
 

教 育 研 究 業 績 書 

                                      ２０２０年 ５月 １日 

                              氏名   吉 岡   亮 

研 究 分 野 研 究 内 容 の キ ー ワ ー ド 
１．文学 １）日本文学 

教 育 上 の 能 力 に 関 す る 事 項 
事      項 年月日 概      要 

１ 教育方法の実践例   

１）「国語」、「日本語コミュニケー

ション」、「日本文化論」におけ

る実践例 

 

平成17年4月～

平成24年3月 

 

 

苫小牧工業高等専門学校における授業実践の事例を以下に記

す。 

国語の授業において、ほぼ毎時間自作プリントを作成し、学

生の理解度の向上に努めた。プリントでは、新出語句等を抜き

出し、辞書を用いてその意味や用例を学生に調べさせることで、

語彙力の定着を図った。また、プリントの中に３０字～７０字

程度の記述問題を作り、それを解かせた上で回収し、添削等を

行うこともあり、それによって日本語の表現力の育成を図った。

さらに、学生の理解度を把握するために、単元毎に漢字小テス

ト等も行った。 

また、平成 22年度から新設された、第四・五学年の学生を対

象とした一般選択科目「日本語コミュニケーション」を担当し、 

オーラルコミュニケーションに関する実践的な事柄を教授し

た。半期三時間のうちの一時間を受け持ち、敬語の使い方を中

心としながら、日本語の口語表現の特質や使い方を講義した。 

 さらに、平成 22・23年度後期には、第四学年の選択科目「日

本文化論」を担当した。そこでは、福澤諭吉の『学問のすゝめ』

をとりあげ、それが書かれた幕末～明治初期の時代状況と福澤

の思想との関連を講義した。 

 

２）「基礎演習Ⅰ」における実践例 

 

 

 

平成24年4月～

平成27年3月 

 札幌大谷大学社会学部地域社会学科の第一学年における「基

礎演習Ⅰ」の授業実践の事例を以下に記す。 

 基礎演習Ⅰは、いわゆるゼミナールの授業であるが、現在開

講している８つの演習（担当者 8 人）すべてで同じ内容を扱っ

ている。前期は野内良三『日本語作文術』（中公新書）を教科書

として使用し、日本語の表現力の育成を図ることを目標として

いる。 

 授業では、冒頭で、教科書後半部にある定型表現集（慣用句

やことわざ等）の一定ページを範囲とした「確認問題」を実施

する。毎回 20 問程度の問題を課すことで、語彙力の強化を図っ

ている。 

 その後、教科書の一定範囲の内容を学生に発表させる。毎回

担当者を決め、レジュメの作成を課し、それを使って発表する

こととなっている。レジュメは、教科書に出てきた難解な語句

や人名等を調査して記した上で、教科書の担当部分の概要を示

すという形にするよう指導している。こうした実践により、大

学での学びの基礎を身につけさせると共に、プレゼンテーショ

ン能力の向上も図っている。 

 学生の発表の後、残りの時間を使って、「演習問題」を行う。

これは、その時間に扱った教科書の内容と関連する事柄を、問

題形式にして実践するものである。学習内容の定着を図るとと

もに、実際に様々な文章を書いてみることで、日本語の表現力

の強化を目指している。 

 

 

 

 



 

事      項 年月日 概      要 

２ 作成した教科書，教材     

１）「国語」、「日本語コミュニケー

ション」において作成した自作

プリント教材 

 

平成17年4月～ 

平成24年3月 

 

国語、日本語コミュニケーションのどちらの授業においても、

授業中に扱う内容をすべて書き込めるようにした自作プリント

を作成し、使用した。 

 国語の授業で使用するプリントには、 

・教科書本文の内容整理のための穴埋め問題 

・新出漢字の書き取り 

・新出語句の意味や用例を学生自らが調べるための設問 

・本文に即した記述問題や選択問題 

 ・板書を書き込んでいくスペース 

等を用意し、学生の国語力の養成に努めた。 

また、日本語コミュニケーションの授業においては、授業内

容の整理の他、日本語検定で出題される問題等を参照しながら、

敬語の使い方や社会の様々な場面で使用される語彙を確認する

ために自作プリントを活用した。 

 

２）「基礎演習Ⅰ」において作成し

た教材 

 

 

 

平成24年4月～

平成27年3月 

 

 

上記、札幌大谷大学での「基礎演習Ⅰ」の授業での「確認問

題」「演習問題」を作成した。 

 先に記したように、８つの演習すべてで同じ内容を扱うこと

ができるように、「確認問題」「演習問題」はどちらも私が作成

し、他の教員に配布した。 

 確認問題は、漢字の読み・慣用表現の意味・慣用表現の使い

方等を問うものとし、前・後期でそれぞれ10回ずつ実施した。 

 演習問題では、 

・文をより分かりやすいように書き換える 

 ・読点を適切な箇所に打つ 

 ・アカデミックワードを確認する 

 ・意見と事実を区別する 

 ・仮説を立てる 

 ・言葉を説明する 

 ・社会学的な分析方法を学ぶ 

といった事項を取り上げた。 

 

３）「基礎演習Ⅱ」において作成し

た教材 

 

平成25年4月～

平成27年3月 

 

札幌大谷大学での「基礎演習Ⅱ」の授業での「確認問題」を作

成した。前期は13回実施した。内容は、一年次同様、漢字の読

み・慣用表現の意味・慣用表現の使い方等を問うものであった。 

 

３ 教育上の能力に関する大学等

の評価 

  

１）札幌大谷大学社会学部の設置 

認可申請に伴う教員評価 

平成23年 4月 博士（文学）の学位を有しており、研究上の実績並びに教育

歴が豊富である。本学部の専任教員採用規程に照らし、担当科

目を教授する資質は十分に有すると評価する。 

２）自己点検・評価評価結果   

３）学生による授業評価，教員によ 

る相互評価等の結果 

  

４ 実務の経験を有する者につい 

ての特記事項 

 

  

５ その他 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

職 務 上 の 実 績 に 関 す る 事 項 
事      項 年月日 概      要 

１ 資格，免許   

 平成14年 3月 高等学校教諭一種免許状（国語、平13高一種第2006号） 

 

２ 特許等 

 

  

３ 実務の経験を有する者につい 

ての特記事項 

  

１）教科指導に関する研究協議 

平成22年度北海道地区工業高等

専門学校教員研究集会（国語） 

平成22年12月 

 

 12月6日～7日の二日間、苫小牧工業高等専門学校主催で開催

された上記研究集会に参加し、道内の他高専の国語担当教員と

教科指導に関する研究協議を行った。議題として取り上げられ

たのは、「古典教育の意義と方法について」・「国語を学ぶ意義に

ついて」・「国語のカリュキュラム設計について」・「口頭コミュ

ニケーション・プレゼン・小論文の指導方法について」・「コミ

ュニケーション能力を養うための授業実践について」・「国語力

向上のための取り組みについて」等であった。 

 

４ その他 

 

  

研 究 業 績 等 に 関 す る 事 項 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概      要 

（著書）     

１．闇のファンタジー 

  ：ナイトメア叢書７ 

 

 

共著 

 

 

平成22年8月 

 

 

青弓社 

219頁 

 

 

（担当部分概要）pp.132～142 

第４章「ダークな感情が切り開く世

界――桐野夏生『ダーク』論」 

二○○二年に単行本が出された桐

野夏生『ダーク』の小説表現の特徴

を以下のような視点から分析した。

『ダーク』は、いわゆる「ミロシリ

ーズ」の一つとして書かれた作品で

あるが、そこではそれまでの作品を

構成していた要素（ジャンル・語り

の形式・ミロの人物像）が全く異な

るものに変更されていた。『ダーク』

では、ネガティブな感情を複数の人

間の間で多様に機能させることで、

それまでとは全く異なる物語世界が

創出されていたのである。 

（編者）一柳廣孝，吉田司雄 

（共著者）一柳廣孝，吉田司雄，岩

井志麻子，表智之，佐藤宗子，井上

乃武，大島丈志，今井秀和，谷口基，

吉岡亮，小松史生子，大橋崇行，久

米依子，伊藤龍平 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概      要 

（著書）     

２．『太宰治研究』24

  

 

共著 

 

平成28年6月 

 

和泉書院 

 

 

（担当部分概要）pp.148～153 

【座談会】「現代小説を語る」 

昭和22年四月に発行された雑誌『文

学季刊』には、平野謙・太宰治・坂

口安吾・織田作之助によって行われ

た「現代小説を語る」と言う座談会

が掲載された。本論では、この当時

の太宰の状況を確認した上で、座談

会における太宰の発言の特徴とし

て、大家の否定と読み手の解釈を誘

う余白の多さの二点があることを指

摘した。 

（編者）山内祥史 

（共著者）安藤宏、神谷忠孝、猪狩

弘、綾目広治、出原隆俊、山本欣司、

高田知波、川崎和啓、樫原修、長原

しのぶ、佐野正人、新保邦寛、河野

龍也、小埜裕二、吉岡亮、宮越勉、

伊藤一郎、鈴木正和、古橋昌尚、大

島丈志、神田由美子、岡崎昌宏、斎

藤理生、玉井晶章、山口俊雄 

" 

     

（学術論文）     

１．言語技術という視点

から見た日本語の表現

法に関する一考察――

筒井康隆『北極王』を用

いた国語の授業実践の

報告―― 

 

単著 平成 23年 3月 苫小牧工業高等専門学

校紀要 

第46集 

pp.42～47 

 

国語の授業の中で、筒井康隆「北極

王」という短編小説を教材として、

物語論（ナラトロジー）の基礎概念

――語り手、シンタグマティック／

パラディグマティック、ストーリー

／プロット、解釈、メタフィクショ

ン――を説明し、小説の基本的な構

造と小説というジャンルの特質につ

いて解説を行った。その授業展開を、

使用したプリントや学生とのやり取

りを含めて報告した。 

 

２. 日本語のプレゼン

テーション指導におけ

る教材の活用事例の研

究報告 

 

単著 

 

平成23年3月 

 

苫小牧工業高等専門学

校紀要 

第46集 

pp.48～52 

 

 

平成18年度から平成21年度まで、

第四学年の学生に対して、通年１時

間の国語の授業の中でオーラルコミ

ュニケーションに関する実践的な事

柄を教授していた。その前半期には、

「話すことの技術」と題して、プレ

ゼンテーションに関わる事項を扱っ

た。そこで教材として活用した新聞

や論説の事例を紹介しながら、それ

らをどのように活用し、どのような

形でプレゼンテーション指導に関連

させていったかを具体的な形で報告

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概      要 

（学術論文）     

３．プレゼンテーション 

能力向上に関する一考 

察―高校生プレゼンテ 

ーションコンテストの 

事例分析を踏まえて― 

 

単著 

 

平成23年3月 

 

苫小牧工業高等専門学

校紀要 

第46集 

pp.53～58 

 

（共同研究につき本人担当部分抽出

不可能） 

平成22年12月に札幌国際大学で開

催された「高校生によるプレゼンテ

ーションコンテスト」で入賞した作

品の詳細を報告し、当該コンテスト

の「観光」というテーマや、事業化・

商品化を目指すという方向性がどの

ような効果を持っていたかを具体的

に考察した。また、そこから高専に

おける教科指導を通じたプレゼンテ

ーション指導の取り組みへの示唆を

まとめた。 

（共著者） 

石川希美、吉岡亮 

 

４. <北海道>を舞台と

した小説――大江健三

郎『青年の汚名』の試み

―― 

 

単著 

 

平成23年4月 

 

 

北海道地域総合研究 

（（社）北海道地域総合

研究所） 

第1号 

pp.36～41 

 

 

大江健三郎が1960年に発表した長

篇小説『青年の汚名』の方法論的な

特徴を、共同体の歴史の描き方と複

数の物語の交錯という二つの視点か

ら分析した。その上で、この作品が、

閉鎖的な共同体の描き方という点

で、後の『万延元年のフットボール』

や『同時代ゲーム』につながるもの

であることを指摘し、大江の作品史

における『青年の汚名』の位置を明

らかにした。 

 

５.三遊亭円朝『蝦夷錦

古郷之家土産』論――

その文脈を探る 

 

 

単著 

 

 

平成24年5月 

 

日本近代文学会北海道

支部会報 

（日本近代文学会北海

道支部） 

第15号 

pp.1～10 

 

三遊亭円朝『蝦夷錦古郷之家土産』

が外国小説の翻案であることはすで

に指摘されているが、それを日本を

舞台とした物語に変換するに際し

て、円朝がどのような要素を持ち込

んでいるかを、主に作品内に登場す

る固有名詞を手掛かりにして考察し

た。円朝は、物語内に水戸の天狗党

の乱を取り込んでいるが、そこに戊

辰戦争時の医療をめぐるいくつかの

トピックスと、幕臣として最後まで

尽力した人物達を浮かび上がらせて

いた。 

 

６．大江健三郎『同時代

ゲーム』論――共同体の

神話と歴史の語り方―

― 

 

単著 

 

 

平成25年3月 

 

 

札幌大谷大学社会学部

論集 

（札幌大谷大学社会学

部） 

第１号 

pp.163～176 

 

 大江健三郎は、一九七九年に発表

した小説『同時代ゲーム』で、故郷

の村で語り伝えられてきた神話や伝

承の語り方や想像力を残しながら、

一つのまとまりを持った物語を構成

することを試みた。大江は、一つの

出来事に関する複数の伝承を組み込

みながら、それを歴史化していく過

程そのものを物語化するという方法

を採用することで、故郷の村の神話

や伝承の魅力を損なわずに読者に伝

えようとしていたのである。 

 

 

 



 

著書，学術論文等の名称 
単著・ 

共著の別 

発行又は 

発表の年月 

発行所，発表雑誌等 

又は発表学会等の名称 
概      要 

（学術論文）     

７.内田魯庵『文学一斑』

におけるヘーゲル―― 

その典拠とドラマ論―

― 

 

 

単著 

 

 

平成27年3月 

 

札幌大谷大学社会学部

論集 

（札幌大谷大学社会学

部） 

第３号 

pp.133～150 

 

 

 明治二五年に刊行された内田魯庵

の『文学一斑』の典拠が、ケドニー

の「ヘーゲルの美学」という、英語

の解説書であることを明らかにし

た。そして、その解説書の文言が、

魯庵のドラマ論や近松論にどのよう

な影響を与えているのかを分析し

た。 

 

８．「徳富蘇峰『人物管

見』論――人物評論と同

時代の文学論」 

 

 

単著 

 

 

平成29年3月 

 

 

『研究成果報告 歴史

叙述と文学』（国文学研

究資料館） 

pp.77～87 

 

 

明治二五年に民友社から刊行された

徳富蘇峰の『人物管見』は、同時代

において新しい人物論として受容さ

れていた。それは、内容的な面で従

来の伝記や人物論と異なるものであ

ったことと共に、人物論をめぐる言

説を蘇峰が提示し、その影響圏にお

いて『人物管見』が読まれたためで

もあった。また、山路愛山は蘇峰の

人物評論の方法を文学史に援用して

いた。さらに、民友社の言説におい

ては、史論や人物評論と文学・小説

を差異づける複数の分割線が形作ら

れていたのである。 

 

９.山路愛山における歴

史と文学 

 

 

単著 

 

平成30年3月 札幌大谷大学社会学部

論集 

（札幌大谷大学社会学

部） 

第6号 

pp.1～19 

 

山路愛山のテクストにおいて、歴史

と文学の関係性がどのような形で論

じられていたのかを、同時代の文脈

を見ながら分析し、民友社の言説の

特徴を明らかにした。同時代の文脈

という点では、文明史や小説との関

係性、歴史学への批判、そして、過

去の文学の捉え返しや同時代の文学

への批判といった点を取り上げた。 

10.小林多喜二「救援ニ

ュースNO.18.附録」論―

―『戦旗』における〝救

援会〟記事との関わり

から―― 

 

 

単著 

 

2019年3月 札幌大谷大学社会学部

論集 

（札幌大谷大学社会学

部） 

第7号 

pp.103～120 

 

小林多喜二が雑誌『戦旗』1930年2月

号に発表した「救援ニュースNO.18.

附録」という小説を、同時代におけ

る救援会の動向と関連させて分析し

た。 

11.評伝の誕生――徳富

蘇峰『吉田松陰』論 

 

単著 

 

2020年3月 

 

 

札幌大谷大学社会学部

論集 

（札幌大谷大学社会学

部） 

第8号 

pp.31～55 

 

徳富蘇峰が1893年に発表した『吉田

松陰』を、明治期における新しい評

伝の試みとして分析した。具体的に

は、蘇峰自身の人物評論を個人史の

部分に応用し、中江兆民の『革命前

法朗西二世紀事』の方法論を全体史

の部分に応用して構成されたテクス

トであることを論証した。 
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１．明治二○年代の歴史

と文学――民友社の歴

史叙述の研究（１） 

 

 

単独 

 

平成26年3月17

日 

 

国文学研究資料館 

共同研究 「歴史叙述と

文学」第二回研究発表会 

 

 

明治二○年代における民友社の歴史

認識の一側面を山路愛山のいくつか

の論説を通して浮き彫りにした。そ

の上で、塚越芳太郎（停春）が明治

二七年に発表した、十二文豪シリー

ズの中の一冊、『近松門左衛門』をと

りあげ、塚越が、山路愛山的な歴史 

認識を基盤としながら、同時代のド

ラマ論や社会論等を参照しながら近

松の伝記を記していることを明らか

にした。 

 

２．明治二○年代の歴史

と文学――民友社の歴

史叙述の研究（2） 

 

単独 

 

平成27年3月18

日 

 

国文学研究資料館 

共同研究 「歴史叙述と

文学」第四回研究発表会 

 

十二文豪シリーズの伝記としての新

しさを同時代評の中から探った。ま

た、ドラマ論という視点から、内田

魯庵、塚越芳太郎（停春）、高山樗牛

それぞれの近松論を検討した。さら

に、坪内逍遥の史劇論を取り上げ、

当時の歴史と文学の関係性について

考察した。 

 

3. 明治二○年代の歴史

と文学――民友社の歴

史叙述の研究（3） 

 

単独 

 

平成28年3月28

日 

 

国文学研究資料館 

共同研究 「歴史叙述と

文学」第六回研究発表会 

 

明治二五年に刊行された徳富蘇峰

『人物管見』は、新しい人物評論の

試みとして同時代に評価されてい

た。そのコンテククストを探ると共

に、同時代の伝記や文学史に与えた

影響等についても考察した。 

 

4.北海道の作家として

の小林多喜二 

単独 2017年9月2日 札幌大谷大学 

2017年度公開講座 

小林多喜二の生涯を振り返り、北海

道との関わりを確認した上で、彼が

小説やエッセイ・書簡等で北海道を

どのように表現していたのかを考察

した。 

 

5.小林多喜二をめぐる

人々 

 2018年8月25日 札幌大谷大学 

2018年度公開講座 

『小林多喜二の手紙』（岩波文庫）か

らいくつかの手紙を取り上げ、それ

が書かれた時代背景と宛先となって

いる人々について解説を行い、小林

多喜二という作家を、彼をめぐる人

間関係という面から考察した。 

 

6.小林多喜二―その時

代と作品 

単独 2019年7月30日 かでる2・7 

2019年度第1期えるのす

連続講座～女性大学～ 

小林多喜二の生涯をその時代との関

わりの中でたどりながら、その作品

を読み解いた。 

 

7.小林多喜二と雑誌『戦

旗』 

単独 2019年10月12

日 

札幌大谷大学 

2019年度公開講座 

小林多喜二の生きた時代と、その当

時の文化運動のあり方を前提にしな

がら、小林多喜二と雑誌『戦旗』の

関わりを考察した。 

     

     

     

     

     

     

 


