
 

 

 
 

氏   名 ： 畑村 学（HATAMURA Manabu） 

所属部署 ： 一般科 

職   名 ： 教授 

学   位 ： 文学修士 

専門分野 ： 中国古典文学、コミュニケーション教育 

クラブ顧問： ラグビー部 

 
  
【研究テーマ】 

1.中国古典文学：唐代文学（特に韓門の文学活動、中唐期の史書編纂と文学の関係） 

2.国語・コミュニケーション教育：コミュニケーションスキル、作文・小論文指導、読書指導 

3.中国語コミュニケーションスキルの教授法 

 

【担当授業科目】 

国語、日本語表現、中国語（副担当） 

 

【校務分掌】 

クラス担任（H29、H25、H22、H15-18、H10-11）、寮務主事（H27-28）、教務主事補（H23-24）、学生主事補（H20、

H12-13）、地域共同テクノセンター副センター長（H19） 

 

【所属学会・協会等】 

日本中国学会、中国中世文学会、中唐文学会、広島漢文教育学会、図書館と友だちの会・秋穂 

 

【技術協力可能分野】 

中国文学（特に漢詩）に関する講義 

コミュニケーション力をアップさせる実践的指導 

 

【業績・実績リスト】  

学術論文 

1.望廬会（長谷川滋成，畑村学，武井満幹，佐藤大志，阿部正和，屋敷信晴）：張翼「贈沙門竺法頵三首」

訳注稿，『東洋古典学研究』，第 41 集，p.65-96, （2016．5．31） 

2..畑村学：〈炭売りの翁〉に関する二つの記録―白居易「新楽府・売炭翁」と実録の関係について―，『中国古典テ

クストとの対話―富永一登先生退休記念論集―』（研文出版），pp.156～179（2015） 

3. 畑村学：“孔子にもの申す「意見文」の授業―モデルコアカリキュラムに対応した漢文授業の実践―”，論文集

「高専教育」，第 37 号，ｐｐ.335340（2014） 

4. 『順宗実録』陽城伝の成立過程，『中国中世文學研究』第 63・64 合併号（森野繁夫博士追悼特集），pp.167182

（2014） 

5. 望廬会（長谷川滋成、畑村学、武井満幹、佐藤大志、阿部正和、屋敷信晴）：“支遁詩訳注稿（６）”，『東洋古典

学研究』，第 35 集， pp.77102（2013） 

6. 畑村学：“高専生と読む「論語」―コミュニケーション能力を育てる漢文の授業―”，論文集「高専教育」，第 36

号，ｐｐ.321326（2013） 

7. 畑村学：“白居易「新楽府・道州民」の制作意図―元和年間における実録編纂との関係について―”，中国文

史論叢，第８号，ｐｐ.95106（2012） 

8. 望廬会（長谷川滋成，畑村学，武井満幹，佐藤大志，阿部正和，屋敷信晴，宗近倫子）：”支遁詩訳注稿

（五）”，東洋古典学研究，第 32 集，pｐ.83107（2011） 

 

 

非掲載 

 



 

 

9. 畑村学：“マインドマップを利用した小論文授業の実践―”，論文集「高専教育」，第 33 号，ｐｐ.157162（2010） 

10. 望廬会（長谷川滋成，畑村学，武井満幹，佐藤大志，阿部正和，屋敷信晴，宗近倫子）：”支遁詩訳注稿

（四）”，東洋古典学研究，第 30 集，pｐ.6377（2010） 

 

総説（解説） 

1) 台湾国立聯合大学と宇部高専の交流，日本高専学会誌(Journal of JACT)，第 20 巻・第 4 号，pp.55-60(2015) 

 

紀要 

1. 畑村学，橘英範、佐藤大志："張籍詩訳注(22)―「湘江曲」「白鼉吟」「樵客吟」―"，宇部工業高等専門学校研

究報告，No60，pp.741 (2014) 

2. 畑村学，橘英範、佐藤大志："張籍詩訳注(21)―「塞上曲」「董逃行」「江村行」―"，宇部工業高等専門学校研

究報告，No.59, pp.955 (2013) 

3. 畑村学，橘英範、佐藤大志："張籍詩訳注(20)―「隴頭行」「廃宅行」「秋夜長」―"，宇部工業高等専門学校研

究報告，No.58, pp.1960 (2012) 

4. 畑村学，橘英範、佐藤大志："張籍詩訳注(18)―「遠別離」「楚宮行」「江南曲」―"，宇部工業高等専門学校研

究報告，No.56, pp.147 (2010) 

5. 畑村学，橘英範、佐藤大志："張籍詩訳注(19)―「烏夜啼」「促促詞」「宛転行」―"，宇部工業高等専門学校研

究報告，No.57, pp.1154 (2011) 

6. 畑村学，橘英範、佐藤大志："張籍詩訳注(17)―「車遥遥」「妾薄命」「朱鷺」―"，宇部工業高等専門学校研究

報告，No.55,pp.135 (2009) 

 

国際会議発表 

1. 增強溝通能力的漢文課，對外華語人才培育國際學術研討會，台灣國立聯合大學國際會議廳，2016.3.25-26 

2. 日本學生學習漢文―以論語為例―，台湾國立聯合大學二坪山校区蓮荷電影院，2014．12．18 

 

国内学会発表 

1. 女子マネジャーが活躍するクラブ活動―課外活動を通じた女子学生のキャリア支援について―，平成 26年度

全国高専フォーラ 

ム（世話校：石川工業高等専門学校、会場：金沢大学），2014．8．26～28 

2. 畑村 学：“コミュニケーション能力を育てる高専漢文の授業”，平成 25年度木更津高専一般教育研究会，2014．

3．7 

3. 畑村 学：“孔子にもの申す意見文の授業―モデルコアカリキュラムに対応した漢文授業の実践―”，平成 25

年度全国高専フォーラム（世話校：香川高等専門学校、会場：豊橋科学技術大学），2013．8．21～23 

4. 畑村学：“〈炭売りの翁〉に関する二つの記録―白居易「新楽府・売炭翁」と実録の関係について―”、2012 年

度中唐文学会（キャンパスプラザ京都第一会議場）、2012．10．5 

5. 畑村学：“〈漢文〉で高専生のコミュニケーション能力を鍛える”，平成 24 年度全国高専フォーラム（世話校・東

京工業高等専門学校），会場・国立オリンピック記念青少年総合センター），2012．8．2830 

6. 畑村学：“高専生と読む「論語」―プレゼンテーションを取り入れた低学年漢文の授業―”，平成 23年度教育教

員研究集会（世話校：鹿児島工業高等専門学校，開催：鹿児島大学，概要集ｐｐ.225226，2011.８.2325） 

7. 畑村学：“コミュニケーションの場を想定したプレゼンテーション授業”，平成 22 年度教育教員研究集会（世話

校・会場：長岡技術化学大学，ｐｐ.281284，2010.8.27・28） 

 

地域貢献 

1. 台湾フレンドシップ滞在記―はじめて知った、不思議で懐かしい台湾―，秋穂地域交流センター，図書ともミニ

トーク第８回「世界・日本 みてあるき」，2015．3．15 

2. 八代工業高等専門学校現代 GP 報告会・シンポジウム「技術者教育におけるコミュニケーション能力の育成」，

（基調講演・パネリスト）畑村学「技術者教育におけるコミュニケーション能力の育成」，八代高専，2008.3．1 

 

学生支援 



 

 

1. 第 44 回全国高等専門学校ラグビーフットボール大会，２回戦敗退，（監督）畑村 学，神戸総合運動公園ユニ

バー記念競技場，2014.1.4･5･7･9 

2. 第 49 回中国地区高専大会冬季大会（ラグビー），Ａパート優勝・中国地区代表，（監督）畑村 学，米子市東山

ラグビー・サッカー場，2013．11．9・10・12 

3. 第 43 回全国高等専門学校ラグビーフットボール大会，２回戦敗退，（監督）畑村学，神戸総合運動公園ユニバ

ー記念競技場，2013.1.4･5･7･9 

4. 第 48 回中国地区高専大会冬季大会（ラグビー），優勝・中国地区代表，（監督）畑村学，大島商船高専グランド，

2012．11．10・11・13 

5. 第 42 回全国高等専門学校ラグビーフットボール大会，２回戦敗退，（監督）畑村学，神戸総合運動公園ユニバ

ー記念競技場，2012.1.49 

6. 第 47 回中国地区高専大会冬季大会（ラグビー），優勝，（監督）畑村学，岡山県美作ラグビー・サッカー場，

2011．11．11～15 

7. 第 40 回全国高等専門学校ラグビーフットボール大会，ベスト８，（監督）畑村学，神戸総合運動公園ユニバー

記念競技場，2010.1.49 

8. 第 46 回中国地区高専大会冬季大会（ラグビー），優勝，（監督）畑村学，呉市総合スポーツセンター・多目的グ

ランド，2010．11．6～9 

9. 第 45 回中国地区高専大会冬季大会（ラグビー），優勝，（監督）畑村学，山口きらら博記念講演スポーツ広場・

維新百年記念講演，2009．11．13～15 

10. 第 39 回全国高等専門学校ラグビーフットボール大会，初戦敗退，（監督）畑村学，神戸総合運動公園ユニバ

ー記念競技場，2009.1.49 

11. 第 38 回全国高等専門学校ラグビーフットボール大会，ベスト８，（指導）畑村学，神戸総合運動公園ユニバー

記念競技場，2008.1.49 

12. 第 37 回全国高等専門学校ラグビーフットボール大会，ベスト８，（指導）畑村学，神戸総合運動公園ユニバー

記念競技場，2007.1.49 

13. 第44 回中国地区高専大会冬季大会（ラグビー），優勝，（監督）畑村学，米子市営東山球技場，2008．11．7～

11 

14. 第 43 回中国地区高専大会冬季大会（ラグビー），優勝，（監督）畑村学，呉市総合スポーツセンター・多目的

グランド，2007．11．9～13 

15. 第 42 回中国地区高専大会冬季大会（ラグビー），優勝，（監督）畑村学，美作ラグビー・サッカー場，2006．11．

11～14 受賞歴 

 

受賞歴 

1. 独立行政法人国立高等専門学校機構主催平成 26 年度教員顕彰，平成 26 年度国立高等専門学校教員顕彰 

一般部門・優秀賞、顕彰題目「コミュニケーション能力を活かした独創的国語教育・学生指導・国際交流貢

献」,2015,8.25 

2. 論文集「高専教育」第 36 号「高専教育論文賞」受賞，題目「高専生と読む「論語」―コミュニケーション能力を育

てる漢文の授業―」，論文集「高専教育」，第 36 号，ｐｐ.321326（2013） 

3. 独立行政法人国立高等専門学校機構主催平成２３年度教育教員研究集会「優秀発表賞」（教育研究分野），

題目「高専生と読む「論語」―プレゼンテーションを取り入れた低学年漢文の授業―」，2011.8.25 

4. 独立行政法人国立高等専門学校機構主催平成 20 年度教員顕彰，国立高等専門学校機構理事長奨励賞，顕

彰題目「研究実績の教育活動への波及、クラブ指導への貢献」，2009.3.23 

5. 独立行政法人国立高等専門学校機構主催平成２０年度教育教員研究集会（教育研究分野）高専理事長賞，

論文題目「高専生と読む漢詩―プレゼンテーションを取り入れた高学年国語の授業実践―」，2008.8.19 

 

研究助成法人等からの競争的補助金 

1. 基盤（Ｃ）（課題番号 26370691）「高専生及び理系学生のための中国語学習教材の開発」，（代表）杉山明，総

額 3,900 千円，2014―2017 年度 

2. 平成 28 年度東京工業大学基金による研究助成・教育研究助成，「プレゼンテーション力向上のための図解ス

キル教授法の開発」，（代表）畑村学，総額 200 千円，2016 年度 



 

 

3. 豊橋技術科学大学・豊橋技術科学大学高専連携教育研究プロジェクト「技術者のための日本語コミュニケーシ

ョン教育」，総額 200 千円，2009年度 

 

その他 

1. 豊橋技術科学大学・豊橋技術科学大学高専連携教育研究プロジェクト「「日本語コミュニケーション能力」養成

プロジェクト」，20102012年度 

2. 平成 20 年度文部科学省委託事業「子どもの生活リズム向上のための調査研究」，絵本とおやすみ、いい夢た

っぷりプロジェクト実行委員会，（実行委員）畑村学，2008．6～2009．3 

3. 新聞記事：不思議発見講座６，中国聯句の面白さ，山口新聞，2007．10．27 

4. 新聞記事：東流西流，図書館をつくる，山口新聞，2007．6．25 

5. 新聞記事：東流西流，年齢の暗示，山口新聞，2007．6．18 

6. 新聞記事：東流西流，メモ魔，山口新聞，2007．6．4 

7. 新聞記事：東流西流，学生を引きつける話，山口新聞，2007．5．28 

8. 新聞記事：東流西流，絵本ライブ，山口新聞，2007．5．21 

9. 新聞記事：東流西流，車は貴重な読書空間，山口新聞，2007．5．14 

10. 新聞記事：宇部高専発学問のススメ，漢文のなかの技術論，宇部日報，2006．9．27 

11. 図書館と友だちの会・秋穂，（運営委員），2006．7～ 

12. 『読んで楽しいカルチャー講座』（宇部時報社），漢字の現在，（執筆）畑村学，1999．4 

 

 

 


