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＊研究とは、まだ誰も説いたことのない問いを立て、証拠を集め、論理を組み立て
て、答えを示し、相手を説得するプロセスを指します（上野千鶴子2018）

◎卒業論文の体裁

《ワープロ原稿》
・A4用紙 横置き・縦書きー右綴じ
・1枚あたり40字×20行
・ 字の きさ 10･5ポイント
・余
上下30mm 左30mm・右35mm
・枚数 30枚以上→400字詰原稿 紙60枚以上に相当＝24,000字

１．卒業までのスケジュール
１年目 09月下旬

「卒業論文基礎Ⅰ」授業開始

12月中旬

第１回研究成果レポート提出→第１次テーマ設定

２年目 01月下旬
01

「卒業論文基礎Ⅰ」課題レポート締め切り

末

個

談→第２次テーマ設定

04月上旬

「卒業論文基礎Ⅱ」授業開始

06月上旬

第２回研究成果レポート

07月上旬

第３回研究成果レポート

07月中旬

「卒業論文Ⅱ」レポート提出締め切り

07月下旬

個人面談

08月下旬

第１回卒業論文中間報告（集中）

09月下旬

「卒業論文」授業開始

11月上旬

第２回卒業論文中間報告

12月20日

卒業論文提出締め切り

３年目 01月下旬

卒業論文口述試験

03月上旬

卒業者決定

03月25日

卒業式

２．卒業論文基礎Ⅰ・Ⅱから論文執筆まで
《卒業論文基礎１》
①テーマの設定 → 第１目標
②先行研究(論文・文献)の調査と収集 → 目録化・データベース化
③基礎史料の確認
【成果】
提出期限：１月下旬
提出場所：日本史事務室前レポートボックス
内

容：
研究史の整理（4,000字程度）

→

ワープロ原稿下記5枚程度

※レポートの形式は卒業論文の体裁と同じ
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《卒業論文基礎２》
①史料の調査・収集 →目録化・データベース化
②史料の分析 → 史料解読、表化、グラフ化

概念図の作成

③研究史の最終整理
④章立て案の作成
【成果】
提出期限：7月下旬
提出場所：日本史事務室前レポートボックス
Ⅰ．研究史の整理（4,000字程度）
Ⅱ．史料分析の成果（2,000字程度）

→

ワープロ原稿下記5枚程度
→

ワープロ原稿下記2.5枚程度

①特定の史料を分析して2,000字程度のレポートを書く
②史料を分析して、2,000字に相当するような一覧表やデータベースを作成する
〔夏期中間発表会〕
・８ 下旬

９

上旬 ⋯ 2

※レジュメを作成して個別に発表→ 11．中間報告レジュメの作成方法参照
《卒業論文》
＊12月20日提出

３．卒業論文評価のポイント
ａ．分量（400字詰原稿用紙60枚以上

24,000字以上）

ｂ．独創的な視点・結論
ｃ．他者の見解と執筆者本人の見解との分別→オリジナリティ

→

研究史の中の位置づけが重要！

ｄ．正確で精緻な史料の解釈と分析
ｅ．統計データの正確性と解釈の妥当性
ｆ．つまりは論証過程・実証過程の正確さと分析の妥当性
ｇ．合理的で客観的な考察→論理整合性
ｈ．論理的でわかりやすい文章表現
cf.不合格になる要素
イ．分量不足
ロ．盗作
※インターネット情報の利用は極力行なわない
ハ．史料の解釈に誤りがある
ニ．史料やデータの分析が間違っている
ホ．論理的な考察がなされていない
ヘ．日本語の表現が稚拙（誤字、脱字、ワープロによる変換ミス、文意が通らないなど）
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4．卒業論

への道 その

法論―
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5．テーマの設定と卒業論文の作成
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6．先行研究の調査・収集
◎先行研究を探す、集める

→

論文・文献目録

『

本歴史学界の回顧と展望(『史學雑誌』復刻)』8

本 近世 Ⅰ(1949

71)

『

本歴史学界の回顧と展望(『史學雑誌』復刻)』9

本 近世 Ⅱ(1972

85)

※1986年以降は、
『史學雑誌』5月号の「回顧と展望」をチェックすること
村上直編『日本近世史研究事典』(東京堂出版 1989年)
鳥飼靖他編『日本近現代研究事典』
（東京堂出版 1999年）
＊自治体史通史編の末尾に論文・文献一覧が掲載されることもある
『小田原市史』通史編近世(1999年)、
『新横須賀市史』通史編近世(2012年)など
※論文の（注）の活用 → 論文や文献を読めば、その注から芋づる式に研究を探し出せる。
・文献の論文・文献一覧の活用
＊インターネットの活用
・CiNiiの利用
http://ci.nii.ac.jp/
＊場合によっては、PDFファイルを入手できる。大学図書館でなければ入手できない場合もある。
・NDL-OPAC 国立国会図書館蔵書検索・申込システム
https://ndlopac.ndl.go.jp/F/2M7BX2CEQG5NQDVBI1D5RJER647NMFE763K2H2142BPFL
CBJ5Y-51036?&pds_handle=
＊その論文の該当ページだけをコピーして郵送してくれるサービスもやっている。
・TIME-OPAC 東海大学蔵書検索
http://www.time.u-tokai.ac.jp/webopac/catsrs.do
《裏技》
・とにかくGoogle検索してみれば、何かしらヒットすることがある。
・大裏技として、筆者に直接論文を依頼するという手もある。
＊Wikipediaは、入口的な意味で使い、必ず原資料にあたること。

7．論文・文献目録の作成
a)入力項目
①編著者
②編著者かな
③論文・文献名
④出典
⑤発行所（出版社）
⑥発表年

→

暦で記 する。1桁の

の場合、前に「０」を

れる→並べ替えのため

例）2010.02
⑦転載→その論文が著書や論文集などに転載された場合
⑧備考
※このほか、必要に応じて、例えば「図書館の蔵書番号」や「分類」などの項目を増やしてもよい。
「分
類」項目などは、並び替えや抽出の弁を考えて入力するようにしたい。
b)データー入力規則
・論文は「

」でくくる

・文献は『

』でくくる

・「出典」とは論文が掲載された雑誌や文献（書籍・著書）のこと
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・「発行所（出版社）」とは、研究雑誌を出す主体の研究会や出版社。また、文献（書籍・著書）の場合
はその本を出した出版社
例）雑誌＝『歴史学研究』→発行所＝歴史学研究会
・雑誌の場合、雑誌名を『

』でくくり、号数などはこれは続けて書く

例）
『日本史研究』第135号

『近世史研究』第8巻第6号etc.

・文献のシリーズ名などは、
『 』の中に入れるか、
（

）で続けて書く

例）
『幕末・維新』
（日本の歴史シリーズ12）etc.
・「転載」について⋯ある論 が著書や論

集などに転載された場合、まずは初出の論文を目録に記入し、

「転載」のところに、それが収録された文献名、発行年月日、出版社を記入する。論文集で編者や編
著者がある場合は、それも記入する。
・個人の著作の場合、個別の論文とそれが収録された著書（文献）がある場合、両方を目録としてもか
まわない。その際、個別の論文は、著書に含まれることを「転載」の項目に記入しておく。
・「編著者」の項目とは別に編著者の「ふりがな」をつけると、名前を五十音順に並べ替えることができる。
・目録の作成には、MicrosoftのExcelを使用する。
《事例》
事例1（論文）
編著者名：東海太郎
論文名「川越藩の藩政改革について」
出典：『近世武蔵研究』第3号
発行所（出版社）
：武蔵国近世史研究協議会
年月：2001.01
転載：『川越藩の研究』
（歴史文献出版社、2003.06）
事例2（文献）
編著者名：東海太郎
文献名『川越藩の研究』
出典：なし（空欄）
発行所（出版社）
：歴史文献出版社
年月：2003.06
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8．日本史論文の種類
※日本史の論文とは何か？

→

あるテーマにそって課題を設定し、その課題について分析するために必

要な史料を集め、それらの史料を使い、論理的な筋道を立てて論証し、自分なりに結論を導いていくこ
と。ただし、その論証過程も結論も納得できるものでなければならない。

＊大事なのはオリジナリティー！
歴史学の論

＝「科学」論

社会科学→実証主義歴史学

形而上学的

「歴史科学」は、自然科学はもとより、経済学や社会学のような「社会科学」とも異なって、
「実験」
による検証はできないから、いかに論理的に実証的に説明できるかが鍵
・論理整合性 → ロジカル・シンキング
・実証妥当性 → ファクト・ベース
↓
史料の分析と解釈
【実証型論文】

→

史料重視

ある課題にそって史料をもとに論を進めていく。その論証自体に意味
・新たなる事実の提
・未開拓な分野あるいは未成熟な分野の充実
・ある実証を他の地域や事例で実証 → 例)太閤検地
・新たな説の展開
《方法》
①新しい史料（使われていない史料）を使って、新しい事実（史実）を提起する。
②すでに使われている史料に新しい史料を追加して史実を補強する、訂正する、書き換える。
③すでに使われている史料を読み返して、新しい視点で新しい事実を提起する。
【理論型論文】

→

論文・文献重視

個々の史料による実証ということよりも、あるテーマについての論考を総体的にまとめる
cf.研究史

論争

《方法》
①従来の学説を新しい史料によって、あるいは史料を再検討することによって新しい学説（考え方）
を提
②

する。cf.太閤検地論争

つ学説とそれに対峙する学説を再検討することによって新しい

③さまざまな論

をまとめてその全体像を

解を提

する。

す。

※いずれにしても論文とって何より大事なのは、オリジナリティ（独自性）！
◎論文の読み方
①まず線を引いてみる。

→第１次

・気になる箇所
・筆者が言いたいこと。
・大事な論点
②その中でも重要だと思われることを二重チェック →第２次
↓
③整理して書き出す
・箇条書きに並べてみる。１行の中にも複数の課題を矢印や点線や平行線で結んで並べてみる。
・重要な文を書き出す。
④何が言いたいのか→論文の主旨
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おかしいところ
・論理展開に無理があるのか
・論証に問題があるのか

→史料の読み方と解釈

※線を引き、まとめてみると、筆者は必ず自分の言いたいことをくり返している。強調しているこ
とがわかる。果たしてそれは正しいのか、無理はないか。
それ以前に問題の前提が間違っていないか

etc.

⑤論文のまとめ方
・論文をレジュメにまとめるに際して、１本の論文または著書であれば、章ごとに箇条書きでまと
める。
・いくつのかの論文・文献をまとめるには、その論文・文献の著者とタイトルをあげて、要点とそ
の主張点についてまとめ、自分の評価を加える。
・その上で課題を提出する

9．史料の調査・収集・分析
◎史料を探す、集める →

史料目録

①活字史料 → 自治体史、史料集など
②古文書史料
・図書館や史資料保存機関（公文書館・文書館・博物館・史資料館等）の活用
・個人蔵の場合は、お宅を訪ねる
③文字史料の解読と数値データの分析
・史料を解読する →

読み下しから現代語訳 → 基本！

・一次史料と二次、三次史料
・数値などのデータを分析して図表化・グラフ化する
・図像史料を分析する
・分析したデータを地図などの空間に図

する

・概念図を作成する

10．史料目録の作成
◎Excelをデーターベースとして利用する
・データベースはsort（並び替え）
、search（検索）
、extraction（抽出）が基本
・データを並び替え、検索し、抽出できるように考えて入力することが必要
・だから

事なのはデータの均質性、

性

・セルには複数の項目を入れない
・行＝レコード→１レコード１データの原則
◎日本史の場合、データベースは目録と置き換えてもよい。日本史で作成するデータベース＝目録の基本は、
以下の三種類である。
①論文・文献目録
②史料目録（原典史料と翻刻―刊本資料）
③年表
②―１

史料目録（原典史料）

入力項目
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・資料番号（資料整理番号）
・年月日（和暦）
・

暦

・年代コード
・資料の表題
・資料の内容
・差出人・作成者
・請取人
・形態
・数量
・備考
・翻刻
②―２

史料目録（翻刻―刊本資料）

入力項目
・資料番号
・年月日（和暦）
・

暦

・年代コード
・資料標題ないしは資料綱文
・資料表題
・資料内容
・差出人
・請取人
・出典・頁
・備考
※原典史料の目録と翻刻―刊本資料の目録は合体して作成してもよい。大事なことは規則通りにデータが
記入されていること。
③年表
入力項目
・年月日（和暦）
・

暦

・年代コード
・事項
・出典・資料
・備考
◎年代コード記入法（基礎編）
・年

の表記は、和暦とし、

暦をコードの表記として使う。

・和暦の並び順は以下の通りとなる。年月日コードは、これを実現するための手段である。
①年号・月・日までがわかっているもの。
②年号・月までわかっているもの。
③年号までのもの。
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④年月日不明のもの。
※注意点
・閏月は通常月の後にくるようにする。
・改元の年は、混在しないようにする。
【年代コード表記法】
①年月日コードは、年号コード5桁、月コード3桁、日コード3桁とし、最終的にこれらを連続して書く。
②年号コード（5桁）⋯

暦（4桁、ただし、年号が1

3桁の場合、頭にその分「0」を加える）＋

以下が

あれば「0」とし、月以下がなければ「1」とする。改元で新しい元号の場合は、月以下があれば、「5」と
し、月以下がなければ「6」とする。
③月コード（3桁）⋯ （3桁、ただし、月が1桁の場合、頭に「0」を加える）＋日以下があれば「0」とし、
月以下がなければ「1」とする。閏月の場合、日以下があれば「5」とし、日以下がなければ「6」とする。
年号だけで終われば、ここは000とする。
④日コード（3桁）⋯

（2桁、

が1桁の場合、頭に「0」を加える）＋「0」とする。年号または

だけで

終われば、ここは000とする。
○○○○0（1,5,6）＋○○0（1,5,6）＋○○0

→0の部分を操作することで並び替えを調節する。

【事例】
①元治2年（1865）2月2日

→18650020020

②元治2年（1865）2月

→18650021000

③元治2年（1865）

→18651000000

④慶応元年（1865）5月5日

→18655050050

⑤慶応元年（1865）5月

→18655051000

⑥慶応元年（1865）閏5月5日

→18655055000

⑦慶応元年（1865）閏5月

→18655056000

⑧慶応元年（1865）

→18656000000

・慶応2年（1866）5月5日

→18660050050

・慶応2年（1866）5月

→18660051000

・慶応2年（1866）

→18661000000

11．関連年表の作成
・「歴史的な変化を追う」という作業は、ある意味、その事象に関するデータベースを作成するということ
と同義でもある。その基礎となるのが「年表」の作成である。
・「年表」は、一般的に知られている年表の事項を基礎に、卒論研究に関する事項をできるだけ細かく入れ
ていく。この作業だけで、論

の軸となる「変化」の過程を知ることができるようになれば⋯。

・「年表」は、Excelで作成する。
＊参考

「近世史年表(Excel)」から必要な部分だけ抜き出し、これに追加していく。
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12．中間報告レジュメの作成方法

＊このレジュメは、卒業論文に直結するものです。構成をしっかりして、詳細なレジュメを作成しま
しょう！
Ⅰ．レジュメ作成について
(1)レジュメの種類
①レジュメ(要約)
②史料(集)
③図・表・グラフ→自分で分析・加工・作成したもの
④絵図・絵画の類→歴史的図像史料

(2)用紙・形式
・A4判で作成
・レジュメは縦置き・横書き
・図表･グラフも縦置き・横書き→A3で印刷してもよい
・史料は横置き、縦書き

→

卒論の様式に合わせておくと便利

《ワープロ原稿》
・A4用紙

横置き・縦書きー右綴じ

・1枚あたり40字×20行
・

字の

きさ

10･5ポイント

・余

上下30mm

左35mm・右30mm

・枚数

30枚以上→400字詰原稿

紙60枚以上に相当

(3)レジュメとは？
・レジュメはフランス語で、要約、大意の意味で、または研究や講演などの内容や要旨を簡潔にまとめ
て配布できるようにしたものをいう。

(4)レジュメの構成
・レジュメは、①はじめに(序論)、②本

(本論)

章・節・項、③まとめ(結論)からなる。タイトル・学

生証番号・氏名を忘れないこと。
・レジュメの構成は、基本的に論文の構成となるものなので、そのことを意識して構成(章・節・項)を考
える。
・レジュメは、文章をずらずら書くのではなく、その語源からもわかるように、箇条書きや矢印による
指

などを含めて、①②③の要点となる事項を書き上げていく。

・必要に応じて、図表の番号や史料の番号を入れるとわかりやすい。

(5)レジュメの内容
１．はじめに(序論)
①問題関心

→

なぜこのテーマを取り上げようと思ったか、その問題関心の始まりについて記す。

ただし、ここは個人的な感情に終始するのではなく、あくまでも学問的な意味合いとして記述する。
②問題関心にしたがって、参考とする研究論文や文献をまとめる

→

研究史のまとめ

※研究史は、量や質が多い場合、本文(本論)で1章を設けてもかまわない。
③研究論文や文献をまとめるにあたっては、自分の論文との関連で、 その著者が明らかにしたこと(主
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に本論部分)、

その著者がいいたいこと(主に結論部分)の２つを柱として、これを

り上げているのか、
④その上で、

参考として取

反論として取り上げているのかを明らかにする

分の【課題】を提

する。この課題は３点ほどが適当。

⑤さらに、その課題を明らかにするためにどのような史料を使うのか、どのような分析をするのかな
ど、その方法論についてまとめる。
２．本文(本論)
・章

節

項にわけて、それぞれの課題に応じて、分析、検証していく。本

の構成＝章

てが全体

の出来を左右するといっても過言ではない。
３．まとめ(結論)

むすびにかえて、おわりに、まとめにかえて

・本論で分析したこと、検証したことをまとめる。番号を用いてまとめてもよい。
・分析・検証を通じて明らかになったこと、主張したいことをまとめる。
・これからの課題や展望について述べてもよい。

(6)史料(集)について
・必要と思われる史料はなるべくワープロ化しておく。全文を載せるように、中略や後略などはなるべ
く避ける。ただし、
「

記」など、史料

体が

いものについては、適宜、抜粋する。

・史料をワープロ化しておけば、論文を書く際にそのまま活用できる。
・史料には番号をつけておく。
・図像史料についても、文字史料と同様に扱う

(7)図表･グラフについて
・図表やグラフは、ワープロソフトや表計算ソフトで作成する。
・図表･グラフは、

い場合を除いて、1点1ページ(枚)で作成しておいた

がよい。

(8)補注の書き方について
・補注は脚注(各ページの下に注が入る形式)とする。ただし、論文の場合は、文末注とする。
・注には出典となる史料名や所蔵者・所蔵機関名、論文、文献、本文で書ききれなかったり、付け加え
ておきたいことを記載する。

(9)その他注意点
・史料を引用する場合、表題は「

」で括る。

・史料の出典は、活字の場合は『新横須賀市史』資料編 近世Ⅱなどとする。個人蔵や史資料保存機関の
場合は、○○家文書、○○文書館所蔵などとする。
・本

で史料を引

する場合、

中に

る場合は「

」でくくる。

を引

下げで記述する。
・論文名は「

」でくくり、文献は『

』でくくる。

・論文と雑誌の関係は、著者名「論文名」
『雑誌名』第○号(発行年)とする。
・文献は著者名『文献名』
（発行社、発行年）とする。

Ⅱ．夏期中間発表会
・日程：2018年

月

日(

)・

日(

)

・場所：馬場自宅（神奈川県厚木市）
・報告：1人90分＋質疑応答
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する場合は、本

より2段

13．論文の構成と内容
すべてのレポートおよび論文は、①序論、②本論、③結論の３つから構成される。この構成にもとづき、
「問
題提起」→「調査」→「分析」→「論証」→「結論」という一定の形式にしたがって書いていく必要がある。
両者の関係をまとめると以下のようになる。

①序論
＊通常は、
「はじめに」といった文言を使う。ここでは以下の点についてまとめる。とくに(a) (c)
(a)問題関心・問題提起
・本論で取り上げる問題は何か、

的は何かを提

する。また、なぜその問題を取り上げたのか、そ

の理由や背景を説明する。
(b)研究史の整理
・提起したい問題、取り上げたテーマについての先行研究をまとめる。その上で、自分の問題提起が
どのような意味や位置づけを持っているのかを説明する。
(c)課題の提
・問題関心と研究史の整理から、論文を書いていくのに、自分はどのような課題を設定したのかを明
する。だいたい３つくらいの課題を挙げる。
(d)分析や

法論の提

・論を進めるにあたってどのような分析方法をとるのか、どういった史料を取り上げるのかについて
説明する。
(e)本論の要約とガイド → アブストラクト
・提起した問題について、本論でどのような主張をしているのかを簡単にまとめまる。とくにその独
創性や有用性、新規性など、論文で主張したい点や本論の構成、展開について明らかにする。また、
本論でどのような議論を進めようとしているのかについて要約する。
※基本的には(a)から(d)まででまとめる。

②本論
＊章や節（場合によっては項）に分けて論証、実証しながら論を進めていく。
(a)史料の解読とデータの解析、そして分析
・提起した問題に必要な史料を集めて解読し、内容について分析する。また、同じく必要な統計デー
タを集めて分析する。どのような史料を使うのか、どのようなデータを集めたのかを明確にする。
場合によっては、史料などの調査について具体的に

す。

・つまり、ここで大事なのは史実の復元！
(b)論証・実証
・史料やデータの分析で得られた事実(史実)にもとづいて、自分の主張を展開する。ここで史料の解読
やデータの解析に間違いがあると論証はできない。あくまでも根拠や論拠が具体的で明らかである
必要がある。
(c)論理展開
・(b)を前提にしながら、全体の論旨が破綻しないように話を進めていく。
※史料の解読だけでなく、必要に応じて、図像の分析やデータの表化、グラフ化して分析する。また、
概念図を作成して説明する。

③結論
＊「まとめにかえて」や「むすび」などの文言が使われる。
(a)議論のまとめ
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・本論で展開した議論の結果をまとめる。
(b)展望
・残された問題点と将来への展望を

す。

※結論は、序論で述べた内容と対応していなければならない。

④論文執筆上の注意事項
(a)年号の書き方
・年号は、和暦(元号)で表記する。和暦の後には(

)で

暦を

れる。ただし、同じページで何度も繰

りかえす場合は、２回目以降を省略しても構わない。
例)宝暦六年(一七五六)
(b)数字の書き方
・数字は漢数字で書く。ただし、注などは洋数字を用いろ。
・漢数字は、一、一〇、一〇〇と表記し、百、千は基本的に用いない。ただし、万は使う。
例)一二月、二八日、二〇〇〇石、一万三〇〇石
・史料に出てくる場合そのまま表記すること。
(c)注の付け方、出典の書き方
・論文は「

」でくくる

・文献は『

』でくくる

・「出典」とは論文が掲載された雑誌や文献（書籍・著書）のこと
・「発行所（出版社）」とは、研究雑誌を出す主体の研究会や出版社。また、文献（書籍・著書）の場
合はその本を出した出版社
例）雑誌＝『歴史学研究』→発行所＝歴史学研究会
・雑誌の場合、雑誌名を『

』でくくり、号数などはこれは続けて書く

例）
『日本史研究』第135号
・文献のシリーズ名などは、
『

『近世史研究』第8巻第6号etc.
』の中に入れるか、
（

）で続けて書く

例）
『幕末・維新』
（日本の歴史シリーズ12）etc.
・「転載」について⋯ある論

が著書や論

集などに転載された場合、まずは初出の論

を

録に記

し、「転載」のところに、それが収録された文献名、発行年月日、出版社を記入する。論文集で編者
や編著者がある場合は、それも記入する。
・個人の著作の場合、個別の論文とそれが収録された著書（文献）がある場合、両方を目録としても
かまわない。その際、個別の論文は、著書に含まれることを「転載」の項目に記入しておく。
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14．序論・本論・結論の例文集
①序論
A.導入
(a)論文の目的
・この論文のテーマは＿＿＿である。
・この論文の目的は＿＿＿である。
・この論

で

したいことは＿＿＿である。

・本論は＿＿＿するために書かれたものである。
・私が主張したい点は＿＿＿である。
・ここでの目的は＿＿＿をさらに探ることである。
(b)扱わない事項を除く
・＿＿＿の問題については、本論では取り扱わない。
・＿＿＿を探究するのは、この論文の課題ではない。
・＿＿＿を論じることは、別に機会に譲らなくてはならない。
・＿＿＿については議論の枠から外す。
B.研究史＝先行研究
(a)研究の紹介
・＿＿＿については多くの研究がなされてきた。
・＿＿＿を明らかにするために多くの研究がなされてきた。
・＿＿＿を

すために数多くの試みがなされてきた。

・ここ数年＿＿＿についての研究が行われてきた。
・＿＿＿の研究は多くの議論が呼び起こしてきた。
・＿＿＿の問題が、近年＿＿＿たちによって注目されている。
・＿＿＿によって＿＿＿の研究は重大な進歩をとげた。
・＿＿＿の考えは、＿＿＿によってさらに進められた。
・＿＿＿の問題を取り上げたのは＿＿＿である。
(b)（この論文のテーマについて）先行研究は不十分
・＿＿＿についてはわずかな研究しか行われていない。
・＿＿＿を試みた研究はほとんどない。わずかに＿＿＿だけが＿＿＿について論じている。
・＿＿＿についてはこれまで無視されてきた。
・＿＿＿に注目する研究はほとんど行われて来なかった。
・＿＿＿について多くの研究が行われてきたが、＿＿＿については未だ未解決である。
・＿＿＿について多くの努力がそそがてきたが、＿＿＿については明らかになっていない。
(c)先行研究を評価する
・＿＿＿は、この課題について新たな試みを行った。
・＿＿＿に発表された最近の論 で＿＿＿についての新しい分析を提
・＿＿＿の議論がこの分野に新しい観点を提

した。

・＿＿＿の研究によって、近年＿＿＿についての関心が高まっている。

②本論
Ａ.導入
(a)問題を提

する

・問題は＿＿＿である。
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している。

・このことは＿＿＿という問題に我々を導く。
・＿＿＿については明らかではない。
・＿＿＿の点について明らかにしなければならない。
・＿＿＿を調べてみる必要がある。
・私たちは＿＿＿という問題に直面している。
・＿＿＿については疑問の余地はないが、＿＿＿についてはかなり疑わしい。
・はっきりさせておくべき点がもう一つある。それは＿＿＿である。
・＿＿＿を解決した後、残る問題は＿＿＿である。
(b)論じる

場の提

・＿＿＿という観点から考察する。
・＿＿＿を考慮した上で＿＿＿を検討しよう。
・＿＿＿を＿＿＿の点から考察したい。
・＿＿＿を議論するのに＿＿＿というアプローチをとる。
(c)定義する
・＿＿＿を＿＿＿と定義しよう。
・＿＿＿という 葉を＿＿＿を

すために

いる。

・＿＿＿という言葉を＿＿＿という意味で使おう。
・＿＿＿は、＿＿＿という概念を含む。
・＿＿＿は、＿＿＿から＿＿＿にわたる意味を持っている。
Ｂ.否定的主張
(a)疑わしい
・＿＿＿については疑問がある。
・＿＿＿の主張については疑問の余地がある。
・必ずしも＿＿＿であるとは言えない。
(b)否定
・＿＿＿と考えるのは間違いである。
・＿＿＿は全くの誤謬である。
・＿＿＿と仮定することはできない。
・＿＿＿というだけの理由で＿＿＿とは断定することはできない。
・＿＿＿は＿＿＿をまったく説明していない。
・＿＿＿という中心的な問題に触れていない。
・＿＿＿は多くの側

を無視している。例えば＿＿＿⋯⋯。

（c）反論
・＿＿＿については、次のような反論が考えられる。
・＿＿＿に対して反対の立場を取りたい。
・＿＿＿の結果は、＿＿＿の主張と反対である。
・＿＿＿という主張には根拠がない。
・＿＿＿という主張は、＿＿＿の点から間違いである。
・＿＿＿という主張は、＿＿＿であることを説明していない。
Ｃ肯定的主張
(a)推測できる
・＿＿＿であると言ってもいいだろう。
・＿＿＿と考えることが可能である。
・＿＿＿である可能性がある。
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・＿＿＿と仮定すれば＿＿＿である。
・＿＿＿は妥当であるように思われる。
・＿＿＿と断定することはできないが＿＿＿であることは十分考えられる。
(b)妥当である
・＿＿＿＿という主張は妥当である。
・＿＿＿は＿＿＿＿であることを裏付けている。
・＿＿＿という議論に矛盾はない。
・＿＿＿はこの議論の正しさを裏付けている。
・＿＿＿という主張は全く正当である。
・＿＿＿であることは自明である。
・＿＿＿であることは十分考えられる。
(c）確実である
・＿＿＿は明らかである。
・＿＿＿ということは用意に理解できる。
・＿＿＿については疑いない。
・＿＿＿からすぐにわかるように＿＿＿である。
・確かなのは＿＿＿ということである。
（d）証拠がある
・＿＿＿を

すよい証拠がある。

・＿＿＿は＿＿＿であることの証拠として役立つ。
・＿＿＿の直接的な証拠はないが、しかし＿＿＿がそのことを間接的に
Ｄその他
(a)例を挙げる
・例えば＿＿＿である。
・＿＿＿は一例を提供してくれる。
・簡単な例をあげるならば＿＿＿。
・＿＿＿のために例を引こう。
・＿＿＿からの実例は有益だと思われる。
・多くの例は＿＿＿に該当する。
・＿＿＿以上にこれを

すよい例は他にない。

(b)注意を促す
・＿＿＿に注意すべきである。
・ここで注意すべきことは＿＿＿である。
・＿＿＿について注意深く検討すべきである。
・＿＿＿を見過ごすべきではない。
・＿＿＿であることは注目に値する。
(c)引用する
・これは＿＿＿の引用である。
・＿＿＿から一節を引用する。
・＿＿＿は次のように言っている。
・この点について、＿＿＿は次のように論じている。
・＿＿＿と指摘した後で次のように続けている。
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す。

③結論
(a)要約すると
・手短にいえば＿＿＿
・以上が＿＿＿の要点である。
・今までの議論で＿＿＿であることがわかった。
・＿＿＿と要約されるだろう。
(b)帰結する
・＿＿＿ということが言える。
・＿＿＿であることが明らかになった。
・＿＿＿と言ってもいいだろう。
・＿＿＿とみなすことができる。
(c)結論をいう
・＿＿＿と結論すべきである。
・＿＿＿という結論に達した。
・＿＿＿ということが明らかになった。
・結論として言えることは＿＿＿＿である。

15．卒業論文の書出しについて
◎論文の書き出し＝「はじめに」の始め方から研究史のまとめ方。
１．
「はじめに」の始め方
・現代的課題から
例）近年は領 問題に関わって、国防が

きな問題となっている⋯

・研究の潮流から
例）1980年代の半ばから、フランスのアナール派に影響を受けた「社会史」研究が盛んになった
⋯
・研究史から
例）○○

の献上儀礼の研究によれば⋯

・興味から
例）近年盛んに取り上げられている○○とは何だろうか⋯
・そのものズバリ
例）本稿の課題は⋯である。この分野については⋯
２．研究史のまとめ と課題の提
・論文・文献目録を元に、自分の研究課題に直接関係のある研究を取り上げ、①その研究の課題の設
定の仕方、②課題探求のための方法論、③実証の在り方→検証、④結論についてまとめる。論文は、
まとめるにあたっては、批判的に読んでいくが、参考にする場合（取り入れる場合）は、その立場
を明確にする。
・こうして、古いものから最新の研究まで体系的に並べて評価する。場合によっては、最新の研究か
ら始めてもよい。
・研究史をまとめた上で、自分の課題について取り上げる。３つほど。
・課題に対して、どのような史料を使って、どのような分析をするのか、その方法論について明らか
にする。
※研究史が多い場合は、別に章を設けてもよい。
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＊注意事項
・特に研究史は、あくまでも他人の意見をまとめるのであるから、客観的な著述を心がける。
・誰が何をどう言っているのか、きちんとわかるように著述する。

16．論文用の文言：表現を変える
〔使ってはいけない〕

→

・とても

→

すごく

・非常に

→

極めて

・だいたい

→

ほぼ：おおよそ

・だから

→

したがって

・でも

→

だけど：けれど：けど

・しかし

→

しかしながら

・どうやっても

→

どうしても：いかなる手段を用いても

・

と思う。

→

と考えられる。
：

・

かもしれない。

→

の可能性がある。

・

と感じる。

→

と推測される。
：

と思われる。

・

おもしろい。

→

は重要である。
：

は興味深い。
：

・

を知りたい。

→

を理解する必要があろう。

・

の意味がわからない。

→

をより深く理解する必要があろう。

・

がいっぱいある。

→

が多く存在する。

・

した

→

すべきである。
：

・

するのは無駄だ。

→

する意義を

・

は嫌いだ。

→

は必要とはいえない。
：

・

はなかった。

→

という事実は知られていない。

・

というのは間違いだ。

→

という主張は誤りである。

・

というのはインチキだ。

→

が真実であるという証拠はない。

・

はバカだ。

→

の 解には再考の余地が残る。

がいいと思う。

〔言い換えた言葉〕

であろう。
の可能性が考えられる。
が注

する必要がある。

いだすことができない。
は適切ではない。

・こんな話を聞いたことがある。

→

このような事例があげられる。

・そんな事実はない。

→

そのような事実は認められない。

・みんなが

(だ)と

っている。

→

般に (だ)といわれている。

・みんなが

(だ)と思っている。

→

(だ)と広く信じられている。

・教科書に

と書いてある。

→

(というの)が通説である。

・

は読みたくない。

→

を正当に評価することは困難である。

・

は読まなかった。

→

の評価はまだ定まってはいない。

・研究しましたが

はわかりませんでした。→

される。

は今後の課題としたい。

17．基本的な調べ方
①人物を調べる。
『国史大辞典』

全14巻

索引3冊(吉川弘文館)

『日本史総覧』

全9冊(新人物往来社)

〔大名家〕
『寛政重修諸家譜』
【著者】江

幕府編。
【成立】文化9年(1838)。
【内容】江
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幕府によって編纂された諸

大名・旗本等の系譜。寛政11年(1799)、若年寄掘田正敦の建議に基づき、「寛永諸家系図伝」の統輯・
改撰を企図し、諸大名以下に家譜その他の提出を命じ、林述斎等が編集に当って「貞享書上」をはじめ
諸書を検討し、10余年を費して完成させたもの。寛政10年を区切り、嫡流・庶流の順に記されている徳
川将軍家、御三家、御三卿、および徳川

の松平諸家のうち

条・鶴

・

須・

松・

岡・宍

・

守山の各松平と越前松平の本支流が収められていない。索引が4冊あり、姓、諱、称呼 (○大夫・○兵衛
等)、官名(左近・弾正等)、国名(相模守・上野介等)によってひく。【刊本】『新訂寛政重修諸家譜』(続群
書類従完成会)
『徳川諸家系譜』

【著者】斎

・岩沢愿彦・

原純

編。【内容】将軍家・御3家・御三卿の徳川家

および「寛政重修諸家譜」に収められていない徳川一門の松平諸家の家譜を収録。4巻。【刊本】続群書
類従完成会。
〔幕府役職〕
『柳営補任』

【著者】根岸衛奮編。
【成立】天保14年(1843)。【内容】幕初から幕末に至る幕府諸役人の

任免・転補を記したもの。役職ごとに分類され、おのおの任命年月日、前任職名、辞・卒年月日、転出
職名などが記されている。20巻。天保8年(1837)から編集に着手し、同14年に一応の完成をみ、後加筆
して慶応期にまで至っている。衛奮が写した原本の誤りや、衛奮自身の誤写も考えられ、帽章を必要と
しよう。特に、幕府職制が整備されてくる寛永以前の記述については、殊更慎重に扱わなければならな
い。続編として、
「柳営補任巻之餘」(乾・坤2巻)、
「柳営補任之餘」(1巻)、
「柳営補任別巻」(乾・坤2巻)
があり、4部合わせて「柳営補任」(『大日本近世史料』)として刊行されている。【刊行】『大日本近世史
料』(東京大学出版会)
〔旗本・幕臣〕
『江
江

幕府旗本

名事典』

幕府の全旗本

全4巻・別巻1巻

5000余家、2万

川恭1編(原書房)

余の詳細データ。歴史の

を埋める新史料『寛政呈書』に基づく

寛政11年(1799)度の全旗本を網羅。更にその他8史料も用い寛政以降慶応年間までの推移をあとづける。
『江
江

幕

名事典』 全4巻

城多聞櫓から発 された

熊井保・
化・

賀妙

編(新

政年間から慶応年間までの幕

〔公家〕
『公卿諸家系図』(続群書類従刊行会)
『諸家伝』全2冊(自治日報社)
『地下家伝』全3冊(自治日報社)

②歴史用語・語句・地名などを調べる。
※辞典・辞書は基本的に以下のものを使用する。
〔歴史辞典〕
『国史大辞典』全14巻

索引3冊(吉川弘文館)

『日本歴史辞典』(河出書房)
『新版

日本史辞典』 全1冊(角川書店)

『日本史広辞典』

全1冊(山川出版社)

『岩波日本史辞典』

全1冊(岩波書店)

〔語句〕
『日本国語大辞典』
『大漢和辞典』

全10巻(小学館)

全12巻

物往来社)

索引1(大修館書店)

〔百科事典〕
『世界大百科事典』(平凡社)
『日本大百科全書(ニッポニカ)』(小学館)
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約8000名の

筆履歴書(明細短冊)。

〔地名〕
『角川日本地名大辞典』(角川書店)
『日本歴史地名大系』(平凡社)

＊インターネットの活用
ジャパンナレッジ
http://japanknowledge.com/personal/

③基本文献
『近世史ハンドブック』 全1冊
『史籍解題辞典』
『国書総目録』
『新版

児玉幸多編(近藤出版社)

下巻(近世編) 竹内理3他編(東京堂出版)
全8冊(岩波書店)

地方史研究必携』(岩波書店)

〔通史〕
『講座

日本近世史』(有斐閣)

『日本の近世』

全18巻(中央公論社)

『新しい近世史』
『岩波講座
『岩波講座

全5巻(新人物往来社)

本歴史』ー第2

3次ー(岩波書店)

日本通史』(岩波書店)

歴史学研究・日本史研究会編『講座

日本歴史』(東京大学出版会)

歴史学研究・日本史研究会編『日本史講座』(東京大学出版会)
『日本の社会史』

全8巻(岩波書店)

『日本歴史大系』

普及版全18巻(山川出版)

『集英社版
『大系

日本の歴史』

全21巻

別巻1(集英社)

日本の歴史』 全15巻(小学館)

〔論文集〕
『幕末維新論集』

全12巻(吉川弘文館)

④主要研究会と研究雑誌
歴史学研究会『歴史学研究』
日本史研究会『日本史研究』
歴史科学協議会『歴史評論』
東京大学史学会『史学雑誌』
日本歴史学会『日本歴史』
地方史研究会『地方史研究』
関東近世史研究会『関東近世史研究』
明治維新史学会『明治維新史学会報』

⑤論文の書き方に関する文献
村上直他編『
藤孝『学術論

本史論 の書きかた

レポートから卒論まで

』(吉川弘

館 1992年)

の技法[第2版]』( 本エディタースクール出版部 1977年初版 1998年第2版)

歴史科学協議会編『卒業論
和久『新版 論

を書く

の教室

市古みどり編著『資料検索

テーマの設定と史料の扱い

レポートから卒論まで
レポート・論

』(NHK出版 2012年)

をかくために

上野千鶴子『情報生産者になる』
（ちくま新書 2018年）

21

』( 川出版社 1997年)
』(慶應義塾

学出版会 2014年)

〔参考Ⅰ〕USBメモリーの内容
＊ディレクトリー構造
①それぞれのUSBメモリーには、以下のディレクトリーとサブディレクトリーがある。
0̲ テキスト＆DATA⋯直下に「卒業論

を書こう」のPDFファイル

01̲卒論・レポート書式⋯卒論書式(Wordファイル A4横 40字×20

) → 縦書きのレポートや卒

論に使用する。
02̲Excel書式⋯01_卒論

論 ・

03̲Data⋯Excelファイル→『
・近世史年表⋯慶

本

献

録／02_卒論

史料

録／03_卒論 年表

化総合年表』(岩波書店)より抜粋

5年(1600)から明治10年(1877)までの年表

・幕末維新年表⋯寛政元年(1789)から明治5年(1872)までの年表
・卒論やレポートは、
「卒論書式」を使って書く → 「名前をつけて保存」でファイル名をつける
・「卒論用論文文献目録」
「卒論用史料目録」
「卒論用年表」は、同じようにこのファイルを使って入力し、
「名前をつけて保存」でファイル名をつける
・「卒論用年表」を作成する場合、「近世史年表」の項目を適宜、コピーして、自分の調べたことをこれ
に加えるなどして、オリジナルの年表を作成する
1̲卒業論

基礎̲1⋯卒業論

基礎1で作成した各種のファイルを保存する

2̲卒業論

基礎̲2⋯卒業論

基礎2で作成した各種のファイルを保存する

3̲卒業論

⋯卒業論 の原稿ファイルなど各種のファイルを保存する

＊1 3には適宜、ディレクトリーを作成しても構わない
②ファイル名のつけ方
・各種ファイルは以下の法則で作成する
学生証番号＠名前＿ファイル名（論文文献目録・レポート1・卒論など）
例〕6BRA0001＠馬場弘臣＿論文文献目録

※卒論ノートとドキュメントファイルを用意しよう！
・卒論執筆用にノートもしくはメモ帳を用意しておき、書き上げるまで、気がついたことをメモしたり、
計画を立てて、進捗状況を管理したりすること。
・ドキュメントフォルダーには、論文のコピーや史料のコピー等を入れ、まとめて管理できるようにす
ること。
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