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授業の目標（Course Objectives） 

  近現代日本社会経済のあゆみについて知識を習得し、当該期に発生した諸事象を如何に解釈すべきかについて、その思考方

法を会得する。 

 

  Acquire knowledge about the history of modern Japanese socio-economics and learn how to think about how to interpret the 

phenomena that occurred during the period. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 19 世紀後半～20 世紀中葉までの時代を中心に、日本に軸足を置いて、社会経済の歴史を広義に捉えた上でグループ研究を

行ないます。 

  グループ研究を行なう上で前提となる知識の習得を目指して、概説書の輪読を行ないます。 

  ゼミナール受講者は所属するグループの研究テーマについて研究を進めていきます。同時に、他のグループの研究テーマに

ついても我がことのように捉え、議論することを求めます。 

 また、学内の他のゼミナール受講者、本学にとどまらない他大学の日本経済史ゼミナール・社会経済史ゼミナール受講者とも

研究交流を行ないます。同世代の彼等と議論を積み重ねることを通じて、受講者各自の学術面にとどまらない成長を期すること

とします。 

  

   

 

  

 

 

  Focusing on the period from the latter half of the 19th century to the middle of the 20th century, we will conduct group 

research with a broad sense of socioeconomic history, with a focus on Japan. 

  In order to acquire the knowledge that is a prerequisite for conducting group research, we will read the outline book. 

 Seminar participants will proceed with research on the research theme of their group. At the same time, I request that the 

research themes of other groups be considered and discussed as if they were my own. 

 In addition, we will conduct research exchanges with other seminar participants on campus, as well as those who have 

attended seminars on Japanese economic history and socioeconomic history not only at our university but also at other 

universities.Through repeated discussions with their peers, each student will grow beyond the academic aspects of their own. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 輪読・ディスカッション 

3. 輪読・ディスカッション 

4. 輪読・ディスカッション 

5. 輪読・ディスカッション 

6. 輪読・ディスカッション 

7. 輪読・ディスカッション 

8. 輪読・ディスカッション 

9. 輪読・ディスカッション 

10. 輪読・ディスカッション 

11. グループ研究テーマ報告 

12. グループ研究テーマ報告 

13. 先行研究レビュー・質疑応答 

14. 先行研究レビュー・質疑応答と夏季休暇 課題選定 

15. グループ研究中間報告 

16. グループ研究中間報告 



17. グループ研究中間報告 

18. グループ研究中間報告 

19. グループ研究中間報告 

20. グループ研究中間報告 

21. 他大学との合同ゼミ 

22. グループ研究中間報告 

23. グループ研究中間報告 

24. グループ研究中間報告 

25. グループ研究中間報告 

26. グループ研究中間報告 

27. 他大学との合同ゼミ 

28. ゼミレポート最終報告会・ゼミ総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 輪読する文献の内容については、事前に、次回の内容について読解した上で、分からないところをピックアップして、ゼミの時間

に質問をするようにしてください。ゼミ終了後は、ゼミで行なわれた議論の内容について、ノート等にまとめ直してください。 

 グループ研究については、関連する文献の読解、研究課題についての調査等を行なった上で、ゼミの時間に報告をしてもらい

ます。ゼミで受けた指摘を踏まえて、更なる調査を継続してもらいます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ゼミへの参加状況（発表・質疑応答等）(35%)/グループ研究報告の内容（参加状況含む）(35%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

最終レポートの評価は、グループ研究論文の水準について、評価するものとします 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 中西聡編、2017 年、『経済社会の歴史―生活からの経済史入門―』、名古屋大学出版会 (ISBN:978-4-8158-0893-8) 

 本書を輪読した上で、グループ研究テーマを選定する一助に出来ればと考えております。ただし、受講者の希望する輪読文献

がありましたら、それも決定する上で考慮します。グループ研究テーマを縁呈した上での参考文献については、担当者も助言して

いきます。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 担当者の個人 HP の URL は以下の通りです。 

 https://w.atwiki.jp/yuyamamoto/ 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 


