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2020年度早稲田大学大学院教育学研究科

修土課程一般・外国学生入学試験問題

［専門科目］ 【社会科教育専攻】

解答上の注意

1. 社会科教育専攻の入学試験問題は、問題 I～問題IVまであります。

出願時に届け出た研究指導・指導教員により、下記の表の解答すべき問題に答えなさい。

志願票に記入した研究指導名
志願票に記入した

解答すべき問題
指導教員名

社会科教育研究指導 池 俊介 問題 I-A・問題 Il

社会科教育研究指導 近藤孝弘 問題 I-B・問題 Il

歴史学研究指導 高木徳郎 問題 III―A・問題N

歴史学研究指導 大橋 幸泰 問題皿ーB・問題N

歴史学研究指導 大門 正克 問題皿ーC ・問題w

歴史学研究指導 石濱裕美子 問題 III―D・問題N

歴史学研究指導 小松香織 問題皿ーE・問題N

歴史学研究指導 堀越宏一 問題皿ーF・問題N

歴史学研究指導 小森宏美 問題 Il[一G・問題w

地理学研究指導 久保純子 問題皿ーH・問題N

地理学研究指導 箸本健二 問題皿ー 1・問題N

地理学研究指導 山内 昌和 問題 m-J働問題N

政治学研究指導 遠藤美奈 問題皿ーL・問題N

経済学研究指導 薬谷友紀 問題 m-M・問題N

経済学研究指導 熊谷善彰 問題皿ーN・問題N

社会学研究指導 若林幹夫 問題 m-o・問題N

｝ディア・コミュニ炉ション学研究指導 伊藤 守 問題皿ーP・問題N

｝ディア・コミュニケーション学研究指導 野中 章弘 問題 m-Q。問題N

2. 解答すべき問題以外を解答した場合、当該解答は「 0点」となります。

3. 解答用紙の所定欄に、 「問題番号」 （例： 「I-A」 • 「III-A」など）を必ず記入すること。

また、全ての解答用紙の所定欄に受験番号・氏名・研究指導名・指導教員名を必ず記入すること。

4.解答用紙は、 「問題番号」別に使用すること（一つの問題で一枚使用） 。

5. 解答用紙のホッチキスは、はずさないこと。また、無解答の解答用紙でも提出すること。

6. 問題用紙は「 5枚」 （本ページ含む）、解答用紙は「 2枚Jです。必ず枚数を確認すること。

以上
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問題 I 社会科教育研究指導の志願者は、表紙を参照のうえ、教員別に指定された Aまたは Bを選んで答えなさい。

I -A  （社会科教育研究指導 1)

地理学習で育成すべき資質・能力について、考えるところを述べなさい。

I - B  （社会科教育研究指導 2)

近年注目を集めている初等・中等学校での哲学教育に期待される政治教育上の意義について、その予想される限界

とともに述べなさい。

問題n 社会科教育研究指導の志願者は、次のa~hから 1問を選んで答えなさい。

II -a（日本史） 日本史においてマイノリティを研究する意義について述べなさい。

II -b（東洋史） 上座部仏教、大乗仏教、チベット仏教のアジアヘの伝播過程について述べ、それぞれがどのよう

な社会を作り上げたかを述べなさい。

II -c（西洋史） ヨーロッパの歴史上、「ルネサンス」と呼ばれる現象がいくつかある。そのような「ルネサンス」

について、その共通性と同時に、一つの事例を取り上げて、その具体的内容を説明しなさい。

Il-d（地理学） 地図の投影法のうち、①正距、②正積、③正角それぞれの例を挙げ、その特色を説明するととも

に、それぞれの世界地図で主題図を作成する場合にどのような注意が必要か、具体的な主題の例をあげて説明しなさ

II -e（政治学）

Il -f（経済学）

日本における「知る権利」の現状と課題について論じなさい。

平均費用逓減産業に対する政府の介入のあり方について論じなさい。

II - g（社会学） 個人主義 (individualism) と集団主義 (collectivism)の意味を説明し、現代日本社会の具体的

な事例について、これらの概念を用いて論じなさい。

II-h （メディア・コミュニケーション学） デジタル技術の発達による情報化社会の変化を歴史的な文脈を踏ま

えながら論じなさい。
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問題m 歴史学、地理学、政治学、経済学、社会学、メディア・コミュニケーション学の各研究指導の志願者は、表

紙を参照のうえ、教員別に指定された A~Qを選んで答えなさい。

m-A （歴史学研究指導 日本史 1)

次の史料を読んで、下記の(1)~ (3)の問に答えなさい。

太政官牒鞍馬寺

雑事参箇条

一 応停止諸国人民、以私領寄与悪僧、井不経上奏語取国免庁宣事

右、左大臣宣、奉 勅、暗愚之民、放濫之輩、各属僧徒之凶悪、寄与私領、偏忘法律之厳密、乖杵公平、然間称伝券契、

暗企非論、不知制符、還成押領、奸濫之甚、莫大於斯、殊加厳誡、菓犯確禁、若背制止、任法科断、兼又決証文之虚実、

令偽書従毀破、就中、寛徳以降、庄園新立之制、行来尚芙、而近代宰吏、偏依阿容之浅深、不顧上奏之有無、初任雖申

停廃之宣旨、後年還成免除之国判、論之政道、登合吏途哉、専守制法、令従停止、若猶悪僧之奸濫不止、宰吏之私曲難

禁者、国司交替之後、令新司注進前司国免之所所、且随其状跡、悪僧井前吏相共科違勅罪、新司知而不録、亦与同罪

者、

（中略）

応停止悪僧濫行事

右、同宣、奉 勅、諸寺諸山之悪僧、唯事濫行、京畿諸国之所部、未得禁制、因舷、称出挙之利分、催徴国郡、号仏僧

供料、責煩人庶、誠是国之轟害、民之蟄賊也、過而不改、是為過、自今已後、 f造従停止、若尚不拘制法者、令本寺所司、

注進父母、師主及所縁等、知不告言、罪条亦同、若愁訴不可黙止者、宜付寺司、早経上奏者、

以前条事如件、寺宜承知、依宣行之、徴到准状、故牒、

建久二年三月廿二日 修理左宮城判官正五位下行左大史小槻宿禰（花押）牒

正四位下行右中弁平 「朝臣J

＊箪秤そむき逆らうこと。

＊蟄賊 良民を害する悪人のたとえ。

(1)上記の史料をすべて平仮名で読み下しなさい。

(2)上記の史料を現代日本語に訳しなさい。

(3)一ヶ条目の記述をもとに、当該期の地方支配制度の現状について説明しなさい。

III-B（麿史学研究指導 日本史 2)

次の史料は、「大猷院殿御実紀」（「徳川実紀」）の寛永 15年 4月 12日と同年 7月 19日の条の一部である。史料中

の下線部の事件は、民衆運動史上、どのように位置づけられるか。この史料をふまえて、論じなさい。

(4月 12日）この日肥前国島原城主松倉長門守勝家所領六万石収公せられ、 美作国にながされ、森内記長継にあづけ

られ、其弟右近重利は讃岐国に流され、生駒壱岐守高俊に、弟三弥重高は松平長門守秀就にあづけらる、……侯臣を

信用し、国政みだりがはしく民を苦しめけるより、こたびの一乱を引起しけるをもて、罪蒙りしなり、

(7月 19日）さきに罪蒙り森内記長継にあづけられたる松倉長門守勝家、その所領にて逆徒蜂起せしめしのみなら

ず、平日侯臣を登用し、国民をくるしめし罪かろからずとて、長継が宅地にて斬に処せられ、
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m-C （歴史学研究指導 日本史 3)

次の(1)(2)のいずれかを選択して、解答しなさい。

(1) 第一次世界大戦の世界史的影響をふまえ、第一次世界大戦から 1920年代における日本の変化を、政治・経済・

社会・思想の各局面にわたって述べなさい。

(2) 1930年代～1970年代を対象にして、日本と東アジアのかかわりについて述べなさい。

rn-D （歴史学研究指導東洋史 1)

明治維新以後の日本の仏教界と世界の仏教界の交流状況について述べなさい。

III-E （歴史学研究指導東洋史 2)

キプロスをめぐるトルコとギリシアの対立の歴史的背景となるオスマン帝国支配下のキプロスについて論じなさい。

III-F（歴史学研究指導西洋史 1)

中世ヨーロッパの身分制議会とはどのような存在だったのか。各国の具体例に即して論じなさい。

IIl-G （歴史学研究指導西洋史 2)

ヨーロ ッパ近現代史における「民族」について、具体的事例を挙げて論じなさい。

m-H （地理学研究指導 自然地理）

(1)右の図について詳しく説明しなさい。

島

滋

相模舘

0 50血
9 9 9 9 1 9 

(2) 以下の事項についてそれぞれ説明しなさい。

①第四紀の定義と細分 ②地球上の火山分布の特色

③ケスタ地形 ④ （河川の）網状流路

に区 巨ヨ巨コ 亡コこコ ----30 0 
火山 山地丘陵下末吉面武蔵野面 沖稼下末吉面の相対的な

と立川面 低地 応度(m) 沈降中心
、▼'

洪積台地

m-I （地理学研究指導 人文地理 1)

以下の①、②のいずれか 1問を選び、問題番号を明記の上で説明しなさい。

①フロリダ (R.L. Florida) が提唱するクリエイテイプ産業のスパイキー (spiky) な集積形成

②日本の地方行政における「人口のダム」論と、その担い手とされる産業の変化
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2020年度早稲田大学大学院教育学研究科

修士課程一般・外国学生入学試験問題

［専門科目］ 【社会科教育専攻】

rn-J（地理学研究指導 人文地理 2)

地理学の議論を踏まえ、田園回帰が提起された社会的背景、田園回帰の現状、ならびに田園回帰が農村地域に及ぼ

す可能性と限界を論じなさい。

m-L （政治学研究指導）

家族に関する日本の最高裁判例の近年の動向について説明し、論評しなさい。

Ill-M（経済学研究指導 1)

「企業をオープン・システムとしてとらえる」ことの意味について論じなさい。

lll-N（経済学研究指導 2)

正味現在価値に基づく投資判断がもつ限界について論じなさい。

Ill-0 （社会学研究指導）

社会における“存在”と“関係”と‘‘意識”の関係について、具体的な事例をあげつつ社会学的に論じなさい。

lII-P（メディア・コミュニケーション学研究指導 1)

科学技術の発達、とりわけデジタルメディア技術の急速な発展に伴い、「規律訓練型社会」から「制御管理型社会」

への変化が生まれているとの識論があるが、その議論を整理したうえで、その点に関する自身の考えを述べなさい。

m-Q（メディア・コミュニケーシ ョン学研究指導 2)

メディア産業の課題、問題点をジャーナリズムとの関連において論じなさい。

問題w 歴史学、地理学、政治学、経済学、社会学、メディア・コミュニケーション学の各研究指導の志願者は、次

の a、bのうち 1問を選んで答えなさい。

IV-a 

「社会的な見方・考え方」について述べなさい。

I¥I-b 

外国にルーツを持つ住民の増加が， 日本の学校における歴史ないし公民教育にもたらす課題について述べなさい。
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