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2021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】
., 

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-8・問題 II

歴史学研究指導 高木徳郎 問題皿ー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 m-C・問題N

歴史学研究指導 石濱裕美子 問題皿ーD・問題N

歴史学研究指導 小松香織 問題 m-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 問題皿ーG・問題N

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 IIIー 1・問題N

地理学研究指導 山内 昌和 問題 m-J。問題W

政治学研究指導 遠藤美奈 問題 m-K•問題N

経済学研究指導 藁谷友紀 問題皿ーL・問題N

経済学研究指導 熊谷善彰 問題皿ーM・問題N

社会学研究指導 若林幹夫 問題 1I[—N ・問題N

｝ディ了・ユミュニケーション学研究指導 伊藤 r寸人 問題皿ー0・問題W

メディア・コミュニケーション学研究指導 野中 章弘 問題皿ーP・問題w

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」 • 「m-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「 6枚」 （本ページ含む）、解答用紙は「 2枚」です。必ず枚数を確認すること 。

以上

ー



2021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】

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)

「地理的な見方や考え方」を育成する方法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)

民主主義体制の維持という学校教育の課題において、歴史教育が果たしうる貢献

と限界について述べなさい。

問題II 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） 日本史において境界を研究する意義について述べなさい。

II-b （東洋史） 清朝以後の中国とイスラームとの関わりについて論じなさい。

II-C （西洋史）

II -e （政治学）

Il-f （経済学）

ヨーロッパの歴史に関し、古代・中世・近世・近代という時代区分の妥

当性について論じなさい。

リモートセンシング (remotesensing)の原理を証明するとともに、そ

の具体的な応用事例について述べなさい。

日本における二院制の現代的論点について論じなさい。

市場経済における調整メカニズムを説明する際に、アダム・スミスにし

たがって invisiblehandという用語が用いられる。何と何が調整され、

その結果何が達成されると考えられているのか。説明しなさい。

Il-g （社会学） 階級と文化資本の関係について、これらの言葉の定義を説明したうえ

II-d （地理学）

で論述しなさい。

II-h（メディア・コミュニケーション学） 現代社会におけるソーシャルメディアの影響

について、具体的な事例を挙げて多角的に論じなさい。
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2021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】

問題頂 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~P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。

院庁下伊賀国五箇御庄司等

仰下国街訴申条条事

ー、可令検注御庄出作田事

右、去九月日在庁解状僻、検田者是国中之大事、最前之厳政也、因之雖神社仏寺権門勢家之

庄領、敢莫不承諾、就中件御庄出作、代代之間、皆所入勘也、而当任初致対捧之条、言語道

断事也、加之郡司刀扁等者国衡之進止、検田検晶之時、以彼等為図師致沙汰之処、猥仮庄家

之威、不叶国術之催、所為之旨、甚不当也、条里坪並以図師為明鏡、不相具彼等者、以誰人

可分別肝陪哉、早任法可致沙汰之旨、欲被裁下者、以解状尋庄家之処、申云、毎任被検注、

何始可対捧哉者、任国街下知、相具図師等、可令検注件出作田芙、

ー、可令早随収納使催、弁済出作田所当官物事、

右、同解状倫、当国本自為狭少最亡国之上、庄田已多、而公田不幾、僅所残之公田、彼庄民

等恣出作、不弁済所当官物、宰吏何以可弁済有限済物、勤仕臨時公用哉、抑件出作之輩、官

物難済之基者、偏募庄家之威、不用国術之使、只弁否任意之所致也、所行之条、尤無其理、

早任傍例、例入徴収納使、無合夕之未済、令致其弁、兼又随収納所之召、欲令致進未沙汰、

若有対拌之民者、収公其名田、永停止出作者、以解状、同尋庄家之処、申云、召負名於収納

所、被致進末沙汰者、庄民訴訟也、只被催庄家、有何煩哉、於致未進之輩者、早可令徴済也

者、任所当諧可令徴済、猶致末進之名、如庄家申状、付庄家加催、不可令致所渋、於強対拝

之名者、停止出作之号、可為公田也、

ー、（中略）

以前参箇条、所仰如件、庄司宜承知、不可違失、故下、

天養元年十月廿日 主典代主計権助兼因幡権介皇后宮大属大江朝臣

別当権大納言藤原朝臣

（以下略）

(1)上記の史料の箇条書きの部分をすべて平仮名で読み下しなさい。

(2)上記の史料の箇条書きの部分を現代日本語に訳しなさい。

(3)上記の史料に基づき、この当時の国街と国街領の実態について論じなさい。
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2021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】

m-B （歴史学研究指導 日本史2)

次の史料は、天保8年(1837)に起こった事件の指導者が発した檄文の冒頭部分である。

この文面をふまえて、近世後期の政治情勢や人々の秩序意識について論じなさい。

四海こんきういたし候は>天禄ながくたいん、小人に国家をおさめしめば災害井至と、昔の

聖人深く天下後世人の君・人の臣たる者を御誠被置候ゆへ、

東照神君二も、鰈寡孤独二おひて尤あわれみを加ふへくハ是仁政之基、と被仰置候、

田一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) 戦時期日本をめぐり、総動員の特徴、 「皇民化」政策、大東亜共栄圏の建設について

まとめて述べなさい。

(2) 沖縄戦から 1970年代に至る沖縄の歴史についてまとめて述べなさい。

lII-D （歴史学研究指導東洋史 1)

20世紀初頭、ロシアの仏教徒がチベット仏教界に果たした役割について論じなさい。

III-E （歴史学研究指導東洋史 2)

「オスマン帝国と黒海」をテーマに、 18世紀以後に重点を置いて論じなさい。

ill-F （歴史学研究指導西洋史 1)

十字軍とイタリア諸都市との関係について、その具体的情報と歴史的意毅について、それ

ぞれ説明しなさい。

rn-G （歴史学研究指導西洋史2)

次の①～③について論じなさい。

① 「中欧」概念

②国民国家の後退と再浮上

③民族の虚構性
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2021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】

m-H （地理学研究指導 自然地理）

以下の事項についてそれぞれ説明しなさい。

1)埋立地と干拓地

2)火砕流と土石流

3)砂州と砂丘

4)網状流路と蛇行流路

5) リアス海岸とフィヨルド

rn-I （地理学研究指導人文地理 1)

日本の地方都市（市町村）が「コンパクトなまちづくり」をめざす際に直面しがちな都市

計画上の課題について、カッコ内の語句をすべて用いて説明しなさい。なお、指定語句を

使用した箇所には下線を引くこと。（サスティナビリティ、市町村合併、都市再生特措法、

逆線引き、誘導区域、公共交通）

ffi-J （地理学研究指導人文地理2)

近年の日本における外国人人口の地理的分布について説明しなさい。

肛ーk （政治学研究指導）

外国人をめぐる現代的問題について憲法学の視点から論じなさい。

m-L  （経済学研究指尊 1)

技術革新における企業家 (entrepreneur)の役割について論じなさい。

m-M  （経済学研究指導2)

資本資産価格モデルとファクター・モデルについて論じなさい。

m-N （社会学研究指導）

次の2つの問いから 1つを選択して解答しなさい。

(a)「構造」、「過程」、「変動」 という点から、現代都市の空間と社会について具体的な事例

を交えて論述しなさい。

(b)文化と社会の関係について、具体的な事例をあげて論述しなさい。

m-0 （メディア・コミュニケーション学研究指導1)

マクルーハンが『メディア論』ならびに『メディアの法則』で指摘した「逆転 (reversal)」

と「回復 (retrieval)」に関して、具体的事例に即しながら説明しなさい。
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2021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】

Ill-P （メディア・コミュニケーション学研究指導2)

日本における「報道の自由」の現状を述べ、その問題点、課題について具体的な事例を 3

つ以上あげて、論じなさい。

問題IV 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。

w-a 社会科・地理歴史科の学習における地図活用の重要性について述べなさい。

IV―b 歴史教育ならびに公民教育において思考力や表現力を育成するためには、教育内容

を従来の半分程度に削減する必要があるとの意見がある。この意見の妥当性について検

討しなさい。
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