Ⅳ

部紀要129号・2016年）.

OYAMA Rumiko

英国ロマン主義、ポストコロニアル理論、
文学理論、英国の映画、ゴシック文学

【研究テーマ】
ロマン主義作品の注釈、
ロマン主義のアジアでの受

7, 2012年12月，web) ／「演劇性という思考：ウィリアム・ハズ

大山 るみこ

研究
分野

【最終学歴】東京大学大学院 【担当授業科目】英文学演習Ⅱ

リットのキーン評と開かれた自己」
（『文芸研究』明治大学文学

ISHII Toru

D. Phil.
准教授

【研究テーマ】英国演劇（初期近代、18-19世紀および現代）／

“The Fabric of Traditional Theatre: Archived Memories
and the Question of Cultural Ownership” (Critical Stages

石井 透

計量的な言語研究

手法による言語研究 【主な著書・論文】“Lexical Richness
and Semantic Loading Capacity of Nouns” in English

bio-graphy: Wing Tek Lumʼs The Nanjing Massacre:
Poems,” Inter-Asia Cultural Studies 13.2 (June 2012):
211-225. ／ “Lunchbox-Toolbox: GKS1350021 and
Nuclear Engineers,” Reflections on the Fukushima
Daiichi Nuclear Accident: (Springer, 2015), 413-434. (02
Dec 2014)

NODA Manabu

研究
分野

【最終学歴】ロンドン大学・明治大学大学院 【担当授業科目】

目】米文学演習Ⅱ 【研究テーマ】
Transpacific, narratives of
“Witnessing Atrocity through AutoWWII 【主な著書・論文】

野田 学

准教授

※ 2022 年 4 月 1 日時点のものです。今後変更や見直しを行う場合があります。

International Journal of Semiotics. Multimodality in
Education, Vol5, Issue 1, 2019年

梶原 照子

KAJIWARA Teruko

博士
（文学）
教授

研究
分野

アメリカ文学・文化

小島 久和

KOJIMA Hisakazu

【最終学歴】立教大学大学院 【担当授業科目】米文学演習Ⅳ

TAKEUCHI Masaya

研究
分野

ルネサンス文化

【最終学歴】明治大学大学院 【担当授業科目】近代仏文学演

【研究テーマ】
アメリカ文学、特に、
アメリカ詩における身体的な

習Ⅲ 【研究テーマ】
ルネサンス期の思想 【主な著書・論文】
マ

言説の系譜、文学ジャンルとモダニティの関係を探求。Walt

ルシリオ・フィチーノ著『プラトン神学─霊魂の不死性について─』
（『文芸研究』
に翻訳掲載中）

「 詩 は “The WoundWhitman に焦点 【 主 な 著書・論文 】
（『ヘン
Dresser” になるのか？―Walt Whitman と南北戦争」
リー・ソロー研究論集』第38号・日本ソロー学会・2012年）／
「絶望からの創造的飛翔―The Pisan Cantos の Ezra Pound
と Walt Whitman」. Ezra Pound Review 第15号・2013年

竹内 理矢

教授

Ph.D.
教授

研究
分野

アメリカ文学・小説

合田 正人
GODA Masato

教授

研究
分野

19・20世紀フランス思想

【最終学歴】Kent State University 【担当授業科目】米文学
演習Ⅲ 【研究テーマ】
南部文学、近代以降の人間と家族 【主

【最終学歴】東京都立大学大学院／パリ第8大学大学院 【担

な著書・論文】
『＜日本幻想＞表象と反表象の比較文化論』
（共

独仏思想交渉史／近代ユダヤ思想史／境界論 【主な著書・

著）2015年／「『響きと怒り』、
「聖家族」の崩壊―近代の顕現」

当授業科目】現代仏文学演習Ⅰ 【研究テーマ】19・20世紀の
論文】
『レヴィナス』
（ちくま学芸文庫・2000年）／『ジャンケレ

『アメリカ文学研究』第53号（日本アメリカ文学会）2017年／

ヴィッチ─境界のラプソディー』
（みすず書房・2003年）／『フ

「フォークナーと太宰治―近代と育ての＜母＞」
『フォークナー』

ランスを読む』
（法政大学出版局・2003年）／『サルトル
「むかつ

第18号（日本ウィリアム・フォークナー協会）2016年／「フォー

き」
ニートという冒険』
（みすず書房・2006年）

クナーと
「近代」―エミリーへの薔薇」、憧憬と回帰」第17号（日
本ウィリアム・フォークナー協会）2015年

Meiji University Graduate School
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文学研究科
杉山 利恵子
SUGIYAMA Rieko

研究
分野

教授

フランス語学／フランス語教育

【最終学歴】東京大学大学院／パリ・ディドロ
（パリ第7）大学大
学院 【担当授業科目】仏語学演習 【研究テーマ】現代フラン

独文学専攻
※ 2022 年 4 月 1 日時点のものです。今後変更や見直しを行う場合があります。

ス語の統辞論 【主な著書・論文】
『仏検合格のための傾向と対
策

（エディシヨン・フランセーズ）／『NHK 初めてのフ
1級』

ランス旅行会話』
（NHK 出版）
／
『フランス語でつづる私の毎日』
（三修社）／『中級をめざす人のフランス語文法』
（NHK 出版）／
『現地収録！フランス語でめぐる PARIS』
（ジャパンタイムズ）／
「《tout ＋ジェロンディフ》の用法」
（『文芸研究』89号）／「《tout
＋形容詞》
の意味と制約」
（『文芸研究』91号）

田母神 顯二郎
TAMOGAMI Kenjiro

文学博士
教授

研究
分野

フランス近・現代詩

マンデラルツ，ミヒャエル
MANDELARTZ Michael

【最終学歴】
アーヘン工科大学大学院 【担当授業科目】
ドイツ
文芸思想史演習 【研究テーマ】ワイマール古典、ロマン主義

【 主 な 著 書・ 論 文 】Le corporel et lʼincorporel dans les
premières œuvresdʼHenri Michaux（パリ第 8 大学博士論

／文学と哲学の関係、自伝、メディア論 【主な著書・論文】

Goethe, Buchholz, die Nation und die Weltpolitik. Des
Epimenides Erwachen (ZfdPh 139, 2020)／Goethe,
Kleist. Literatur, Politik und Wissenschaft um 1800
(2011) ／ Literaturwissenschaft und Rechnen. Kritik der
Digital Humanities (2020)

所収）／ルネ・ジラール
『文化の起源』
（翻訳）、新教出版、2006

学術博士
教授

研究
分野

フランス文学／20世紀文学／
フランス現代批評／表象文化論

冨重 与志生
TOMISHIGE Yoshio

【最終学歴】東京大学大学院 【担当授業科目】現代仏文学演

谷口 亜沙子
TANIGUCHI Asako

文学方法論／ゲーテ研究／
ロマンティク

演習Ⅱ 【研究テーマ】
フランス近現代詩、精神医学、現代思想

年／「ベルクソンとジャネ」
（『文芸研究』2015〜2019連載中）

NEMOTO Misako

研究
分野

【最終学歴】
パリ第8大学大学院 【担当授業科目】現代仏文学

文）
／ Fragments & Wholes
（編著・Lʼimproviste・2013年）
／
「ドゥルーズとミショー」
（『ベルギーを視る』、松籟社、2016年

根本 美作子

Dr.phil.
教授

教授

研究
分野

18世紀および現代ドイツ文学・芸術

【最終学歴】東京大学大学院 【担当授業科目】近代独文学演

習Ⅲ 【研究テーマ】言葉とアイデンティティ、個人と近代、
オー

習Ⅱ 【研究テーマ】特にカール・フィリップ・モーリッツ、
レッシ

トマチズムと個人、
「日本」
と近代 【主な著書・論文】
『眠りと文

ングそして20世紀の表現主義・ダダイズム以降の芸術・文学を

学─プルースト、カフカ、谷崎は何を描いたか』
（ 中公新書・

研究 【主な著書・論文】
ジョルジュ- アルチュール・ゴルトシュミッ

2004年）／「オートマチズムと個人の孤独─ピエール・パシェ
の個人をめぐって」
（『文学』岩波書店・2008年）

ト
『隔離の風景』
（訳書・同学社）／『はじめて学ぶドイツ文学史』

博士
（文学）
教授

研究
分野

現代フランス文学

（共著・ミネルヴァ書房）

岡本 和子

OKAMOTO Kazuko

博士
（文学）
教授

研究
分野

ドイツ近現代文学・芸術批評

【最終学歴】パリ第7大学／早稲田大学文学学術院 【担当授

【最終学歴】東京大学大学院 【担当授業科目】近代独文学演

業科目】現代仏文学演習Ⅳ 【研究テーマ】詩（ポエジー）／歴

習 I 【研究テーマ】ベンヤミンの芸術批評理論、近代ドイツ文

史と記憶／戦争の表象 【主な著書・論文】
『 ルネ・ドーマル

学における幼年時代の記述可能性、都市ベルリンと文学 【主

根源的な体験』
（水声社・2019年）
／フローベール
『三つの物語』

な著書・論文】Briefsammlung als Zeugnis des deutschen

翻訳・解説（光文社新訳古典文庫・2018年）／「シャルロット・

Bürgertums - Versuch einer Annäherung an Benjamins
Deutsche Menschen - (Neue Beiträge zur Germanistik.
Bd. 16/1, 2017) ／「異質なものが作り出す磁場―ナポレオン

デルボ──アウシュヴィッツを
「聴く」証人」
（
『声と文学』平凡社・

2017年）／「ルネ・ドーマル『大いなる酒宴』翻訳・解説（風濤社・
（水声社・2011年）
2013年）／『ジョゼフ・シマ 無音の光』

軍による占領前後のベルリン文学風景」
（『ベルリン─砂上のメ
トロポール』
（竹林舎）所収・2015年）

奥 香織
OKU Kaori

博士
（フランス
研究
文学・文明）
分野
准教授

舞台芸術、劇文学、演劇美学／
18世紀フランス文学・文化

渡辺 学

WATANABE Manabu

【最終学歴】
パリ第4大学大学院 【担当授業科目】近代仏文学

教授

研究
分野

日独言語文化研究、社会言語学、メディ
ア言語学、異文化コミュニケーション

【最終学歴】
東京大学大学院 【担当授業科目】
独語学演習 【研
究テーマ】
言語文化史を踏まえながら現代ドイツ語の語彙・文体
等を日本語と対照しつつ調査分析 【主な著書・論文】
Zu den

演習Ⅳ 【研究テーマ】
演劇を中心とした18世紀フランス文学・
文化／戯曲、理論、上演の関係にみる演劇美学の変容（17-19

schwer abgrenzbaren Termini Varietät, Stil und
Stilisierung. Eine Skizze（論文・“Wissen über Wissenschaft.
Felder – Formation – Mutation”, pp.303-316, Staufenburg,
／
「テクスト言語学、
辞書学から見た文体論の射程─
「文体・
2021）
スタイル」
の定義を求めて─」
（論文・
『ENERGEIA』
44号、
pp.33／
「ドイツ語の社会語用
57・ドイツ文法理論研究会・2019年7月）
論」
（共編著・ひつじ書房・2014年2月）

世紀）／オペラ＝コミックの生成と変容 【主な著書・論文】

Théâtralités : tradition et innovation（ 共 著・Philippe
Piquier・2015年）／「感覚の知を表象する場としてのマリヴォー
劇―「恋の不意打ち」の構造と機能をめぐって―」
（
『総合社会
科学研究』
28号・2016年）／『キーワードで読む オペラ／音楽
劇 研究ハンドブック』
（共著・アルテスパブリッシング・2017年）

福間 具子

FUKUMA Tomoko

博士
（文学）
教授

研究
分野

ユダヤ系ドイツ語文学と言語哲学

【最終学歴】東京大学大学院 【担当授業科目】現代独文学演
習Ⅰ 【研究テーマ】
ユダヤ系ドイツ語文学、特に現代詩。ウィー
ンのユダヤ文化 【主な著書・論文】
『具有される異性─パウル・
ツェランの内なる詩学』
（著書・2004年）／『日付と偶然─文献
学的ツェラン研究超出の試み─』
（論文・2007年）
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新本 史斉

NIIMOTO Fuminari

文学修士
教授

研究
分野

ドイツ語圏スイス文学、翻訳論、
ヨーロッパ越境文学

仮屋 浩子
KARIYA Hiroko

【最終学歴】
東京大学大学院 【担当授業科目】
現代独文学演習Ⅲ
ドイツ語文学における
【研究テーマ】
< 翻訳者＝作者 > による創作、
多言語性、
翻訳比較分析 【主な著書・論文】
『微笑む言葉、
舞い落
／
「ヨーロッ
ちる散文―ローベルト・ヴァルザー論』
（鳥影社、
2020年）
／ Inszenierung
パ越境文学の新展開」
（
『思想』
岩波書店、
2020年）

准教授

研究
分野

スペイン語圏演劇史・ラテンアメリカ
現代演劇

【最終学歴】清泉女子大学大学院 【担当授業科目】
「演劇学演
習Ⅲ AB」
「西洋劇文学史特論 IAB」【研究テーマ】
スペイン黄
金時代における演劇と宗教 【主な著書・論文】
「バルセロナに
おける演劇とカタルーニャ近代演劇確立をめぐって – アドリアー・
グアルの活動を中心に -（
」2017年）
『バルセロナ – カタルーニャ

der Ich-Fiktion auf der Bühne der japanischsprachigen
Robert-Walser-Ausgabe. (Ortlose Mitte, Wallstein 2013) ／
Kriminalroman als Alibi oder Friedrich Glausers
parodierendes Romanprojekt der Moderne.(Hohe und
Niedere Literatur, Frank & Timme 2016)

文化の再生と展開』
（編者：木下亮）
竹林舎 pp.393-424. ／
「ア
リスティデス・バルガスの初期作品群における記憶」
（2018年）
『明治大学教養論集』
532号

明治大学

pp.23-35.

演劇学専攻

文 芸 メディア 専 攻

※ 2022 年 4 月 1 日時点のものです。今後変更や見直しを行う場合があります。

※ 2022 年 4 月 1 日時点のものです。今後変更や見直しを行う場合があります。

ITO Maki

教授

研究
分野

近代日本演劇

内村 和至

UCHIMURA Katsushi

【最終学歴】明治大学大学院 【担当授業科目】
日本演劇演習Ⅰ

習Ⅱ／日本文芸史特論／文芸メディア特論Ⅱ 【研究テーマ】
上田秋成研究・禅思想研究・国学思想研究・戯作文芸研究

論文】
「 小山内薫と
『霊魂の彫刻』─『象徴的演劇』
としての能」

【主な著書・論文】
『異形の念仏行者』
（青土社・2016年）／｢萩

教授

研究
分野

論』
（ぺりかん社・2007年）

演劇学／西洋演劇史

中江 桂子
NAKAE Keiko

博士
（社会学） 研究
分野
教授

文化社会学 メディア文化論
生活文化論 身体と社会

【最終学歴】法政大学大学院 【担当授業科目】文芸メディア演

西洋劇文学史特論Ⅲ 【研究テーマ】近代における西洋の上演

習Ⅳ／表象文化特論 【研究テーマ】文芸とコミュニケーショ

体制の革新 【主な著書・論文】
ラッセル・ジャクソン編『シェイ

ンの社会史的研究。生活文化と社会心理の重層的なかかわり

クスピア映画論』
（共訳・開文社出版）／毛利三彌編『演劇論の

についての社会史的研究。身体とメディアに関する社会学 【主

変貌』
（共訳・論創社）／『演劇の課題』
（共著・三声社）／『演劇

な著書・論文】
『不協和音の宇宙へ モンテスキューの社会学』

の課題2』
（ 共著・三声社）／『シェイクスピアと日本』
（ 編著・風

（単著・新曜社・2017年）／『昭和文化のダイナミクス』
（ 編著・

間書房）／「獅子文六（岩田豊雄）における身体─『青春怪談』

ミネルヴァ書房・2016年）／『ダイナミズムとしてのジェンダー』

（1954）に見る不安定な性─」
（ 論文『西洋比較演劇研究』17

（共編著・風間書房・2016年）／『メディアと文化の日韓関係』
（共編著・新曜社・2016年）

巻1号）
博士
（文学）
教授

Graduate School of Arts and Letters

【最終学歴】明治大学大学院 【担当授業科目】演劇学演習Ⅰ／

YANAI Kenji

文学研究科

原乙彦研究序説｣（『文芸研究』112号・2010年）／『上田秋成

著・社会評論社）

矢内 賢二

日本近世文学・思想／
明治初期戯作文学

開を、
同時代の社会全体との関わりから考察する。 【主な著書・
（
『文芸研究』98号）
／
『つかこうへいの世界─消された
〈知〉
（
』共

INOUE Masaru

研究
分野

【最終学歴】明治大学大学院 【担当授業科目】文芸メディア演

／日本演劇特論Ⅱ 【研究テーマ】
日本における近代演劇の展

井上 優

教授

Meiji University Graduate School

伊藤 真紀

研究
分野

演劇学、日本芸能史

伊藤 氏貴
ITO Ujitaka

博士
（芸術学） 研究
分野
教授

現代における文藝思潮

【最終学歴】東京大学大学院 【担当授業科目】日本演劇特論

【最終学歴】
日本大学大学院 【担当授業科目】文芸メディア演

Ⅰ、日本演劇演習Ⅱ 【研究テーマ】歌舞伎を中心とする近世・

習Ⅵ／文芸メディア特論Ⅵ 【研究テーマ】
「文学の終焉」
と
「藝

近代の演劇に関する歴史的研究 【主な著書・論文】
『明治キワ

術の終焉」
との関係、
またさらにそこへの
「自我の終焉」
のかかわ

モノ歌舞伎 空飛ぶ五代目菊五郎』
（白水社）
／
『ちゃぶ台返しの

り 【主な著書・論文】
『 告白の文学』
（ 鳥影社）／『同性愛文学

歌舞伎入門』
（新潮社）／『明治の歌舞伎と出版メディア』
（ぺり

の系譜』
（勉誠出版）／『美の日本』
（明治大学出版会）

かん社）／『明治、
このフシギな時代』1・2・3（編著・新典社）ほ
か

大林 のり子
OBAYASHI Noriko

教授

研究
分野

演劇学／近現代欧米の舞台芸術史

【最終学歴】大阪大学大学院 【担当授業科目】演劇学演習Ⅱ
／西洋劇文学史特論Ⅱ 【研究テーマ】20世紀前半の舞台芸
術の展開─ドイツ語圏の演出家と協働舞台製作、その国際化
とポピュラリティについて 【主な著書・論文】
「ラインハルト劇
団の振付とその越境性ー国際パントマイム協会（1925）設立の
背景」
（
『近現代演劇研究』9号・2020年）／「ラインハルトの大
劇場演出における無言劇とオペレッタ―新たな祝祭劇への接
（『文芸研究』137号 ・2019年）／「第一次世界大戦期ベ
点 (2)」
ルリン・ドイツ劇場のレパートリーにみる民衆劇−ライムント喜
劇『ラッペルコップ』演出」
（『演劇学論叢』14号・2015年）

能地 克宜
NOJI Katsunori

博士
（学術）
准教授

研究
分野

日本近現代文学、室生犀星、
浅草文芸

【最終学歴】早稲田大学大学院教育学研究科博士後期課程
【担当授業科目】文芸メディア演習Ⅲ、文芸メディア特論Ⅲ 【研
究テーマ】室生犀星研究、浅草文芸研究、街と文学の研究、言
葉と想像力の関係の研究 【主な著書・論文】
『浅草文芸ハンド
ブック』
（共著）
（勉誠出版、2016年5月）
／
『犀星という仮構』
（単
著）
（森話社、
2016年1月）／「研究ノート タウン誌 月刊『浅草』
と浅草文芸」
（『歌子』第27号、2019年3月）／「〈案内記〉から
消えゆくもの─昭和二〇年代の浅草と復興」
（『昭和文学研究』
第75集、2017年10月）
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文学研究科
相良 剛

講師

SAGARA Go

研究
分野

出版論

野尻 泰弘

NOJIRI Yasuhiro

研究
分野

日本近世史（村落史、地域史、
藩研究）

【最終学歴】
ロンドン大学大学院 【担当授業科目】文芸メディ

【最終学歴】
学習院大学大学院 【担当授業科目】
日本史学研究

ア演習Ⅴ／文芸メディア特論Ⅴ 【研究テーマ】電子分野を含

（演習）
／日本史学研究
（講義）【研究テーマ】
近世日本の支配・

む出版メディアの分析 【主な著書・論文】
「メディアは第三世

被支配の関係について藩領域を中心に研究 【主な著書・論文】

界の民主化とどうかかわるのか─東南アジアの新聞から読みと

史学専

博士
（史学）
准教授

『史料集

佐倉藩幕末分限帳』
（共編著・2019年）
／
「近世初期

れる問題」
（羽場・増田編『21世紀国際社会への招待』有斐閣・

における境目争論と
「天平元年」の古文書」
（
『駿台史学』158・

（
『文
2003年）／「文芸メディアとしての新聞「読書面」研究序説」
芸と言語メディア』蒼丘書林・2005年）／「大切なことを目に見
せる─『星の王子さま』
という企画をよむ」
（『文芸研究』123号）

（ 単著・吉川弘文
2016年）／『近世日本の支配構造と藩地域』
館・2014年）／
『藩地域の農政と学問・金融』
（共著・岩田書院・
（
『歴史評論』
2014年）／「近世地域史研究の潮流」
731・2011
年）
／
『畿内の村の近世史』
（共著・清文堂出版・2010年）

攻（ 日 本 史 学 専 修 ）

中村 友一

NAKAMURA Tomokazu

博士
（史学）
准教授

研究
分野

日本古代史
（政治史・法制史・地域史）

【最終学歴】明治大学大学院 【担当授業科目】日本史学研究

※ 2022 年 4 月 1 日時点のものです。今後変更や見直しを行う場合があります。

（演習）
／日本史学研究
（講義）【研究テーマ】
日本古代の慣習
法・律令法の形成・展開と政治史・地域史の総合的研究 【主
な著書・論文】
『日本古代の氏姓制』
（単著・八木書店・2009年）
／『日本古代の地域と交流』
（ 共著・臨川書店・2016年）／『日
本古代の王権と地方』
（ 共著・大和書房・2015 年）／「国家成
立期の氏族・部と系譜」
（単著・
『歴史評論』809号・2017年）

山田 朗

YAMADA Akira

博士
（史学）
教授

研究
分野

日本現代の政治史／天皇制研究／
歴史教育論

清水 有子
SHIMIZU Yuko

【最終学歴】東京都立大学大学院 【担当授業科目】日本史学

OCHIAI Hiroki

研究
分野

近世日本の政治・外交・キリシタン史

【最終学歴】東京都立大学大学院 【担当授業科目】日本史学

研究（演習）／日本史学研究（講義）【研究テーマ】15年戦争

研究（演習）／日本史学研究（講義）【研究テーマ】16〜17世

期から戦後占領期を中心とする国家と軍事の関係、天皇制の

紀における統一政権と諸外国との交流関係に着目し、
キリシタ

役割、植民地支配に関する研究 【主な著書・論文】
『軍備拡張

ン禁制やいわゆる鎖国など、近世日本を特色づけた政策、法制、

の近代史』
（吉川弘文館・1997年）／『世界史の中の日露戦争』

思想の形成過程を解明すること 【主な著書・論文】
『近世日本

（吉川弘文館・2009年）
／
『日本は過去とどう向き合ってきたか』

とルソン―「鎖国」形成史再考』
（単著・東京堂出版・2012年）
／

（ 高文研・2013 年 ）／『 近代日本軍事力の研究 』
（ 校倉書房・

「豊臣秀吉政権の神国宣言―伴天連追放令の基本的性格と秀
吉の宗教政策を踏まえて―」
（『歴史学研究』958・2017年）ほ

（ 岩波書店・2015 年）／『昭和
2015年）／『兵士たちの戦場』
天皇の戦争』
（岩波書店・2017年）

落合 弘樹

博士
（史学）
准教授

博士
（文学）
教授

研究
分野

日本近代史（明治維新史）

【最終学歴】中央大学大学院文学研究科 【担当授業科目】日
本史学研究（演習）／日本史学研究（講義）【研究テーマ】幕

か

史 学 専 攻（ ア ジ ア 史 専 修 ）
※ 2022 年 4 月 1 日時点のものです。今後変更や見直しを行う場合があります。

末維新期における国家の担い手の変動を、旧藩士族の存在を
基軸に研究をすすめている。 【主な著書・論文】
『 明治国家と
士族』
（ 単著・吉川弘文館・2001 年）／『西郷隆盛と士族』
（単
著・吉川弘文館・2005年）／『西南戦争と西郷隆盛』
（ 単著・吉
川弘文館・2013年）／『秩禄処分─明治維新と武家の解体─』
（単著・講談社学術文庫・2015年）

高橋 一樹

TAKAHASHI Kazuki

松山 恵

MATSUYAMA Megumi

博士
（文学）
教授

研究
分野

日本中世史・史料学

TAKADA Yukio

教授

研究
分野

中国近現代史
─特に教育史・江南地域社会史─

【最終学歴】大阪市立大学大学院 【担当授業科目】日本史学

【最終学歴】明治大学大学院 【担当授業科目】アジア史研究

研究（講義）
・日本史学研究（演習）【研究テーマ】中世荘園制

（演習）／アジア史研究（講義）【研究テーマ】20世紀中国に

の展開過程について、都市・農村間の交通体系や文書論の視点

おける政治・社会・教育文化の変容─江南地域社会を中心に

から研究 【主な著書・論文】
中世荘園制と鎌倉幕府』
（塙書房・

─／近代東アジア教育交流史 【主な著書・論文】
『 現代中国

（吉川弘文館・2013年）
／
2004年）／『東国武士団と鎌倉幕府』
『岩波講座日本歴史』第21巻史料論
（共著・岩波書店・2015年）
／『十四世紀の歴史学』
（共著・高志書院・2016年）／『中世地
下文書の世界』
（ 共著・勉誠出版・2017年）／『戦国期文書論』
（共著・高志書院・2019年）
ほか

の歴史第2版』
（ 共著・東京大学出版会）／『戦前期アジア留学

博士
（工学）
准教授

研究
分野

日本近代史（都市史、文化史）

【最終学歴】東京大学大学院 【担当授業科目】日本史学研究

生と明治大学』
（編著・東方書店・2019年）／「中華民国教育部
（1912 年 -1949 年 ）の人員構成 」
（『 駿台史学 』148 号・2013
年 ）／『シリーズ 20 世紀中国史 2』
（ 共著・東京大学出版会・

2009年）

江川 ひかり
EGAWA Hikari

教授

研究
分野

トルコ近代史

【最終学歴】お茶の水女子大学大学院 【担当授業科目】アジ

（演習）
／日本史学研究
（講義）【研究テーマ】
日本近代都市史。

ア史研究（演習）、
アジア史研究（講義）【研究テーマ】オスマ

おもに幕末から明治期にかけての日本都市の特質について、空

ン帝国社会経済史。具体的なテーマは、土地問題、人口・家族

間・社会・文化の諸相から総合的に考察 【主な著書・論文】
『都
市空間の明治維新
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高田 幸男

江戸から東京への大転換』
（単著・筑摩書

史、
遊牧民を含めた地方社会の変容、
演劇史 【主な著書・論文】
『世紀末イスタンブルの演劇空間─都市社会史の視点から─』

房・2019年）／『江戸・東京の都市史』
（単著・東京大学出版会・

（永田雄三と共著・白帝社・2015年）／「オスマン帝国における

（ 共著・東京大学出版会・
2014 年）／『伝統都市 1 イデア』
2010年）／「明治初年東京における「諸神社遥拝所」の簇生に
ついて」
（『駿台史学』142号、pp.1-24・2011年）
ほか。

るヤ−ジュ・ベディルの事例から─」
（単著・
『明治大学人文科学

Meiji University Graduate School

遊牧民の墓地と墓標─19・20世紀初頭西北アナトリアにおけ
研究所紀要』
74・pp.37-72・2014）
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髙村 武幸

TAKAMURA Takeyuki

博士
（史学）
教授

研究
分野

中国古代史（秦漢史）

青谷 秀紀
AOTANI Hideki

博士
（文学）
教授

研究
分野

西洋中世史

【最終学歴】明治大学大学院 【担当授業科目】アジア史研究

【最終学歴】京都大学大学院 【担当授業科目】西洋史学研究

（演習）
／アジア史研究
（講義）【研究テーマ】
秦漢時代の文献・

（演習）／西洋史学研究（講義）【研究テーマ】
中世ヨーロッパ

簡牘史料を用いた制度・社会の研究 【主な著書・論文】
『漢代

の歴史叙述と歴史意識／中世ネーデルラント都市の宗教社会

の地方官吏と地域社会』
（ 汲古書院・2008年）／『秦漢簡牘史

史 【主な著書・論文】朝治啓三他編『中世英仏関係史 1066（ 共著・創元社・
1500：ノルマン征服から百年戦争終結まで』

料研究』
（汲古書院・2015年）／『周縁領域からみた秦漢帝国』
（編著・六一書房・2017年）／「肩水金関を往来した人々と前

2012年）／『記憶のなかのベルギー中世 ―歴史叙述にみる

漢後半期の辺郡・内郡」
（『東洋学報』
99-3・2017年）

領邦アイデンティティの生成―』
（単著・京都大学学術出版会・
「プロセッションと市民的信仰の世界」
（『西
2011年）／（論文）
洋中世研究』
2・2010年）

櫻井 智美

博士
（文学）
教授

SAKURAI Satomi

古山 夕城

FURUYAMA Yugi

准教授

研究
分野

西洋古代史／ギリシア古代史

【最終学歴】京都大学大学院 【担当授業科目】アジア史研究

【最終学歴】明治大学大学院 【担当授業科目】西洋史学研究

（演習）／アジア史研究（講義）【研究テーマ】11〜15世紀中

（演習）／西洋史学研究（講義）【研究テーマ】
ギリシア世界に

国の政治制度・文化について考察し、東〜内陸アジアの変容を

おける周縁地域の政治社会構造と異文化交渉／ギリシア古代

跡づける 【主な著書・論文】
『元朝の歴史―モンゴル帝国期の

における葬祭礼と国家 【主な著書・論文】
「クレタにおける文

東ユーラシア』
（ 共編著・勉誠出版 ･2021年）／元代江南士人

字表象とポリスの法―法碑文の数量分析からの考察―（『明大

にとっての
「中国」─「混一南北」
の意味から考える
（
『東洋史研

人文研紀要』第83冊・2018年）／「アルカイック期クレタにお

究』78-1・2019年）／曹彬不嗜殺人─元代における曹彬故事

ける法碑文のコスモロジ―形式・形態分析と現象論―」
（『駿台

の採用とバヤンの評価（『明大アジア史論集』23、2019年）

史学』第147号・2013年）

博士
（文学）
准教授

SUZUKI Kai

中国近世史（宋元史）／
モンゴル帝国史

研究
分野

朝鮮史・中国明清史

【最終学歴】東京大学大学院 【担当授業科目】アジア史研究
（演習）／アジア史研究（講義）【研究テーマ】朝鮮燕行使を中

Meiji University Graduate School

鈴木 開

研究
分野

史 学 専 攻（ 考 古 学 専 修 ）
※ 2022 年 4 月 1 日時点のものです。今後変更や見直しを行う場合があります。

心とした朝鮮王朝の外交体制 【主な著書・論文】
『明清交替と
朝鮮外交』
（ 刀水書房・2021年）／「伝石之珩撰『南漢日記』
と
文学研究科

李道長撰『承政院日記』――丙子の乱関係史料の基礎的検討」
（『東洋史研究』79−2・2020年）

史学専

攻（ 西 洋 史 学 専 修 ）

石川 日出志
ISHIKAWA Hideshi

教授

研究
分野

日本考古学 日本考古学史
弥生時代 中国古代璽印
Graduate School of Arts and Letters

【最終学歴】明治大学大学院 【担当授業科目】考古学研究（演

※ 2022 年 4 月 1 日時点のものです。今後変更や見直しを行う場合があります。

習）／考古学研究（講義）【研究テーマ】縄文時代から弥生時
代への社会変化／弥生時代の多様な地域性と周辺世界との関
わりの解明／中国古代璽印 【主な著書・論文】
「 両漢代印亀
鈕の型式学・試論」
『 古代学研究所紀要』30（明治大学日本古
代学研究所・2021年）／『農耕社会の成立』
（ 岩波新書・2010
年）
／
『
「弥生時代」
の発見─弥生町遺跡』
（新泉社・2008年）
／
『考古資料大観 1

弥生・古墳時代土器 1』
（ 共編著・小学館・

2003年）

豊川 浩一

TOYOKAWA Koichi

博士
（文学）
教授

研究
分野

ロシア近代の国家・社会・民族問題

阿部 芳郎
ABE Yoshiro

先史考古学・縄文時代・
生業論・資源利用史・型式学

【最終学歴】明治大学大学院 【担当授業科目】考古学研究（演

（演習）
／西洋史学研究
（講義）【研究テーマ】
ロシア近代史。
と

習）／考古学研究（講義）／総合史学研究Ⅵ 【研究テーマ】学

くに近代の民衆運動と諸民族の動向に焦点をあてて、
それらと

際的研究を通じて生業や社会構造から縄文文化の特質を描き

政治構造や社会制度との関係を考える。 【主な著書・論文】

出す 【 主 な 著書・論文 】
『 ハマ貝塚と縄文社会 』
（ 雄山閣・

Оренбурги оренбургскоеказачествово время

（ 雄山閣・2012年）／「「藻塩焼
2014年）／『土偶と縄文社会』

восстания Пугачева 1773-1774 гг. M.,1996. ／

く」の考古学」
（『考古学研究』第63巻第1号）／「縄文時代にお

『ロシア帝国民族統合史の研究
（北海道大学出版会・2006年）
／

ける製塩行為の復元」
（『駿台史学』第149号・2014年）／『人
類史と時間情報 』
（ 雄山閣 ）／『 考古学の挑戦 』
（ 岩波書店・

ンブルク遠征とヤーロフ事件─』
（山川出版社・2016年）

MIZUNO Hiroko

研究
分野

【最終学歴】
早稲田大学大学院 【担当授業科目】
西洋史学研究

『18世紀ロシアの探検と変容する空間認識─キリーロフのオレ

水野 博子

博士
（史学）
教授

Dr.Phil.
教授

研究
分野

西洋近現代史

【最終学歴】
オーストリア・グラーツ大学 【担当授業科目】西洋

（岩波書店・2004年）
2010年）／『失われた史前学』

佐々木 憲一
SASAKI Kenʼichi

Ph.D.
教授

研究
分野

国家形成期の考古学（古墳時代）

【最終学歴】
ハーヴァード大学大学院 【担当授業科目】考古学

史学研究（演習）／西洋史学研究（講義）【研究テーマ】
「オー

研究
（演習）
／考古学研究
（講義）
／総合史学研究Ⅱ 【研究テー

ストリア国民」形成の歴史と文化、消防団の社会史、記憶文化

マ】在地社会の主体性・自立性を重視し、周縁地域が国家に向

史、境界領域研究 【主な著書・論文】
（単著）
『戦後オーストリ

けて進化していく過程を追求する。 【主な著書・論文】
『常陸の

アにおける犠牲者ナショナリズム――戦争とナチズムの記憶を

古墳群』
（ 正編2010、続編2020、共編著）／『日本の古墳はな

めぐって――』
（ミネルヴァ書房、
2020年）／（共編著）大津留厚・

ぜ巨大なのか』
（共編著・吉川弘文館・2020年）／『信濃大室積

水野博子・河野淳・岩崎周一編『ハプスブルク史研究入門─歴

石塚古墳群の研究Ⅳ』
（共編著・六一書房・2015年）／『霞ヶ浦

史のラビリンスへの招待─』
（昭和堂・2013年）
など

の 前方後円墳 』
（ 編著・六一書房・2018 年 ）／ Early Korea
Japan Interactions（共編著・ハーヴァード大学・2018年）

Meiji University Graduate School
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文学研究科
藤山 龍造

FUJIYAMA Ryuzo

博士
（史学）
教授

研究
分野

先史考古学／考古学の方法論

大城 直樹
OSHIRO Naoki

【最終学歴】
慶應義塾大学大学院 【担当授業科目】
考古学研究

博士
（文学）
教授

研究
分野

文化地理学／地理思想史

【最終学歴】大阪市立大学大学院 【担当授業科目】人文地理

（演習）
／考古学研究
（講義）
／総合史学研究Ⅵ 【研究テーマ】

学演習Ⅱ／地理学合同演習 【研究テーマ】地域文化の生産・

先史時代の自然環境と資源開発／考古学の方法論／考古学

流通・消費。近現代における都市と身体の関係性の変容 【主

的方法の領域横断的な可能性 【主な著書・論文】
「 縄文時代

な著書・論文】
『惑星都市理論』
（共著・以文社・2021年）／『人

の考古学」
（共著・同成社・2007年）／「環境変化と縄文社会の

文地理学への招待』
（ 共著・ミネルヴァ書房・2015年）／『モダ

幕開け」
（単著・雄山閣・2009年）
／
「移動と流通の縄文社会史」

ン都市の系譜・地図から読み解く社会と空間』
（共著・ナカニシ
ヤ出版・2008年）／『郷土・表象と実践』
（共編著・嵯峨野書院・

（共著・雄山閣・2010年）

（ 共編
2003年）／『空間から場所へ；地理学的想像力の探求』
著・古今書院・1998年）

若狭 徹

WAKASA Toru

博士
（史学）
教授

研究
分野

日本考古学・古墳時代・社会構造論・
遺跡の保存活用

中澤 高志

NAKAZAWA Takashi

博士
（学術）
教授

研究
分野

経済地理学／都市地理学

【最終学歴】明治大学 【担当授業科目】考古学研究（講義）、考

【最終学歴】東京大学大学院 【担当授業科目】人文地理学演

古学研究（演習）【研究テーマ】古墳時代首長の地域経営政

習Ⅲ／地理学合同演習 【研究テーマ】日本における
「労働の

策を研究し、なぜ巨大古墳が造られたのかを解明する 【主な

地理学」
の実証的展開／世代交代に伴う大都市圏の構造変容

著書・論文】
『 埴輪は語る』
（ 単著・ちくま新書 ･2021年）／『古

【主な著書・論文】
『職業キャリアの空間的軌跡―研究開発技術

墳時代東国の地域経営』
（ 単著 ･ 吉川弘文館 ･2021年）／『前

者と情報技術者のライフコース』
（ 大学教育出版・2008年）／

方後円墳と東国社会』
（単著・吉川弘文館・2017年）／『東国か

『労働の経済地理学』
（日本経済評論社・2014年）／『住まいと

ら読み解く古墳時代』
（単著・吉川弘文館・2015年）／『古墳時

仕事の地理学』
（旬報社・2019年）

代ガイドブック』
（単著・新泉社・2013年）／『もっと知りたいは
にわの世界』
（単著・東京美術・2009年）

荒又 美陽

地理学専攻

ARAMATA Miyo

博士
（社会学） 研究
分野
教授

人文地理学／フランス社会論

【最終学歴】一橋大学大学院 【担当授業科目】地誌学演習 I ／

※ 2022 年 4 月 1 日時点のものです。今後変更や見直しを行う場合があります。

地理学合同演習 【研究テーマ】近現代フランスにおける都市
計画事業の思想的背景に関する研究 【主な著書・論文】
「グ
ローバル・シティのオリンピック―脱工業化、
リスケーリング、
ジェ
ントリフィケーション」
（『 経済地理学年報 』66、pp.29-48・

2020年）／『私はどうして地理学者になったのかーフランス地
理学者からのメッセージ』
（ 共訳・学文社・2017年）／『パリ神
話と都市景観―マレ保全地区における浄化と排除の論理』
（明
石書店・2011年）

松橋 公治

MATSUHASHI Koji

教授

研究
分野

経済地理学／工業地域構造研究

【最終学歴】
東京大学大学院 【担当授業科目】
地誌学演習Ⅱ／
地理学合同演習 【研究テーマ】工業のグローバル化に伴う地

臨 床 人 間 学 専 攻（ 臨 床 心 理 学 専 修 ）
※ 2022 年 4 月 1 日時点のものです。今後変更や見直しを行う場合があります。

域構造と産業集積地域の再編に関する研究 【主な著書・論文】
『空間分業─イギリス経済社会のリストラクチャリング』
（D.B. マッ
シィ／富樫幸一監訳・古今書院・2000年）／
『現代経済地理学
─その潮流と地域構造論』
（分担執筆・矢田俊文・松原宏編著・
ミネルヴァ書房・2000年）／
『地域構造論の軌跡と展望』
（分担
執筆・矢田俊文編・ミネルヴァ書房・2005年）／
『日本経済と地
域構造』
（分担執筆・山川充夫編・原書房・2014年）

川口 太郎

KAWAGUCHI Taro

博士
（理学）
教授

研究
分野

都市地理学・社会地理学／
社会空間論・生活空間論

岡安 孝弘

OKAYASU Takahiro

【最終学歴】東京大学大学院 【担当授業科目】人文地理学演

博士
（心理学） 研究
分野
教授

教育臨床心理学／健康心理学／
認知行動療法

【最終学歴】上智大学大学院 【担当授業科目】臨床人間学総

習Ⅰ／地理学合同演習 【研究テーマ】都市における空間資源

合演習／健康心理学特論／臨床心理基礎実習 【研究テーマ】

の利活用。人口減少時代の大都市社会空間の変容。ワークライ

思春期・青年期における精神的健康に関する研究 【主な著書・

フスタイルと住まいの選択 【主な著書・論文】
「日本の人口移

論文】
「学校、職場、地域におけるストレスマネジメント実践マニュ

動─ライフコースと地域性」
（共編著・古今書院・2002年）
／
「新

アル」
（共著・北大路書房）
／
「健康心理アセスメント概論」
（共著・

版 都市社会地理学」
（ 共訳・古今書院・2005 年・2013 年）／

実務教育出版）／「健康心理学」
（共著・培風館）／「生徒指導と
学校カウンセリング」
（共著・ナカニシヤ出版）
ほか

「よくわかる都市地理学」
（分担・ミネルヴァ書房・2014年）
／
「変
わりゆく日本の大都市圏」
（分担・ナカニシヤ出版・2015年）

梅本 亨

UMEMOTO Tohru

理学博士
教授

研究
分野

気候学・自然地理学

諸富 祥彦

MOROTOMI Yoshihiko

博士
（教育学） 研究
分野
教授

【最終学歴】東京都立大学大学院 【担当授業科目】自然地理

【最終学歴】筑波大学大学院 【担当授業科目】臨床人間学総

学演習Ⅰ／地理学合同演習 【研究テーマ】
日本列島の山地の

合演習／臨床心理基礎実習／臨床心理面接特論／学校臨床

気候と植生を中心とした自然景観の研究。スカンジナビアの気

心理学特論 【研究テーマ】実存的心理療法

候と植生を主体とする北極圏の自然地理学 【主な著書・論文】

フォーカシング

『日本の気候景観─風と樹

学校心理臨床

人間性心理学

不登校 いじめ スクール

風と集落─』
（共編著・古今書院・

カウンセラーの実践活動 【主な著書・論文】
「自己成長の心理

（分担
2000年）／『景観の分析と保護のための地生態学入門』
執筆・古今書院・2002年）

学」
（コスモスライブラリー）
／
「教師の悩みとメンタルヘルス」
（図
書文化）／｢学校現場で使えるカウンセリングテクニック｣（誠信
書房）
ほか
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伊藤 直樹
ITO Naoki

博士
（人間学） 研究
分野
教授

学生相談・教育相談・特別支援教育

川島 義高

KAWASHIMA Yoshitaka

論／臨床人間学総合演習／心理学研究法特論／臨床心理実
習 【研究テーマ】思春期・青年期における学校での適応の改
善に関する研究 【主な著書・論文】
『 学生相談活動の発展に
寄与する要因についての研究』
（ 著書・風間書房・2018年）／
『教育臨床論』
（ 編著・批評社・2009年）／『教師をめざす人の
ための青年心理学』
（編著・学陽書房・2006年）／『スクールカ
ウンセリングの基礎知識』
（分担執筆・新書館・2002年）

TAKASE Yuji

博士
（心理学） 研究
分野
教授

臨床心理学／心理査定

【最終学歴】
中京大学大学院 【担当授業科目】
臨床人間学総合
演習／臨床心理実習／臨床心理査定演習 【研究テーマ】
心理

研究
分野

臨床心理学、医療心理学

【最終学歴】
日本医科大学大学院医学研究科 【担当授業科目】
臨床人間学総合演習、
臨床心理実習 【研究テーマ】
自傷・自殺予
防、
精神疾患に対する心理社会的介入、
専門職連携・協働 【主
な著書・論文】
『救急医療から地域へとつなげる自殺未遂者支援の
エッセンス HOPE ガイドブック −チーム医療で強力な自殺再企
／
「医療領域で
図予防を実現する−』
（共著・へるす出版・2018年）
の他職種協働：心理職に必要とされるスキルとその評価に関する
系統的レビュー」
（ 筆頭著者・
『臨床心理学』
19(2), p221-232・
「Interventions to prevent suicidal behavior and
2019年）／
」筆
ideation for patients with cancer: A systematic review（
頭著者・
『Gen Hosp Psychiatry』
60, p98-110・2019年）

【最終学歴】東京大学大学院 【担当授業科目】思春期・青年期

高瀬 由嗣

博士
（医学）
准教授

臨 床 人 間 学 専 攻（ 現 代 社 会 学 専 修 ）
※ 2022 年 4 月 1 日時点のものです。今後変更や見直しを行う場合があります。

テストの科学的基盤の検討 【主な著書・論文】
『心理アセスメン

Meiji University Graduate School

トの理論と実践』
（共著・筆頭・岩崎学術出版社・2020年）
『臨床
心理学の実践』
／
「可視性の概念に基づくロールシャッハ人間運
動反応の内容分析の意味」
（単著・
『包括システムによる日本ロー
ルシャッハ学会誌』
「心理テストを用い
20巻、
49-61・2016年）／
たアセスメントにおけるサイエンスとアート」
（単著・
『明治大学心
理社会学研究』
14巻、
29-42・2019年）

加藤 尚子
KATO Shoko

博士
（コミュニ
研究
ティ福祉学）
分野
教授

臨床心理学／コミュニティ心理学

寺田 良一

TERADA Ryoichi

【最終学歴】立教大学大学院 【担当授業科目】臨床人間学総

TAKEMATSU Shino

【最終学歴】
東京都立大学大学院 【担当授業科目】
臨床人間学
総合演習／臨床社会学演習Ⅲ／臨床社会学実習Ⅰ
・Ⅱ 【研究

テーマ】心理コンサルテーション／アタッチメント・トラウマの心

テーマ】
環境運動・環境 NPO の国際比較研究／環境リスク論と

理療法／虐待を受けた子どもの養育支援 【主な著書・論文】

環境正義論 【主な著書・論文】
『環境リスク社会の到来と環境

「虐待から子どもを守る」／「施設心理士という仕事〜児童養

運動』
（単著・晃洋書房）
／
『よくわかる環境社会学』
（ミネルヴァ書

護施設と児童虐待への心理的アプローチ〜」
／
「児童養護施設

房）
／
『講座・社会変動 第2巻 産業化と環境共生』
（ミネルヴァ書

における心理コンサルテーションの機能に関する研究」
（ 心理

房）
／
『現代社会学への誘い』
（朝日新聞社）
／
『講座・環境社会学・

臨床学研究第31巻第4号）／対人援助のためのグループワー

第5巻・アジアと世界─地域社会からの視点─』
（有斐閣）
／
『廃

ク①〜③

棄物問題の環境社会学的研究』
（東京都立大学出版会）
（共著）

准教授

研究
分野

臨床心理学／心理療法

大畑 裕嗣
OHATA Hiroshi

社会運動論／市民社会論

【最終学歴】東京大学大学院 【担当授業科目】臨床人間学総
合演習／臨床社会学演習Ⅱ／臨床社会学実習Ⅰ・Ⅱ 【研究

イメージを媒介とする心理療法の研究・実践／デス・エデュケー

テーマ】
「ポスト市民社会における出来事」
としての社会運動と

ションに関する臨床心理学的研究・実践 【主な著書・論文】
『は

政治 【主な著書・論文】
「誰が何を
「厚く」記述するのか──ラ

じめての臨床心理学』
（共編・北樹出版）／『チック・強迫症状を

イルとギアーツの
「厚い記述」」
『現代社会学理論研究』第15号

呈した中学生男子の事例』
（心理臨床学研究12巻2号）
／
『日本

（2021年）／『現代韓国の市民社会論と社会運動』
（単著・成文

の学校教育におけるデス・エデュケーション』
（明大人文研紀要

堂・2011年）
／
『3・11後の社会運動──8万人のデータから分

48冊）ほか

かったこと』
（共著・筑摩書房・2020年）

博士
（教育学） 研究
分野
准教授

臨床心理学／性科学／性心理発達

内藤 朝雄
NAITO Asao

児童期、思春期の臨床心理学

【最終学歴】
名古屋大学大学院 【担当授業科目】
臨床人間学総合
演習／臨床心理学特論／臨床心理実習 【研究テーマ】
児童期、
思春期の心理的問題、
行動上の問題についての研究 【主な著書・
論文】
「高校生の自傷行為の特徴―行為ごとの経験率と自傷行為
前後の感情に着目して―」
，
『児童青年精神医学とその近
2009年，
接領域 』第 50 巻 5 号，
pp 504-515. ／ “Association between

bullying behavior, perceived school safety, and self-cutting:
A Japanese population-based school survey・”2018年 Child
and Adolescent Mental Health, 23(3) pp.141-147.

研究
分野

社会学／臨床社会学／心理社会学

演習／臨床社会学演習Ⅳ／臨床社会学実習Ⅰ
・Ⅱ 【研究テーマ】
学校や職場や地域などのいじめ／民族・宗教紛争／自由な社会
の構想／心理社会的な秩序の生態学モデル／進化理論の応
用 【主な著書・論文】
単著
『いじめの社会理論』
（柏書房）
／
『いじ
めの構造─なぜ人が怪物になるのか』
（講談社）
／
『
〈いじめ学〉
の
時代』
（柏書房）
／共著
『
「ニート」
って言うな！（
』光文社）
／
『いじめ
の直し方』
（朝日新聞出版）
／
「学校の秩序分析から社会の原理論

学校における
「性の多様性」
授業の教育効果
（単著・
『教育心理学
（4）
研究』
66
pp.313-326・2018年）
博士
（心理学） 研究
分野
准教授

准教授

【最終学歴】
東京大学大学院 【担当授業科目】
臨床人間学総合

influences on Traits of Gender identity disorder: A Study of
Japanese Twins across Developmental Stages. Archives
（筆頭著者・2016年）
／中
of Sexual Behavior, 45, 1681-1695.

HAMADA Shoko

研究
分野

合演習／臨床心理面接特論／臨床心理実習 【研究テーマ】

【最終学歴】
慶應義塾大学大学院 【担当授業科目】
臨床人間学
総合演習／臨床心理学特論 B ／臨床心理基礎実習 【研究テー
マ】
多様な性に対する臨床心理学的支援 【主な著書・論文】
トラ
ンスジェンダーの心理学 ―多様な性同一性の発達メカニズムと
／Genetic and Environmental
形成―
（単著・晃洋書房・2017年）

濱田 祥子

教授

Graduate School of Arts and Letters

SASAKI Shoko

環境社会学／臨床社会学

合演習／臨床心理実習／コミュニティアプローチ特論 【研究

【最終学歴】上智大学大学院 【担当授業科目】臨床人間学総

佐々木 掌子

研究
分野

文学研究科

竹松 志乃

教授

へ」
『岩波講座 現代第8巻 学習する社会の明日』
（岩波書店）

平山 満紀

HIRAYAMA Maki

准教授

研究
分野

セクシュアリティの社会学／
身体と身体文化の社会学

【最終学歴】東京大学大学院博士課程単位取得退学 【担当授
業科目】臨床人間学総合演習／臨床社会学演習Ⅴ／臨床社会
学実習Ⅰ・Ⅱ 【研究テーマ】
日本におけるセクシュアリティの近
現代史、
セクシュアリティの国際比較研究、健康と病 【主な著
書・論文 】Developments in Information Technology and

the Sexual Depression of Japanese Youth since 2000
( International Journal of the Sociology of Leisure ,
March 2019, Volume 2) ／ Sex as Leisure for the
Japanese Women, Positive Sociology of Leisure ,
Shintaro Kono, et al.eds., Palgrave,2020 June,
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文学研究科
昔農 英明

SEKINOU Hideaki

博士
（社会学） 研究
分野
准教授

国際社会学、多文化共生論

青柳 英治
AOYAGI Eiji

博士
研究
（図書館情報学）
分野
教授

図書館情報学

【最終学歴】慶應義塾大学大学院 【担当授業科目】臨床人間

【最終学歴】筑波大学大学院 【担当授業科目】臨床人間学総

学総合演習／臨床社会学演習 I ／臨床社会学実習Ⅰ・Ⅱ 【研

合演習／臨床社会学実習Ⅰ・Ⅱ／臨床教育学演習Ⅱ／図書館

究テーマ】移民・難民保護の比較社会学的研究 【主な著書・

経営特論／専門図書館特論 【研究テーマ】図書館専門職員

論文】
『「移民国家ドイツ」
の難民庇護政策』
（単著・慶應義塾大

の人的資源管理 ／ 専門図書館のサービス活動と管理運営

学出版会・2014年）／「移民受入の国際社会学』
（ 共著・名古

【主な著書・論文】
『専門図書館の役割としごと』
（共編著・勁草
書房・2017年）／『ささえあう図書館：
「社会装置」
としての新

屋大学出版会・2017年）

たなモデルと役割』
（編著・勉誠出版・2016年）／『専門図書館
の人的資源管理』
（単著・勉誠出版・2012年）
ほか

臨床人間学専

攻（ 教 育 学 専 修 ）

駒見 和夫
KOMAMI Kazuo

博士
（歴史学） 研究
分野
教授

博物館学、歴史考古学

【最終学歴】東洋大学大学院 【担当授業科目】臨床人間学総

※ 2022 年 4 月 1 日時点のものです。今後変更や見直しを行う場合があります。

合演習／臨床教育学演習Ⅳ／博物館学特論 【研究テーマ】
生涯学習社会に位置づく博物館の役割と機能の検討 【主な
著書・論文】
『 人文系博物館教育論』
（ 共著・雄山閣・2014）／
『博物館教育の原理と活動』
（ 単著・学文社・2014年）／『特別
支援教育と博物館−博学連携のアクティブラーニング』
（編著・
同成社・2016年）／『だれもが学べる博物館へ−公教育の博物
館学』
（ 単著・学文社・2008年）／「博物館におけるインクルー
シブ教育」
（全博協研究紀要20-21・2019年）

小林 繁

KOBAYASHI Shigeru

教授

研究
分野

社会教育学

関根 宏朗
SEKINE Hiroaki

【最終学歴】東京大学大学院教育学研究科博士課程修了 【担

合演習／臨床教育学演習Ⅴ／生涯学習特論／臨床社会学実

当授業科目】臨床人間学総合演習、臨床教育学演習Ⅶ、教育人

習Ⅰ・Ⅱ 【研究テーマ】生涯学習をめぐる諸問題の検討／障が

間学 【研究テーマ】政治的主体形成をめぐる理論的・思想史

いをもつ人の学習権保障の課題 【主な著書・論文】
『学びのオ

的研究 【主な著書・論文】
『教育原理』
（共著、
ミネルヴァ書房、

ルタナティヴ』
（編著・れんが書房新社）／『学びのトポス』
（クレ

（ 共著、ナカニシヤ書店、
2018）／『ワークで学ぶ教育課程論』
（項目執筆、勁草書房、
2018）／『教育思想事典 [ 増補改訂版 ]』
（共編著、
2017）／『教員養成を問いなおす：制度・実践・理論』
東洋館出版社、2016）／『
「甘え」
と
「自律」の教育学：ケア・道
徳・関係性』
（共著、世織書房、
2015）ほか

保障とノーマライゼーションの課題』
（れんが書房新社）／『地
域福祉と生涯学習』
（編著・現代書館）
ほか

TAKANO Kazuko

教育人間学、教育思想史

【最終学歴】東京大学大学院 【担当授業科目】臨床人間学総

イン）／『現代社会教育』
（クレイン）／『障害をもつ人の学習権

高野 和子

博士
（教育学） 研究
分野
准教授

教授

研究
分野

教師教育／教育行政学

山下 達也

YAMASHITA Tatsuya

博士
（教育学） 研究
分野
准教授

教育学

【最終学歴】京都大学大学院 【担当授業科目】臨床人間学総

【最終学歴】九州大学大学院 【担当授業科目】教育社会史特

合演習／臨床教育学演習Ⅲ／教師教育論 【研究テーマ】日

論、臨床教育学演習Ⅷ 【研究テーマ】日本を含むアジアの学

英の教師教育についての比較制度史的研究 【主な著書・論文】

校・教員に関する比較史研究 【主な著書・論文】
「教員養成政

『教職原論』
（編著・学文社・2019年）／「イギリスにおける教員

策の
『特例措置』
に関する日韓比較研究」
（『明治大学教職課程

養成の
「質保証」システム─戦後改革からの40年間─」
『 明治

年報』第43号）／「日本統治期朝鮮における学校観形成の一側

大学人文科学研究所紀要』第77冊（2015年）／『教育改革の

面」
（『韓国文化研究』第11号）／『植民地朝鮮の学校教員−初

社会学

市場・公教育・シティズンシップ』
（G.Whitty 著・共訳・

等教員集団と植民地支配−』
（単著、
九州大学出版会）／『教育
の歴史・理念・思想』
（分担執筆、協同出版）／「植民地朝鮮にお

東京大学出版会・2004年）
ほか

ける
「内地人」教員の多様性」
（『日本の教育史学』第50集）
など

齋藤 泰則
SAITO Yasunori

教授

研究
分野

図書館情報学

【最終学歴】東京大学大学院 【担当授業科目】臨床人間学総

井上 由佳
INOUE Yuka

Ph.D.
准教授

研究
分野

博物館学、博物館教育学、
国際理解教育、博物館の人材育成

合演習／臨床教育学演習Ⅵ／臨床社会学実習Ⅰ・Ⅱ／情報サー

【 最終学歴 】Institute of Education, University of London
(IOE-UCL) 【担当授業科目】臨床人間学総合演習、博物館教

ビス特論／図書館情報学特論 【研究テーマ】
レファレンスサー

育論特論 【研究テーマ】国内外の博物館の社会的・教育的役

ビスの理論 【主な著書・論文】
『利用者志向のレファレンスサー

割、博物館人材育成の国際比較 【主な著書・論文】
『ユネスコ

ビス─その原理と方法─』
（単著・勉誠出版・2009年）／『学習

と博物館』
（ 共著、雄山閣）／『世界と未来への架橋』
（ 共著、創

指導と学校図書館』
（編著・樹村房・2016年）／『論考図書館と

成社）／『人間の発達と博物館学の課題：新時代の博物館経営

レファレンスサービス』
（単著・樹村房・2017年）

と教育を考える』
（共著、同成社）／『博物館の理論と教育』
（共
著、朝倉書店）／「博物館学芸員養成教育を担当する教員の現
状に関する考察」
（共著『國學院大學博物館學紀要42』）

平川 景子

HIRAKAWA Keiko

教授

研究
分野

社会教育

【最終学歴】早稲田大学大学院 【担当授業科目】臨床人間学
総合演習／臨床教育学演習Ⅰ／社会教育実践論 【研究テー
マ】女性の主体形成。労働者の主体形成。社会教育実践分析。
学習支援者の力量形成。 【主な著書・論文】
「看護職の専門性
とアイデンティティの形成過程―戊辰戦争から
「看護婦規則」
成立前後まで―」
（ 岡山禮子他著『近代日本の専門職とジェン
ダー』風間書房2019年）
「 社会教育士養成の展望と課題」
（日
本社会教育学会編『社会教育職員養成と研修の新たな展望』
東洋館出版社2018年）
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近年の博士学位授与
課程博士
学位の種類

論文タイトル

授与年度

博士（史学）

戦後日本における男性同性愛への「寛容」と嫌悪

2015年度

博士（史学）

日本列島におけるナイフ形石器文化の生成

2015年度

博士（史学）

大正・昭和戦前期の日本における視覚メディアと皇室 ─撮影規定の設定とその運用を中心に─

2015年度

博士（文学）

『千載佳句』と平安朝朗詠集の研究 ─旧鈔本における唐詩本文─

2016年度

博士（文学）

志賀直哉文学における宗教観及び世界観の考察

2016年度

博士（人間学）

日本型セルフヘルプ・グループにおける参加者の回復メカニズムと組織構造に関する臨床心理学的検討

2016年度

博士（文学）

平安・鎌倉期における男性文人の物語創作と享受をめぐって ─漢籍受容の問題─

2017年度

博士（文学）

山東京伝の読本研究 ─創作意識と人物造型を中心に─

2017年度

博士（文学）

明治前期におけるルビの日本語学的研究

2017年度

博士（文学）

本文資料としての書跡「白氏文集」について

2017年度

博士（史学）

東アジア国際政治をめぐる日本海軍の対英米観と政策・戦略 ─満州事変終結後から太平洋戦争開戦まで─

2017年度

博士（史学）

中国官窯史の研究 ─官窯の管理・運営体制を中心に─

2017年度

博士（人間学）

統合型 HTP 法の分析・解釈の精緻化および臨床心理学的援助への応用

2017年度

『源氏物語』の女性描写と表現 ─ウズベク語訳に向けて─

2018年度

博士（文学）

芥川龍之介晩期文芸観の研究 ─「詩的精神」と「話」らしい話のない小説」─

2018年度

博士（文学）

太宰治研究 ─「思惟」と「表現」の相克─

2018年度

博士（文学）

川端康成文学の研究

2018年度

博士（文学）

芥川龍之介文学と知識人

2018年度

石川達三研究 ─戦前から戦後へ、その抵抗精神の行方─

2018年度

博士（文学）
博士（史学）

「大正デモクラシー」期における知識人の社会的視野 ─大衆社会化論の批判的再検討─

2018年度
2018年度

博士（文学）

谷崎潤一郎作品における〈身装〉を視座とした研究

2019年度

博士（文学）

太宰治文学の研究 ─物語的系列作品に見られる主題の展開─

2019年度

博士（文学）

志賀直哉 ─〈所謂私小説〉の研究─

2019年度

博士（史学）

古代房総史の基礎的研究

2019年度

博士（史学）

明治期における獣医育成機関としての青森県農学校（畜産学校）─「富国強兵」策が名馬の産地にもたらした繁栄と矛盾─

2019年度

博士（史学）

フランス的価値とユダヤ的価値の両立を求めて ─レモン・ラウル・ランベールによるフランコ・ジュダイスムの再創造─

2019年度

博士（史学）

日清・日露戦争期日本陸軍における「軍夫」と「輜重輸卒」の実態

2019年度

博士（史学）

橋川文三の思想史的研究 ─日本浪曼派体験と「歴史意識」論の形成─

2019年度

博士（史学）

日本古代の女帝と后妃

2019年度

博士（史学）

興亜会のアジア主義と同会日本人会員による対東アジア外交

2019年度

博士（地理学）

ウランバートルにおけるゲル地区の生成過程とその存立基盤 ─問題地区から住まい空間への認識論的転換─

2019年度

博士（人間学）

現代日本社会におけるカップルの親密関係及び性関係とその国際比較 ─セックスレス現象の分析から─

2019年度

博士（文学）

遠藤周作文学研究 ─ポストコロニアリズムと移動の観点から

2020年度

博士（文学）

The Reception History of Ferenc Molnár'sʻLiliomʼin Japan ─ Translations and theatre adaptations ─

2020年度

博士（文学）

野田秀樹作品における「神話」と「虚構」

2020年度

博士（史学）

大正・昭和期における日本陸軍の世論対策 ─陸軍省新聞班による対国内宣伝からみる陸軍の政治関与─

2020年度

「満州国軍」に関する研究 ─日本による支配、利用およびその戦後─

Graduate School of Arts and Letters

特撮ヒーロー番組の制作過程に見る思考様式の変遷 ─ 戦後社会を規定する人びとの「記憶」─

文学研究科

博士（史学）

博士（史学）

Meiji University Graduate School

博士（文学）

2020年度

博士（史学）

明治維新期の藩政と国家 ―土佐藩を事例に―

2021年度

博士（史学）

佐々木惣一の憲法思想と国民国家 ―日本憲法の独自性と立憲主義の普遍性の間―

2021年度

博士（史学）

日独間の航空技術移転と日本航空機産業の自立化（1919〜45年）

2021年度

博士（地理学）

ハワイ日本人移民の定着に関する文化地理学的研究 ―コナ・コーヒー・ベルトを事例に―

2021年度

博士（地理学）

九州におけるカルデラ形成噴火に伴う大規模火砕流堆積物からなる台地の形成過程に関する地形学的研究

2021年度

博士（史学）

東アジア交流史のなかの遣唐使

2015年度

博士（人間学）

学生相談活動の発展に寄与する要因についての研究 ─学生相談機関の利用の促進と組織的発展に関する諸要因の検討─

2015年度

博士（史学）

医学における「正統」と「異端」─ヴィクトリア朝イギリスにおける科学的医学の形成過程─

2016年度

博士（史学）

近世寺院経営史の研究

2016年度

博士（史学）

縄紋時代早期押型紋土器の広域編年研究

2016年度

博士（史学）

東アジア盤上遊戯史研究

2016年度

博士（史学）

唐初の氏族政策と「門閥」勢力 ─隋唐政権形成史の研究─

2017年度

博士（人間学）

支援者支援学の構築に関する研究 ─共感疲労概念を中心として─

2018年度

博士（人間学）

日本赤十字社参考館の研究

2018年度

博士（史学）

イングランド革命期の教会統治論 ─ T. ブレイボーンの教会規律権論と主日＝安息日の否定─

2019年度

博士（史学）

細石器文化期における石器生産と石材消費 ─朝鮮半島と日本列島─

2019年度

博士（文学）

大正期の翻訳オペラの研究 ─浅草オペラの興行、上演、演劇性を中心に─

2020年度

博士（文学）

演劇写真の誕生と展開 ─東京の役者、写真師、そしてメディア─

2020年度

論文博士

Meiji University Graduate School
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