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授業の目標（Course Objectives） 

戦後の日本社会の実態を把握することで、今日までの日本社会の形成過程を理解するのみならず、現在の日本社会における諸

問題について歴史的な視点から分析できるようになる。 

 

By grasping the actual situation of postwar Japanese society, you will not only understand the formation process of Japanese 

society to date, but also analyze various problems in Japanese society from a historical perspective. 

 

授業の内容（Course Contents） 

戦後の日本社会は敗戦の復興から高度経済成長、バブル経済、そして平成不況と、目まぐるしい速度で変化し、現在も変化の只

中にある。その過程でいつしか人々の記憶から忘却され、現代ではその痕跡すら残されていない出来事も多いのではないだろう

か。本講義では戦争孤児の出現や集団就職など、戦後の日本社会に起こった諸事項について、その実態を近年の研究成果に

即して概説してゆく。 

 

Postwar Japanese society has changed at a dizzying pace, from the recovery of the defeat to the high economic growth, the 

bubble economy, and the Heisei depression, and is still in the midst of change. In the process, it may be forgotten from people's 

memories, and there are many events that do not even leave a trace of it now. In this lecture, it will outline various matters that 

occurred in postwar Japanese society in line with recent research results, such as appearance of war orphans, group 

employment, etc. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：前提としての「近代」 

(Orientation: “Modernity” as a premise of postwar history) 

2. 終戦直後の社会①：闇市の出現と盛衰 

(Society immediately after WW2 1: The black market, its appearance and vicissitude) 

3. 終戦直後の社会②：戦争孤児の出現 

(Society immediately after WW2 2: Appearance of war-damaged orphans) 

4. 終戦直後の社会③：各地の戦争孤児 

(Society immediately after WW2 3: War-damaged orphans in various places) 

5. 高度経済成長期の社会①：集団就職の軌跡 

(Society in high economic growth 1: Footprints of mass employment) 

6. 高度経済成長期の社会②：同郷者集団の結成 

(Society in high economic growth 2: Formation of hometown group) 

7. 高度経済成長期の社会③：「人生雑誌」の隆盛 

(Society in high economic growth 3: The rise of “Life magazines”) 

8. 日本社会の周縁部①：「在日」朝鮮人社会の変遷 1 

(Periphery of postwar Japanese society 1: Transition in society of “Koreans living in Japan” 1) 

9. 日本社会の周縁部②：「在日」朝鮮人社会の変遷 2 

(Periphery of postwar Japanese society 2: Transition in society of “Koreans living in Japan” 2) 

10. 戦後日本政治の特質①：自民党政治の変容 1 

(Characteristics of postwar Japanese politics 1: Transformation of LDP politics 1) 

11. 戦後日本政治の特質②：自民党政治の変容 2 

(Characteristics of postwar Japanese politics 2: Transformation of LDP politics 2) 

12. 貧困の諸相①：敗戦・復興期の貧困 

(Aspects of poverty in postwar Japan 1: Poverty in the defeat / reconstruction period) 

13. 貧困の諸相②：高度経済成長期以降の貧困 

(Aspects of poverty in postwar Japan 2: Poverty after high economic growth) 

14. まとめ：戦後日本の「豊かさ」とは 



(Conclusion: What the “Richness” of postwar Japan is) 

 

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

・配布資料は立教時間に投稿するので、授業当日までにダウンロードして授業に臨むこと。 

・新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットなど、各種メディアで取り上げられるニュースに関心を持ってあたるようにすること。 

・理解度を深めるため、授業で紹介する参考文献を読むことが望ましい。 

 

・Handouts will be posted in Rikkyo-jikan(立教時間). You will download it by the day of class. 

・Be interested in news of various media such as newspapers, magazines, television, radio, the internet, etc. 

・To deepen your understanding, it is advisable to read the references introduced in the class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/小レポート 2 回(Short report in twice)(50%) 

2/3 以上の出席をしていない場合（4 回以上欠席）、単位修得不可。(If you don't attend more than two-third in the lecture 

(absence over 4 times), you'll not be able to earn the credit.) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用せず、立教時間内に配布資料を投稿する。 

(In this class, it will use handouts posted in Rikkyo-jikan(立教時間) instead of textbooks.) 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は毎授業で適宜紹介する。 

(References will be introduced as appropriate in every class.) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

進捗状況によっては授業内容を変更する場合がある。 

(Class contents may change depending on the progress.) 

 

注意事項（Notice） 

 


