
SEEDS

京都橘大学リエゾンオフィス（学術振興課）　TEL：075-574-4186　E-mail：aca-ext@tachibana-u.ac.jp

キーワード

対応可能なもの

アピール
ポイント

ご連絡窓口

27

研 究 の 概 要

芸術一般

寺坂　昌三 教授　テラサカ　マサミ 所属：文学部 日本語日本文学科

□講演 ■研修　■研究相談　□学術調査 □コメンテーター □共同研究

・ 本研究の実践例は少ないですが、本学においては授業での実践も踏まえ、
　一定の成果を上げています。

研 究 の 詳 細

　関戸本古今集（以下、関戸）を例に、臨書から大字仮名作品創作までのプロセスを述べます。
　まず、関戸の原寸臨書に時間をかけて取り組みます。次に、和歌一首が書かれた部分を選び、半切（135
× 35cm）縦に拡大臨書を行います。関戸は和歌一首が二行と数文字で書かれていますが、まずは、原
本の文字の並びの通りに拡大します。ここで留意するのが用筆法で、漢字学習で学んだ草書の筆遣いも
取り入れます。
　次に和歌一首を半切横に拡大臨書します。二行と数文字で書かれているものを一行に3～4文字、7
～8行に展開するので、本来は並んでいない文字が並ぶことになり、単に拡大するだけでなく構成を考
慮しながら文字を配置することになります。
　拡大臨書を経て倣書（関戸を模倣した書）に移ります。関戸にはない和歌を選び、関戸から集字（文
字を集める）して原寸の倣書作品を制作します。この原寸倣書作品を基に、拡大臨書の時のように半切
縦、横に倣書展開します。その際に、関戸の文字造形や連綿、文字の組み合わせによる行の流れや疎密、
墨継ぎや線の太細による墨量の変化等、臨書から学んだ構成上の要素を参考にします。古筆は濃淡によ
る墨色の変化を用いていますが、大字仮名では潤渇も用います。
　このような学習を繰り返すことで、倣書から関戸を基盤とした大字仮名作品へとつながっていきます。
また、様々な古筆を同様な手法で学ぶことで、倣書的な作品から、オリジナルな大字仮名作品の創作へ
と進むことが可能となります。

　かな書を学ぶ上で、古筆臨書が基盤となることは言うまでもありません。しかし、古筆そのものの学
び方については多くの出版物で解説されていますが、古筆臨書からどのように創作へと結びつけていく
のかというプロセスは、あまり明らかにされてはいません。
　古筆は小筆で書かれています。古筆臨書を繰り返すことによって、小筆の使い方に習熟し、書線が練
られます。また、文字連綿のリズムや運筆の速度、行の流れや墨色の変化等を会得し、細字仮名作品制
作の基盤を築くことはできます。しかし、大字仮名作品創作となると、用筆法や作品構成等が課題となり、
古筆臨書からの直結は困難です。
　そこで、どのようにして古筆臨書から大字仮名作品創作へと進んでいけばいいのか、その方法論を具
体的な事例を交えながら明らかにしていきます。

仮名　大字仮名　古筆　原寸臨書　拡大臨書　倣書　漢字学習（草書）　創作
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古筆臨書から大字仮名作品創作に至る具体的な学び方の
プロセスについて
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英米・英語圏文学
■講演　□研修 □研究相談 □学術調査 ■コメンテーター　■共同研究

・  This research shows how literature can be powerful within the real 
political world, and vital to the preservation of a unique culture.

研 究 の 詳 細

　This large-scale piece of research has had to be divided into historical sections. The 
period up until the 20th century Literary Scottish Renaissance has been covered in in-
house journals. And the details up to the 1930s MacDiarmid versus Edwin Muir debate 
covered in a presentation to the Literary Society of Japan some years ago.
　However, the pressing present-day issues of the two referenda on Scottish 
independence in 1978 and 2015, of the ‘devolved’ Scottish Parliament of 1997, and the 
Brexit issue that looms over the UK today are still to be dealt with. It is likely that these 
contemporary periods will take precedence over the post-1930s to 70s sections of this  
research topic.

　Scotland occupies a unique place in the post-colonial debate due to its role as colonizer 
as opposed to being colonized. However, the Anglicization of its culture, language and 
compromised political post-Union status has led to fierce debate with regard to its 
cultural and political future.
　Historically, Scottish poets have performed a pivotal role in keeping alive the idea on 
the one hand that Scottish culture, identity and the Scots languages and dialects are 
valuable and worthy of preservation; and on the other, the widespread political feeling of 
belonging that is summed up in the concept of a “shadow state”. Against this stands the 
present reality of a Scotland governed by London but, more recently, the newly devolved 
Scottish Parliament.
　This research focusses on the historical background of these issues, and their literary 
parallels from the 12th century right up until the present-day debate over Scottish 
independence and a post-Brexit UK; and attempts to show how infl uential Scottish poets 
have been throughout this whole period.

Poetry, Post-colonial Identity and Devolved Political Power

The Historical Role of Scottish Poets in the Revival of The Historical Role of Scottish Poets in the Revival of 
Scottish Identity, Culture, and Political DevolutionScottish Identity, Culture, and Political DevolutionLiterature and the S

cottish Independence D
ebate

ANGUS　Norman 教授　アンガス　ノーマン 所属：国際英語部 国際英語学科
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研 究 の 概 要

日本文学

野村　倫子 教授　ノムラ　ミチコ 所属：文学部 日本語日本文学科

・今まで注目されてこなかった平安後期の物語や中世物語世界を案内します。

　『源氏物語』はともかく、『狭衣物語』についてはまだまだ知られていない面が多く、物語世界内の話
だけでは説得力が弱いと考えられます。したがって、当時の社会ではどうであったのか、歴史的な面か
らの考察を行ないます。すでに、藤原道長の時代に権門貴族の女性が女房として出仕した例や、後見の
弱い母后について論文を発表していますが、さらに実例を探求していく予定です。

　『源氏物語』は貴族社会を中心とした物語ですが、「宇治十帖」になると、下級の官人や国司を中心と
した地方の人々の活躍の様子が描かれています。正編のような男君と女君だけでは物語世界が動かなく
なっているのです。その『源氏物語』の影響下にある『狭衣物語』は、皇族を中心とした男女模様の中
に、1人異質ともいえる中納言の娘が介入してくることによって、物語世界は大きく動いていきます。「宇
治十帖」では母親の身分によって差異化され、権門貴族の社会からははじかれるような存在であった女
性が、『狭衣物語』では生母の身分を隠して皇女になるにいたります。このような社会制度を覆す物語
のメカニズムは、時代を読むものであり、また現代とも無縁ではないと考えます。
　また、『源氏物語』の「宇治十帖」の継承ともいうべき諸例を後世の物語から収取し、物語の女房達
の活躍をあとづけていくことで、女主人と女房の双方が時代に応じて変遷していく過程がより明確にな
ると推測されます。

平安時代の物語文学

女
性
の
自
立
と
社
会
的
役
割

女院・后　女房　貴種流離　身分　平安京と地方

■講演　□研修 □研究相談 □学術調査 □コメンテーター □共同研究

研 究 の 詳 細
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外国語教育

Interactive Learning Environm
ent for

G
lobal C

om
m
unication

ELLIS Megan 専任講師　エリス　メグ 所属：国際英語学部 国際英語学科

Student motivation, classroom methodology, practical application, international learning styles, 
professional development

□講演 □研修 □研究相談 □学術調査 □コメンテーター □共同研究

・  Practical development of interactive and supportive teaching 
and learning environment, instituting global-style methods for 
language acquisition, and internationally consistent education and 
assessment standards.

研 究 の 詳 細

＊   designed comprehensive 18 month course with common syllabus and common 
assessment standards across all classes and levels

＊   implemented standardized grading rubric, assessment tasks and exams for all skills 
tests, common to all EAP classes

＊   instituted Teacher Information Booklet EAP staff  handbook）comprising all materials 
and information on EAP course and culture, including testing rubrics, course culture 
expectations, assessment requirements, lesson plans, and teaching materials for 
classes, to ensure totally consistent course content and quality among all teachers

＊   instituted class-specifi c autonomous learning tool for all students containing details 
of all class assessment（including rubrics）, supplementary materials and glossaries, 
and study / revision materials for classes（common to all classes / teachers）

＊   published articles on course development, autonomous learning tools, collaborative 
learning techniques

FUTURE:
＊   new 12 month EAP course format for 2021, requiring revolution of design to 
implement fast-track SAP preparation and intensive English classes for high level 
students

＊   creation of Freshman Student Handbook for KTU students to assist new students in 
acclimating to tertiary study life（focus on personal development of life skills including 
time-management, goal-setting, self-reflection, effective study habits, health and 
fi tness in independent non-family living, etc.

研 究 の 概 要

Research into the following aspects of English as a Foreign Language teaching:
＊   design and implementation of EAP course to prepare students for Academic English 
classes during Study Abroad Program

＊   practical application of pedagogical theory in development of classroom materials and 
activities

＊   increasing student engagement in class through interactive teaching methods and 
collaborative learning

＊   increasing student performance through raising student awareness of extracurricular, 
whole-life infl uences 

Developing student potential for global communication Developing student potential for global communication 
in an intensive and interactive learning environment.in an intensive and interactive learning environment.



SEEDS

京都橘大学リエゾンオフィス（学術振興課）　TEL：075-574-4186　E-mail：aca-ext@tachibana-u.ac.jp

キーワード

対応可能なもの

アピール
ポイント

ご連絡窓口

31

研 究 の 概 要

外国語教育

・  Aiding L2 acquisition for real-world communication skills as a 
focused improvement in English education pedagogy. Active learning 
benefi ts any kind of content based learning.

　This research looks at learner needs and the teaching method that best satisfi es those needs. 
It measures a teaching treatment and its effects on students. It takes into consideration the 
research into the most favorable conditions for learning and explores the component factors of a 
pedagogy to support such for students. The literature defi nes student needs in terms of motivation, 
autonomy, learning process and learning environment. Teaching should promote the conditions for 
optimal learning, which is at base a conducive environment, one which addresses social anxieties, 
and promotes engagement through challenge and refl ection, promoting autonomous motivation and 
related, internalised motivations. Given these components of a best practice pedagogy, the solution 
in the literature is well defi ned under the term ‘active learning’. Active learning methodology inherently 
promotes autonomy, engagement, and a sense of trust and familiarity: a space to speak.

■講演　■研修　■研究相談　■学術調査　■コメンテーター　□共同研究

Pedagogy, Efficacy in Learning, Conducive Learning Environment, Autonomous 
Motivation, Active Learning Method

B
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Promoting Learner Autonomy in a Conducive Promoting Learner Autonomy in a Conducive 
Environment to Promote Effi  cacy in LearningEnvironment to Promote Effi  cacy in Learning

MULVEY　Alan 助教　マルヴィー　アラン 所属：国際英語学部 国際英語学科

　An exploratory factor analysis（EFA）was carried out on an active learning treatment and two 
factors were found and labelled as autonomous and external motivation. The most pertinent fi ndings 
are: 1. The descriptive analysis labels student-teacher interaction as external motivation. While 
merely describing the position of the teacher external to student-student interaction in group-work, 
it opens a discussion on whether this important relationship could be integrated instead into the 
factor building student autonomous motivation ̶ whether the teacher can be integrated more with 
students. Though the descriptive analysis of the active learning method reveals a challenge to 
reposition the teacher either more inside and contributing 
to, or more outside, and removed as a distraction from, the 
conducive environment of student autonomous motivation, it 
is, however, a weak factor, having a minor eff ect on student 
motivation overall, which may be taken as encouraging since 
the method deliberately places the teacher in the background, 
as a kind of coach, so as to develop student autonomy at 
the root of learner needs.  2. The teaching method presents 
learning challenge along with the tools to manage it. So to 
promote engagement, accomplishment and satisfaction. The 
EFA explores the tension between the unfamiliar learning 
challenge and burgeoning autonomous learning skills on 
the one hand, and the necessity of creating the conducive 
environment students need for effi  cacy in learning.

研 究 の 詳 細
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一瀬　和夫 教授　イチノセ　カズオ 所属：文学部 歴史遺産学科

考古学

研 究 の 詳 細

・今ある特異な姿である緑の杜と濠の水をいかに維持可能なものにしていくか

■講演　□研修 ■研究相談　■学術調査　■コメンテーター　■共同研究

　今ある百舌鳥・古市古墳群にそなわる特異な姿は緑の杜と濠の水です。
　古墳群最大の仁徳陵古墳の墳丘本体は築造当初は石に覆われ、その長さは525mで、エジプトのピ
ラミッド、中国の秦始皇帝陵をこえて世界一になります。そしてその周囲には濠と堤が巡り、すべて合
計すると865mにも達します。仁徳陵古墳のある百舌鳥・古市の墳丘周囲には水をたたえた巨大な周
濠があることが特徴です。古市の津堂城山古墳の周濠のなかには浮島があって水鳥の埴輪が3羽たたず
みます。世界の巨大墳丘には周濠がありませんが、アジアを見ると、寺院を囲むカンボジアのアンコー
ル・ワットには長さ1.5kmの長方形区画のなかに幅広い120mの環濠があります。東南アジアの寺
院や宮殿には濠を備えるものが多くあります。ワットの濠は沐浴、農業の治水を目的としたとされます。
百舌鳥・古市の巨大古丘の被葬者は治水灌漑王の水の源だったと言った人もいます。世界中の遺産と比
較しながら、本質的な価値を導き出します。
　加えて、特徴的な石で覆っていた表面部分が木の緑に置きかわったものをどのように扱い、周濠の水
質を悪化させないといった問題を合わせ、普遍的価値を高めながら持続可能な資産の姿として、目まぐ
るしく変わる未来社会にいかに伝えていくかなど、研究の課題の尽きない世界遺産です。

　2019年 7月に大阪府の藤井寺市、羽曳野市、堺市にある百舌鳥・古市古墳群が世界文化遺産に登
録されました。
　本研究は百舌鳥・古市古墳群の成り立ち、東アジアや日本列島、大和・河内といった地域関係などといっ
た、普遍的・本質的価値をたぐりよせます。同じ前方後円墳を主とし、同じ河内にありながら、東西に
分かれて群をなした古市と百舌鳥、両古墳群。同じような時期に同じように大きくなりましたが、微妙
に場所を違えているのです。この両者の個性は、どのような歴史背景で生まれ、成長し、内外をつうじ
て国家の成り立ちといかに関わってきたのかをたんねんに手繰っていくことで、それらの価値をより具
体的に明らかし、現在そこにそなわるものを未来へと遺し、伝えていこうとしています。
　一体どういったものがその核となるでしょうか？まず、過去を子細もらさず記録にとどめようとする
その現在の姿も、本質的価値を導き出していくことへの第一歩です。その姿は多様な変化をのりこえた
普遍的価値として昇華するでしょう。そして、本質的価値の維持継続は最低条件であり、加えて、身をもっ
て体感できる場への多様なニーズにこたえる持続可能な作業への課題は、普遍的価値をゆるぎないもの
とするために課せられた大きな使命と考え、それを検証していきます。

持
続
可
能
な
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値
の
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求

世界遺産、百舌鳥・古市古墳群がもつ普遍的価値と未来への継承

前方後円墳　世界遺産　緑　濠
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史学一般

尾下　成敏 教授　オシタ　シゲトシ 所属：文学部 歴史学科

・  争乱の時代においても、「古今和歌集」「源氏物語」「伊勢物語」のような古
典の習得を前提とする文芸が愛好された事実や、その歴史的背景を明らかに
することは、なぜ、古典が残されたのか？という問いに答えるための素材を
提供することになる。

　戦国時代の尾張国（愛知県西部）の歴史を見る上で、織田信秀は重要な人物です。信秀と言えば、有名な信長
の父で、信長台頭の基盤を築いた人物として知られていますが、彼が文事に力を入れたことは、あまり知られて
ないように思います。具体的に言えば、信秀が和歌を嗜み、蹴鞠を愛好したことや、この時代に流行した連歌の
愛好者である可能性が高いことを知るのは、
日本史や国文学の研究者に、ほぼ限られるの
ではないでしょうか。
　私は以前、信秀・信長父子と和歌・蹴鞠・
連歌との関わりを検討し、尾張の武士たちに
よる和歌と蹴鞠の受容が、同国内の諸勢力と
東海地方の今川氏との関係に規定されていた
ことを明らかにしました（詳しくは、拙稿「戦
国期の織田弾正忠家と和歌・蹴鞠・連歌」『織
豊期研究』19号を参照）。これは政治過程の
展開と、京都の公家文化受容の過程が結びつ
くことを示す事例ですが、こうした事例は他
にもあり、今は、戦国・織豊期の政治過程と
文芸史の展開過程との関連に注目していると
ころです。

研 究 の 概 要

　日本の16世紀と17世紀初頭は、長い長い争乱の時代であり、一般的には、武士を主役に据えて、この時代が
語られることが多いように思います。また、そのような状況から、彼らについて語る場合は、戦闘に関わる行動が
クローズアップされることが多いように思います。しかし、そうした語り方は、16世紀および17世紀初頭の歴
史像について、誤ったイメージをうみ出す恐れがあるのではないでしょうか。
　文と武に注目して、この時代の武士の活動を見ていくと、彼らのなかでも支配者の側に属するいわゆる領主階
層は、その多くが武芸の稽古や戦闘のほか、文
事（文芸活動）にも力を入れた人々であった可
能性があると考えます（和歌や連歌のような古
典を基盤とする文芸を嗜んだ事例は、実に目立
つからです）。とするなら、そうした彼らの文
芸活動の実態を復元せねばなりません。また戦
国の争乱が最も激化する16世紀半ばと、日本
列島の争乱が終息へ向かう16世紀末以降で、
文芸活動のあり方にどのような違いがあるのか
を追う必要があるでしょう。こうした取り組み
は、誤った歴史像の生産や流布の防止に役立つ
はずです。

■講演　□研修 □研究相談 ■学術調査　□コメンテーター □共同研究

和歌　連歌　蹴鞠　学問　武士

16・17世紀の文芸と武士

乱
世
の
な
か
の
文
芸

研 究 の 詳 細
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史学一般

蒲　豊彦 教授　カバ　トヨヒコ 所属：国際英語部 国際英語学科
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・宣教師文書を活用した地域史の構築

研 究 の 詳 細

　中国の地域史研究には、特別にむずかしい問題が存在します。中国は古くから膨大な文献を蓄積して
きた国ですが、村や町に相当する地域の史料がきわめて少ないのです。そこで、さまざまな細かな史料
を収集し、それを組み合わせる必要があります。近代になりますと、ここに非常に有用な史料が加わり
ます。キリスト教の宣教師が作成した報告書や書簡などです。この種の史料を活用する研究は、日本で
はまだ始まったばかりですが、将来性のある史料分野です。宣教師は英語、フランス語、イタリア語そ
の他、さまざまな言語を使用していますが、幸いにも本研究の対象地域にはイギリスとアメリカの宣教
師が入っており、英語の文献のみでもかなりの情報を得ることができます。そして20世紀に入ります
と、農村で活動した共産党の史料も利用できるようになります。もちろん通常の漢文史料もここに交え
て、研究を組み立てます。

　研究対象地域は、中国南部の広東省です。広東省を含むいわゆる華南地域はかつて、村落が同族を核
として構成され、武装化するとともに、紛糾が持ち上がるたびに一部の村落と連合しつつ、村落同士で
互いに武力闘争を繰り返すという顕著な特徴がありました。明の中期に相当する16世紀ごろからこの
ような構造ができはじめ、少なくとも1920年代後半まで続きます。つまりこの期間をひとつの時代
と捉えることが可能です。その間には辛亥革命（1911年）が発生し、長い歴史をもつ帝政についに終
止符が打たれますが、華南の村落では上記の構造がその後も変わることなく存続し、地域によっては辛
亥革命後に村落間の武力抗争がさらに激化したところさえあります。この構造こそが歴史の底流だった
わけです。これはまた、社会の基底部の歴史だったと考えられます。以上の観点から、現在、16世紀
から1920年代までの広東東部の歴史を整理しています。

長
期
的
視
野
か
ら
見
た
庶
民
の
歴
史

近代中国華南農村史

近代中国　農村史　地域史　キリスト教史
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研 究 の 概 要

松浦　京子 教授　マツウラ　キョウコ 所属：文学部 歴史学科

ヨーロッパ史・アメリカ史

研 究 の 詳 細

・看護の歴史の新たな側面。
・看過されてきた「レジェンド級女性」の発見。
・女性の社会進出の新たな価値づけ。

　19世紀から20世紀前半にかけて展開された、民間篤志活動としての地区巡回訪問看護活動の展開
を事例的に検証し、その活動を支えた両輪である看護専門職者とヴォランティアという二つのタイプの
中流階級女性の自己認識や感慨を明らかにしたいと考えています。
　その結果、一つは看護専門職の歴史に新たな側面を加えることになり、また一つに、社会貢献活動
に対する女性の意識の強烈さを明らかにすることなると考えます。そして、それは、19世紀後半から
20世紀前半にかけての中流階級女性の社会進出の意味を再検証することになるだろうと予想されます。
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　現在のイギリスにおいて、地域医療の主要部分の一つを担っている地区巡回看護活動は、19世紀
半ばにいくつかの都市で、篤志組織による貧民を対象とした慈善・博愛活動として始まりました。19
世紀末には、当時の君主ヴィクトリア女王在位記念基金を用いた全国統括機関Queen Victoria’s 
Jubilee Institute for Nurses（クィーンズ・インスティテュート）が結成されるなど、その活動成
果が高く評価されました。20世紀前半にかけて各地に組織が誕生し、全国レベルの篤志活動となり、
1948年の国民保健サーヴィスNHSの発足をもって国家福祉（公共サーヴィス）の一環に組み込ま
れたという歴史を持っています。この長期にわたる民間篤志活動としての巡回訪問看護を支えたのは、
クィーンズ・インスティテュートで訓練を受け、その後は監督支援を受けるという義務と権利を保持し
たクィーンズ・ナースと呼ばれる訪問看護の「誇り高き」専門職者たちと、自らの時間と経済力を注ぎ
込んで篤志組織を運営する中流階級のヴォランティア女性でした。活動の両輪である看護専門職者と
ヴォランティアという二つのタイプの女性に着目して、その活動の実態、彼女たちそれぞれの自己認識、
社会意識をあきらかにすることをめざしています。

イギリスにおける訪問看護・訪問保健活動の歴史

看護史　フェミニズム　慈善　篤志組織　専門職
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ヨーロッパ史・アメリカ史

渡邊　和行 教授　ワタナベ　カズユキ 所属：文学部 歴史学科

自由フランス　レジスタンス　対独協力　ヴィシー政権　ドゴール　ムーラン

・  書名に自由フランスがある拙著『ドゴールと自由フランス』は、日本人が初
めて書いた自由フランス研究です。その成果を現研究でも生かしています。

研 究 の 詳 細

　従来、国内レジスタンスの英雄性や自発性、積極性が高く評価され、国外レジスタンスの自由フラン
スとの関係については等閑に付されていました。とりわけ、フランス国内に派遣されたドゴールの代理
ジャン・ムーランと国内レジスタンス諸組織との関係については、不明な点も多々ありました。そこで、
国内レジスタンス諸組織の統一がいかにして達成されたのかを、南部自由地区の南ルートと北部占領地
区の北ルートに細分して、各々を解明中です。統一の仕事を託されたのがムーランであり、彼は南部地
区レジスタンス組織の統一を先導しました。北部地区のレジスタンス組織の統一を成し遂げたのがムー
ランのライバルでもあり、自由フランスの一員のピエール・ブロソレットです。最終的に南北両地区の
統一は1943年 5月に達成されます。以上の分析によって、自由フランスによる国内レジスタンスの
包摂過程が解明されるものと期待されます。

　1960年代末まで、ナチ占領下フランスの歴史研究はドイツと戦った国内レジスタンスに関心が注が
れましたが、1970年以降、ドイツと協力したヴィシー政権の政策やユダヤ人迫害へと研究視点が移行
しました。1990年代に入ってからは、国外レジスタンスの代表である自由フランスの本格的な研究が
始まっています。
　このような研究動向と並行して、1994年に『ナチ占領下のフランス』（講談社、1994）を公表し、協力・
抵抗・沈黙していたフランス人の実態をバランス良く描きました。次いで『ホロコーストのフランス』（人
文書院、1998）によって、1990年代に開かれたユダヤ人迫害を訴因とする2つの裁判を通して、ヴィ
シー政権の実態、および歴史と記憶の問題に迫りました。さらに、自由フランスがいかにして主権を回
復し、共和的合法性を再建したのかについて『ドゴールと自由フランス』（昭和堂、2017）で解明し
ました。現在は、自由フランスが国内レジスタンス諸組織をいかにして統一に導いたのか、その際の両
者の軋轢などについて研究を進めています。
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ナチ占領下のフランスに関する歴史研究
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