文学研究科

板橋キャンパス

Graduate School of Literature

博士課程 前期課程・修士課程
教育研究上の目的

教育研究上の目的

文学研究科博士課程前期課程・修士課程は、人間の生き方やあり方を考究する総合的な人間学としての文学をはじめとする人文諸科学の真髄
を理解し、かつ広範な知識を修得し、新しい価値観を創造し人類文化の発展に寄与することができる高度な研究能力及び職業能力を持った人
材の養成を目的とします。

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）

博士課程 後期課程

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）

文学研究科博士課程後期課程は、博士課程前期課程での教育内容をさらに深め、人文諸科学（日本文学・中国学・書道学）の真髄を理解し、
かつそれに関するより広範な知識を修得し、新しい価値観を創造して人類文化の発展に寄与することができる高度な研究能力及びより専門的
な職業能力を持った人材の養成を目的とします。

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）

文学研究科博士課程前期課程・修士課程は、教育目標に定める人材を育成す

文学研究科博士課程前期課程・修士課程は、教育研究上の目的、ディプロ

文学研究科博士課程後期課程は、教育目標に定める人材を育成するため、所

文学研究科博士課程後期課程は、教育研究上の目的、ディプロマ・ポリシー

るため、所定の期間在学し、所属研究科において定める専門分野に関する次の

マ・ポリシー（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実

定の期間在学し、所属研究科において定める専門分野に関する次のような高度

（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施方針）に基

ような高度な能力を身につけ、修士論文および修了作品 ( 書道学専攻のみ ) が

施方針）に基づき、次のような要件を備えた受験生を各種選抜試験によって受

な能力を身につけ、博士論文が審査のうえ合格と認められた学生に博士 ( 日本

づき、次のような要件を備えた受験生を各種選抜試験によって受け入れる。

審査のうえ合格と認められた学生に修士 ( 日本文学・中国学・英文学・書道学・

け入れる。

文学・中国学・書道学 ) の学位を授与する。

①入学にあたり、５専攻各々における、高度で専門的な知識を習得することが

①日本文学・中国学・書道学の各分野において、より高度で専門的な学識を修め、

教育学 ) の学位を授与する。
①人文諸科学の高度で専門的な学識を修め、５専攻各々の専門に関わる深い知
識を持ち合わせている。
②５専攻各々が求める高度な専門技能を身につけ、それらをもって社会に貢献

①博士課程前期課程・修士課程レベルにおいて修得した知識・理解を基に、日
できる学力を有している。
②５専攻各々が求める高度な専門技能を身につけ、それらをもって社会に貢献
しようと志している。

深い知識を持ち合わせている。
②日本文学・中国学・書道学の各分野が求める高度な専門技能を身につけ、そ
れらをもって積極的に社会に貢献することができる。

本文学・中国学・書道学の各分野において、さらに高度な専門性を修得しよ
うとする意欲がある。
②日本文学・中国学・書道学の各分野が求める高度な専門技能を身につけ、そ
れらをもって広く社会に貢献しようと志している。

することができる。
①５専攻各々の分野における学修・研究課題を明確に意識し、その対応方策に
①５専攻各分野における学習・研究課題について、幅広く専門的な知見をもと

ついて思考・考察・判断し、それらを表現し発信することを目指している。

に、論理的に思考・考察・判断し、結論に至るまでを的確に表現し発信するこ
とができる。

て取り組み、その成果を生かす研究者・専門的職業人として積極的に社会に
貢献することができる。
②多文化共生に関する諸問題について広く関心を持ち、東西文化の融合を探求

①日本文学・中国学・書道学の各分野における学修研究課題を明確に意識し、

深い専門的な知見をもとに、その対応方策について論理的に思考・考察・判

その対応方策について適切に思考・考察・判断し、それらを明晰な論理によっ

断し、結論に至るまでを的確に表現し発信することができる。

て表現し、広く発信することを目指している。

①５専攻各々における学修・研究課題を明確に意識し、それらに意欲をもって
取り組み、幅広く学ぼうとする姿勢を有している。

①５専攻各分野における学修・研究課題を明確に意識し、それらに意欲をもっ

①日本文学・中国学・書道学の各分野における学修・研究課題について、幅広く

①日本文学・中国学・書道学の各分野における学修・研究課題を明確に意識し、
それらに意欲的に取り組み、その成果を生かす高度な研究者・専門的職業人

①日本文学・中国学・書道学の各分野が求める高度な専門能力を身につけ、そ
の成果を国際的水準において実現し、広く発信していくことを目指している。

として積極的に社会に貢献することができる。
②多文化共生に関する諸問題について広く関心を持ち、東西文化の融合を探求
することができる。

することができる。

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）
文学研究科博士課程前期課程・修士課程は、修了認定・学位授与方針に掲げ
る能力を修得させるために、以下のような内容、方法、評価の方針に基づき、
教育課程を編成する。

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）
文学研究科博士課程後期課程は、修了認定・学位授与方針に掲げる能力を修
得させるために、以下のような内容、方法、評価の方針に基づき、教育課程を
編成する。
①日本文学・中国学・書道学の３専攻のそれぞれに、博士論文作成を目標とす

①５専攻それぞれに、修士論文作成を目標とする研究指導科目として演習科目
を設け、研究指導教員が指導する。
②書道学専攻では、修了制作を目標とする研究指導科目として演習科目を設け、

る研究指導科目として演習科目を設け、研究指導教員が指導する。
②日本文学・中国学・書道学の３専攻のそれぞれに、特殊研究と関連科目の講
義科目を設ける。

研究指導教員が指導する。
③日本文学・中国学・書道学の３専攻においては特殊研究科目を、英文学・教育
学の２専攻においては特殊講義科目を設け、それぞれの分野の高度な専門知
識を修得する。
④５専攻それぞれに、各専門性を深め、学識の幅を広げるための関連講義科目

①演習科目では、前期課程における個々の研究を更に深め、学界に通用する研
究論文、博士論文作成を目指し、研究指導教員が指導する。
②特殊研究と関連科目の講義科目では、研究に必要な文献読解能力を養成し、
各分野における高度な専門的知識を修得する。

を設ける。
⑤日本文学・中国学の２専攻の現職教員一年修了コースでは、一年間で修士論
文を作成するための演習科目「課題演習」を設け、研究指導を行う。
⑥日本文学・中国学・書道学の３専攻では、外国語科目（英語・中国語）を設け、
外国語の文献を理解する語学力を養成する。
⑦英文学専攻では、実習科目として「インターンシップ実習」を設け、実践力を
養成する。

①学位授与方針で掲げられた能力の達成状況を、文学研究科３専攻各々におけ
る単位取得状況、研究指導受講状況、学位論文等の結果によって評価するも
のとする。
②３年間の総括的な学修成果として、複数教員による論文の評価を行う。
③各年度末に「大学院生研究活動報告―文学研究科―」を提出させ、評価の参
考とする。

⑧教育学専攻では、全員必修の導入科目「総合研究Ⅰ・Ⅱ」を設ける。
①演習科目では、少人数による文献読解法及び研究法を基に、修士論文作成の
ための指導を行う。
②特殊講義・特殊研究、及び関連の講義科目では、教員による講義を基に、教員
と受講者相互の調査・研究の進展をはかる。
③書道学専攻では、理論・実技（実作）の両面の指導を行う。
①学位授与方針で掲げられた能力の達成状況を、文学研究科５専攻各々におけ
る単位取得状況、研究指導受講状況、学位論文等の結果によって評価するも
のとする。
②２年間の総括的な学修成果として、複数教員による論文等の評価を行う。
③各年度末に「大学院生研究活動報告―文学研究科―」を提出させ、評価の参
考とする。
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文学研究科
日本文学専攻

板橋キャンパス

Graduate School of Literature

博士課程 前期課程

Japanese Literature

教育研究上の目的

博士課程 後期課程

Japanese Literature

教育研究上の目的

文学研究科日本文学専攻博士課程前期課程は、広い視野に立脚した研究能力及び高度に専門的な職業能力を身につけた、社会に貢献できる人
材の育成を目的とします。

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）

日本文学専攻

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）

文学研究科日本文学専攻博士課程後期課程は、自立した日本文学研究者及び高度な専門業務従事者を養成し、もって、社会に貢献できる人材
の育成を目的とします。

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）

文学研究科日本文学専攻博士課程前期課程は、建学の精神に基づく教育目標

文学研究科日本文学専攻博士課程前期課程は、教育研究上の目的、ディプロ

文学研究科日本文学専攻博士課程後期課程は、建学の精神に基づく教育目標

文学研究科日本文学専攻博士課程後期課程は、教育研究上の目的、ディプロ

に定める人材を育成するため、所定の期間在学し、所定の単位を修得し、専門

マ・ポリシー（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実

に定める人材を育成するため、所定の期間在学し、所定の単位を修得し、専門

マ・ポリシー（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実

分野に関する次のような高度な能力を身につけ、修士論文が審査のうえ合格と

施方針）に基づき、次のような要件を備えた受験生を各種選抜試験によって受

分野に関する次のような高度な能力を身につけ、博士論文が審査のうえ合格と

施方針）に基づき、次のような要件を備えた受験生を各種選抜試験によって受

認められた学生に修士（日本文学）の学位を授与する。

け入れる。

認められた学生に博士（日本文学）の学位を授与する。

け入れる。

①日本文学に対する深い知識を修得しており、古典および近現代文学を主とし

①学部で培った基礎学力・基礎技能を活かして、それを既存の学力・技能と結

①日本文学に対する専門的職業人としての高度な知識を有し、古典および近現

①博士課程前期課程・修士課程レベルにおいて修得した学力・技能を基礎に、

た様々な文学を総合的に理解することができる。
①古代から現代に至る日本語に対する知識を有し、的確な言語を使用すること

びつけ、より高次の学力・技能として定着させることができる。
①幅広い教養と広い視野に立脚した研究能力を身につけ、柔軟な思考ができる。

ができる。
②古典および近現代文学に対して豊かな鑑賞力を有し、批評・分析することが
できる。

代文学を主とした様々な文学を総合的にとらえることができる。
①古代から現代に至る日本語に対する専門的職業人としての高度な知識を有
し、的確な言語使用を行うことができる。

①常に広い観点から現代社会、文化の諸問題を究明しようとする強い意志を

さらに高度な専門知識・技能を身につけようとする目的をもっている。
①研究領域の拡大に努め、学際的・総合的な視野から学問研究に臨むことがで
き、幅広い教養と広い視野に立脚した研究能力を身につけ、柔軟な思考がで

②古典および近現代文学に関する高度な分析能力を持ち、専門的研究者として

きる。

優れた研究ができる。

もっている。

①国際的な水準で広く活躍することをめざして、常に広い観点から現代社会、
①専門的研究者として、建学の精神を踏まえ、積極的に多方面で活躍すること
ができる。
②専門性を活かした職業人として、積極的に多方面で活躍することができる。

①専門的研究者として、建学の精神を踏まえ、積極的に多方面で活躍すること

Curriculum

2022 年度 カリキュラム

■専攻科目

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）
文学研究科日本文学専攻博士課程前期課程は、修了認定・学位授与方針に掲
げる能力を修得させるために、以下のような内容、方法、評価の方針に基づき、
教育課程を編成する。
①前期課程では、日本文学（上代から近現代まで）
・日本語学の各分野にわたる
科目と、関連諸科目として、中国文学・中国哲学・文化史・比較文学等の科目を、
２年間の教育課程として編成している。
②演習科目と講義科目としての特殊研究科目とに分け、演習科目を研究指導教
員による科目として位置付け、他は、演習科目と有機的に関連づけながら、
専門的な知識と豊かな教養を身につける科目として編成している。
③文学・テクストを対象に研究を進め、言語・人間・世界（社会）の相関を根本
から問いながら、高度な思索力・学術論文作成能力・教育力等を養成し、２年

・古典文学Ⅰ特殊研究（一）
・古典文学Ⅰ特殊研究（二）
・古典文学Ⅰ特殊研究（三）
・古典文学Ⅰ特殊研究（四）
・古典文学Ⅰ演習（一）
・古典文学Ⅰ演習（二）
・古典文学Ⅰ演習（三）
・古典文学Ⅰ演習（四）
・古典文学Ⅱ特殊研究（一）
・古典文学Ⅱ特殊研究（二）
・古典文学Ⅱ特殊研究（三）
・古典文学Ⅱ特殊研究（四）
・古典文学Ⅱ演習（一）
・古典文学Ⅱ演習（二）
・古典文学Ⅱ演習（三）
・古典文学Ⅱ演習（四）

・近代文学Ⅰ特殊研究（一）
・近代文学Ⅰ特殊研究（二）
・近代文学Ⅰ演習（一）
・近代文学Ⅰ演習（二）
・近代文学Ⅱ特殊研究（一）
・近代文学Ⅱ特殊研究（二）
・近代文学Ⅱ演習（一）
・近代文学Ⅱ演習（二）
・日本語学特殊研究（一）
・日本語学特殊研究（二）
・日本語学演習（一）
・日本語学演習（二）

るよう指導を行う。

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）
文学研究科日本文学専攻博士課程後期課程は、修了認定・学位授与方針に掲
げる能力を修得させるために、以下のような内容、方法、評価の方針に基づき、
教育課程を編成する。
①後期課程の科目編成は、前期課程と同様、日本文学・日本語学の各分野にわ
たる科目と、関連諸科目として、中国文学・中国哲学・文化史・比較文学等の
科目を、３年間の教育課程として編成している。
②特に、演習科目を研究指導教員による科目として位置付け、前期課程におけ
る研究をさらに深め、より専門的で高度な研究へと進展させられるよう科目
編成している。
③専門的で高度な研究能力・教育能力等を養成し、学界に通用する緻密かつ斬
新で独創性のある博士論文として結実させるよう指導を行う。
①演習科目は少人数による演習形式の授業を行う。博士前期課程での研究成果

次には、個々の研究テーマに即して専門性に満ちた修士論文として結実させ

をふまえ、より高次の指導を実施する。

■実務者用科目

①演習科目は少人数による演習形式の授業である。学生に課題を与え、授業内
②講義科目は学問研究に必要な研究方法の教示と、具体的な研究テーマに沿っ
た講義・解説を行う。適宜、テスト・レポートなどを提出させる。
③演習科目、講義科目とも、インタラクティブな教育を実施する。
①学位授与方針で掲げられた能力の達成状況を、日本文学専攻における単位取
得状況、研究指導受講状況、学位論文等の結果によって評価するものとする。
②２年間の総括的な学修成果として、複数教員による修士論文の評価を行う。

①学位授与方針で掲げられた能力の達成状況を、日本文学専攻における単位取

■関連講義科目
・中国文学研究
・文化史研究（一）
・文化史研究（二）

・比較文学研究
・中国哲学研究
・日本社会史研究

得状況、研究指導受講状況、学位論文等の結果によって評価するものとする。
②３年間の総括的な学修成果として、複数教員による博士論文の評価を行う。

2022 年度 カリキュラム

■専攻科目
・古典文学Ⅰ特殊研究（一）
・古典文学Ⅰ特殊研究（二）
・古典文学Ⅰ特殊研究（三）
・古典文学Ⅰ特殊研究（四）
・古典文学Ⅰ演習（一）
・古典文学Ⅰ演習（二）
・古典文学Ⅰ演習（三）
・古典文学Ⅰ演習（四）
・古典文学Ⅱ特殊研究（一）
・古典文学Ⅱ特殊研究（二）

・近代文学Ⅰ特殊研究（一）
・近代文学Ⅰ特殊研究（二）
・近代文学Ⅰ演習（一）
・近代文学Ⅰ演習（二）
・近代文学Ⅱ特殊研究（一）
・近代文学Ⅱ特殊研究（二）
・近代文学Ⅱ演習（一）
・近代文学Ⅱ演習（二）
・日本語学特殊研究（一）
・日本語学特殊研究（二）

・古典文学Ⅱ特殊研究（三）
・古典文学Ⅱ特殊研究（四）
・古典文学Ⅱ演習（一）
・古典文学Ⅱ演習（二）
・古典文学Ⅱ演習（三）
・古典文学Ⅱ演習（四）

・日本語学演習（一）
・日本語学演習（二）

■関連講義科目
・中国文学研究
・文化史研究（一）
・文化史研究（二）

・比較文学研究
・中国哲学研究
・日本社会史研究

■外国語科目
・中国語

・英語

Student Voice
日本文学専攻
博士課程前期課程2年

峯岸 加奈 さん
大東文化大学 文学部卒
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Curriculum

②インタラクティブな教育を行う。

・日本文学課題演習

において適切な指導と解説を行う。

文化の諸問題を究明しようとする強い意志をもっている。

ができる。

ブランクがあっても柔軟に対応してくれた先生や職員の方に感謝
進学を検討中の皆さま、こんにちは。突然ですが私の経歴は少し変わっていて、学部卒業後は就職をし、3 年の社会人生活を
経て大学院を受験しました。4 年生の方にはあまり関係のない話に聞こえるかもしれませんが、意外とそうでもないケースもあ
りますので、是非最後まで目を通してくださいね。さて、当時の私は「気持ちはとても進学したいけど、両親を安心させるため
にも就職しよう」という選択をしましたが、結局諦めきれず、こうして舞い戻ることとなりました。ピアノは 1 日休むと取り戻
すのに 3 日かかるという話がありますよね。社会人生活で得た経験を私は無駄ではないと思っています。ですが 3 年のブランク
は大きく、入学後に一番大変だったのは「これを調べるにはあの資料」
「確かあの文献があったはず」といった学部時代には普
通に行えていた発想がスムーズにいかないことでした。そのため講義を担当される先生方にはきちんと事情を相談して、基礎
をカバーする授業を挟んで頂いたりしています。さて、みなさんはどのように大学院を検討中でしょうか。もう少しだけ学んで
みたい、専修免許を取得したい、研究職を目指したい、私のように再入学を考えている、理由は様々だと思います。ベタですが、
まずはお気軽に説明会参加や講義見学をしてみて下さい。在学生なら研究棟の 4 階にある日本文学科資料室で、現役の大学院生
とお話することもできますよ！ 皆様のご来訪をお待ちしております。
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文学研究科
日本文学専攻

専任教員

播本 眞一

HARIMOTO Shinichi
研究分野

博士（文学）
専攻主任・教授

●最 終 学 歴：早稲田大学大学院
●担当授業科目：★古典文学Ⅱ演習（前期・後期課程）他
●研 究 テ ー マ：曲亭馬琴、
『南総里見八犬伝』、読本、合巻、黄表紙など
●主な著書・論文：
『八犬伝・馬琴研究』
（単著：新典社）
『早稲田大学所蔵合巻集覧（上）』
・
『同（中）』
（共著：青裳堂書店）など

FUJIO Kengo
研究分野

当授業科目の★マークは、
論文指導科目であることを表します。

美留町 義雄

BIRUMACHI Yoshio
研究分野

日本近世文学

藤尾 健剛

板橋キャンパス

Graduate School of Literature

修士（文学）
教授

日独比較文学・文化

●最 終 学 歴：立教大学大学院
●担当授業科目：比較文学研究 他
●研 究 テ ー マ：日本とドイツの比較文学・文化研究。おもに森鴎外の文学作品を、彼が留学
時に体験したドイツ文化との関連において読み直しています。
●主な著書・論文：
『鴎外のベルリン』
（水声社）
『軍服を脱いだ鴎外』
（大修館書店）

山口 敦史

YAMAGUCHI Atsushi
研究分野

日本近代文学

●最 終 学 歴：早稲田大学大学院
●担当授業科目：★近代文学Ⅱ演習（前期・後期課程）他
●研 究 テ ー マ：夏目漱石・
「ホトトギス」派の作家・芥川龍之介・正宗白鳥・川端康成など
●主な著書・論文：
『漱石の近代日本』
（勉誠出版）
『川端康成 無常と美』
（翰林書房）

修士（文学）
教授

修士（文学）
教授

中国学専攻

博士課程 前期課程

Chinese Studies

教育研究上の目的
文学研究科中国学専攻博士課程前期課程は、文学部中国文学科の上位に位置する教育課程を擁し、中国の文化を専門的に勉学することによって、
その専門知識と研究能力を修得することを目的とします。

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）

文学研究科中国学専攻博士課程前期課程は、建学の精神に基づく教育目標に

文学研究科中国学専攻博士課程前期課程は、教育研究上の目的、ディプロ

定める人材を育成するため、所定の期間在学し、所定の単位を修得し、専門分

マ・ポリシー（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実

野に関する次のような高度な能力を身につけ、修士論文が審査のうえ合格と認

施方針）に基づき、次のような要件を備えた受験生を各種選抜試験によって受

められた学生に修士（中国学）の学位を授与する。

け入れる。

①中国文学・中国史学・中国哲学の各分野において深い知識・技能を有するに

①中国文学・中国史学・中国哲学の分野に関して基礎的な知識を持っている。

上代文学

●最 終 学 歴：大東文化大学大学院
●担当授業科目：★古典文学Ⅰ演習（前期・後期課程）他
●研 究 テ ー マ：日本上代文学、日本霊異記
●主な著書・論文：
『聖典と注釈』
（武蔵野書院、編著）
『日本霊異記と東アジアの仏教』
（笠間書院）

とどまらず、関連する分野においても幅広い知識を身につけている。

②中国文献の基礎的な読解力を有している。

②中国文学・中国史学・中国哲学の各分野や中国語の文献を読解し、的確に言
語を使用することができる。
①中国文学・中国史学・中国哲学の各分野において自ら発見した重要な課題を

①根拠に基づいた論理的な思考ができる。
①東西文化を融合して社会に貢献する意思がある。

多角的かつ批判的に考察することができる。考察により得られた知見につい

木村 陽子
KIMURA Yoko
研究分野

博士（文学）
准教授

滝口 明祥

TAKIGUCHI Akihiro

研究分野

日本近現代文学

●最 終 学 歴：早稲田大学大学院
●担当授業科目：★近代文学Ⅰ演習 ( 前期・後期課程 ) 他
●研 究 テ ー マ：近現代文学・演劇・映像メディア
●主な著書・論文：
『安部公房とはだれか』
（笠間書院）
『日本近現代文学史』
（華東理工大学出版社 、編著）
「「かぐや姫」のアダプテーション―アニメと小説による「物語の祖」への応
答―」
（『大東文化大学紀要』第 60 号）

て、その意義や位置づけを様々なかたちで的確に表現することができる。

博士（日本語日本文学）
准教授

①中国文学・中国史学・中国哲学の各分野において関心と問題意識をもちつづ
け、多様な国際社会や地域社会で、自らの研鑽の成果を生かす研究者・指導者・

日本近現代文学

●最 終 学 歴：学習院大学大学院
●担当授業科目：★近代文学Ⅰ演習（前期・後期課程）他
●研 究 テ ー マ：1920 〜1960 年代の日本近現代文学
●主な著書・論文：
『井伏鱒二と「ちぐはぐ」な近代』
（新曜社、2012）
『太宰治ブームの系譜』
（ひつじ書房、2016）
「禁止と奨励―太宰治『右大臣実朝』」
（「太宰治スタディーズ」2016・6）など

職業人として積極的に貢献することができる。
②東洋の文化を基礎として西洋の文化を摂取吸収し、東西文化を融合すること
ができる。

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）
文学研究科中国学専攻博士課程前期課程は、修了認定・学位授与方針に掲げ

冨樫 純一

TOGASHI Junichi
研究分野

博士（言語学）
准教授

TAMURA Masahiko
研究分野

博士（日本文学）
講師

中世文学

●最 終 学 歴：大東文化大学大学院
●担当授業科目：★古典文学Ⅱ演習（一）
●研 究 テ ー マ：地獄の思想と絵画の研究
●主な著書・論文：
『描かれる地獄 語られる地獄』
（三弥井書店、2015 年）
『てくてく地獄さんぽガイド』
（グラフィック社、2020 年）
『地獄の歩き方』
（監修、金の星社、2019 年）
『鬼大図鑑』
（監修、金の星社、2020 年）他

09

TOKUUE Toshiyuki

研究分野

日本語学

●最 終 学 歴：筑波大学大学院
●担当授業科目：★日本語学演習（前期・後期課程）他
●研 究 テ ー マ：現代日本語文法（感動詞・終助詞・役割語など）
●主な著書・論文：
『感動詞とコンテクスト』
（澤田（編））
『ひつじ意味論講座 6 意味とコンテクスト』
（2012 ひつじ書房）など

田村 正彦

德植 俊之

修士（教育学）
准教授

平安文学・和歌文学・文献学（古筆学）
・国語教育

●最 終 学 歴：東京学芸大学大学院連合
●担当授業科目：古典文学Ⅰ特殊研究（三）、★日本文学課題演習
●研 究 テ ー マ：平安時代中期の歌人研究、和歌表現の研究、古筆切研究
●主な著書・論文：
『道信集注釈』
（共著・貴重本刊行会）
「菊歌攷―冬の菊歌をめぐって―」
（『和歌文学研究』61 号）
「『焼け野のきぎす』攷―その淵源と変遷―」
（『国語国文』第 79 巻第 5 号）
「藤原長能の和歌―その歌風形成と特質について―」
（『国語と国文学』第
87 巻第 10 号）

山田 悠介

YAMADA Yusuke

研究分野

る能力を修得させるために、以下のような内容、方法、評価の方針に基づき、
教育課程を編成する。

Curriculum

2022 年度 カリキュラム

■専攻科目
・中国哲学特殊研究（一）
・中国哲学特殊研究（二）
・中国哲学演習（一）
・中国哲学演習（二）
・中国文学特殊研究（一）
・中国文学特殊研究（二）
・中国文学演習（一）
・中国文学演習（二）

・中国史学演習（一）
・中国史学演習（二）
・中国史学特殊研究（一）
・中国史学特殊研究（二）
・中国音韻学特殊研究

■実務者用科目
・中国学課題演習

①「中国文学」
「中国史学」
「中国哲学」の３領域から専門分野を選択し、
「中国
文学演習」
「中国史学演習」
「中国哲学演習」のいずれかを中心に学ぶ。
②演習科目群では、
「中国文学演習」
「中国史学演習」
「中国哲学演習」といった

■関連講義科目
・国文学特殊研究

・文化史特殊研究

科目の履修を通して、研究テーマの設定、文献読解力、文章表現力を育成する。
①演習科目、研究指導等の少人数科目を利用し、インタラクティブな教育を実
施する。

■外国語科目
・中国語

・英語

② 成績評価をもとに、自己評価と他者評価を踏まえた、学びの振り返りを促し

博士（異文化コミュニケーション学）
講師

環境文学

●最 終 学 歴：立教大学大学院
●担当授業科目：英語
●研 究 テ ー マ：現代日米の環境文学、石牟礼道子
●主な著書・論文：
『反復のレトリック――梨木香歩と石牟礼道子と』
（単著：水声社）
『フィールド科学の入口 文学の環境を探る』
（共著：玉川大学出版部）など

ていく。
①学位授与方針で掲げられた能力の評価として、中国学専攻における単位取得
状況、研究指導受講状況、学位論文等の結果によって測定するものとする。
②2 年間の総括的な学修成果として、複数教員による論文の評価を行う。
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文学研究科
中国学専攻

板橋キャンパス

Graduate School of Literature

博士課程 後期課程

Chinese Studies

中国学専攻

専任教員

大橋 由治

教育研究上の目的

OHASHI Yoshiharu

文学研究科中国学専攻博士課程後期課程は、前期課程の教育課程をさらに発展させ、より高度に中国の文化を専門的に研究することにより、
この分野における専門的職業人としてふさわしい十分な研究能力を修得することを目的とします。

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）

文学研究科中国学専攻博士課程後期課程は、建学の精神に基づく教育目標に

文学研究科中国学専攻博士課程後期課程は、教育研究上の目的、ディプロ

定める人材を育成するため、所定の期間在学し、所定の単位を修得し、専門分

マ・ポリシー（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実

野に関する次のような高度な能力を身につけ、修士論文が審査のうえ合格と認

施方針）に基づき、次のような要件を備えた受験生を各種選抜試験によって受

められた学生に博士（中国学）の学位を授与する。

け入れる。

①中国文学・中国史学・中国哲学の各分野において高度な知識・技能を有して

①中国文学・中国史学・中国哲学の分野に関して高度な知識を持っている。

研究分野

吉田 篤志
研究分野

おり、国際的かつ学際的に活躍するために必要な知識を身につけている。

②中国文献の高度な読解力を有している。

語を使用することができる。

①根拠に基づいた論理的な思考ができる。

①中国文学・中国史学・中国哲学の各分野において自ら発見した重要かつ未開

①東西文化を融合して新しい文化を創造し、社会に貢献する意思がある。

山口 謠司

YAMAGUCHI Yoji

研究分野

中国文言小説

●最 終 学 歴：大東文化大学大学院
●担当授業科目：★中国文学演習（前期・後期課程）他
●研 究 テ ー マ：文言小説・文言小説の文化的背景
●主な著書・論文：
『捜神記研究』明徳出版社 2014 年、
「『異苑』に於ける音聲説話―銅器・墓地・
山川と太常職―」
『東方宗教』第 90 号 1997 年、
「干寶の天觀と『捜神記』の
編纂」
『東方宗教』第 106 号 2005 年、
「『廣異記』の運命觀」
『漢学会誌』59
号 2020 年

YOSHIDA Atsushi

②中国文学・中国史学・中国哲学の各分野や中国語の文献を読解し、的確に言

修士（文学）
専攻主任・教授

当授業科目の★マークは、
論文指導科目であることを表します。

修士（文学）
教授

中国古代思想・出土資料研究

●最 終 学 歴：大東文化大学大学院
●担当授業科目：★中国哲学演習（前期・後期課程）他
●研 究 テ ー マ：経書に対する解釈学（春秋三伝・詩経伝箋等）
・出土資料と伝世文献との比
較研究
●主な著書・論文：
『中国古代思想の考察』
（明徳出版社 2019 年）
中国古代思想・思想史について、古典文献や出土資料を使用して考察した
研究書。

博士（中国学）
教授

中国文献学

●最 終 学 歴：Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales Centre de Recherches
Linguistiques sur l'Asie Orientale（フランス国立高等研究院人文科学研究
所アジア言語研究センター）大学院博士課程後期退学
●担当授業科目：★中国哲学演習（前期・後期課程）他
●研 究 テ ー マ：中国文献学・日本語学
●主な著書・論文：
『日本語を作った男 上田万年とその時代』
（集英社インターナショナル、
2016 年 2 月）標準語の制定や仮名遣いの統一などを通じて「近代日本語」
の成立にきわめて大きな役割を果たした上田万年とその時代を描いた。

小尾 孝夫

OBI Takao
研究分野

博士（文学）
准教授

中国中古史

●最 終 学 歴：東北大学大学院
●担当授業科目：★中国史学演習（前期・後期課程）他
●研 究 テ ー マ：六朝史、六朝建康
●主な著書・論文：
「南朝宋斉時期の国軍体制と僑州南徐州」
『唐代史研究』第 13 号（2010）、
「建
康の歴史的性格と都城圏の形成」
『中国都市論への挑動』汲古書院（2016）、
「義煕土断における劉裕の政治的意図―僑予州および僑淮南郡の実土化をめ
ぐって―」
『東洋史研究』第 77 巻第 1 号（2018）

拓の課題を学術的な観点から多角的かつ批判的に考察することができる。考
察により得られた知見や意義を議論や論文などを通じて論理的に表現するこ
とができる。

Curriculum

①中国文学・中国史学・中国哲学の各分野において幅広い関心と問題意識を有
し、多様な国際社会や地域社会で、自らの研究の成果を生かす高度な研究者・
専門的職業人として積極的に貢献することができる。
②東洋の文化を基礎として西洋の文化を摂取吸収し、東西文化を融合して新し
い文化を創造することができる。

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）
文学研究科中国学専攻博士課程後期課程は、修了認定・学位授与方針に掲げ
る能力を修得させるために、以下のような内容、方法、評価の方針に基づき、
教育課程を編成する。
①「中国文学」
「中国史学」
「中国哲学」の３領域から専門分野を選択し、
「中国
文学演習」
「中国史学演習」
「中国哲学演習」のいずれかを中心に学ぶ。
②演習科目群では、
「中国文学演習」
「中国史学演習」
「中国哲学演習」といった

2022 年度 カリキュラム

KOZUKA Yoshihiro
研究分野

■専攻科目
・中国哲学特殊研究（一）
・中国哲学特殊研究（二）
・中国哲学特殊研究（三）
・中国哲学演習（一）
・中国哲学演習（二）
・中国哲学演習（三）
・中国文学特殊研究（一）
・中国文学特殊研究（二）
・中国文学特殊研究（三）
・中国文学演習（一）
・中国文学演習（二）
・中国文学演習（三）

小塚 由博

・中国史学特殊研究（一）
・中国史学特殊研究（二）
・中国史学特殊研究（三）
・中国史学演習（一）
・中国史学演習（二）
・中国史学演習（三）
・中国音韻学特殊研究

博士（中国学）
准教授

中国文学（明・清）

●最 終 学 歴：大東文化大学大学院
●担当授業科目：★中国文学演習（前期・後期課程）他
●研 究 テ ー マ：明末清初の江南を中心とした文人の交遊関係及びその文化の研究
●主な著書・論文：
『『虞初新志』訳注 巻一〜巻三』
（大東文化大学東洋研究所（2022））、
『藝文
類聚訓讀付索引』巻 88・89・45〜50（大東文化大学東洋研究所）、
『剪灯新
話』
（明治書院（2008））、
「張潮と江南文人の交流―書簡を手がかりに―」
（『中国古典小説研究』18 号（2014.3））等

髙橋 睦美

TAKAHASHI Mutsumi

研究分野

博士（文学）
講師

中国道家思想・
『老子』注釈史

●最 終 学 歴：東北大学大学院
●担当授業科目：★中国哲学演習（前期・後期課程）他
●研 究 テ ー マ：
『老子』注釈史・中世以前の道家思想
●主な著書・論文：
『老 子 指 帰』と 王 弼『老 子』注 に お け る 差 異（『日 本 中 国 学 会 報』第 61 集
（2009））、唐玄宗『道徳真経』御注・御疏に見える「沖気」と「沖用」につい
て（『集刊東洋学』第 111 号（2014））、唐玄宗《道徳新経》御注・御疏中的 “理
国” 与 “理身”（『老子道文化研究』第 1 輯（2019））

■関連講義科目
・国文学特殊研究

・文化史特殊研究

科目の履修を通して、研究テーマの設定、文献読解力、文章表現力を育成する。
①演習科目、研究指導等の少人数科目を利用し、インタラクティブな教育を実
施する。
②海外での研究を推奨する。
③成績評価をもとに、自己評価と他者評価を踏まえた、学びの振り返りを促していく。
①学位授与方針で掲げられた能力の評価として、中国学専攻における単位取得
状況、研究指導受講状況、学位論文等の結果によって測定するものとする。
②3 年間の総括的な学修成果として、複数教員による論文の評価を行う。

Student Voice
中国学専攻
博士課程前期課程2年

広い視野をもって研究に取り組むことで日々の成長を実感
中国の道家思想について、特に東晋の張湛という人物の「列子注」に於ける思想を調べています。道家思想の基
礎ともいえる「自然」という語が、一体何を意味するのか、各書物の中で「自然」がどのように捉えられているのか

阿久津 光貴 さん

に興味をもち、大学院に入学しました。研究となると一分野に偏りがちですが、思想書だけを読んでいても途中で

大東文化大学 文学部卒

きるため、より広い視野をもって研究に取り組むことができます。授業では文・史・哲それぞれ演習を受けること

行き詰ってしまうことが多々あります。その点、大東の中国学専攻では、文・史・哲の三分野を幅広く学ぶことがで
ができ、各分野の基礎知識を得られるだけでなく、研究に必要不可欠な訓読力も、読む毎に着実に身についてきま
す。私自身も、日々の積み重ねと、懇切丁寧な先生方のご指導を賜り、一歩ずつ前進できていると実感しています。
人生のなかでこれほど真摯に漢文に向き合える時間はないと思います。
「どんな本でも読む」という気概をもち、修
論作成にも精進していくつもりです。
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文学研究科
英文学専攻

板橋キャンパス

Graduate School of Literature

修士課程

English Literature

網代

教育研究上の目的

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）
文学研究科英文学専攻修士課程は、建学の精神に基づく教育目標に定める人
材を育成するため、所定の期間在学し、所定の単位を修得し、専門分野に関す
る次のような高度な能力を身につけ、修士論文が審査のうえ合格と認められた
学生に修士（英文学）の学位を授与する。

①学位授与方針で掲げられた能力の評価として、単位取得状況、研究指導受講
状況、学位論文の結果によって測定するものとする。
教員との面談により、指導状況等を確認する。
③２年間の総括的な学習成果として、指導教員（主査）、副査教員（２名）が、修
士論文口述試験の際に論文の内容を評価する。

言語、歴史、文化を総合的に理解している。
①英語の読解力、作文力、運用力を学修し、人間文化、地域文化、言語文化の領
域における研究内容を適切に理解し、高度な思考により判断して、的確に自
己を表現する能力を有する。

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）
文学研究科英文学専攻修士課程は、教育研究上の目的、ディプロマ・ポリシー
（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施方針）に基
づき、次のような要件を備えた受験生を各種選抜試験によって受け入れる。

①文学作品の鑑賞力と批評力を養い、言語文化に関する鋭い分析力と異文化に対す
る広汎な受容力をもつ高度な職業人として積極的に社会に貢献することができる。
②国際社会に対して広い見識をもち、創造的に貢献することができる。

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）
文学研究科英文学専攻修士課程は、修了認定・学位授与方針に掲げる能力を
修得させるために、以下のような内容、方法、評価の方針に基づき、教育課程

①英文学、米文学、英語学、英米文化を研究するのに学部で培った十分な基礎
学力を持ち、専門的に高度の知識を習得することができる学力を有している。
①文学作品をよく鑑賞し、異文化圏への正確な理解と判断によって自己の課題、
社会的課題を意識しその対応方策について考え創造的に表現できる。
①英語圏の学問に対し厳しさを持ち、その喜びを感じて研究活動に取り組み、
高度職業人として社会に貢献する意欲を持っている。

を編成する。
①英語を通じて学修する高度な専門技能を海外留学により更に深め国際人とし
①演習系列、
「英文学」
「米文学」
「英語学」
「英米文化」の４つの分野からひとつ

て社会に貢献する意識をもっている。

「特殊講義科目」を選択し演習科目との関連で広く深く学ぶ。
③「ヨーロッパ文学特殊講義」では、
「演習科目」と「特殊講義科目」の学修内容
を広め、特に、フランス、ドイツ等の文学思潮・精神文化等を学修する。
④研究方法論では研究の進め方・英文論文作成法を学ぶ。
⑤専門分野に関連する内容の実践演習「インターンシップ実習」をする。
⑥演習系列の専門分野の修士論文をまとめる。
①「演習科目」系列は、少人数による専門分野の研究を双方向による集中的な形
式で実施する。
②「特殊講義」系列は、専門分野の研究内容を広範囲にわたり学修する。
③修士課程在学中は専門分野によってイギリス、アメリカ等への海外留学を推
奨している。
④指導教員と共に専門分野の学会の発表会や研究会に参加する。
⑤年間計画には研究分野の成果を発表する学内研究会の機会を設けている。
⑥学内の英文研究雑誌 Paulowniaを作成して公開する。

橋本 達矢 さん
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研究分野

修士（文学）
研究科委員長・教授

河野 芳英

KAWANO Yoshihide
研究分野

英語史・中世英語英文学

●最 終 学 歴：上智大学大学院
●担当授業科目：★英語学演習（三）
（四）
●研 究 テ ー マ：古英詩、特に Beowulf を中心とする本文批評変遷史、イギリス 19 世紀を
中心とするアングロサクソン学研究
●主な著書・論文：
「Sharon Turner, a Historian of Anglo-Saxon England and Beowulf」、
「古英語の本文批評と Beowulf」、
「Beowulf の本文をめぐる問題点と諸校
訂本について」、
「古英語作品の本文研究をたどって―古英詩 Andreas の写
本・刊本・日本語散文訳」、
「羅・独・英の『読む』を表す言葉をめぐって」

里見 繁美

SATOMI Shigemi
研究分野

Curriculum

2022 年度 カリキュラム

■専攻科目
・英米文化特殊講義（一）
・英米文化特殊講義（二）
・英米文化演習（一）
・英米文化演習（二）
・英米文化演習（三）
・アメリカ文学特殊講義（二） ・英米文化演習（四）
・アメリカ文学演習（一）
・研究方法論
・アメリカ文学演習（二）
・アメリカ文学演習（三）
・英語教育学特殊講義（二） ・アメリカ文学演習（四）
・英文学特殊講義（一）
・英文学特殊講義（二）
・英文学演習（一）
・英文学演習（二）
・英文学演習（三）
・英文学演習（四）
・英語学特殊講義（一）
・英語学特殊講義（二）
・英語教育学特殊講義（一）

・英語学演習（一）
・英語学演習（二）
・英語学演習（三）
・英語学演習（四）
・アメリカ文学特殊講義（一）

■関連講義科目

■実習科目

・ヨーロッパ文学特殊講義

・インターンシップ実習

修士（文学）
教授

修士（文学）
専攻主任・教授

文学・英国児童文学

●最 終 学 歴：東海大学大学院
●担当授業科目：★英米文化演習（一）
（二）
●研 究 テ ー マ：イギリス児童文学、特に『ピーターラビットのおはなし』の作者ビアトリク
ス・ポター研究
●主な著書・論文：
『ピーターラビットの世界へ』
（河出書房新社）、
『ピーターラビットのすべ
て』
（小学館）、
『ビアトリクス・ポターの残した風景』
（メディア・ファクト
リー）など

山口 みどり

YAMAGUCHI Midori

研究分野

PhD(Sociology)
教授

イギリス社会史、ジェンダー史

●最 終 学 歴：英国国立エセックス大学大学院
●担当授業科目：英米文化特殊講義
●研 究 テ ー マ：近代イギリスにおける宗教とジェンダー
●主な著書・論文：Daughters of the Anglican Clergy: Religion, Gender and Identity
in Victorian England (Palgrave Macmillan, 2014). ʻThe Religious
Rebellion of a Clergymanʼ s Daughterʼ , Womenʼ s History Review,
15. 5(November 2007): 641-660.
「教区のアイドルから教区の女王へ――英国国教会牧師館の女性たち」、伊藤
航多ら編『欲ばりな女たち』彩流社、2013 年、第 8 章

KOIKE Takeshi

研究分野

髙尾 謙史

TAKAO Kenji
研究分野

アメリカ文学・比較文学

●最 終 学 歴：金沢大学大学院
●担当授業科目：★アメリカ文学演習（一）
（二）
●研 究 テ ー マ：Henry James と Lafcadio Hearn
●主な著書・論文：
『ヘンリー・ジェイムズ事典』
（共訳、雄松堂）、
『ヘンリー・ジェイムズと華
麗な仲間たち』
（編著、英宝社）、
『アメリカ作家の理想と現実』
（編著、開文
社出版）、
『ヘンリー・ジェイムズ、いま ―没後百年記念論集―』
（編著、英
宝社）

小池 剛史

を選択し、
「演習科目」を中心に専門分野を学ぶ。
②講義系列、
「英文学」
「米文学」
「英語学」
「英米文化」から専門分野に関連する

大東文化大学 文学部卒

敦

当授業科目の★マークは、
論文指導科目であることを表します。

②学位授与方針で掲げられた、形式的評価として、毎学年、専攻科主任と指導

①英文学、米文学、英語学、英米文化の各分野における深い知識を修得し、文学、

英文学専攻
修士課程修了

専任教員

AJIRO Atsushi

文学研究科英文学専攻修士課程は、学部で培った知識をさらに専門的に深め、英文学、米文学、英語学、英米の文化を中心に各人の研究能力
を学際的な視野に立ち高めることを目的とします。

Student Voice

英文学専攻

博士（英語学）
准教授

英語史（特に古英語）、ウェールズ語学

●最 終 学 歴：エジンバラ大学
●担当授業科目：★英語学演習（一）
（二）
●研 究 テ ー マ：英語の歴史、現代ウェールズ語文法
●主な著書・論文：
「'Welsh Ale' に見られるアングル人とブリトン人の融合社会」
（『中世英語
英文学研究の多様性とその展望』春風社 2020 年）
『ウェールズ語の基本』
（共
著；三修社 2011 年）、
『ウェールズ語の歴史』
（翻訳；春風社 2018 年）等

修士（文学）
教授

フランス文学

●最 終 学 歴：東京都立大学大学院
●担当授業科目：ヨーロッパ文学特殊講義
●研 究 テ ー マ：19 世紀フランスの文学と思想
●主な著書・論文：ミシェル・ラミ著『ジュール・ヴェルヌの暗号』
（工作舎）、ジョスリン ゴド
ウィン著『音楽のエゾテリスム―フランス秘教的音楽の系譜』
（工作舎）

菊池 かおり
KIKUCHI Kaori

研究分野

Ph.D.(English)
准教授

英文学・文化

●最 終 学 歴：ロンドン大学大学院
●担当授業科目：★英文学演習（一）
（二）
●研 究 テ ー マ：近現代のイギリス文学・文化。特に、モダニズム以降の文学と建築にみられ
る横断的な関係性に関心があります。
●主な著書・論文：“A Conjunction of Architecture and Writing of Virginia Woolf:
Sexuality and Creativity in Orlando”『英文学研究』第 92 巻（2015 年
12 月）pp. 77- 99.、
「モ ダ ニ ズ ム 建 築 の 抑 圧 と ア ー ル・デ コ の 可 能 性」、
『ヴァ ー ジ ニ ア・ウ ル フ 研 究』第 36 号（2019 年 11 月）pp. 104 -120. 等

日野原 慶

HINOHARA Kei
研究分野

博士（文学）
准教授

現代アメリカ小説

●最 終 学 歴：青山学院大学大学院
●担当授業科目：★アメリカ文学演習（三）
（四）
●研 究 テ ー マ：現代アメリカ小説および批評理論における自然環境／都市環境や身体の扱
われ方に関心があります
●主な著書・論文：“Dwelling in Déjà vu: Anti-Apocalypticism of White Noise” The Journal
of the American Literature Society of Japan（2017）や「取り残された人
たちへの回路：ルシア・ベルリンをめぐって」
『群像』
（2019）等

行事運営にも携わることで自分の内に秘めた可能性を再発見
学部生のゼミで『不思議の国のアリス』を通して 19 世紀のイギリス文化や風刺を学び、その続編である『鏡の国のアリス』を
卒業論文の研究対象としました。児童文学であるにも関わらず難解な『アリス』シリーズの物語とテキストをより深く研究し、
新しい解釈を提示すると共に、自分の研究者としての可能性を広げたいという理由で本専攻に進学。進学後は幼年読者向けに
作者であるルイス・キャロル自らが原作を書き直した『子ども部屋のアリス』をテキストにして、これまで誰も研究対象にして
こなかったキャロルの文章技法について研究しました。大学院の授業は学部よりも先生方や他の大学院生と議論を多く交わす
ことが特徴です。周囲からの意見や助言を得ることで研究への熱意が向上すると同時に、他の大学院生の研究方法を知ること
で自身の研究に対しても様々な観点からアプローチできるようになりました。また、シンポジウムや論文集、他大学の講師によ
る講義など、本専攻の各行事を大学院生自らが運営することも大きな特色です。各大学院生と協力し合い、ときには先生方から
アドバイスをいただきながらこれらの行事を成し遂げていくことで得られる達成感や、運営能力と社交性の向上は、将来の自
分を形づくる大きな礎になると考えています。自分の中に秘めた可能性を発見し、英米文学や言語学を研究しながら人間性も
確立していける場所が、本大学院の英文学専攻です。
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文学研究科
書道学専攻

板橋キャンパス

Graduate School of Literature

博士課程 前期課程

Calligraphy

教育研究上の目的
文学研究科書道学専攻博士課程前期課程は、漢字文化・仮名文化に立脚した書の本質をグローバルな視点から解明し考究する「書道学」の理
念に基づき、高度な職業人の養成、高い見識をもった研究者・教育者・書作家の育成、国際交流の推進など、学内外の要望に応えられるよう
な人材を送り出すことを目的とします。

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）

書道学専攻
教育研究上の目的

文学研究科書道学専攻博士課程後期課程は、漢字文化・仮名文化に立脚した書の本質をグローバルな視点から解明し考究する「書道学」の理
念に基づき、中国書学、日本書学、書跡文化財学のトップリーダーの養成を目的とします。

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）

文学研究科書道学専攻博士課程前期課程は、建学の精神に基づく教育目標に

文学研究科書道学専攻博士課程前期課程は、教育研究上の目的、ディプロ

文学研究科書道学専攻博士課程後期課程は、建学の精神に基づく教育目標に

定める人材を育成するため、所定の期間在学し、所定の単位を修得し、専門分

マ・ポリシー（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実

定める人材を育成するため、所定の期間在学し、所定の単位を修得し、専門分

野に関する次のような高度な能力を身につけ、修士論文および修了作品が審査

施方針）に基づき、次のような要件を備えた受験生を各種選抜試験によって受

野に関する次のような高度な能力を身につけ、博士論文が審査のうえ合格と認

のうえ合格と認められた学生に、修士（書道学）の学位を授与する。

け入れる。

められた学生に博士（書道学）の学位を授与する。

①書学と書作の両分野における深い知識と高度な技術を修得しており、日本お

①書学と書作の両分野において、学部で培った基礎的な知識と技能を持ち、専

①
「中国書学」
「日本書学」
「書跡文化財学」のいずれかの分野における専門的職業

よび中国古典を主とした様々な文化を総合的に捉えることができる。

門的に高度な知識と技能を修得するための学力を有している。

②古典中国語（漢文）および古文の読解力を有し、的確に言語を使用すること
ができる。

するため、自らの課題や社会的要請を意識しながら創造的に表現することが
①中国および日本の書作品を鑑賞し、批評・分析できるとともに、それを他者
に的確に伝えることができる。
②自らの考えをまとめ、作品や論考などにおいて豊かに表現することができる。

人としての高度な知識を有し、中国および日本の古典を主とした書をめぐる文
化を総合的にとらえ、異文化交流におけるリーダーシップを取ることができる。

①書学や書作に高い関心を抱き、広い視点から書をめぐる文化の諸問題を究明

れた表現力と判断力を持ち、国際人として積極的に活躍することができる。

ることができる。

に関わるテーマに沿って、主体的に専門性を深めることができる。
②書をめぐる東洋文化に立脚した東西文化の交流を図ることができる。

①「中国書学」
「日本書学」
「中国書法」
「日本書道」
「書跡文化財学」のいずれか

①文献の高度な読解力と作品の精細な観察力をもとに高い分析能力を持ち、論
理的に考え、表現することができる。
の優れた判断力と表現力によって円滑に研究を遂行することができる。

に関わるテーマに沿って専門的に追究する意欲を持ち、関連する高度職業人
を目指している。

①
「中国書学」
「日本書学」
「書跡文化財学」のいずれかに関わるテーマに沿って主
体的に専門性を深め、社会の要請に応じて指導的な役割を担うことができる。

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）
文学研究科書道学専攻博士課程前期課程は、修了認定・学位授与方針に掲げ
る能力を修得させるために、以下のような内容、方法、評価の方針に基づき、
教育課程を編成する。
「中国書学」
「日本書学」
「中国書法」
「日本書道」
「書跡文化財学」の５領域から
専門分野を選択し、その分野の演習科目を必修として２年間にわたって履修し、
関連の深い特殊研究科目を選択する。
①高度な専門的知識を修得し広い視野に立った研究ができるように、専攻科目
と関連科目を設置している。
②専攻科目は、研究指導教員による演習科目と講義科目として各分野の専門的
な特殊研究科目を設置している。
③関連科目には、近接の学問分野の科目を置き、さらに外国語科目も設置して
いる。
④研究能力を養成するために演習科目を設置し、修士論文を主とした研究論文
の指導および研究遂行の基礎となる文献の読解を行う。また、修了作品におい
ては、作品制作の指導および創作の基礎となる古典の臨書および鑑賞を行う。
自己評価と他者評価を踏まえた、学びの振り返りを促していく。
ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）で掲げられた能力の達成状況を、書道
学専攻における単位取得状況、研究指導受講状況、学位論文および修了作品等
の結果によって評価するものとする。

②書をめぐる東洋文化に立脚した東西文化の交流における中心的な役割を担う

Curriculum

2022 年度 カリキュラム

■専攻科目
・中国書学演習（一）Ａ
・中国書学演習（一）Ｂ
・中国書学演習（二）Ａ
・中国書学演習（二）Ｂ
・日本書学演習（一）Ａ
・日本書学演習（一）Ｂ
・日本書学演習（二）Ａ
・日本書学演習（二）Ｂ
・中国書法演習（一）Ａ
・中国書法演習（一）Ｂ
・中国書法演習（二）Ａ
・中国書法演習（二）Ｂ
・日本書道演習（一）Ａ
・日本書道演習（一）Ｂ
・日本書道演習（二）Ａ
・日本書道演習（二）Ｂ
・書跡文化財学演習（一）Ａ
・書跡文化財学演習（一）Ｂ
・書跡文化財学演習（二）Ａ
・書跡文化財学演習（二）Ｂ

・中国書学・書法特殊研究（一）Ａ
・中国書学・書法特殊研究（一）Ｂ
・中国書学・書法特殊研究（二）Ａ
・中国書学・書法特殊研究（二）Ｂ
・日本書学・書道特殊研究（一）Ａ
・日本書学・書道特殊研究（一）Ｂ
・日本書学・書道特殊研究（二）Ａ
・日本書学・書道特殊研究（二）Ｂ
・文化財保存学特殊研究（一）Ａ
・文化財保存学特殊研究（一）Ｂ
・文化財保存学特殊研究（二）Ａ
・文化財保存学特殊研究（二）Ｂ
・書写書道教育特殊研究（一）Ａ
・書写書道教育特殊研究（一）Ｂ
・書写書道教育特殊研究（二）Ａ
・書写書道教育特殊研究（二）Ｂ

評価するものとする。

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）
文学研究科書道学専攻博士課程後期課程は、教育研究上の目的、ディプロマ・
ポリシー（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施方針）
に基づき、次のような要件を備えた受験生を各種選抜試験によって受け入れる。

ことができる。

得した知識や技能を持ち、博士論文を執筆するために十分な学力がある。
①学際的な視野をもって書をめぐる文化の諸問題を究明するため、自らの課題
や社会的要請を意識しながら創造的に研究に取り組むことができる。
②現代社会における書の文化的役割や機能を深く理解するとともに、社会人とし
て優れた表現力と判断力を持ち、国際人として積極的に活躍することができる。
①「中国書学」
「日本書学」
「書跡文化財学」のいずれかに関わるテーマに沿って
専門的知識と研究方法を身につけ、多様な場面において指導的な役割を担う
人材となることを目指している。

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）
文学研究科書道学専攻博士課程後期課程は、修了認定・学位授与方針に掲げ
る能力を修得させるために、以下のような内容、方法、評価の方針に基づき、
教育課程を編成する。
「中国書学」
「日本書学」
「書跡文化財学」の３領域から専門分野を選択し、その
分野の演習科目を必修として３年間にわたって履修し、関連の深い特殊研究科
目を選択する。
①より高度な専門的知識を修得し広い視野に立った研究ができるように、専攻
科目と関連科目を設置している。
②専攻科目は、研究指導教員による演習科目と講義科目として各分野の専門的
な特殊研究科目を設置している。
③研究能力を養成するために演習科目を設置し、博士論文を主とした研究論文
の指導および研究遂行の基礎となる文献の読解を行う。また、学界に通用す

Curriculum

2022 年度 カリキュラム

■専攻科目
・中国書学演習（三）Ａ
・中国書学演習（三）Ｂ
・中国書学演習（四）Ａ
・中国書学演習（四）Ｂ
・中国書学演習（五）Ａ
・中国書学演習（五）Ｂ
・日本書学演習（三）Ａ
・日本書学演習（三）Ｂ
・日本書学演習（四）Ａ
・日本書学演習（四）Ｂ
・日本書学演習（五）Ａ
・日本書学演習（五）Ｂ

・書跡文化財学演習（三）Ａ
・書跡文化財学演習（三）Ｂ
・書跡文化財学演習（四）Ａ
・書跡文化財学演習（四）Ｂ
・書跡文化財学演習（五）Ａ
・書跡文化財学演習（五）Ｂ
・中国書学特殊研究Ａ
・中国書学特殊研究Ｂ
・日本書学特殊研究Ａ
・日本書学特殊研究Ｂ
・書跡文化財学特殊研究Ａ
・書跡文化財学特殊研究Ｂ

る緻密かつ独創性のある博士論文の作成を目指す。
自己評価と他者評価を踏まえた、学びの振り返りを促していく。

■関連講義科目
・中国哲学特殊研究Ａ
・中国哲学特殊研究Ｂ
・中国美学特殊研究Ａ
・中国美学特殊研究Ｂ
・中国文学特殊研究Ａ
・中国文学特殊研究Ｂ
・上代文学特殊研究Ａ
・上代文学特殊研究Ｂ
・中古文学特殊研究Ａ
・中古文学特殊研究Ｂ

・中世文学特殊研究Ａ
・中世文学特殊研究Ｂ
・近世文学特殊研究Ａ
・近世文学特殊研究Ｂ
・東洋文化史特殊研究Ａ
・東洋文化史特殊研究Ｂ
・東洋美術史特殊研究Ａ
・東洋美術史特殊研究Ｂ

■外国語科目
・中国語Ａ
・中国語Ｂ
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学専攻における単位取得状況、研究指導受講状況、学位論文等の結果によって

①書学・書跡文化財学について、博士課程前期課程（修士課程）などにおいて修

②より高度で専門的な知識を有し、書の文化を総合的にとらえ、社会人として
①「中国書学」
「日本書学」
「中国書法」
「日本書道」
「書跡文化財学」のいずれか

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）で掲げられた能力の達成状況を、書道

②古典中国語（漢文）および古文の高度な読解力を有し、的確に言語を使用す

できる。
②現代社会における「書」の文化的役割や機能を深く理解し、社会人として優

博士課程 後期課程

Calligraphy

・英語Ａ
・英語Ｂ

Student Voice
書道学専攻
博士課程後期課程1年

山田 天斗 さん
大東文化大学 文学部卒

アイデンティティの確立を最も効率的かつ合理的に遂行できる環境
昨今の書制作は、最先端の書学・書道史学の動向を如実に反映する傾向にあることから、以前にもまして書学と書作は緊密な
結びつきを見せるようになりました。私の大学院進学の主たる目的はここにあり、書学と書作の高次元での一致を求めるので
あります。高度な書学に裏づけられた書作家でありながら、同時に書作の優れる研究者・教育者を目指し二年間を過ごしました。
本専攻では、各専門分野で優れた教授陣のもと、多くの研究技術・知識を学ぶことができ、書学・書作ともに確かな自己ブラン
ディングを進める中で、独自のアイデンティティを確立することができます。書学と書作の相互性の中で書の本質を考えなが
ら、自己の書道観の形成を最も効率的かつ合理的になしえる唯一無二の環境にあるといえるでしょう。ここで行う研究の蓄積
によって書の価値や真髄を世に発信しうることは、自身の誇りや武器となるほか、研究面・教育面においては社会貢献をなし、
やがては日本国全体の書文化評価の礎にも繋がります。その分高度なものが求められるため、大学院での学びは予想以上に厳
しく過酷です。しかし、手塩にかけた研究成果や書作品は何物にも代えがたい財産となるほか、その過程で得られる悦びや感動
は筆舌に尽くしがたいものがあります。私は更なる境地を求め博士課程への進学を決意しております。ぜひ本専攻で共に、学問
として「書」を究め、芸術として「書」を高めていきませんか。
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文学研究科
書道学専攻

専任教員

髙橋 利郎

TAKAHASHI Toshiro
研究分野

博士（書道学）
専攻主任・教授

●最 終 学 歴：大東文化大学大学院
●担当授業科目：★日本書学演習（前期・後期課程）
●研 究 テ ー マ：日本の書をめぐる文化環境
●主な著書・論文：
『近代日本における書への眼差し──日本書道史形成の軌跡』、
『江戸の書』等

SAWADA Masahiro
研究分野

修士（文学）
教授

●最 終 学 歴：大東文化大学大学院
●担当授業科目：★中国書学演習（前期・後期課程）他
●研 究 テ ー マ：南北朝隋唐石刻における刻法と筆法の関係、明清の書学動向、文人の生活実
態と生活感情
●主な著書・論文：
「書法史における刻法・刻派という新たな視座―北魏墓誌を中心に」
「三井本
十七帖考―香港中文大学文物館北山本との比較を踏まえて―」
「焦循『里堂
道聴録』所録の南北書派論・北碑南帖論について」
「潤例の発生と展開―明・
清における文人売芸家の自立―」

TOSHIMORI Yoshiki

研究分野

河内 利治

KAWACHI Toshiharu

学士（文学）
教授

美学芸術学、中国書学、明清文人

高木 厚人

TAKAGI Atsuhito

教授

日本書道（かな書道）

●最 終 学 歴：京都大学
●担当授業科目：★日本書道演習（前期課程）
●研 究 テ ー マ：平安時代のかな書
●主な著書・論文：
『おとなの手習い大字かな入門』
（芸術新聞社）
『書の幅を広げる大字かな創作法』
（日貿出版社）

教育学専攻
教育研究上の目的

文学研究科教育学専攻修士課程は、広い視野に立脚した研究能力及び高度に専門的な職業能力を身につけた、社会に貢献できる教育学研究者や
教員の育成を目的とします。

ディプロマ・ポリシー （学位授与の方針）
文学研究科教育学専攻修士課程は、建学の精神に基づく教育目標に定める人材
を育成するため、所定の期間在学し、所定の単位を修得し、専門分野に関する次
のような高度な能力を身につけ、修士論文が審査のうえ合格と認められた学生に
（修士）の学位を授与する。
①教育学および心理学の各専門分野における深い学識を修め、その専門分野における固有の
知識の社会的意味を深く理解している。
②広く教育に関わる研究上の諸技能や実践上の対人行為における諸技能に習熟し、自らの見
識のもとにそれらの専門的技能をもって社会に貢献することができる。
①広く教育に関わる専門的な諸課題について、幅広い知見に基づいて論理的に思考し、専門家

①それぞれの研究課題のもつ社会的な、意味連関を明確に意識し、それらの課題の究明に意欲
的に取り組み、その成果を高度に専門的な職業人あるいは社会人として積極的に生かす実

植松 浩祥

UEMATSU Hiroyoshi

修士（文学）
特任教授

践や研究を持続的に行う姿勢をもつ。
②多様な価値観・文化を持つ人々と協同で問題を探求し活動することができる。
③多文化共生に関する諸問題について広く関心を持ち、学問的に探求することができる。

TSUNODA Kenichi
研究分野

博士（書道学）
准教授

綿引 浩一

WATAHIKI Kouichi
研究分野

丸山 猶計

MARUYAMA Naokazu

研究分野

中国書法、中国書学

●最 終 学 歴：大東文化大学大学院
●担当授業科目：★中国書法演習（前期課程）
●研 究 テ ー マ：篆隷書法・先秦の書法研究
●主な著書・論文：
「西周金文における書写水準の一側面」
「同銘同器形群における金文書法考（鬲編）」
「西周金文における字体の多様化について」
「書教育における篆隷書の需要と変遷」

学士（文学）
准教授

篆刻・金石学

●最 終 学 歴：大東文化大学
●担当授業科目：★中国書法演習（前期課程）
●研 究 テ ー マ：篆刻・金石学
●主な著書・論文：
『総合篆書大字典』二玄社 2010 年
『印篆字典』二玄社 2014 年
『小篆字典』二玄社 2014 年
『金文字典』二玄社 2014 年
『甲骨字典』二玄社 2016 年
「日中印人の漢印受容」
『大東書道研究』第 21 号 2014 年

修士（教育学）
准教授

日本書道史

●最 終 学 歴：東京学芸大学大学院
●担当授業科目：★書跡文化財学演習（前期・後期課程）
●研 究 テ ー マ：作品に即した日本書跡研究、執筆状況の復元的研究
●主な著書・論文：
『王義之と日本の書』
（特別展図録、九州国立博物館、2018 年）
『中国を旅した禅僧の足跡』
（企画展図録、九州国立博物館、2014 年）

藤森 大雅

FUJIMORI Hiromasa
研究分野

アドミッション・ポリシー （入学者受入れの方針）
文学研究科教育学専攻修士課程は、教育研究上の目的、ディプロマ・ポリシー（学
位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施方針）に基づき、
次のような用件を備えた受験生を各種選抜によって受け入れる。
広く教育に関わる基礎的な知識を有し、自らの問題意識を深く追究するための読書力・語学力・
情報収集力・論文執筆力などのもととなる基礎的諸技能を身につけている。
自らの問題意識を社会的に意味づける判断力を有し、それを研究課題として他者にも説明で
きるよう一般化する思考力や表現力を備えている。
自らの問題意識を学問研究として深く追究するため、先人の仕事に学びながらも、あくまで自
分の頭で考え抜こうとする態度を有している。
次のような人々を受け入れる。
①教育学関連の学部・学科を卒業し、先進的な教育実践者や教育研究者を志している。
②外国人留学生で、日本や自国の教育について高度な研究や実践を志している。
③市民として、教育関連の活動や事業のリーダーを目指している。
④現職の教員で、教育研究を深め、またキャリアアップを目指している。

中国明清代の書法

●最 終 学 歴：大東文化大学大学院
●担当授業科目：中国書学・書法特殊研究
●研 究 テ ー マ：中国明清代の書法

カリキュラム・ポリシー （教育課程編成・実施の方針）
文学研究科教育学専攻修士課程は、修了認定・学位授与方針に掲げる能力を修
得させるために、以下のような内容、方法、評価の方針に基づき、教育課程を編
成する

①本専攻では、(a) 教育思想・制度、(b) 教授・学習、(c) 認知・発達の３つの小専攻をカリキュラ

角田 健一

修士課程

Education Studies

としての判断を下し、その課題把握から結論に至るまでを的確に表現できる。

研究分野

中国書作・日本現代書作

●最 終 学 歴：大東文化大学
●担当授業科目：★中国書法演習（前期課程）
●研 究 テ ー マ：中国明清の書法・調和体書法

博士（中国学）
教授

●最 終 学 歴：筑波大学大学院
●担当授業科目：★中国書学演習（前期・後期課程）
●研 究 テ ー マ：書法史論の解釈、美学の研究、詩書画の制作
●主な著書・論文：
『書法美学の研究』
『黄道周研究』( 汲古書院 )、
『中国書論の体系』( 白帝社 )、
『漢
字審美範疇考釈』( 上海社会科学院出版社 )、
『書道辞典増補版』( 二玄社 )、
『中
国書道の至宝』( 国書刊行会 )、
『筆法と章法』( 芸術新聞社 )、
『王羲之王献之書
法全集 ( 全十八巻 )』( ゆまに書房 )、
『Brush and Ink Kunpei KAWACHI』( 白
帝社 )、
『中国書法通解』( 大樟樹出版社 )

研究分野

中国書道史・中国書学

歳森 芳樹

当授業科目の★マークは、
論文指導科目であることを表します。

研究分野

日本書道史

澤田 雅弘

板橋キャンパス

Graduate School of Literature

博士（書道学）
講師

書法美学、中国書法

●最 終 学 歴：大東文化大学大学院
●担当授業科目：中国美学特殊研究
●研 究 テ ー マ：書法美学研究、楷書研究
●主な著書・論文：書の鑑賞に関する一考察（『大東書道研究』21号 . 2014）、書法審美範疇後
〈工巧〉考―唐代までの書論を中心に―（『東アジアの美学研究論文集』第 1
集 . 2013）、楷書風格の一考察―欧陽詢を中心に―（『書学書道史研究』21
号 . 2011）

ムの基本軸としており、それぞれに属する「研究指導」と「演習」を各自の研究関心に応じて
選択して学修する。これらは共に必修で、
「研究指導」は二年間継続を基本とする。
②同時に一年次の共通必修科目（導入科目）として「総合研究Ⅰ・Ⅱ」が設定されており、これ
らは小専攻を問わず全院生が共修する講義科目である。
③さらに多様な関連講義科目である「特殊講義」がおかれているが、(a) (b) (c) の小専攻それぞ
れに深く関わる諸科目のみでなく、広く選択履修することができる。
①
「研究指導」および「演習」は、個別の教員による各院生に合わせた個別指導と少人数演習方
式で行われる。
②「総合研究Ⅰ・Ⅱ」はそれぞれ半期科目で、前期後期それぞれ専門領域を異にする教員が担当
する。基本は講義方式であるが、それぞれの内容に関わる特別講師による講演や実地研修な
どをも含むことが想定されている。
③各「特殊講義」は、その名のとおりそれぞれの専門領域の特殊課題に関わる講義であるが、い
ずれもかなり人数限定的な授業となり、実質的には演習形式が採られることも少なくない。

Curriculum

2022 年度 カリキュラム

■専攻科目
・教育思想・制度演習
・教授・学習演習
・認知・発達演習

・教育学研究指導Ⅰ
・教育学研究指導Ⅱ

■導入科目
・教育総合研究Ⅰ（子ども・授業・学級経営）
・教育総合研究Ⅱ（教育政策・行政・学校経営）
■関連講義科目
・教育史特殊講義
・教育制度特殊講義
・比較教育特殊講義
・教育方法特殊講義
・教科教育特殊講義

・道徳教育特殊講義
・教科外教育特殊講義
・児童福祉特殊講義
・発達心理特殊講義
・社会心理特殊講義

①学位授与方針で掲げられた素養の形成的評価を意識して、各年度末に専攻全体での授業カン
ファランスを実施する。
②修士課程の学修成果の確認を共有すべく、小専攻を跨ぐ 3 名の教員によって修士論文の審査
評価を行なう。

Student Voice
教育学専攻
修士課程修了

学生時代には持てなかった高度な知識と広い視野を獲得
中国の大学で在中日本人の消費について研究していく中で中国は日本と比較して、子育て支援や児童福祉の政策
などが不十分だと感じ、日本の教育について深く学ぶために日本の大学院への進学を希望しました。多文化社会に

王 子文 さん

おける子どもたちの教育について研究したいという私の想いと大東文化大学の理念が合致したことが、本大学院進

大連財経大学 管理学部卒

員の方々の手厚いサポートがとても心強かったです。先生方の論文や文献などから多くのことを学びましたし、多

学の大きな決め手となりました。来日当初は日本語に自信が持てず、不安もありましたが、先生方をはじめ、事務
くの人と議論を重ねるうちに教育に関する自分の見解を主張できるようになりました。私自身、大学の頃よりもは
るかに視野が広がったと実感しています。現在、日本で中国語教師になるための資格試験に向けて勉強に励む毎日
です。大学院では楽しいことだけでなく、困難に遭遇することもあると思いますが、自分の信じた道を進んでいっ
てほしいと思います。

17

18

文学研究科
教育学専攻

専任教員

杉田 明宏

SUGITA Akihiro
研究分野

修士（教育学）
専攻主任・教授

真

ICHIMORI Makoto

研究分野

修士（人文学）
教授

栽喜

OH Jaehee
研究分野

博士（保健学）
准教授

保健福祉

NAKAMURA Mayuko
研究分野

博士（教育学）
准教授

IIMURE Etsuko
研究分野

博士（心理学）
講師

生涯発達心理学

●最 終 学 歴：白百合女子大学大学院
●担当授業科目：認知・発達演習、★教育学研究指導Ⅰ（修士課程）、★教育学研究指導Ⅱ（修士
課程）、発達心理特殊講義
●研 究 テ ー マ：喪失経験による心理的発達
●主な著書・論文：
「生涯発達心理学―認知・対人関係・自己から読み解く」
（共著：2016, 有斐
閣）
「PTG 心的外傷後成長 : トラウマを超えて」
（共著：2012, 金子書房）
「発
達を見出す視点を育てる授業実践―保育者養成校における検討―」
（2018,
教育学研究紀要）
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博士（教育学）
教授

近代日本教育史・中等教育史・地域教育史

●最 終 学 歴：東京大学大学院
●研 究 テ ー マ：地域における学校の設立、何故学校にいくのか・いくようになったのか
●主な著書・論文：
『明治国家と地域教育 ―府県管理中学校の研究 ―』
（単著：2011. 吉川弘文
館）、
『近代日本黎明期における「就学告諭」の研究』
（編著：2008. 東信堂）、
『就学告諭と近代教育の形成学校の創設と勧奨の理論』
（編著：2016 年、東
大出版会）、
〈学術論文〉
「山形県における尋常中学校の成立」神辺靖光編『明
治期尋常中学校成立史―東日本編』第五章（2014. 梓出版社）

松田 洋介

MATSUDA Yosuke

修士（社会学）
教授

教育社会学

●最 終 学 歴：一橋大学大学院
●担当授業科目：教育制度特殊講義、★教育学研究指導Ⅰ（修士課程）、★教育学研究指導Ⅱ（修
士課程）、教育思想・制度演習、教育総合研究Ⅱ
●研 究 テ ー マ：災害と教育、貧困と教育、労働と教育などをテーマにした実証的・理論的研究
●主な著書・論文：
『格差社会における家族の生活・子育て・教育と新たな困難』
（分担執筆：2014.
旬報社）
、
『ペダゴジーの社会学』
（共編著：2013. 学文社）、
『
「復興」と学校』
（共
編著：2013. 岩波書店）
、
『震災と学校のエスノグラフィー』
（共著：2020 年 .
勁草書房）
、
『境界線の学校史』
（分担執筆：2020、東京大学出版会）等

田尻 敦子
TAJIRI Atsuko

修士（教育学）
准教授

教育人類学、教育社会学、関係的学習論

●最 終 学 歴：東京大学大学院
●担当授業科目：比較教育特殊講義
●研 究 テ ー マ：インドネシアにおける学校と芸術村の相互生成、セネガルのイスラームスー
フィー教団における藪の学校ダーラ
●主な著書・論文：
『バリ島の美術高校と工房の相互作用〜学校と縁側的学習の場を紡ぐ二重システム
のカリキュラム実践〜』単著平成 20 年／ 2008 年 3 月大東文化大学人文科学研究
所田尻敦子 pp1-292（292 頁）、
『バリ島の美術高校をめぐる五世代の学習の連鎖〜
芸術家イ・クトゥット・ブディアナ氏の複数の共同体へ参加する文化的実践』単著平
成 19 年／ 2007 年 3 月大東文化大学人文科学研究所田尻敦子 pp1-182（182 頁）

山中 吾郎

YAMANAKA Goro

研究分野

教育哲学・教育臨床学

●最 終 学 歴：東京学芸大学大学院
●担当授業科目：教育総合研究Ⅰ（子ども・授業・学級経営）、教育方法特殊講義
●研 究 テ ー マ：文化的・政治的な教育実践の編み直し、学校文化の再構成、教師の実践的探
求のシフト
●主な著書・論文：
『〈まなざし〉の教育学』
（渓水社、2018 年）ほか

飯牟礼 悦子

ARAI Akio

研究分野

●最 終 学 歴：東京大学大学院
●担当授業科目：★教育学研究指導Ⅰ（修士課程）、★教育学研究指導Ⅱ（修士課程）、児童福祉
特殊講義
●研 究 テ ー マ：家庭政策、児童福祉
●主な著書・論文：
『ソーシャルワーカーのための社会調査法』
（2003. ミネルヴァ書房）、
『多
様な家族時代における新しい福祉モデルの国際比較研究ー若者、ひとり親
家族、高齢者』
（2010. 学文社）他、
「福祉国家における育児と労働の両立に
関する研究―育児と女性雇用を中心に―」
（2014. 大東文化大学紀要）

中村 麻由子

荒井 明夫

研究分野

教育学・思想史

●最 終 学 歴：北海道大学大学院
●担当授業科目：★教育学研究指導Ⅰ（修士課程）、★教育学研究指導Ⅱ（修士課程）、教授・学習
演習、教科外教育特殊講義
●研 究 テ ー マ：人種主義・植民地主義に関する比較史的研究―セクシャリティの視点から―
●主な著書・論文：
『日本近代教育と差別―部落問題の教育史的研究』、
『札幌市史 第 8 巻Ⅰ統
計』、Female Well-Beinng、
『アイヌ民族・先住民教育の現在』、
『日本植民地
教育を問う』
（全て共著）等。最近の論稿は「『多様性』に潜む権力構造」
（『教育』
2021 年 9 月号）

呉

当授業科目の★マークは、
論文指導科目であることを表します。

研究分野

社会心理学

●最 終 学 歴：東北大学大学院
●担当授業科目：認知・発達演習、★教育学研究指導Ⅰ（修士課程）、★教育学研究指導Ⅱ（修士
課程）、社会心理特殊講義
●研 究 テ ー マ：平和心理学、平和学習論
●主な著書・論文：
『コンフリクト転換の平和心理学』
（2017. 風間書房）
『平和を創る心理学
第 2 版』
（共編著、2014. ナカニシヤ出版）、
「コンフリクト転換からの平和
教育の再構成：戦争学習を超える地平への視座」
（『トランセンド研究』15
（1）
. 2017）
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学士（教育学）
准教授

教科教育学（国語）

●最 終 学 歴：山口大学教育学部
●担当授業科目：教科教育特殊講義
●研 究 テ ー マ：文学教育の実践的研究
●主な著書・論文：
「文芸教育が「役に立たない」はずがない―国語科教育はどこに向かおうと
しているのか―」、
「ファンタジー絵本をどう読むか―小学校国語科教材と
の関連をふまえて―」、
「「考え、議論する道徳」と言うけれど―文芸教育の
立場から見る「道徳科」―」

中村 清二

NAKAMURA Seiji
研究分野

修士（教育学）
講師

教育方法学（民主主義教育論・道徳教育論）

●最 終 学 歴：首都大学東京大学院
●担当授業科目：道徳教育特殊講義、教育思想・制度演習
●研 究 テ ー マ：
「民主主義社会における道徳とは何か、それを教育を通じて育むとはどのよ
うなことか」
●主な著書・論文：
「道徳教育における愛国心とシティズンシップの関係認識の基盤となるの
は何か : 内容項目の授業化の際の見通しと課題」
『教育学研究紀要』
（大東文
化大学大学院）8 号（2017）

