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本コースでは次のような特色ある教育プログラムを用意しています。

　歴史学は、残された史料や資料を丹念に読み解き、多角的かつ客観

的にその事象をとらえ、大きな歴史のうねりの中で位置づけていくと

いう「手法」をとります。 

　私たちが生活する実社会においても、膨大な情報あるいは一片の資

料から事象や事態を読み解き、あるべき方向性を多角的かつ客観的に

考えながら論理的に発信しなければならない場面があると思います

が、その際に、こうした歴史学の「手法」が大いに役に立つと思います。

また、世界各地の歴史に見られる多様な価値観を知ることはグローバ

ル化社会の中での国際的なコミュニケーションで必要な異文化理解力

を高めることにもつながります。 

　つまり、歴史を研究し、論文を書くことは、こうした能力を身に着

け、深い洞察力を持ち仕事が「できる」社会人となるための修練であ

るとも言えます。

　本コースには歴史好きの沢山の学生が日々互いに交流しながら、こ

うした能力を身に着けるべく、楽しく学んでいます。歴史が好きで向

学心があるみなさんの受験を心から歓迎しています。 

世田谷代官屋敷で学芸員の解説を聴く学生たち

卒業論文の作成に取り組む学生たち

考古・日本史学コースで歴史を学ぶとは

　本コースでは歴史学と考古学を学ぶことを通じて、一国史にとら

われない多角的な視点から、それぞれの時代、社会、ヒトやモノの

交流を考えることができます。文献史学と考古学の専任教員が連携

し、多様な歴史像を探求しています。 

　本コースでの学びでは、自分の関心に従って授業を選び、さらに

自分が好きなテーマについて指導教員のもとで研究を深め、その集

大成として卒業論文を書くという主体的な学習を重視しています。 

　1 年次は学問の基礎固めを行い、2 年次には基礎演習の授業で史・

資料の読み解き力を養い、さらに 3・4 年次では自分が興味のある

分野に関連するゼミ（考古学演習・歴史学演習）に所属して指導教

員から研究指導を受け、また、ゼミ生同士で意見や情報を交換しな

がら、卒業論文の完成を目指します。 

特色ある教育プログラム
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　主観をできるだけ排除し、少しでも客観的に歴史
像の構築を目指すのが歴史学という学問です。今現
在の、過去に対する出来事の評価を学生たちに知っ
てほしいとの思いから、本コースの専任教員が概説
的な教科書を執筆しました。新たな歴史像を探求す
る手がかりにしてほしいと思います。

『日本史概説 ： 知る・出会う・考える』出版社名：北樹出版（2020 年）
勝田政治・眞保昌弘・仁藤智子・秋山哲雄・夏目琢史・久保田裕次・石野裕子 共著

　本コースでは考古学と日本の古代史・中世
史・近世史・近代史・近現代史だけではなく、
ヨーロッパ近現代史や中国近世史に関するゼ
ミもあります。また、自分の専門とは関係な
くそれらの分野を並行して学ぶことができる
ので、歴史に関する専門知識を幅広く学ぶこ
とができます。

専任教員の授業風景 

本コースの教育活動については、国士舘大学文学部のホームページでも紹介しています。 
https://www.kokushikan.ac.jp/faculty/Letters/

　春と夏の長期休暇を利用して共同生活をし
ながら遺跡の発掘調査を行い、遺構・遺物の
調査能力と分析力を養う考古学実習とくずし
字で書かれた日本近世の地方文書や日本近代
の日記や書状・公文書を読み解き、日本史史
料を読み解く力を養う史料学実習という授業
を、1 年次から、なおかつ、両者を並行して
受講することができます。貴重な古文書や遺
物などに直に接することで、歴史を深く理解
することができます。 

右上：発掘調査に取り組む学生たち
右下：専任教員から古文書の説明を受ける学生たち

　本コースには、グループワークをしながら
史跡や博物館をめぐる学外研修や外部の第一
線の研究者による歴史講演会もあります。さ
らに日本史研究会という古文書の調査・分析
を学生主体で進める大学公認クラブもあります。

国士舘史資料室を見学する学生たち

世田谷代官屋敷での学外研修の情景 

　学外研修としては、世田谷区立郷土資料館
とも連携して、松陰神社や世田谷代官屋敷な
ど国士舘周辺の有名な史跡を見学するワーク
ショップなどを実施しています。

　本コースでは教員免許：中学校教諭１種（社会）・高等学校
教諭 1 種（地理歴史、公民）、社会教育主事・博物館学芸員・
図書館司書・考古調査士の免許・資格を取得することができ、
実際に中学校・高等学校の教員や本学の大学院人文科学研究科
に進学して高度な専門知識を身に着け、学芸員として活躍して
いる卒業生も多くいます。 

※考古調査士の紹介
「考古調査士資格認定機構」

https://jabar.jp/ 

専門を生かしたキャリア形成

学外研修やクラブ活動などの課外活動が充実している03
f e a t u r e

考古学や日本史の各時代をカバーし、
　　　　　　　　　　さらに世界史も学ぶことができる

01
f e a t u r e

１年次から考古学と歴史学の実践的な体験学習ができる02
f e a t u r e



教 員 紹 介

専任教員の紹介と専任教員から受験生のみなさんへ

仁藤 智子  （古代）
NITO Satoko

眞保 昌弘 （考古）
SHINBO Masahiro

秋山 哲雄  （中世）
AKIYAMA Tetsuo

夏目 琢史  （近世）
NATSUME Takumi

小川 快之
OGAWA  Yoshiyuki

齊藤 紅葉
SAITO Momiji
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眞保 昌弘  SHINBO Masahiro
考古学（歴史考古学・考古学史） 

歴史を学ぶ対象として理解しがちですが、やがて歴史から学ぶ
時が訪れます。 

仁藤 智子  NITO Satoko
日本古代史（飛鳥から平安時代の王権論・文化史） 

日本列島だけでなく、中国大陸・朝鮮半島など東アジアを視野
に入れて、クニ・王・制度…モノの始まりを考えてみませんか。 

秋山 哲雄  AKIYAMA Tetsuo
日本中世史（鎌倉幕府成立期から室町時代までの政治史・社会史）

鎌倉幕府や北条氏の動向に興味があります。一緒に勉強しま
しょう。 

夏目 琢史  NATSUME Takumi
日本近世史（17 世紀から 19 世紀前半の社会史）

過去をできるだけ深く洞察してみましょう。今を考えるヒント
が、きっと見つかるはずです。 

久保田 裕次  KUBOTA Yuji
日本近現代史（明治後期から昭和戦前期までの政治史・外交史）

鋭敏な問題意識をもった学生と、歴史という異世界のありよう
を探求していきたいと願っています。 

仁藤 智子  （古代）
NITO Satoko

眞保 昌弘 （考古）
SHINBO Masahiro

秋山 哲雄  （中世）
AKIYAMA Tetsuo

夏目 琢史  （近世）
NATSUME Takumi

小川 快之
OGAWA  Yoshiyuki

齊藤 紅葉
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石野 裕子  （西洋）
ISHINO Yuko

齊藤 紅葉  SAITO Momiji
日本近代史（幕末から明治中期の政治外交史）

研究・授業では、史料を丹念に紐解いて、歴史を検討する視線
を大切にするよう心掛けています。 

石野 裕子  ISHINO Yuko
ヨーロッパ近現代史（フィンランドにおける文化と政治の関係史）

世界はつながっています。遠い西洋から世界史の流れ、日本と
の関係を一緒に勉強しましょう。 

小川 快之  OGAWA  Yoshiyuki
中国近世史（宋代から清代の社会史・文化史・法制史）

日本にも大きな影響を及ぼした中国の伝統文化の世界について
楽しく学び語り合いましょう。 

※各教員の紹介や著書については国士舘大学文学部のホームページに書かれて
います。なお、本コースが運営する国士舘大学史学会では毎年『国士舘史学』
という学術雑誌を刊行していて、国士舘大学リポジトリ（アドレスは下記参照）
でネット上に全文が公開されています。

https://kokushikan.repo.nii.ac.jp/ 



国士舘大学 文学部（教務課文学部事務担当） 

〒154-8515 東京都世田谷区世田谷 4-28-1
TEL:03-5481-3231 FAX:03-5481-3328

https://www.kokushikan.ac.jp/faculty/Letters/

（表　紙）大宰府天満宮寄贈の国士舘大学大講堂前の梅の木 
（裏表紙）国士舘大学大講堂前の紅葉 


