
2021年度　教育研究活動報告書

１）教育

３）社会貢献

４）学内運営

１）教育

２）研究

３）社会貢献

４）学内運営

【1】あなたの今年度の本学での活動を以下の項目にしたがって文章でまとめてください。
［1-1］自己評価　①教育 ②研究 ③社会貢献 ④学内運営に沿って書いてください（1200字程度）

通学・通信の授業を担当することを中心に、オフィスアワーはもちろん、研究室在室時は学生諸君の質問に答えたり、学習の進
め方などに関する相談に乗ったりした。その際、学生諸君に日本史学や教職課程に興味・関心を持ってもらえるよう工夫し、学
びのモチベーションが高まるように努めた。また、今年度春学期はオンライン授業、秋学期は対面授業が中心となったが、できる
だけ質疑応答やグループ・ディスカッションの機会を作るなど、いずれの授業形態においても学生が積極的に授業に参加し、日
常的にも自主的・主体的に学ぶことのできる能力を育成できる授業運営を心掛けた。

２）研究
昨年度、ハーバード大学東アジア・言語・文明学部において招聘研究員として研究に専念する機会を得たが、その際の研究成
果をまとめ、発表することに努めた。全ての研究成果を発表するには至らなかったが、英語論文1編を発表することができた。ま
た、今年度もコロナ禍が継続する中で、『子どもの文化』から「特集：わたしたちと感染症―過去・未来―」へ寄稿を求められ、論
文1編を執筆した。さらに科学研究費補助金（基盤(C)）の最終年度にあたり、研究成果の一部をまとめた報告書を刊行した。

西宮神社文化研究所の客員研究員として、西宮神社所蔵の古文書の調査・研究などを行うとともに、井澤商事の常任顧問とし
て、それぞれが行う地域歴史文化に関する事業に協力、或いは指導した。また、三木市通史編専門委員会の委員・近世史部会
長として、『新三木市史』刊行に向けての調査・研究を行うとともに、近世史部会の統括責任者を務めた。

教授会・全体打ち合わせ会をはじめ、学内委員会にも出席し、必要に応じて発言することで、モチベーション行動科学部、教務
委員会、教職課程委員会、褒賞懲戒委員会の運営に一定程度の貢献を果たした。また、モチベーション行動科学部の授業「基
礎演習Ⅲ」「基礎演習Ⅳ」の中心メンバーの一員も務めた。

[1-2]今後の目標と計画　①教育 ②研究 ③社会貢献 ④学内運営に沿って書いてください(800字程度）

授業評価アンケートはもちろん、普段からの学生諸君の要望などを参考にしながら、通学・通信ともに、学生満足度の高い授業
を行っていく。また、オフィスアワーや空き時間を利用して、学生諸君の質問などに答え、学ぶことの楽しさを感じてもらい、学習
効果が上がるアドバイスも行っていく。さらに、状況にもよるが、例年好評である学外授業をできるだけ多く取り入れるなどし、受
講生の授業満足度を高めつつ、学習意欲も高めることを目指していく。

次年度は著書（単著）1冊・論文1編を執筆するとともに、学会において研究発表を行う予定である。また、近年は国際的にも日
本史学者としていくらか評価いただき、海外の大学から共同研究についての話を頂戴している。ウィルクス大学のAkira Shimizu
准教授との共同研究は、その一つである。また、公益財団法人德川記念財団の理事・徳川家広氏（徳川宗家19代）のご依頼に
より、共同研究も予定されている。研究そのものを進めるとともに、そこで得られた諸成果を、本学の教育に活かしていく。

所　　　　　　属 　　職　　　　位 学　　　　　　　　　　　位氏　　　　　　名

山﨑善弘 モチベーション行動科学部 准教授 博士（文学）(関西大学)

引き続き西宮神社文化研究所の客員研究員、井澤商事の常任顧問、三木市通史編専門委員会の委員・近世史部会長として、
各々が行う地域歴史文化に関する事業に従事する予定である。

教授会・全体打ち合わせ会はもちろん、学内委員会において、必要に応じて建設的な発言をすることで、学内運営に貢献した
い。併せて、ワーキンググループなどにも参加することで、より積極的に学内運営へ関わり、寄与していく。



分類 就任年月 退任年月
学会 2015.11 現在に至る

2014.12 現在に至る
2014.6 現在に至る
2010.1 現在に至る
2008.6 現在に至る

1998.11 現在に至る

研究会 2019.4 現在に至る

2016.4 現在に至る
2015.4 現在に至る

法人 2017.5 現在に至る
2017.4 2018.3
2011.4 現在に至る

自治体 2017.1 現在に至る

2015.11 2020.3

就任年月 退任年月
2021.4 現在に至る

2020.4 現在に至る
2019.4 2020.3

2018.4 現在に至る
2018.4 2021.3
2018.4 2019.3
2017.4 2018.3
2017.4 2018.3

専門演習Ⅰ(通)
専門演習Ⅱ（通）
基礎演習Ⅲ

分類 著者名
単著
共著
の別

発行又は
発表年月

発行所、発行雑誌又
は発表学会等の名

称

著書 山﨑善弘編 共著 2022.3 山﨑善弘

卒業研究（通）

【3-1】著書・論文・社会活動（その他）　2021年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

著書、学術論文等
の名称

概要

学びとモチベーション（信）
基礎演習Ⅱ(通)

東京未来大学図書館所蔵
大西家文書仮目録

科学研究費補助金（基盤
(C)）、2018年度～2021年度
「姫路藩領における綿業の展
開と領主権力・地域社会」の
研究成果の一部である。主に
研究で使用した古文書群の
調査研究成果をまとめている

（総90頁）。

委員
研究推進委員会 委員
図書館管理運営委員会

副代表

近世村落史研究会 副代表
播磨綿業研究会

委員

井澤商事 常任顧問

委員会 役職名

褒賞懲戒委員会

歴史学（通・信) 

教育実習Ⅱ（中・高）(通)
教育実習Ⅰ（中・高）(通)

教育実習事前事後指導（中・高）(通)
教職実践演習（中・高）(通)

地域史論(通) 
日本史Ⅱ(通)
日本史Ⅰ(通)

教務委員会

通信学務委員会

委員

担当授業科目

学内委員

摂津市 摂津市史執筆委員

保育・教職センター管理運営委員会 委員
委員

教職課程委員会 委員

カリキュラムマップ及びナンバリングに係るワーキンググループ 構成員

専門委員
西宮神社文化研究所 客員研究員

社会活動

京都民科歴史部会 学会員

大阪歴史学会

学会員

学会員
学会員

日本史研究会

基礎演習Ⅳ(通)

社会経済史学会

三木市 三木市通史編専門委員会委員・
近世史部会長

The Possibilities of Commoners: The Role and
Significance of “People” in Japanese
History

代表

機関名・企業等名 役職等名
東北アジア文化学会（大韓民国） 学会員
Association for Asian Studies （アメリカ合衆国）

【2】社会活動（学会、研究会、法人、自治体等）　2021年度　　　　　　　　　　　　　　

学会員

住吉歴史資料館



学術論文
Yoshihiro
Yamasaki

単著 2022

In T.D. Amos & A.
Ishii (Eds.),

Revisiting Japan’s
restoration: new

approaches to the
study of the Meiji
transformation .

Abingdon:
Routledge. (pp.274-

281)

学術論文 山﨑善弘 単著 2022.2
『子どもの文化』2022
年2月号、pp.10-17

分類 機関・財団等
代表
分担
の別

学外
日本学術振

興会
代表

学内
東京未来大

学

学内
東京未来大

学

江戸時代の疫病対策

江戸時代にも感染症、当時
の一般的な言葉で言えば疫
病が流行した。その具体的様
相と、それらに対する江戸幕
府などによる対応策を明らか
にすることで、現代人がコロ
ナ禍の渦中で過去から何を
学べるか、また、未来にわ

たって我々が感染症に対す
るいかなる危機管理をなすべ

きかを論じた。（査読有）

From Shogunal
benevolence to monarchial
compassion: the shifting

status of “voices from the
bottom” in the Meiji

restoration

 By exploring the case of
large-scale petitionary

protests (kokuso)  and riots
directed against the new

government (shinsei hantai
ikki ), this study seeks to

gain a new understanding of
the Meiji Restoration by

examining the transition from
shogunal benevolence to the

Meiji compassionate
response. （査読有）

年　　　　月受賞者名（連名も含む） 名称 機関・財団等

なし

【3-2】研究資金獲得状況　2021年度

【3-3】受賞・表彰

江戸時代の疫病対策 200,000
東京未来大学特別研究助

成

研究費名称 研究課題名 採択金額　（円）

科学研究費補助金（基盤
(C)）

姫路藩領における綿業の展開と
領主権力・地域社会

455,000

東京未来大学特別研究助
成

Political Participation of
Peasants: Peasant Risings
(Hyakushō Ikki) during the

Tokugawa Period

150,000


