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１．テーマの設定 
１‐a. 問題関心・テーマの設定  
 卒業論文を書くためには、まず自分自身の関心にそって問題（疑問）を発見すること（問題関

心の発見）が必要である。問題（疑問）発見の方法はさまざまだろう。個人的な問題から出発す

る場合もあるし、社会的な問題から出発する場合もある。また、問題のひきだし方も多様だろう。

ある問題が「今とどのように違ったのだろうか」と問う方法（遡行的方法）もあるし、「日本と

外国ではどのように違うのだろう」と問う方法（比較的方法・比較史的方法）もある。いずれの

場合も重要なことは、「なぜ自分がそのテーマを選んだのか？」という自覚をもつことである。

なぜならば、自覚をもたずに作業をすすめると、論文を主体的に書き進めることが出来なくなっ

てしまうからである。 
 では、どうすればテーマの設定ができるのだろうか。そのためには、かなりの量の読書が必要

であることをまず認識しなくてはならない。テーマ設定のプロセスとして、たとえば、次の二つ

のような場合が考えられるだろう。第一は、概説書を読み、その一部に興味をもったあとで次第

に焦点がせばまり、最終的に確定する、というプロセスである。第二は、偶然読んだ個別論文の

内容に関心をもち、次に概説書を読んで、その論文の意味や背景を理解し、自分自身の興味を定

めていく、というプロセスである。つまりテーマ設定に至るプロセスはひとそれぞれなのである。

しかし、確かなことは、できる限り多くの文献を読んだあとでこそ、卒業論文のテーマたり得る

論点をひきだすことができる、ということである。そしてこの読書を通じて得た知識は、その後

の論文執筆の際に豊かな情報として生かすことができる、という点も忘れてはならない。 

 以上の作業は、できるだけ早い時期にはじめ、必要に応じて教員や見識ある先輩に相談し、文

献や史料状況についての情報をえることが大切である。 
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１‐b. 先行研究の把握（研究史の整理） 

 テーマ設定のあとでなすべき作業は、今までにそのテーマについてどのような研究が行われて

きたかを把握することである。つまり、先行研究によって何が明らかになり、また何が明らかに

されていないのか、を知らなくてはならない。なぜならば、卒業論文を執筆する目的は、先行研

究の成果を学びつつ、批判・訂正したり、あるいはあらたな知見を示したりすることだからであ

る。 

 まず、最新の研究書、あるいは学術雑誌に掲載された論文を入手する。信頼のおける研究成果

であれば、「序論」に系統的な研究史が整理されている。また『歴史学研究』や『歴史評論』な

ど各種雑誌の総目録や、『史学雑誌』の「回顧と展望」（毎年５月号）・「○○関係文献目録」（毎

月号）、あるいは『地方史情報』（岩田書院）を活用して、先行研究をおさえることもできる。さ

らに『○○研究入門』などのシリーズ本も有益だろう。 

 以上の作業が進んだら、その中から「自分が何を読むべきか」をよく考え、重要と思われる文

献・論文を熟読し、いかなる点が問題にされているのかを改めて認識することが重要である。 

 

１‐ｃ. 論文執筆の基盤 

 説得力のある卒業論文を書くためには、なによりも地道な研究作業の積みかさねが重要である。

  

 研究の第一歩は、自分のテーマに即した文献を手に入れることである。まず、教員や先輩の手

元にないかを確認しよう。次に、千葉大学の図書館や資料室（研究室）に所蔵されていないかを

OPACなどを利用して検索する。さらに、他大学や他研究所が所有していないかどうか NACSIS 
Webcat (http://webcat.nii.ac.jp/) や国立国会図書館の OPACなどを検索して確認し、国内にある場
合には、図書館の相互利用サーヴィスを利用して入手しよう。国内にない場合には、それを所蔵

する外国の図書館にコピーを依頼するか、出版元から購入しなくてはならないが、これはかなり

時間がかかると考えておいたほうがよい。そのため、早い時期に必要な図書・論文の所在を確か

め、必要な場合には迅速に外国の研究施設あるいは書店との連絡作業を進めることが必要になる。 

 研究の第二歩は、入手した文献の熟読である。このとき、「ただ読む」のではなく、必要事項

をカードまたはノートなどにまとめることが重要である。また、「どの文献の何ページ」に書か

れていたのかなど、あわせて記録する必要がある。なぜならば、この作業を怠ると、あとからも

う一度情報についての詳細を確認するときに、文献を再び読み直さなくてはならない、という二

度手間になるからである。もう一つ重要な点は、註をよく見て読むことである。註には論拠とな

る資料や文献が挙げられていることが多い。今度はその注に挙げられていた文献を探し出して読

むことによってテーマに関する情報をさらに豊かにし、理解をさらに深めていくことができる。 

 以上の作業を積み重ねることによって、自分が考察しようとするテーマ（問題関心）が研究史

とどのような関係にあるのか理解することができる。このことは、卒業論文執筆計画書の作成を

スムーズにさせ、論文全体の構成を考えるための重要なステップになるだろう。 

 

２．研究史と史料の検討 
２‐a. 自分なりの「研究史」の作成  
 さきほど、先行研究の把握が重要であることを記したが、実際に卒業論文を執筆するときには、

自分なりに研究史を整理する必要がある。作業の手順としては、既存の研究で不十分にしか分析

されていない点、あるいはこれから明らかにされなければならない点などを箇条書きにしてみよ
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う。ここから、自分なりの研究史の「原型」が出来上がり、序論のベースが姿をあらわしてくる。 
２‐ｂ .  史料の検討  
 研究史の整理とあわせて、テーマに関する史料を集めなくてはならない。歴史学研究において

は、なによりも史料分析が重要である、ということをいつも意識しておこう。 
 最初に、先行研究でよく用いられる史料を収集する。所在については、教員や先輩、または該

当する分野の研究者に相談するとよい。なお、史料収集（または図書・論文の照会）のために諸

研究機関や個人に依頼するときには、まず指導教員と事前に打ち合わせをしよう。教員の紹介に

よって作業が円滑に進むことがあるからである。また、何のために、どの史料を見せてもらうの

かをじっくりと考えるためにも、指導教員のアドヴァイスが有効だろう。その後、相手と連絡を

とり、きちんと面談の約束をしなくてはならない。 
 つぎに、入手した史料をよく読み、その中から先行研究では十分に検討されなかったり未分析

のままであったりする部分を探し出す。そうした箇所を見つけることによって、既存研究の不備

な点や、不自然な解釈を指摘できるのである。卒業論文を執筆する目的は、まさにここにある。

また、実際に史料を読み進めるうちに、それまでの自分の考え方が変わることもあるが、これは

先に記した地道な作業の成果であり、すぐれた論文の基礎が築かれていく大切なステップなので、

これを契機により緻密な研究を進めることが可能になる。 
 
３．論文の構成 
３‐a. 構成のたて方  
 論文の構成を、頭の中だけでまとめるのは難しい。 
 まず、自分が卒業論文のなかで論じようとする項目を紙に書き出してみよう。そしてそれらを

いくつかにまとめながら、章と節に区分してみよう。その作業は、一度で終わるものではないし、

研究の進行とともに何度も繰り返され、書き直されるはずである。 
３‐b. 構成の概要  
 通常、論文は「序論」「本論」「結論」の三つの部分から構成される。 
 「序論」では、問題関心、研究史、考察しようとする問題点とその分析方法（視点）を明らか

に示す必要がある。 
 「本論」は、「序論」で示した具体的な問題点（問い）を解決する（問いに対する答えを見つ

ける）ために執筆するものである。独りよがりの叙述は説得力がないので、＜推論＞＜仮説＞＜

論証＞といった筋道のとおった展開を心がけよう。また自分自身がきちんと理解している言葉を

用い、簡潔に論述しなくてはならない。わざわざ難しい言葉を使う必要はないのである。さらに

重要なことは、他人の見解と自分の意見との区別をつねに自覚しながら、執筆を進めなくてはな

らない。この点をあいまいにすると、無意識のうちに「剽窃」（他人の文章、語句、説明、論点

などをあたかも自分が考え出したものであるかのようにして盗むこと）という行為になりかねな

い。あとで詳述するが、＜註＞の付し方は、この「剽窃」行為を防ぐためにとても重要である。

「剽窃」が明らかになり、その事実が確認されれば、研究者としての生命を失うほどの犯罪行為

であることを自覚しておかなくてはならない。 
 「結論」では、全体を通して主張しようとしたことをもう一度要約する。また分析した史料の

制約などから、十分に論じることのできなかった問題点などを改めて確認し示すことも必要であ

る。 
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４．用語と表現 
４‐a. 術語  
 学術論文では、的確かつ厳密な用語をもちいなければ説得力を示すことはできない。その際、

語句の意味を自分で十分に理解してからもちいることが重要である。また、多義的な言葉、未成

熟な言葉、新しい造語などは極力用いないようにすることが必要だろう。やむを得ず使用する場

合には、必ず語句の概念を規定し、意味を確定する必要がある。さらに、一般に使用されている

語句に特定の意味をもたせて使用する場合にも、その旨を明示しなければならない。漢字、外国

語の綴りは正確に記し、論文中では一貫させることが必要である。 
４‐b. 訳語  
 人名、地名などについて訳語を表記する場合には、初出のすぐあとに括弧を付して原綴りを示

す。なお、周知の訳語についてはこの限りではない。 
４‐c. 執筆時の注意  
 学術論文では、情緒的な表現や感情的な叙述は必要ない。さきにも記したように、的確かつ厳

密な用語を使用し、無駄のない論旨の展開こそがもっとも必要である。 
 
５．図と表 
 図と表の使用について、気をつけるべきことを下に記す。 
１．図・表にはかならずタイトルをつけること。 
２．文献や論文から引用した場合には、典拠を明示すること。また既存の図や表に手を加えて作

成した場合には、典拠と合わせてその旨を記すこと。 
 （例：・・・・・より筆者が作成。） 
３．図・表の読み方は、丁寧に注記すること。 
４．図・表の番号は、通し番号にすること。 
 
６．史料の引用 
１．引用文を本文に組み込む場合は、「」に入れる。引用が数行にわたる場合には、引用部分の

前後を一行ずつ空け、一字下げにすること（「」は不要）。一次史料の引用がとくに長い場合や多

数の場合、巻末にまとめる。 
２．引用は正確でなければならない。原文にある通りに写さなくてはいけない。旧漢字を改める

場合は、注や凡例で断る。引用文に自分の言葉を補う際には、〔〕を用いる（普通の丸括弧は用

いない）。傍線や傍点、イタリックで強調したいときは、「傍線は引用者による」と明記する。 
３．史料の引用は、できるだけ原典からおこなうこと。やむを得ず孫引きする場合には、その旨

を注記すること。 
４．無用な引用や、必要以上に長い引用は避け、適宜「・・・」（短い場合）「〔中略〕」（長い場

合）などをほどこすこと。 
 
７．註 
 註は、次のような場合に付す。 
１．引用した文献や論文、史料などの出典。 
２．参照・参考文献の指示。 
３．本文と関連する論点についての提示。 
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４．本文の事項や内容の解説、詳説、補足。 
 以下、註の付し方の一例を示す。ひとつの論文中では、統一した方法で註を付さなくてはなら

ない。また註は、通し番号とし、巻末に一括して記す（章や節では区切らない）。なお、脚注形

式でもかまわない。 
 
【和書‐初出の場合】 
a) 研究書（著者が一人の場合） 
著者名『表題』出版社（発行所）、発行年、該当ページ。 
 例）中村隆英『明治大正期の経済』東京大学出版会、1985年、53ページ。 
＊発行年について、必要であれば、当該の版数を括弧内に付す。 
 例）村瀬興雄『ドイツ現代史』東京大学出版会、1975年（第 9版）、・・・。 
＊複数巻の一巻のときには、当該巻数または巻名を書名のあとに記す。 
 例）升味準之輔『日本政党史論』東京大学出版会、第 3巻、・・・。 
   石母田正『中世的世界の形成』（『石母田著作集』第 5巻）、・・・・。 
 
b) 研究書（著者が複数の場合） 
著者（編者）が 3名以上の場合は、筆頭者名だけを記し、その後に「など」「ほか」を付す。 
 例）寺内威太郎など『植民地主義と歴史学̶̶そのまなざしが残したもの』、・・・・。 
 
c) 訳書 
訳書からの引用は極力さけ、原著にあたって引用すること。注記する場合には、著者名と訳者名

を記し、原著名を併記すること。 
 例）バーナード・K・ゴードン、青木繁訳『アメリカのアジア撤退』毎日新聞社、1969年、28

ページ（Bernard K. Gordon, Toward Disengagement in Asia, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 
1969, p. 28.）。 

 
d) 雑誌中の論文 
著者名「論文名」『雑誌名』巻号数、発行年（月）、ページ。 
 例）永田雄三「マフムート二世の中央集権化政策の一端̶̶アーヤーン，デレベイ対策をめぐっ

て」『オリエント』12巻 3-4号、1969年、149-168ページ。 
＊発行機関は、大学紀要などで区別のしづらいもののみ、雑誌名の後に括弧に入れて付す。 
 例）・・・『史学』（三田史学会）・・・ 
＊巻・号は、12/3などとしてもよい。 
 
d-1) 論文集中の一章 
 例）佐藤昌一郎「戦後の沖縄」歴史学研究会ほか編『講座日本歴史』（東京大学出版会、1985
年）、第 12巻、275ページ。 
 
e) 新聞 
筆者名「表題」『新聞名』発行年月日、朝刊・夕刊の別。 
 例）坂本義和「反動と運動」上『朝日新聞』1984年 10月 18日夕刊。 
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＊必要であれば、県版名、第＊版などを記す。 
＊表題が明記できず、新聞名だけを記さざるを得ない場合には、かならず発行年月日、朝刊・夕

刊の別を記すこと。 
 
f) 史（資）料集に所収の史料 
論文の記載方法に準じること。ただし、対象領域によってそれぞれ慣例があるので、各分野の論

文を参照し、註の付し方を確認すること。 
 
g) 未刊行史料 
所蔵場所を明記すること。表題や整理番号がある場合には、それを記す。マイクロフィルムの場

合はその旨を記すこと。 
 例）千葉県特別高等課『報告書類編冊＜右翼＞』1945 年８月、アメリカ議会図書館所蔵、米
軍没収資料マイクロフィルム R.10/3:32、国立国会図書館所蔵。 

 
【和書‐二回目以降に掲載する場合】 
様々なやり方があるが、以下の方法を推奨する。 
a) 同一著書を繰り返して引用する場合。 
著者の姓『表題の一部』、（該当巻数、）該当ページ。 
b) 同一論文を繰り返して引用する場合。 
著者の姓「表題の一部」、該当ページ。 
 
 例）永田「マフムート二世」、150ページ。 
 
＊二回目以降の引用が、既出の引用箇所から離れている場合は、表題の後に（註＊参照）と付す

と読者に親切である。 
＊表題の略記を、初出時に表題の後に（以下、「・・・」と略記）と付すと読者に親切である。 
＊引用箇所が連続している場合は、以下のようにすることもできる。 
同上、275ページ。 
＊著者名に続けて「前掲書」「前掲論文」を用いる方法もあるが、同一著者の複数著作を参照し

ている場合、どれを指すかわからなくなるため、推奨しない。 
 
【欧文文献‐初出の場合】 
a-1) 著書の場合。 
 例）Werner T. Angress, Stillborn Revolution: The Communist Bid for Power in Germany, 1921-1923 
(Princeton: Princeton University Press, 1963), vol. 1, pp. 53-54. 
＊著者名は、初出時にフルネームを記す。とくにフランス語圏では著者の姓を全て大文字にする

ことが一般的である。 
＊タイトルは、斜体で（手書きやタイプライターの場合は下線を付して）示す。 
＊英語の場合、タイトルの冒頭、及び、前置詞・接続詞・冠詞以外は大文字で始める（フランス

語、ドイツ語は、それぞれの正書法に従って大文字を用いる） 
＊副題は、コロン（＋半角スペース）の後に続ける。 
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＊該当ページが複数にわたる場合は、pp. とし、1ページのみであれば、p. とする。p. も pp. も
書かないやり方もある。 
＊発行地は必須。出版社はなくてもよい。 
＊発行地と発行年は、括弧で記す。 
 
a-2) 雑誌論文の場合 
 例）Halil İnalcık, “Ottoman Methods of Conquest,” Studia Islamica 2 (1954), pp. 103-129. 
＊論文名は、 “……” （ダブルコーテーションマーク）で示す。 ‘…’で示す方法や、タイトル末
のカンマを引用符の後に置く方法もある。 
＊雑誌名は、斜体で（手書きやタイプライターの場合は下線を付して）示す。 
＊雑誌名の末にカンマを置かずに巻号数を書くことが多いが、置く方法もある。 
＊pp. とせずに、刊行年の後にコロン（＋半角スペース）に続ける方法もある。 
＊フランス語やドイツ語についてはそれぞれの方法を参照すること（フランス語では、 “”の代
わりに «»を用い、ドイツ語では引用符を用いないのが一般的）。 
 
a-3) 論文集中の一章の場合 
 例）Suraiya Faroqhi, “Crisis and Change, 1590-1699,” in An Economic and Social History of the 
Ottoman Empire, 1300-1914, ed. Halil İnalcık and Donald Quataert (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1994), pp. 413-636.  
＊雑誌論文の表記法を参照。 
＊編者については、タイトルの前にもってきて、Halil İnalcık and Donald Quataert (eds.) とする方
法もある（編者が複数の場合、eds. とし、一名であれば ed. となる。タイトルの後ろに置く場
合は、edited byの略なので ed. のまま）。 
 
【欧文文献‐再出の場合】 
b-1) 和文文献と同様に、著者の姓と、表題の一部を示す。a-1) の文献であれば、 
 例）Angress, Stillborn Revolution, vol. 1, p. 51. 
＊「前掲書」を意味する op. cit. という表記を使う方法もあるが、どの著書であるか一目で分か
らないため、推奨はしない。 
 例）Angress, op. cit., vol. 1, p. 51. 
 
b-2) 直前の註と同じ著者の同じ文献を引き続き引用する場合。 
 例）ibid., vol. 1, p. 101. 
＊該当ページも同一の場合、loc. cit. という表記もある。 
 
【欧文文献‐巻末文献一覧の場合】 
著者の姓を前に置く。著書の場合、発行地・発行者・刊行年を括弧に入れないことが多い。各項

目をピリオドで止めることも多い。 
 例）Angress, Werner T. Stillborn Revolution: The Communist Bid for Power in Germany, 1921-1923. 
Princeton: Princeton University Press, 1963. 
 例）İnalcık, Halil. “Ottoman Methods of Conquest.” Studia Islamica 2 (1954), pp. 103-129. 
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 例）Faroqhi, Suraiya. “Crisis and Change, 1590-1699.” In An Economic and Social History of the 
Ottoman Empire, 1300-1914, ed. Halil İnalcık and Donald Quataert, pp. 413-636. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1994.  

 
 以上、註の付し方について一例を示したが、詳細は教員に相談し、適切な方法をとること。ま

た、漢文、アラビア語、トルコ語など非ヨーロッパ言語による文献については、専門の教員の指

導をうけること。 
 
【著者－刊行年方式】 
 近年、社会科学の論文などで普及しつつある文献表記方式である。巻末に文献目録を以下のよ

うにまとめ、本文中で文献に言及する際は、何某（1999: 53）あるいは何某（1980, p. 34）のよ
うにする。「・・・・（何某 1999, p. 45）。」などのように文末に典拠を挿入することができる。 
 巻末文献目録の例は以下の通り。 
例）中村隆英 1985『明治大正期の経済』東京大学出版会。 
例）永田雄三 1969「マフムート二世の中央集権化政策の一端̶̶アーヤーン，デレベイ対策をめ
ぐって」『オリエント』12巻 3-4号、149-168ページ。 
 
８．文献目録と年表類 
 これらの付し方については、各自のテーマに関する研究書・論文の慣行に従うこと。また、各

専門の教員に尋ねること。 
 文献目録や年表をつける場合には、かならず巻末にまとめること。 
 
９．その他 
 論文および卒業論文の書き方については、次のような本も市販されているので、参照すること。 
・斉藤孝『学術論文の技法』日本エディタースクール出版部、1998年。 
・中尾尭ほか編『日本史論文の書き方』吉川弘文館、1992年。 
・歴史科学協議会編『卒業論文を書く̶̶テーマ設定と史料の扱い方』山川出版社、1998年。 
・澤田昭夫『論文の書き方』講談社学術文庫、1999年。 

 
 歴史学研究を進めるためにインターネットを活用することもできる。 
 以下、歴史学とインターネットとのかかわりに関する文献のいくつかをあげておく。 
・「特集 歴史学とインターネット」『歴史評論』578号、1998年 6月。 
＊これには、小沢弘明「ネットワーク社会と歴史学」が収められている。 
・「特集 歴史学とインターネット II」『歴史評論』594号、1999年 10月。 
・Dennis A. Trinkle (ed.), Writing, Teaching and Researching History in the Electronic Age (Armonk, N. 
Y., 1998). 
                            以上 


