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授業の目標（Course Objectives） 

 今日の日本における社会問題の形成過程を歴史的に理解すること｡加えて，そうした理解を文章の形で的確に説明できるよう

になること。 

 

 Understand the locations of social problems in Japan today and the process of their formation from a historical perspective. In 

addition, be able to accurately explain such understanding in writing. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 いつの時代にも ｢転換期｣ や ｢時代の岐路｣ が意識されるものだが, 今日の日本で暮らす我々もまた先行きの不透明な時代

を生きている｡ そのなかで自身の立ち位置を的確に理解するためには， 眼前の事態にのみ拘泥するのではなく，時間軸に沿っ

て思考の射程を過去に拡張し ｢後ろから前を視る｣ という思考様式，すなわち「歴史的思考様式」 を身に着けることが望ましい｡ 

この際, 思考の起点を過去の方向に延ばせば延ばすほど自身の立ち位置はより明瞭となり, さらには ｢より確からしい未来｣ を

展望することができるようになるであろう｡ とはいえ時間の制約もあり，本講義では今日の時点より 100 年ほど遡って検討するに

とどまる。受講者には本講義で「歴史への扉」を叩き，さらなる過去社会への探求に踏み出す機会としてほしい。 

 

 In any age, we are aware of "turning points" and "crossroads of the times," and we are also living in an age of uncertain 

future in Japan today. In order to accurately understand our position in this situation, we should not only focus on the situation 

at hand, but also extend the scope of our thinking along the time axis to the past and look forward from behind. In this case, the 

more we extend the starting point of our thinking in the direction of the past, the clearer our position will become, and the more 

we will be able to see the "more certain future". However, due to time constraints in this lecture, we will only examine the past 

100 years from today. This lecture will be an opportunity for students to knock on the "door to history" and step into further 

exploration of the past. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 近代日本の社会経済と疾病―(1)幕末開港とコレラ 

3. 近代日本の社会経済と疾病―(2)産業革命とペスト 

4. 近代日本の社会経済と疾病―(3)「女工」と結核 

5. 近代日本の社会経済と疾病―(4)第一次大戦とスペインインフルエンザ 

6. 地域社会の衛生環境と医療環境―(1)大都市における腸チフスと衛生環境 

7. 地域社会の衛生環境と医療環境―(2)地方小都市における腸チフスと衛生・医療 

8. 医療と民衆―(1)近代日本における医療費 

9. 医療と民衆―(2)「医療問題」の社会的成立 

10. 医療と民衆―(3)都市社会政策 

11. 医療と民衆―(4)農村医療問題 

12. 総力戦と医療 

13. 敗戦・占領と医療制度改革 

14. 戦後日本の医療体制を問う 

 

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

 毎回の授業課題に取り組むこと。また，講義で紹介する参考文献を実際に手に取って読んでみること｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への取り組み・授業課題(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 特に指定しない｡ 授業資料は各自で事前に Blackboard から取得し，授業前日までに一通り目を通しておくこと｡ 

 



参考文献（Readings） 

 講義の中で随時紹介する｡ 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 授業中に受講者を指名して史料を音読してもらうことがある。いつ指名されてもいいように，緊張感をもって受講すること。 

 学期末にはレポート課題が課される。受講を踏まえて考察を深める課題が出題されるので，相応の時間と労力をかけて執筆す

ることが要求される。また，レポートは本学大学教育開発・支援センターが発行する『Master of Writing』に準拠して執筆すること

が求められる。それまでに受講した他の科目で習得する機会がなかった受講者は，本課題に取り組む前にこれを熟読してほし

い。 

 https://www.rikkyo.ac.jp/about/activities/fd/cdshe/mknpps000001ri7e-att/MasterofWriting.pdf 

 

注意事項（Notice） 

 


