
講
義
科
目
名

講
義
別

毎
週
時
間

単
位

開
講
期

曜
日
１

時
限
1

曜
日
２

時
限
２

担
当
者

使
用
言
語

科
目
等
履
修
生

（
学
部

）
聴
講
生

シ
ラ
バ
ス
連
番

6601 001 系共通科目(日本史学) 講義 2 4 通年 火 1 吉川　真司 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系1

6701 001 系共通科目(東洋史学) 講義 2 4 通年 金 2 中砂　明徳 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系2

6801 001 系共通科目(西南アジア史学) 講義 2 4 通年 火 3 井谷　鋼造 日本語 ◯ ◯ 歴史基礎文化学系3

6901 001 系共通科目(西洋史学) 講義 2 4 通年 火 4 金澤　周作 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系4

6630 002 日本史学 特殊講義 2 4 通年 火 3 横田　冬彦 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系5

6630 003 日本史学 特殊講義 2 4 通年 火 2 上島　享 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系6

6631 004 日本史学 特殊講義 2 2 前期 木 2 西山　良平 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系7

6631 005 日本史学 特殊講義 2 2 後期 木 2 西山　良平 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系8

6631 006 日本史学 特殊講義 2 2 前期 木 3 元木　泰雄 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系9

6631 007 日本史学 特殊講義 2 2 後期 木 3 元木　泰雄 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系10

6631 008 日本史学 特殊講義 2 2 前期 月 3 岩崎　奈緒子 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系11

6631 009 日本史学 特殊講義 2 2 後期 月 3 岩崎　奈緒子 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系12

6631 010 日本史学 特殊講義 2 2 前期 火 5 岩城　卓二 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系13

6631 011 日本史学 特殊講義 2 2 後期 火 5 岩城　卓二 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系14

6631 012 日本史学 特殊講義 30 2 前期集中 　 今津　勝紀 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系15

6631 013 日本史学 特殊講義 2 2 前期 火 4 榎本　渉 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系16

6631 014 日本史学 特殊講義 2 2 後期 金 1 伊藤　真昭 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系17

6631 015 日本史学 特殊講義 2 2 後期 金 2 小林　啓治 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系18

6631 016 日本史学 特殊講義 2 2 前期 火 3 藤目　ゆき 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系19

6631 017 日本史学 特殊講義 30 2 前期集中 　 亀田　修一 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系20

6631 018 日本史学 特殊講義 2 2 前期 水 2 髙木　博志 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系21

6631 019 日本史学 特殊講義 2 2 後期 水 2 髙木　博志 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系22

6631 020 日本史学 特殊講義 2 2 前期 金 5 小川原　宏幸 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系23

6631 021 日本史学 特殊講義 2 2 前期 月 3 杉原　達 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系24

6631 022 日本史学 特殊講義 2 2 後期 月 4 西山　伸 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系25

6731 002 東洋史学 特殊講義 2 2 前期 月 4 杉山　正明 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系26

6731 003 東洋史学 特殊講義 2 2 後期 月 4 杉山　正明 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系27

6731 004 東洋史学 特殊講義 2 2 前期 金 4 吉本　道雅 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系28

6731 005 東洋史学 特殊講義 2 2 後期 金 4 吉本　道雅 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系29

6731 006 東洋史学 特殊講義 2 2 前期 月 4 中砂　明徳 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系30

6731 007 東洋史学 特殊講義 2 2 後期 月 4 中砂　明徳 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系31

6731 008 東洋史学 特殊講義 2 2 前期 金 2 髙嶋　航 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系32

6731 009 東洋史学 特殊講義 2 2 後期 金 2 髙嶋　航 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系33

6731 010 東洋史学 特殊講義 2 2 前期 火 3 浅原　達郎 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系34

6731 011 東洋史学 特殊講義 2 2 後期 火 3 浅原　達郎 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系35

6731 012 東洋史学 特殊講義 2 2 後期 水 2 浅見　直一郎 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系36

6731 013 東洋史学 特殊講義 2 2 前期 火 4 榎本　渉 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系37

6731 014 東洋史学 特殊講義 2 2 前期 金 1 岩井　茂樹 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系38

6731 015 東洋史学 特殊講義 2 2 後期 金 1 岩井　茂樹 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系39

6731 016 東洋史学 特殊講義 2 2 前期 月 2 木田　知生 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系40

6731 017 東洋史学 特殊講義 2 2 後期 月 2 木田　知生 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系41

6731 018 東洋史学 特殊講義 2 2 前期 水 2 辻　正博 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系42

6731 019 東洋史学 特殊講義 2 2 後期 水 2 辻　正博 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系43

6731 020 東洋史学 特殊講義 2 2 前期 金 5 冨谷　至 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系44

6731 021 東洋史学 特殊講義 2 2 後期 金 5 冨谷　至 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系45

6731 022 東洋史学 特殊講義 2 2 前期 木 1 矢木　毅 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系46

6731 023 東洋史学 特殊講義 2 2 後期 木 1 矢木　毅 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系47

6731 026 東洋史学 特殊講義 30 2 前期集中 古畑　徹 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系48

6731 027 東洋史学 特殊講義 2 2 前期 水 3 江田　憲治 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系49

6731 028 東洋史学 特殊講義 2 2 後期 水 3 江田　憲治 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系50
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6741 029 東洋史学 演習I 2 2 前期 月 3 杉山　正明 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系51

6741 030 東洋史学 演習I 2 2 後期 月 3 杉山　正明 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系52

6743 031 東洋史学 演習II 2 2 前期 火 2 吉本　道雅 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系53

6743 032 東洋史学 演習II 2 2 後期 火 2 吉本　道雅 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系54

6745 033 東洋史学 演習III 2 2 前期 火 5 中砂　明徳 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系55

6745 034 東洋史学 演習III 2 2 後期 火 5 中砂　明徳 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系56

6770 035 東洋史学 演習IV 2 2 前期 火 3 髙嶋　航 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系57

6770 036 東洋史学 演習IV 2 2 後期 火 3 髙嶋　航 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系58

6750 039 東洋史学 講読 2 4 通年 水 4 中砂　明徳 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系59

6750 040 東洋史学 講読 2 4 通年 月 1 髙嶋　航 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系60

6761 041 東洋史学 実習 2 2 通年 水 3 吉本・杉山・中砂・髙嶋 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系61

6831 002 西南アジア史学 特殊講義 2 2 後期 水 3 井谷　鋼造 日本語 ◯ ◯ 歴史基礎文化学系62

6831 003 西南アジア史学 特殊講義 2 2 前期 金 2 吉田　和彦 日本語 ◯ ◯ 歴史基礎文化学系63

6831 004 西南アジア史学 特殊講義 2 2 後期 金 2 吉田　和彦 日本語 ◯ ◯ 歴史基礎文化学系64

6831 005 西南アジア史学 特殊講義 2 2 後期 水 5 磯貝　健一 日本語 ◯ ◯ 歴史基礎文化学系65

6830 006 西南アジア史学 特殊講義 2 4 通年 水 4 稲葉　穣 日本語 ◯ ◯ 歴史基礎文化学系66

6831 007 西南アジア史学 特殊講義 2 2 後期 水 2 帯谷　知可 日本語 ◯ ◯ 歴史基礎文化学系67

6831 008 西南アジア史学 特殊講義 2 2 前期 木 4 川本　正知 日本語 ◯ ◯ 歴史基礎文化学系68

6831 009 西南アジア史学 特殊講義 30 2 前期集中 山田　雅道 日本語 ◯ ◯ 歴史基礎文化学系69

6831 010 西南アジア史学 特殊講義 2 2 後期 未定 未定 今松　泰 日本語 ◯ ◯ 歴史基礎文化学系70

6840 011 西南アジア史学 演習Ｉ 2 4 通年 火 2 井谷　鋼造 日本語 ◯ ◯ 歴史基礎文化学系71

6842 012 西南アジア史学 演習II 2 4 通年 月 4 井谷　鋼造 日本語 ◯ ◯ 歴史基礎文化学系72

6842 013 西南アジア史学 演習II 2 4 通年 月 3 久保　一之 日本語 ◯ ◯ 歴史基礎文化学系73

6844 014 西南アジア史学 演習II 2 2 前期 木 1 吉田　豊 日本語 ◯ ◯ 歴史基礎文化学系74

6844 015 西南アジア史学 演習II 2 2 後期 木 1 吉田　豊 日本語 ◯ ◯ 歴史基礎文化学系75

6844 016 西南アジア史学 演習II 2 2 前期 木 5 谷口　淳一 日本語 ◯ ◯ 歴史基礎文化学系76

6844 017 西南アジア史学 演習II 2 2 後期 木 5 谷口　淳一 日本語 ◯ ◯ 歴史基礎文化学系77

6850 018 西南アジア史学 講読 2 4 通年 金 3 井谷　鋼造 日本語 ◯ ◯ 歴史基礎文化学系78

6850 019 西南アジア史学 講読 2 4 通年 金 4 久保　一之 日本語 ◯ ◯ 歴史基礎文化学系79

6851 020 西南アジア史学 講読 2 2 前期 月 5 東長　靖 日本語 ◯ ◯ 歴史基礎文化学系80

6851 023 西南アジア史学 講読 2 2 後期 月 5 東長　靖 日本語 ◯ ◯ 歴史基礎文化学系81

6861 021 西南アジア史学 実習 2 1 後期 水 3 井谷　鋼造 日本語 ◯ ◯ 歴史基礎文化学系82

6861 022 西南アジア史学 実習 2 1 前期 金 2 久保　一之 日本語 ◯ ◯ 歴史基礎文化学系83

9620 108 西南アジア史学 語学 2 4 通年 金 1 森　若葉 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系84

9616 123 西南アジア史学 語学 2 4 通年 水 3 置田　清和 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系85

9639 125 西南アジア史学 語学 2 2 前期 火 3 手島　勲矢 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系86

9640 126 西南アジア史学 語学 2 2 後期 火 3 手島　勲矢 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系87

9608 127 西南アジア史学 語学 2 4 通年 火 5 竹原　新 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系88

9604 132 西南アジア史学 語学 2 4 通年 木 2 西尾　哲夫 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系89

9633 140 西南アジア史学 語学 2 4 通年 金 5 小松　久恵 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系90

6931 002 西洋史学 特殊講義 2 2 前期 木 1 小山　哲 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系91

6931 003 西洋史学 特殊講義 2 2 後期 木 1 小山　哲 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系92

6931 004 西洋史学 特殊講義 2 2 前期 水 5 南川　高志 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系93

6931 005 西洋史学 特殊講義 2 2 後期 水 5 南川　高志 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系94

6931 006 西洋史学 特殊講義 2 2 前期 水 4 髙橋　宏幸 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系95

6931 007 西洋史学 特殊講義 2 2 後期 水 4 髙橋　宏幸 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系96

6931 008 西洋史学 特殊講義 2 2 前期 月 2 伊藤　順二 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系97

6931 009 西洋史学 特殊講義 2 2 後期 月 2 伊藤　順二 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系98

6931 010 西洋史学 特殊講義 2 2 前期 金 2 王寺　賢太 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系99

6931 011 西洋史学 特殊講義 2 2 後期 金 2 王寺　賢太 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系100

【歴史基礎文化学系】
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6931 012 西洋史学 特殊講義 2 2 前期 水 4 小関　隆 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系101

6931 013 西洋史学 特殊講義 2 2 後期 水 4 小関　隆 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系102

6931 014 西洋史学 特殊講義 2 2 前期 木 2 小林　功 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系103

6931 015 西洋史学 特殊講義 2 2 後期 月 3 藤井　崇 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系104

6931 016 西洋史学 特殊講義 30 2 前期集中 踊　共二 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系105

6931 017 西洋史学 特殊講義 2 2 前期 水 3 藤原　辰史 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系106

6931 018 西洋史学 特殊講義 2 2 後期 水 3 藤原　辰史 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系107

6931 019 西洋史学 特殊講義 2 2 前期 月 3 林田　敏子 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系108

6942 021 西洋史学 演習II 2 4 通年 火 2 大黒　俊二 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系109

6944 022 西洋史学 演習III 2 4 通年 金 5 小山　哲 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系110

6946 023 西洋史学 演習IV 2 4 通年 金 5 金澤　周作 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系111

6947 024 西洋史学 演習Ｖ 2 4 通年 金 2 南川・小山・金澤 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系112

6955 025 西洋史学 講読 2 2 前期 水 1 佐藤　夏樹 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系113

6955 026 西洋史学 講読 2 2 後期 水 1 小野　容照 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系114

6955 027 西洋史学 講読 2 2 前期 金 1 中山　俊 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系115

6955 028 西洋史学 講読 2 2 後期 金 1 伊勢田　哲治 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系116

6956 029 西洋史学 講読 2 2 前期 火 1 藤井　俊之 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系117

6956 030 西洋史学 講読 2 2 後期 火 1 藤井　俊之 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系118

6957 031 西洋史学 講読 2 2 前期 水 1 小山　哲 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系119

6957 032 西洋史学 講読 2 2 後期 水 1 小山　哲 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系120

6961 033 西洋史学 講読 2 2 後期 火 5 小山　哲 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系121

6958 034 西洋史学 講読 2 2 前期 火 3 伊藤　順二 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系122

6958 035 西洋史学 講読 2 2 後期 火 3 伊藤　順二 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系123

6959 036 西洋史学 講読 2 2 前期 水 4 村瀬　有司 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系124

6959 037 西洋史学 講読 2 2 後期 水 4 村瀬　有司 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系125

6960 038 西洋史学 実習 2 2 通年 水 2 南川・小山・金澤 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系126

7031 002 考古学 特殊講義 2 2 前期 水 2 吉井　秀夫 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系127

7031 003 考古学 特殊講義 2 2 後期 水 4 吉井　秀夫 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系128

7031 004 考古学 特殊講義 2 2 後期 火 2 岡田　文男 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系129

7031 005 考古学 特殊講義 2 2 後期 火 4 小方　登 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系130

7031 006 考古学 特殊講義 2 2 前期 月 2 岡村　秀典 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系131

7031 007 考古学 特殊講義 2 2 後期 月 2 岡村　秀典 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系132

7031 008 考古学 特殊講義 2 2 前期 金 4 杉山　淳司 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系133

7031 009 考古学 特殊講義 2 2 後期 木 3 千葉　豊 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系134

7031 012 考古学 特殊講義 30 2 前期集中 亀田　修一 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系135

7031 013 考古学 特殊講義 2 2 後期 月 1 中村　朋子 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系136

7031 014 考古学 特殊講義 2 2 前期 水 4 村上　由美子 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系137

7031 015 考古学 特殊講義 2 2 前期 金 2 下垣　仁志 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系138

7031 016 考古学 特殊講義 2 2 後期 金 2 下垣　仁志 日本語 ○ ○ 歴史基礎文化学系139

【歴史基礎文化学系】



歴史基礎文化学系1

授業科目名
　<英訳>

日本史学(講義)
Japanese History (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 日本史学（確認用）
教授 文学研究科 吉川　真司

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  火1

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  日本古代史通論

 [授業の概要・目的]
日本古代史のうち7～11世紀、すなわち飛鳥時代から平安時代摂関期までの歴史を通観する。いく
つかのテーマを設定し、新しい研究や新しい史料を紹介しながら、近年の日本古代史研究では何が
明らかにされてきたか、いかなる方法が用いられてきたかを述べる。列島社会に中央集権国家「日
本」が誕生し、段階的に変化していく過程を跡づけることにより、日本の社会・国家・文化の古層
に関する豊かな認識を得ることを目標としたい。なお、本講義で扱う時代は古代だけであるが、日
本史全体の研究入門という役割ももっている。

 [到達目標]
日本古代史に関する基本的な知識を身につけるとともに、歴史を認識・再構成するための方法につ
いて理解する。

 [授業計画と内容]
下記のようなテーマを設定し、それぞれ1～3回の授業を行なう。理解度に応じて詳しく説明したり、
新しい研究成果を紹介することなどもあるため、各テーマの回数については柔軟に考えることにす
る。
(01)日本古代史の領域
(02)律令体制の形成とユーラシア
(03)律令体制の骨格
(04)古代の社会組織
(05)王宮・王都の展開
(06)古代仏教のネットワーク
(07)四字年号時代
(08)女性天皇と太上天皇
(09)桓武天皇の「新王朝」
(10)承和の転換
(11)古代荘園の展開
(12)摂関政治と貴族社会
(13)唐風文化から国風文化へ
(14)律令体制の終焉とユーラシア
(15)古代から中世へ

 [履修要件]
高等学校で「日本史Ｂ」を履修したこと、もしくはそれと同等の学力を有すること。

日本史学(講義)(2)へ続く↓↓↓



日本史学(講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
毎回の小レポート（30点）、期末レポート（1回、70点）により評価する。
ともに到達目標の達成度に基づき評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
講義で基本史料や参考文献を示すので、できるだけ読んでおくことが望ましい。
講義でふれた古代遺跡については、できるだけ見学することが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
特になし。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



歴史基礎文化学系2

授業科目名
　<英訳>

東洋史学(講義)
Oriental History (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 東洋史学（確認用）
教授 文学研究科 中砂　明徳

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  金2

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  イエズス会と世界史

 [授業の概要・目的]
イエズス会が近世の世界史に果たした役割にはきわめて大きなものがある。この授業では、イエズ
ス会士のヨーロッパ、アジア、アメリカでの活動を広く取り上げ、彼らが近世の世界史に残した足
跡をたどってゆく。

 [到達目標]
・近世の世界史について、政治・宗教・学術等について国家史の枠組みを超えた理解が得られる。
・創設から一度解散されるまでのイエズス会の２００余年にわたる歴史を通観できる。
・イエズス会がかかわった広範な事象の中から、それぞれが関心を持てるテーマを引き出し得る。

 [授業計画と内容]
前期
１　序論：イエズス会のとらえ方
２、３　創設者たちと時代状況
４　ブラジルと日本
５、６、７　イスパノアメリカとイエズス会
８　教皇特使（ポッセヴィーノ）と巡察使（ヴァリニャーノ）
９、１０、１１　宮廷と会士（信長、アクバル、康熙帝、ルイ１４世）
１２　告解とカウンセラー
１３　迫害（イギリス、日本）
１４　出版と宣教　

後期
１５　宣教志願
１６、１７　戦い（仏僧、ムッラー、シャーマン）
１８、１９、２０　奥地への旅（カリフォルニア、エチオピア、チベット）
２１、２２、２３　人間の見本（天正少年使節、ベトナム人、中国人）
２４、２５　翻訳（中国語、日本語）
２６、２７　脱会者たち
２８　解散後の会士（イギリス、ロシア）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
筆記試験で評価する。

 [教科書]
使用しない
毎回、プリントを配布する。

東洋史学(講義)(2)へ続く↓↓↓



東洋史学(講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で紹介する書物に目を通してほしい。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



歴史基礎文化学系3

授業科目名
　<英訳>

西南アジア史学(講義)
West Asian History (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西南アジア史学（確認用）
教授 文学研究科 井谷　鋼造

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  火3

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  西南アジア史学序説

 [授業の概要・目的]
歴史学一般、特に西アジア史、中央アジア史に関心を持ち、この分野を学んで行こうとする学生に
対して、現代人が学び、知る必要のある歴史とは何か、ということを常に考慮しながら、入門・概
説的な授業をおこなう。西南アジア史の分野は他の歴史分野に比べて手頃な概説・入門的な書物等
がないので、この授業では歴史学の基本的な研究方法に基づいて西アジア史についての基礎知識が
身につき、今後の研究上の関心や進展方向についても示唆的な内容を含められるように努める。西
アジア、中央アジアには多くの歴史的、文化的な遺跡、遺物が残されており、そのいくつかを紹介
し、文化財保存の必要性についても取り上げる。

 [到達目標]
この授業の受講者は西南アジア史に関する基礎的な知識を習得することが出来る。単に知識が量的
に増えるだけでなく、歴史学というものがどのように形成され、発展し、さらにどのような方向へ
向かおうとしているのか、というような問題についても受講者各自が考えられるような内容を含ん
でいる。

 [授業計画と内容]
授業は概ね次のような順序で行う予定である。各テーマについては２～３回の授業をおこなう。
１．京都大学における西南アジア史研究の歴史
２．西南アジア、中央アジア地域の特性
３．歴史の概説　文明の発生と前３千年紀シュメール、アッカド時代
４．歴史の概説　前２千年紀の西アジア
５．歴史の概説　前１千年紀　大帝国の時代　アッシリアからローマ
６．歴史の概説　西アジアの諸宗教
７．歴史の概説　西暦紀元後の西アジア
８．歴史の概説　イスラームの開教と発展

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
履修者数によるが、受講者多数の場合（30名以上）は筆記試験を行ない、その点数によって評価す
る。受講者が少ない場合はレポートを提出させて評価する。

西南アジア史学(講義)(2)へ続く↓↓↓



西南アジア史学(講義)(2)

 [教科書]
使用しない
必要な資料は適宜コピーして配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
受講者には特別な予習や復習は課さない。あくまでも自発的に関心のある参考文献を調べたり、関
連する情報を得るようにしてほしい。

（その他（オフィスアワー等））
特になし。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



歴史基礎文化学系4

授業科目名
　<英訳>

西洋史学(講義)
European History (Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西洋史学（確認用）
准教授 文学研究科 金澤　周作

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  火4

授業
形態  講義

使用
言語   日本語 

題目  西洋史学序説

 [授業の概要・目的]
授業全体のテーマ：ヨーロッパ史学史にみる歴史への接近法
過去は変えられない。しかし、歴史は変わる。歴史とは、過去の見方である。すなわち、歴史を学
ぶとは、単に重要な過去の事実を幅広く記憶するというだけではなく、多分に、過去の見方の多様
性や変遷を知ることにほかならない。そして、さまざまな見方に触れるほどに、現在や未来の諸課
題にも、柔軟性をもって取り組むことができるであろう。そこで本講義では、近代歴史学の基礎を
なし、現在もなお世界の歴史研究にとって重要なインスピレーションの源となっているヨーロッパ
歴史学の歴史を概観する。それによって、けっして時代遅れでも有効期限切れでもない、しかも、
互いに相いれないがいずれも説得的でもあるような、多彩な過去の見方を紹介し、歴史学的思考を
深める素材を提供することを目的とする。

 [到達目標]
・ヨーロッパ史学史の展開について理解する。
・歴史学における主要な方法論について、それぞれの特徴と長短を理解する。

 [授業計画と内容]
本講義では、下記の各項目について1～2回に分けて授業を行う。
前期：①過去とは何か／歴史とは何か　②古代ギリシアと歴史の誕生　③古代ローマの歴史叙述　
④中世ヨーロッパにおけるキリスト教と歴史　⑤ルネサンスと新しい歴史　⑥啓蒙の時代の歴史叙
述　⑦ヘーゲルとマルクスの歴史観　⑧ランケとブルクハルトの歴史研究　⑨マックス・ヴェーバ
ーの方法　⑩アナール学派
後期：①論争する歴史学　②比較史・関係史　③数量史　④下からの歴史　⑤女性史・ジェンダー
史　⑥文化史・心性史　⑦微視的な歴史　⑧グローバルな歴史・トランスナショナルな歴史　⑨海
の歴史・山の歴史　⑩ケース・スタディ：17世紀危機論争
テーマに応じて受講生との対話を踏まえながら授業を進める。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
本講義の達成目標をふまえて、講義内容の要点に関する理解度を確認するために前期末と後期末に
試験を行い、その結果を総合して評価する。前期末試験と後期末試験のそれぞれについて60点以上
を合格とし、いずれかが60点未満の場合は不合格とする。

 [教科書]
使用しない
授業中にプリントを配布する。

西洋史学(講義)(2)へ続く↓↓↓



西洋史学(講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に紹介する参考文献を授業後に読むことで授業内容についての理解が深まるであろう。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



歴史基礎文化学系5

授業科目名
　<英訳>

日本史学(特殊講義)
Japanese History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 日本史学（確認用）
教授 文学研究科 横田　冬彦

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  　近世人の日記―生活・文化・社会―

 [授業の概要・目的]
　日本近世は、識字率が向上し、大名から庶民にいたるさまざまな人々が、個人的・私的な日記か
ら、役職に伴う公務記録まで、さまざまな日記を残している時代である。そのいくつかを取り上げ
て、そこから近世の人々の生活・文化や社会のあり方を読み解いていく。いくつかの事例研究を通
して、史料を読み解くことの手法と面白さを示したい。

 [到達目標]
　近世の日記史料を読み、そこからさまざまなことを読み解く力をつける。年度末には、自分なり
に、個別の日記史料をとりあげ、読み込んでレポートを作成できるようにする。

 [授業計画と内容]
１、近世の日記
２、摂津国伊丹郷町惣年寄八左衛門日記（本屋と読書、子供の教育、医者と医療）
３、河内国日下村庄屋長右衛門日記（庄屋の役務、文書と書物、医療）
４、藤堂藩無足人山本平左衛門日記（身分、歴史、女性と出産）
５、紀州藩家老三浦家儒臣石橋生庵日記（情報、家老の儒講）
６、彦根藩城下町町人中村全前日記（書物と教育、家老家との交流）
７、福岡藩儒者貝原益軒日記（藩儒の世界）
　いくつかの日記をとりあげ、いくつかのテーマで読み解きながら、それぞれ３～５回程度講述す
る予定である。取り上げる日記・テーマ・回数については、今後、若干の変更がありうる。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常点（20点）と年度末レポート（80点）

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　参考文献を読むほか、自分で日記史料をとりあげて、分析し、レポートを作成する。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



歴史基礎文化学系6

授業科目名
　<英訳>

日本史学(特殊講義)
Japanese History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 日本史学（確認用）
准教授 文学研究科 上島　享

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  日本中世の宗教と社会

 [授業の概要・目的]
【授業の概要】　これまでの日本中世史研究の主要な論点を確認したうえで、新たな視角より中世
宗教史像の構築を目指したい。今年度は、明治以降の中世史研究の歩みとその課題、神仏習合史、
中世仏教と信仰、真言密教史の探究を主たるテーマとする。宗教史を扱うが、目指すのは狭義の分
野史ではなく、政治史・社会経済史・宗教史・思想史などを取り込んだ、広い意味での全体史、あ
るいは文化史である。

【授業の目的】　講義内容を自らの視角から批判的に再考することで、自説を展開しうる論文を執
筆できる能力の涵養を目的とする。具体的には、批判能力、論理的構成力の獲得を目指す。

 [到達目標]
　講義で扱う具体的な事例より、日本中世史および日本宗教史に関わる基礎的な知識および研究方
法を学ぶことができる。さらに、講義内容を正確に理解した上で、自らの視角から批判的に再考す
ることで、自説を展開しうる論文を執筆できる能力を得ることができる。

 [授業計画と内容]
①　本講義の視座と問題意識（１週）
②　明治以降の中世史研究の歩みとその課題（２週）
③　「日本宗教史」研究の現状と課題（２週）
④　神仏習合史の研究（４週）
⑤　中世仏教と信仰（５週）
⑥　まとめと総括（１週）

⑦　中世仏教と信仰（３週）
⑧　真言密教史の探究（10週）
⑨　まとめと総括（２週）
　
　なお、授業計画は１５年１２月の段階での構想である。自らの研究の進捗状況にあわせて、最新
の研究成果を講義するように努めたい。講義の予定は最初の授業で詳述することにする。

 [履修要件]
特になし

日本史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



日本史学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　学期末のレポートと授業のさいに実施予定の小レポートを、総合的に判断する。

　レポートにおいて、自らの見解を論理的あるいは実証的に論じることができているのかを評価基
準とする。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
上島　享 『日本中世社会の形成と王権』（名古屋大学出版会）

 [授業外学習（予習・復習）等]
　授業において参考文献等を指示するので、事前にそれを読み、自らの意見を持ち授業に臨むこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

日本史学(特殊講義)
Japanese History (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 日本史学（確認用）
教授 人間・環境学研究科 西山　良平

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  日本古代・中世の社会と文化

 [授業の概要・目的]
日本古代・中世の時代的特色に焦点を当て、その時代性・歴史性を理解することを目的とする。日
本古代・中世の都市と農村の関係や王権と文化の問題を、平安時代を中心に検討する。日記や古文
書・説話などの諸史料を解読しつつ、課題に取り組む。

 [到達目標]
日本古代・中世史について学び、その時代の社会・文化・政治について考察することにより、日本
歴史の発展と内容について考察・説明できるようになる。

 [授業計画と内容]
　本年度は日本古代・中世の基本的な問題を取り上げ、講義形式で授業を行う。前期は摂関・院政
期の闘乱などの刑事事件を取り上げ、闘乱などの〈犯罪〉が社会の変化に対応しつつ、多様に成立
するあり様を詳細に検討する。
　〈犯罪〉は社会のあり方を反映する。律令法の〈犯罪〉には、故殺など殺人、強盗・窃盗、放火、
闘殴などがある。一方、９世紀以降、闘乱や陵轢が発生し、公家法では刃傷や打擲などが多用され
るようになる。律令法から公家法の〈犯罪〉が成立する過程や、公家法の〈犯罪〉の分類体系を検
討し、古代社会から中世社会への変化を位置づける。　　

はじめに（１週）
１　律令法の〈犯罪〉（２週）
２　公家法の〈犯罪〉
　２―１　法書の〈犯罪〉（２週）
　２―２　検非違使別当と〈犯罪〉（２週）
３　摂関・院政期の刑事事件と〈犯罪〉
　３－１　〈犯罪〉の類型（２週）
　３－２　〈犯罪〉の実態（２週）
４　摂関期〈犯罪〉の成立（２週）
おわりに（１週）

 [履修要件]
日本史に関する基礎知識があることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末に到達目標に即したレポート課題を提示し、そのレポートの内容により成績評価する。レポ
ートの評価はオリジナリティを重視し、素点（100点満点）の絶対評価で評点する。

 [教科書]
授業中に指示する

日本史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



日本史学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に参考文献を指示するので、その内容を事前に学習しておく。

（その他（オフィスアワー等））
授業参加には、充分な予習が必要である。
オフィスアワーは木曜の午後３時から（教授会の日を除く）。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

日本史学(特殊講義)
Japanese History (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 日本史学（確認用）
教授 人間・環境学研究科 西山　良平

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  日本古代・中世の社会と文化

 [授業の概要・目的]
日本古代・中世の時代的特色に焦点を当て、その時代性・歴史性を理解することを目的とする。日
本古代・中世の都市と農村の関係や王権と文化の問題を、平安時代を中心に検討する。日記や古文
書・説話などの諸史料を解読しつつ、課題に取り組む。

 [到達目標]
日本古代・中世史について学び、その時代の社会・文化・政治について考察することにより、日本
歴史の発展と内容について考察・説明できるようになる。

 [授業計画と内容]
　本年度は日本古代・中世の基本的な問題を取り上げ、講義形式で授業を行う。後期は摂関・院政
期の都市貴族の邸宅の特色と変遷・類型、池庭との関係などをテーマに、その内容を詳細に検討す
る。
　古代の貴族の邸宅は一町を基本とする。平安時代には公卿・殿上人・諸大夫の序列が成立し、邸
宅はその序列を反映する。貴族は複数の邸宅をもち、各々に本所や別業など相応の特色があり、そ
れらを使い分ける。また、邸宅の規模は平安時代中期から後期に変遷し、縮小する可能性が大きい。
また、貴族邸宅の池庭にはパターンがあり、それらを寺院（阿弥陀堂）と比較し、その特色を検討
する。発掘調査の所見を随時参照し、文献と遺構の対応に留意する。

はじめに（１週）
１　「一町家」「四分一宅」（１週）
２　「本所」の成立
　２―１　参議藤原為隆の邸宅（２週）
　２―２　権大納言藤原宗通の邸宅（２週）
　２－３　本所の成立（２週）
３　貴族邸宅・寺院と前池（南池）
　３－１　貴族邸宅と前池（１週）
　３－２　阿弥陀堂と前池（２週）
　３－３　向方と所便宜（１週）
４　貴族邸宅の移徙と同宿（２週）
おわりに（１週）

 [履修要件]
日本史に関する基礎知識があることが望ましい。

日本史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



日本史学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末に到達目標に即したレポート課題を提示し、そのレポートの内容により成績評価する。レポ
ートの評価はオリジナリティを重視し、素点（100点満点）の絶対評価で評点する。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に参考文献を指示するので、その内容を事前に学習しておく。

（その他（オフィスアワー等））
授業参加には、充分な予習が必要である。
オフィスアワーは木曜の午後３時から（教授会の日を除く）。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

日本史学(特殊講義)
Japanese History (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 日本史学（確認用）
教授 人間・環境学研究科 元木　泰雄

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  武士政権の成立　源頼朝論２

 [授業の概要・目的]
　昨年度に引き続き、源頼朝の評伝を講ずる。
　本講義では、頼朝挙兵の成功ののち、源義仲の上洛、頼朝軍の上洛、一ノ谷合戦に至る過程を取
り上げ、この間における頼朝と後白河との交渉について、史料に基づいて再検討する。

 [到達目標]
 これによって、当該期の政治情勢に関する認識を深め、中世成立期の新たな歴史像を理解する。ま
た、政治史のありかた、その分析の方法と、意味を習得する。 
　あわせて関連史料（主に日記・古記録・軍記）を配布し、史料読解力を高めるとともに、史料批
判の方法を学習する。  

 [授業計画と内容]
主要なテーマは以下の通り。 
１．富士川合戦と東国経営 
２．源義仲の挙兵と上洛 
３．後白河との交渉と十月宣旨
４．頼朝軍の上洛と義仲追討
５．一ノ谷合戦と畿内支配
　
　以上のテーマについて各2・3回に分けて論じる。
　毎回史料を配布し、出席者に読み下してもらう。

 [履修要件]
　一定程度の漢文読解力を前提とする。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
試験。欠席5回以上の者は単位を認めない。

 [教科書]
毎回、史料を掲載したプリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
元木泰雄 『敗者の日本史５　治承・寿永内乱と平氏』（吉川弘文館）ISBN:978-4-642-06451-4

 [授業外学習（予習・復習）等]
　参考文献に必ず目を通しておくこと。 
　極めて専門性の高い授業であるから、前提となる研究に関する知識は理解のために必須である。 
 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

日本史学(特殊講義)
Japanese History (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 日本史学（確認用）
教授 人間・環境学研究科 元木　泰雄

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  武士政権の成立　源頼朝論３

 [授業の概要・目的]
　一ノ谷合戦後、源義経の目覚ましい活躍で、平氏は滅亡に至る。その後、勝利の立戸役者義経と
頼朝とは激しく対立し、ついに義経は滅亡に追い込まれる。頼朝の置かれれた立場を重視しながら、
両者の対立原因、義経問題の意味について検討を加える。

 [到達目標]
　この授業によって、当該期の政治情勢に関する認識を深め、中世成立期の新たな歴史像を理解す
る。また、政治史のありかた、その分析の方法と、意味を習得する。 
　あわせて関連史料（主に日記・古記録・軍記）を配布し、史料読解力を高めるとともに、史料批
判の方法を学習する。   
 

 [授業計画と内容]
主要なテーマは以下の通り。 
１．一ノ谷合戦後の義経
２．範頼と義経 
３．平氏滅亡と頼朝構想
４．頼朝と義経の対立 
５．義経の滅亡 
 
それぞれを２，３回に分けて論じる。 
毎回史料を配布し、出席者に読み下しを担当してもらう。

 [履修要件]
一定の漢文読解力を前提とする。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
試験。欠席5回以上の者には単位を認めない。

 [教科書]
毎回漢文史料を掲載したプリントを配布する。

日本史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



日本史学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
元木泰雄 『敗者の日本史５　治承・寿永内乱と平氏』（吉川弘文館）ISBN:978-4-642-06451-4

 [授業外学習（予習・復習）等]
　参考文献に必ず目を通しておくこと。 
　極めて専門性の高い授業であるから、前提となる研究に関する知識は理解のために必須である。 
  
 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

日本史学(特殊講義)
Japanese History (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 日本史学（確認用）
教授 総合博物館 岩崎　奈緒子

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  近世後期の対外認識　３

 [授業の概要・目的]
１８世紀から１９世紀への世紀の転換期は、日本において世界に対する認識が転換した時期であり、
近代への移行を見通す上で重要な位置にある。この授業では、寛政期の異国船の打ち払いをめぐる
歴史過程を再検討し、異国船の打ち払いと当該期の世界認識との関係と、異国船打ち払いの、幕府
権威と国家領域の形成に対する作用について考察する。

 [到達目標]
近世後期に起こった対外認識の変化を学び、江戸時代の対外関係の段階差に関する基本的事項を理
解する。

 [授業計画と内容]
以下の各項目について講述する。各項目には、【　】で指示した週数を充てる。各項目の講義の順
序は固定したものではなく、担当者の講義方針と受講者の背景や理解の状況に応じて、講義担当者
が適切に決める。
１．研究史と本講義の視座【２週】
２．近世異国船打ち払いの展開【２週】
　　　寛永期～享保期　寛政期～文化期
３．ラクスマン来航と異国船打ち払い【５週】
　　　ロシアの出現　　寛政３年異国船打ち払い令　クナシリメナシの戦いと異国船打ち払い　ラ
クスマン来航　異国船打ち払いと境界
４．蝦夷地幕領化と異国船打ち払い【５週】
　　　蝦夷地幕領化までの歴史過程　蝦夷地幕領化の論理　東蝦夷地と西蝦夷地　文化露事件の衝
撃
５．授業のまとめ【１週】
６．フィードバック【１週】

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末のレポート

 [教科書]
使用しない

日本史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



日本史学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に予習・復習すべきポイントを指示する。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



歴史基礎文化学系12

授業科目名
　<英訳>

日本史学(特殊講義)
Japanese History (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 日本史学（確認用）
教授 総合博物館 岩崎　奈緒子

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  近世後期の対外認識　４

 [授業の概要・目的]
１８世紀から１９世紀への世紀の転換期は、日本において世界に対する認識が転換した時期であり、
近代への移行を見通す上で重要な位置にある。この授業で は、文化期のロシア船の打ち払いをめぐ
る歴史過程を再検討し、異国船の打ち払いと当該期の世界認識との関係と、異国船打ち払いの、幕
府権威と国家領域の形 成 に対する作用について考察する。 

 [到達目標]
近世後期に起こった対外認識の変化を学び、江戸時代の対外関係の段階差に関する基本的事項を理
解する。  

 [授業計画と内容]
以下の各項目について講述する。各項目には、【　】で指示した週数を充てる。各項目の講義の順
序は固定したものではなく、担当者の講義方針と受講者の背景や理解の状況に応じて、講義担当者
が適切に決める。 
１．研究史と本講義の視座【２週】 
２．近世異国船打ち払いの概要【２週】 
　　　寛永期～享保期　寛政期～文化期 
３．寛政期における異国船打ち払いの歴史過程【２週】 
　　　寛政３年異国船打ち払い令　ラクスマン来航と異国船打ち払い　蝦夷地幕領化と異国船打ち
払い 
４．異国船打ち払いの失敗―文化露寇事件の歴史的意味―【６週】
　　　事件の実態　事件をめぐる風聞　幕府権威の失墜　領域侵犯としての事件
５．ゴローニン事件【２週】
　　　ゴローニン事件の実態　幕府の対応　
５．授業のまとめ【１週】 
６．フィードバック【１週】

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末のレポート

日本史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



日本史学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に予習・復習すべきポイントを指示する。   

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

日本史学(特殊講義)
Japanese History (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 日本史学（確認用）
准教授 人文科学研究所 岩城　卓二

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  近世社会論：陣屋元大森町の研究

 [授業の概要・目的]
　本講義の目的は、幕府の陣屋(代官所)が所在した石見大森町を対象に、陣屋元の都市としての特
性を諸史料から明らかにし、近世社会について考えることである。

 [到達目標]
近世史研究に必要な史料読解能力と、歴史像を構築する手法を習得する。

 [授業計画と内容]
１，石見国の所領配置 
２，模範としての陣屋元町 
３，陣屋元の町政
４，陣屋元の大工身分 
５，陣屋元の目明・牢番 
６，添村と囲村 
　　各課題について2～3週の授業をする予定

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート　5月中1回　学期末1回　の総合評価

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中指示する文献の精読、史料解釈

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

日本史学(特殊講義)
Japanese History (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 日本史学（確認用）
准教授 人文科学研究所 岩城　卓二

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  近世社会論：手紙の社会史

 [授業の概要・目的]
本講義は、幕末期の手紙を素材に、手紙がもつさまざまな情報を読み取り、近世社会の特性を考え
ることを目的とする 

 [到達目標]
手紙を歴史資料として活用できる力を習得する。

 [授業計画と内容]
１，戦場からの手紙
２，儒者の手紙
３，旗本の手紙
４，掛屋の手紙
５，山師の手紙
　各課題について2～4週の授業をする予定

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート　10月中1回　学期末1回　の総合評価

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中指示する文献の精読、史料解釈。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

日本史学(特殊講義)
Japanese History (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 日本史学（確認用）
岡山大学　　　　　　　　
社会文化科学研究科 教授 今津　勝紀

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2016・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  日本古代の環境と社会

 [授業の概要・目的]
この講義では、計算機によるシミュレーションなどの新たな手法を用いて、日本古代の環境と社会
の相互関係について検討する。これまでの研究では、史料的制約もあり環境要因が必ずしも十分に
考慮されてこなかったが、史料から確実に押さえられるところをもとにしたシミュレーションを行
うことで、それを補いたい。こうしたシミュレーションの手法は現代科学では普遍的なものであり、
歴史学の可能性を広げることにもつながるであろう。

 [到達目標]
日本の古代社会について学び、現代社会との相違と連続を理解することで、異文化理解のための多
様な視点を身につけることができるようになる。

 [授業計画と内容]
基本的に以下のプランに従って講義を進める。ただし講義の進みぐあい、時事問題への言及などに
対応して順序や同一テーマの回数を変えることがある。
1　古代社会の生態学的アプローチ
2　人口と古代社会
3　古代の家族と女性
4　古代家族の復原シミュレーション
5　飢饉・疫病と古代社会
6　貢調脚夫の往還と古代社会―疫病拡散のメカニズム
7　古代の疾病と治病
8　古代の災害と地域社会－飢饉と疫病－
9　宇津保物語にみる古代のいのち
10　天平六年の地震と聖武天皇
11　仁和三年の南海地震と平安京社会
12　古代の祈雨と止雨
13　自然環境と災害
14　生存と救済の歴史学
15　まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（30）レポート（70）

 [教科書]
使用しない

日本史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



日本史学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
これまでの研究がどのような水準のものであるのか、概説書などで確認しておくことが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
自ら学ぶ姿勢を大切にしよう。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

日本史学(特殊講義)
Japanese History (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 日本史学（確認用）
国際日本文化研究センター研究部
准教授　　　　　　　　　　　　 榎本　渉

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  東シナ海と中世日本   

 [授業の概要・目的]
海商の出現に伴う東シナ海交通の活発化という事態が、日本列島にいかなる影響を与えたか、平安
～南北朝時代を対象として取り上げます。  

 [到達目標]
日本史の通史的叙述において、9世紀の遣唐使停止以後、14世紀の遣明使派遣まで、蒙古襲来を除
いて国際環境への関心は従来あまり高くありません。しかし この時代、国際交流は後退するどころ
か、むしろ活発化の一途をたどっていました。それにもかかわらず5世紀間、東シナ海では蒙古襲
来以外に大きな事件はありませんでしたが、それは交流のシステムが安定して機能し続けたことを
意味しています。その安定性ゆえに目立つことがなく注目の薄かった当該期の交流の様相を確認す
ることが、本講義の目標となります。それによって当該期の日本史の展開も、律令期や戦国期と同
様に国際環境に強く規定されていたという視点を獲得できれば幸いです。  

 [授業計画と内容]
以下の各テーマを扱います。第一回は「1.時代の概要」となりますが、第二回以降の順序は必ずし
も固定したものではなく、また学生の理解度に応じて一つのテーマを複数回にまたがることもあり
ます。 

1.新羅海商と唐海商 
2.宋代公憑から見た宋海商 
3.大宰府の貿易管理 
4.博多の海商と入宋僧 
5.宋風文化の拡大 
6.宋元交替と日本 
7.元末内乱と南島路 
8.中世日本人の世界観

 [履修要件]
日本古代史・中世史以外に、（高校教科書程度の）中国史・朝鮮史の基礎知識も持っている方が望
ましいです。また授業では和製漢文だけでなく、中国・朝鮮の正則漢文なども扱いますので、一定
の漢文読解能力があることが望ましいです。  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点50点（出席状況・授業態度）・レポート50点、合計100点で評価します。

日本史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



日本史学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
桃木至朗編 『海域アジア史研究入門』（岩波書店）ISBN:9784000224840（海域交流史関係の研究を
テーマごとに整理しています。2008年刊、2800円。）
村井章介編集代表 『日明関係史研究入門』（勉誠出版）ISBN:9784585221265（授業よりも後の時代
を対象としますが、日明関係史研究の現状がまとめられています。2015年刊、3800円。）
大庭康時　他編 『中世都市博多を掘る』（(海鳥社）ISBN:9784874156643（中世の貿易港博多の歴
史や発掘成果を、豊富な図版とともにまとめた本。2008年刊、3600円。）
榎本渉 『僧侶と海商たちの東シナ海』（講談社選書メチエ）ISBN:9784062584685（授業で扱う時代
の交流を僧侶の活動を中心にして書いた本です。2010年刊、1600円。）
関心のあるテーマがある場合、個別に問い合わせていただければ、専門書籍や論文を紹介します。 

 [授業外学習（予習・復習）等]
特に指示はしませんが、各自の関心に従って関連書籍を読むなどして、関心を高めてもらうと良い
と思います。  

（その他（オフィスアワー等））
授業の数回を近郊の日宋・日元関係史の史跡見学に振り替えることも考えていますので、学生教育
研究災害傷害保険に加入しておくことをお勧めします。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

日本史学(特殊講義)
Japanese History (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 日本史学（確認用）
華頂短期大学　歴史学科　教授 伊藤　真昭

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  近世寺院を取り巻く諸問題　特に浄土宗との関わりにおいて   

 [授業の概要・目的]
近世社会は仏教が国教として日本史上最も根を張った時代です。それがたとえ純粋な信仰上の進展
ではなく、政策的に広まったものであったとしても、現実の社会で仏教がどのような影響を与えて
いたかを史料によって検証する必要があります。民衆と仏教との接点となる寺院という施設を通し
て近世社会を見る視点のひとつとして理解できるようになればと思います。 

 [到達目標]
近世社会は仏教が国教として日本史上最も根を張った時代です。それがたとえ純粋な信仰上の進展
ではなく、政策的に広まったものであったとしても、現実の社会で仏教がどのような影響を与えて
いたかを史料によって検証する必要があります。民衆と仏教との接点となる寺院という施設を通し
て近世社会を見る視点のひとつとして理解できるようになればと思います。

 [授業計画と内容]
以下の各項目について講述する。各項目には、受講者の理解の程度を確認しながら、【　】で指示
した週数を充てる。各項目の講義の順序は固定したものではなく、担当者の講義方針と受講者の背
景や理解の状況に応じて、講義担当者が適切に決める。 
１　寺院と幕府・領主【２週】　　　 
２　領主としての寺院　【２週】 
３　寺院の成立　【２週】 
４　寺院と村社会　【２週】 
５　寺院と住職　【２週】 
６　寺院と檀家　【２週】 
７　寺院と本山・本寺　【２週】

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点と期末のレポート。

 [教科書]
使用しない
適宜史料やプリントを配布します。  

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
講義中に指示した参考文献を読み、講義内容について理解を深める。  

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

日本史学(特殊講義)
Japanese History (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 日本史学（確認用）
京都府立大学　文学部 教授 小林　啓治

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  総力戦体制と地域社会

 [授業の概要・目的]
戦後70年が経過して、戦争非体験者が多数を占めるようになり、戦争の記憶をどう継承するかが重
要な問題となっている。この講義では、行政村（京都府竹野郡木津村）の兵事関係史料を中心とす
る役場文書を用い、地域社会がどのように総力戦体制に巻き込まれ、あるいはそれを支えたのかを
考察する。従来、個別に進められてきた徴兵制、地方行政、農業史などの研究を相互に関連させて
把握し、農村軍事史とでもいうべき新たな視角を提示したい。

 [到達目標]
・総力戦体制論の史学史的意義を理解し、現代を歴史的に考察するための方法を習得する。 
・地域社会を分析する上で基本となる役場文書の意義と史料操作について理解し、それらを活用し
た歴史像を自ら構築できるようになる

 [授業計画と内容]
各項目の講義の回数は固定したものではなく、講義の進行状況や受講者の理解の程度に応じて、変
動することがある。 
１．総力戦体制の成果と課題【２週】 
２．兵事システムと村役場―兵事史料の史料的価値と保存状況【２週】 
３．統合と自治の接合―地域社会の軍事的組織化と経済更生運動【２週】 
４．地域メディアからみた村の三〇年代【２週】 
５．日中戦争と総動員の開始【２週】 
６．「国民生活戦」から「一億総武装」へ【２週】 
７．戦争末期の村と復員【２週】 
８．まとめと展望【２週】

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート

 [教科書]
適宜史料レジュメ等を配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
大石嘉一郎・ 西田美昭 『近代日本の行政村―長野県埴科郡五加村の研究』（日本経済評論社）
ISBN:9784818804517

日本史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



日本史学(特殊講義)(2)

山之内靖 『総力戦体制』（ちくま書房）ISBN:9784480096494
小沢真人・ ＮＨＫ取材班 『赤紙―男たちはこうして戦場へ送られた』（創元社）ISBN:
9784422300337

 [授業外学習（予習・復習）等]
史料を配布することになるので、それについての予習は授業で適宜指示する。配布した史料をすべ
て解説することは時間的に不可能なので、省略した部分を中心に復習しておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

日本史学(特殊講義)
Japanese History (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 日本史学（確認用）
大阪大学　人間科学研究科 教授 藤目　ゆき

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  占領軍被害の研究

 [授業の概要・目的]
日本敗戦後の連合国対日占領期は、戦後日本国家の土台がつくられた時期である。日本敗戦から70
年以上が経過し、「戦後レジームからの脱却」といった標語が巷に流布されているが、占領期に生
起した様々な出来事には隠蔽され封印されてきた問題が少なくない。授業では、占領下に占領軍人
が引き起こした事故・事件による人身被害に着目し、その被害状況と補償請求運動の展開を概観し、
憲法と安保を併存させてきた戦後日本のあり方や「従軍慰安婦」問題をはじめとする未決着の戦後
補償といった今日的問題について考察する。

 [到達目標]
戦後日本史に対する理解を深め、表に出ない状態の史実を掘り起こす民衆史・女性史の視点や方法
を学ぶ。

 [授業計画と内容]
第１回目の授業でガイダンスをした後、下記のテーマについて各3～5回で扱う。 
１．女性に対する占領軍暴力の諸問題 
　日本軍「慰安婦」と占領軍「慰安婦」の関係性・冷戦下の東アジアにおける米軍性　売買と公娼
制度の再編成・21世紀のアジア駐留米軍と性暴力 
２．占領軍による人身被害の全体像 
　二又トンネル爆発事件など武器弾薬処理に関連する事件・車両事故や殺人や傷害といった刑事事
件・日米安保体制下の駐留米軍による事件 
３．ミッシングリンクとしての占領軍人身被害 
　占領軍人身被害補償請求運動の展開・戦争被害認識及び戦後補償思想をめぐる争点

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
セメスター末のレポート

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
参考書も含め、授業中に適宜指示する。

（その他（オフィスアワー等））
とくになし。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

日本史学(特殊講義)
Japanese History (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 日本史学（確認用）
岡山理科大学　　　
生物地球学部 教授 亀田　修一

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2016・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  古代朝鮮半島・日本列島の山城・瓦・寺院

 [授業の概要・目的]
 この講義では古代の朝鮮半島と日本列島の山城・瓦・寺院について、その概要を述べるとともに、
その比較を行う。その目的は古代の朝鮮半島と日本列島との関わりについて基礎的な知識を提示す
るとともに両地域の類似、違いについて知ってもらうことである。 

 [到達目標]
　この講義を履修することによって、古代の日朝関係の一面を理解し、その視座から東アジアにお
ける地域間交流のあり方を考察できるようになる。 

 [授業計画と内容]
　基本的に以下のプランに従って講義を進める。ただし講義の進みぐあいによってその回数を変え
ることがある。 
 第1回　講義概要・朝鮮半島の古代山城１ 
 第2回　朝鮮半島の古代山城２ 
 第3回　日本列島の古代山城１ 
 第4回　日本列島の古代山城２ 
 第5回　日本列島の古代山城３ 
 第6回　朝鮮半島の古代瓦１ 
 第7回　朝鮮半島の古代瓦２ 
 第8回　朝鮮半島の古代寺院１ 
 第9回　朝鮮半島の古代寺院２ 
 第10回　日本列島の古代瓦・寺院 
 第11回　日本列島中央の古代瓦・寺院　 
 第12回　日本列島地方の古代瓦・寺院１ 
 第13回　日本列島地方の古代瓦・寺院２ 
 第14回　朝鮮半島・日本列島の古代の瓦生産 
 第15回　まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　出席状況・授業中の質疑応答（20点）、試験（80点）により評価する。

日本史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



日本史学(特殊講義)(2)

 [教科書]
　講義中に関連するプリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
亀田修一 『日韓古代瓦の研究』（吉川弘文館）ISBN:4-642-09305-2
東潮・田中俊明 『韓国の古代遺跡１　新羅篇（慶州）』（中央公論社）ISBN:4-12-001690-0
東潮・田中俊明 『韓国の古代遺跡２　百済・伽耶篇』（中央公論社）ISBN:4-12-001691-9
東潮・田中俊明 『高句麗の歴史と遺跡』（中央公論社）ISBN:4-12-002433-4

 [授業外学習（予習・復習）等]
　それぞれの授業までにその講義内容に関して、概要を予習し、講義終了後には、その復習をして
おいてください。

（その他（オフィスアワー等））
　授業は、基本的にパワーポイントを使って行います。
　授業中にみなさん方に質問をすることがあります。積極的に質疑に参加してください。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

日本史学(特殊講義)
Japanese History (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 日本史学（確認用）
教授 人文科学研究所 高木　博志

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  近現代における歴史の顕彰

 [授業の概要・目的]
1867年の王政復古の大号令で、天皇親政の理念とともに、始祖としての神武天皇が浮上する。1880
年代には皇室をめぐる「旧慣」保存策が展開した。1889年の大日本帝国憲法にともなう大赦令とと
もに、戊辰戦争で「賊軍」とされた江戸幕府・会津藩・西郷隆盛などが復権する。それとともに江
戸幕府や旧藩の顕彰が始まる。1917年の「戊辰殉難者五十年祭」、1928年の昭和大礼と戊辰より60
年の紀念と、明治維新の顕彰が続く。1911年の南北朝正閏問題により南朝正統論が公認となるが、
河内長野や四條畷、島本における南朝顕彰が展開する。1928年以降に史跡名勝の行政を文部省が管
轄するが、宮址・南朝史蹟・維新史蹟・神武聖蹟などが国民道徳と一体となって整備され、1945年
まで歴史が動員される。補論として、日本美術史/朝鮮美術史の成立についても講義したい。

 [到達目標]
注のある形式の論文が作成できるように指導する。近現代における歴史の顕彰について、授業とフ
ィールドの両面から、理解を深めるようにする。   

 [授業計画と内容]
・明治維新と「神武創業」
・1880年代の皇室をめぐる「旧慣」（伝統文化）の保存
・1889年の恩赦と旧幕府・旧藩などの顕彰
・江戸文化の回顧と顕彰
・「京都らしさ」と国風文化・安土桃山文化
・1911年南北朝正閏問題と南朝正統
・戊辰戦争50周年、60周年紀念祭の位相
・南朝史蹟の顕彰
・皇紀2600年と神武聖蹟
・国定教科書の中の歴史顕彰
・修学旅行と歴史教育
・補論　日本美術史/朝鮮美術史の成立

以上の諸問題を考える。内容は変更することもある。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
講義にかかわる自由研究のレポートによる。注のある形式。授業で指示。平常点も加味する。

 [教科書]
プリントを配布する。

日本史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



日本史学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
高木博志 『近代天皇制の文化史的研究』（校倉書房）
高木博志 『近代天皇制と古都』（岩波書店）

 [授業外学習（予習・復習）等]
東山、嵯峨野、京都御苑、神武陵など、歴史顕彰の近現代に関わる巡見を希望者と行う。 

（その他（オフィスアワー等））
レポートの内容について個別相談に応じる。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

日本史学(特殊講義)
Japanese History (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 日本史学（確認用）
教授 人文科学研究所 高木　博志

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  文化財の近現代

 [授業の概要・目的]
現代の文化財は、富岡製糸場などの近代化遺産の評価をめぐってや、「仁徳天皇陵古墳」として世
界遺産登録されようとする陵墓問題などにみられるように、密接に政治と関わっている。日本近現
代の特色を文化財の歩みから考えたい。 
明治初期の神仏分離と美術品の海外流出に続き、1880年代には「伝統文化」保存の政策の中で、フ
ェノロサや岡倉天心の文化財保護の活動がはじまる。立憲制の形成とともに帝室博物館、東京美術
学校、文化財をめぐるジャンル・等級・時代区分が成立する。この間、①国民に開かれた国宝・史
跡・名勝・博物館などの文化財と、②皇室に秘匿された御物・陵墓・離宮などの私的な財産の二つ
の文化財の体系が成立する。こうした日本の文化財の特色を近現代を通じて考えてゆきたい。 

 [到達目標]
注のある形式の論文が作成できるように指導する。文化財の近現代について、授業とフィールドの
両面から、理解を深めるようにする。   
 

 [授業計画と内容]
・廃仏毀釈と文化財の破壊 
・1880年代の古社寺や旧跡の保存 
・正倉院御物・京都御苑・離宮の形成 
・陵墓の近現代 
・「日本美術史」と文化財保護 
・帝室博物館と古都奈良・京都 
・史蹟名勝天然紀念物と20世紀の文化財行政 
・吉野山・奈良公園・嵐山の近現代 
・神苑の形成（伊勢神宮・明治神宮・橿原神宮） 
・国民道徳と南朝史蹟・赤穂浪士の史蹟・神武聖蹟 
・戦後改革と文化財の誕生 
・世界遺産と文化財保護法 

以上のテーマを授業でとりあげる。内容は変更することがある。

 [履修要件]
特になし

日本史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



日本史学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
講義にかかわる自由研究のレポートによる。注のある形式。授業で指示。平常点も加味する。

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
高木博志 『近代天皇制の文化史的研究』（校倉書房）
高木博志 『陵墓と文化財の近代』（山川出版社）

 [授業外学習（予習・復習）等]
東山、嵯峨野、京都御苑、神武陵など、文化財の近現代に関わる巡見を希望者と行う。

（その他（オフィスアワー等））
レポートの内容について個別相談に応じる。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

日本史学(特殊講義)
Japanese History (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 日本史学（確認用）
同志社大学　　　　　　　　　　
グローバル地域文化学部 准教授 小川原　宏幸

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  近代における日朝関係史  

 [授業の概要・目的]
日本と朝鮮との間で歴史的に形成されてきた関係は，現在の朝鮮民主主義人民共和国・大韓民国を
めぐるさまざまな情勢を大きく規定している。したがって現在における日本と朝鮮半島とのかかわ
りを理解する上で両地域間の歴史に対する理解が不可欠である。　
この講義では，同時代の東アジア国際関係を踏まえながら，近世から20世紀はじめまでの日朝・日
韓間における歴史を，特に日本と朝鮮半島との政治文化の差異に注目しながら検討する。   

 [到達目標]
日本と朝鮮とのかかわりを歴史の展開過程を理解するための視野を確立するとともに，現代の日朝
・日韓関係を考える手がかりをつかむことができるようになる。   

 [授業計画と内容]
(1) イントロダクション：近現代史を見るまなざし
(2) 明治維新と征韓論の形成
(3) 大院君政権の攘夷政策と日本
(4) 壬午軍乱・甲申政変
(5) 朝鮮中立化構想と日清戦争
(6) 大韓帝国の成立と日露戦争
(7) 国権回復運動と韓国併合
(8) 武断政治と三・一独立運動
(9) 日本の朝鮮植民地統治と官僚制
(10)植民地下の朝鮮社会
(11)在日朝鮮人社会の成立と展開
(12)総力戦体制下の朝鮮
(13)朝鮮半島の分断
(14)近代日本の朝鮮観
(15)まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
討論への積極的な参加（20点）、期末レポート（80点）により評価する。参加人数に応じ、期末レ
ポート80点のうち30点を受講生の報告に振りかえ、報告30点、期末レポート50点とする。レポート
（および個別報告については到達目標の達成度に基づき評価する。

期末レポートでは，次の基準にもとづいて評価を行う。　
分析能力：具体的事実を掘り下げた上で，どの程度客観的に分析できるか　
論述能力：論旨一貫した他人にわかりやすい論述ができるか　
課題提示能力：自己の分析にもとづいて論点をどの程度提示できるか　

日本史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



日本史学(特殊講義)(2)

なお，分析能力35％，論述能力35％，課題提示能力30％の配点とする

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
和田春樹ほか 『東アジア近現代通史 上』（岩波書店）ISBN:978-4-00-029143-9 

 [授業外学習（予習・復習）等]
配布論文を事前に読んでくること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

日本史学(特殊講義)
Japanese History (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 日本史学（確認用）
大阪大学　文学研究科 教授 杉原　達

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  移動という経験――アジア・太平洋戦争を中心に 

 [授業の概要・目的]
この講義の目的は、近現代の日本をめぐる人の移動という経験が、どのような問題を投げかけてき
たのか、そして今投げかけているのかを、具体例に即して検討することにある。とくにアジア・太
平洋戦争のもつ歴史的意味と現在的意義を改めて考える。  

 [到達目標]
人の移動と文化の交流・摩擦の具体的な姿に注目することによって、「日本」を一国的な枠組みの
中でとらえるのではなく、関係の中で相対的にとらえる歴史的視点を理解し獲得することをめざす。
  

 [授業計画と内容]
以下のテーマについて講義をおこなう。 
各項目は、およそ２～３回を予定しているが、受講者の理解と関心を確かめながら、場合によって
は弾力的に設定し直すこともある。 
また、各テーマにおいて、できるだけ多くの映像資料を活用し、理解を深めることに資する。 
１．帝国臣民としての捕虜監視員 
２．「満州移民」という経験 
３．シベリア抑留という経験 
４．中国人強制連行と和解 
５．玄界灘を越境する人びと

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
随時おこなう小レポート（約40％）と学期末試験（約60％）を合わせて評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
史料を講義の中で配布するので、指示に従って読んでおく必要がある。  

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

日本史学(特殊講義)
Japanese History (Special Lectures) (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 日本史学（確認用）
教授 大学文書館 西山　伸

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  「学徒出陣」の研究

 [授業の概要・目的]
　本講義は、「学徒出陣」をテーマとする。「学徒出陣」についての研究としては、これまでは一
部の学徒兵の日記などを取り上げて分析されているに過ぎず、近年ようやくいくつかの大学で実態
調査が行われるようになってきた程度である。そもそも、近代日本における大学・学生と軍との関
係はいかなるものだったのか、学徒兵に求められた役割は何だったのか、学生たちは戦争をどのよ
うに受け止めたのか、戦後「学徒出陣」はどのように語られたのか、などについての実証的研究は
ほとんど進んでいないと言ってよい。
　こうした実情を踏まえて、本講義では「学徒出陣」について総合的に考察する。その際、当事者
であった学生・学徒兵の史料だけでなく、制度史料やメディア・議会などでの議論も素材として扱
う。
　また、「学徒出陣」は戦時期の一事象であるが、その検討を通じて、戦争と高等教育の関連全般
について理解を深められるようにする。

 [到達目標]
・史料を読み込むことにより、「学徒出陣」の背景、多様性を理解する。
・「学徒出陣」理解を通じて、戦争と高等教育の関連全般について理解を深める。

 [授業計画と内容]
第1回　ガイダンス 
第2回　学生と軍隊 
第3回　日中戦争期の学徒兵 
第4回　徴集延期年齢引き下げと修学年限短縮 
第5回　1943年夏の大量動員 
第6回　戦時体制下の高等教育 
第7回　徴集猶予停止 
第8回　入隊者の進路 
第9回　学徒兵が残した記録（１） 
第10回　学徒兵が残した記録（２） 
第11回　学徒兵が残した記録（３） 
第12回　戦争末期の学徒出陣 
第13回　学徒出陣の戦後（１） 
第14回　学徒出陣の戦後（２） 
第15回　まとめ

 [履修要件]
特になし

日本史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



日本史学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
評価方法：レポート試験の成績により評価する。
評価基準：授業の内容を理解した上で、受講者独自の見解を示すこと。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で指定する文献・史料等に予習・復習として目を通しておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
授業の後半に討論の時間を設けるので、積極的に参加すること。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

東洋史学(特殊講義)
Oriental History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 東洋史学（確認用）
教授 文学研究科 杉山　正明

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  『集史』「チンギス・ハン紀」の根本的検討

 [授業の概要・目的]
13-14世紀のモンゴル世界帝国の時代に出現したペルシア語史書の『集史』　Jami' al-Tavarikhは文
字通りの世界史であり、各地に蔵される複数の写本を利用しつつ、他の多言語史料とつきあわせて
精読する。

 [到達目標]
『集史』の史料的価値とその活用の可能性について理解する。  

 [授業計画と内容]
モンゴル世界帝国を構成する四大部分のひとつ、西アジアに展開したフレグ・ウルスでは、第七代
君主ガザンと宰相ラシードゥッディーンのもと、かつてない世界史の編纂がおこなわれ、ガザン没
後も弟オルジェイトゥにひきつがれ、1310-11年に成った。その結果、ひとくちに『集史』とはい
うものの、ガザン主導の「幸いなるガザンのモンゴル史」という前半と、それを踏まえつつ改訂・
増補して「世界諸族志」もくわえたいわゆる『集史』という二段階の合成物となった。そこには、
かなりの改文・修正が見られる。トプカプ・サライ蔵本を底本に、タシュケント蔵本、大英図書館
蔵Or.2927、Or.7628などを参照しつつ、幾つかの東方史料ともひきくらべ検討する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点とその時々のレポート

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
できれば、初歩でもよいのでペルシア語を学習しておいてほしい。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

東洋史学(特殊講義)
Oriental History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 東洋史学（確認用）
教授 文学研究科 杉山　正明

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目   『集史』「チンギス・ハン紀」の根本的検討

 [授業の概要・目的]
13-14世紀のモンゴル世界帝国の時代に出現したペルシア語史書の『集史』　Jami' al-Tavarikhは文
字通りの世界史であり、各地に蔵される複数の写本を利用しつつ、他の多言語史料とつきあわせて
精読する。

 [到達目標]
『集史』の史料的価値とその活用の可能性について理解する。  

 [授業計画と内容]
モンゴル世界帝国を構成する四大部分のひとつ、西アジアに展開したフレグ・ウルスでは、第七代
君主ガザンと宰相ラシードゥッディーンのもと、かつてない世界史の編纂がおこなわれ、ガザン没
後も弟オルジェイトゥにひきつがれ、1310-11年に成った。その結果、ひとくちに『集史』とはい
うものの、ガザン主導の「幸いなるガザンのモンゴル史」という前半と、それを踏まえつつ改訂・
増補して「世界諸族志」もくわえたいわゆる『集史』という二段階の合成物となった。そこには、
かなりの改文・修正が見られる。トプカプ・サライ蔵本を底本に、タシュケント蔵本、大英図書館
蔵Or.2927、Or.7628などを参照しつつ、幾つかの東方史料ともひきくらべ検討する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点とその時々のレポート

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
できれば、初歩でもよいのでペルシア語を学習しておいてほしい。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

東洋史学(特殊講義)
Oriental History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 東洋史学（確認用）
教授 文学研究科 吉本　道雅

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  左伝研究序説

 [授業の概要・目的]
『左伝』は『春秋』の注釈の形式を採りつつ前722～前468年の歴史を編年体で記述した史書である。
『史記』十二諸侯年表は、孔子の弟子、左丘明の編纂とするが、唐代以降、戦国時代の作品とみな
す説が有力となっている。『左伝』の成書年代・成書地域を検討し、記述の重点を確認することで、
戦国時代における歴史記述・歴史認識のありかたを考える。

 [到達目標]
歴史ないし歴史書とは何かについて考えるとともに、文献・出土文字資料に関する史料学的研究に
ついての知見を獲得する。

 [授業計画と内容]
以下の項目を逐次講ずる
第１回～第3回　『春秋』『左伝』に関する伝統的理解
第4回～第9回　　『左伝』の成書年代
第10回～第12回　『左伝』の成書地域
第13回～第15回　『左伝』の歴史認識
＊フィードバック方法は授業中に説明する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
講義の感想を中心とする毎回の小レポート（30点）と期末レポート（70点）に基づき総合的に評価
する。

 [教科書]
講義資料は担当者が準備する。 

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に別途指示する。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

東洋史学(特殊講義)
Oriental History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 東洋史学（確認用）
教授 文学研究科 吉本　道雅

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  繋年研究序説

 [授業の概要・目的]
2011年に公刊された清華簡『繋年』は西周時代から戦国前期の歴史を23章にまとめた紀事本末体の
史書である。その成書はおおむね前４世紀後半と推定され、西周時代・戦国時代前期については伝
世文献に見えない独自の記述を含む。『繋年』を分析することで、戦国時代における歴史記述・歴
史認識のありかたを概観する。

 [到達目標]
歴史ないし歴史書とは何かについて考えるとともに、文献・出土文字資料に関する史料学的研究に
ついての知見を獲得する。

 [授業計画と内容]
以下の項目を逐次論ずる・
第１回～第3回　戦国楚簡の概観
第4回～第9回　　西周時代の記述：『繋年』第1～第4章
第10回～第12回　春秋時代の記述：『繋年』第5～第19章
第13回～第15回　戦国時代の記述：『繋年』第20～第23章
＊フィードバック方法は授業中に説明する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
講義の感想を中心とする毎回の小レポート（30点）と期末レポート（70点）に基づき総合的に評価
する。

 [教科書]
講義資料は担当者が準備する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に別途指示する。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

東洋史学(特殊講義)
Oriental History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 東洋史学（確認用）
教授 文学研究科 中砂　明徳

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  漢訳イエス伝を読む

 [授業の概要・目的]
在華宣教師の漢訳文献の中でもっとも有名なのはマテオ・リッチの『天主実義』であろう。しかし、
この書物はイエスという男についてはほとんど語るところがない。福音書にもとづいたイエス伝の
漢訳は、リッチより一世代後のジュリオ・アレーニの『天主降生言行紀略』を待たねばならない。
この授業では本書成立の背景、種本との関係を探り、ついでテクストの訳語使用や文体の特徴をみ
ることで、中国におけるキリスト教受容と翻訳の問題を考えたい。

 [到達目標]
１、１６－１７世紀のキリスト教漢訳文献の概要を知ることができる。
２、漢語訳にじかに接することで、広く翻訳の問題を考え、あるいは日本のキリシタン文献と比較
することが可能になる。

 [授業計画と内容]
１回　キリスト教漢訳文献についての研究状況の紹介と本授業の位置づけ
２、３回　漢訳文献全体の展望
４、５回　種本について
６～１１回　テクストの検討
１２～１３回　他地域のイエス伝との比較
１４回　まとめ
　

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポートで評価する。レポートは授業で紹介する関連の書籍・論文を参考にして作成すること。

 [教科書]
使用しない
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で指示した参考文献を読むことで、授業内容を確認すると同時に疑問点を見つけ出し、次回の
授業に臨むこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

東洋史学(特殊講義)
Oriental History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 東洋史学（確認用）
教授 文学研究科 中砂　明徳

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  １７世紀初期の東インド

 [授業の概要・目的]
バロス、コウトによるポルトガル領インディアの年代記を書き継いだアントニオ・ボカロの『10巻
書第13』を読む。本書が直接に扱っているのは1615～17年の3年間のポルトガル領インディアの歴
史であり、それもインド洋の西側に偏っているが、記述は少ないながらも日本まで射程は伸びてい
る。本書に他の歴史記述を補う形で、17世紀初期の東インド世界を展望する。

 [到達目標]
１、１７世紀初期のアジアの海洋世界についての展望が得られる。
２、ポルトガル人の歴史記述の特徴を知ることができる。

 [授業計画と内容]
１、２回目　先行作品（バロスとコウト）
３回目　著者ボカロの紹介
４回目～１３回目　インド洋西岸の歴史を中心とした本書の記述をたどりつつ、ペグー（ビルマ）、
マラッカ、中国、日本などの記述については他の史料を援用して紹介する。
１４回目　まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポートで評価する。この授業で紹介する関連研究・史料を参考にして作成すること。

 [教科書]
使用しない
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で指示した参考文献を読むことで、授業内容を確認すると同時に疑問点を見つけ出し、次回の
受講に備える。 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

東洋史学(特殊講義)
Oriental History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 東洋史学（確認用）
准教授 文学研究科 高嶋　航

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  近代中国とジェンダー

 [授業の概要・目的]
近代中国におけるジェンダーの問題を、日本と比較しつつ検討する。

 [到達目標]
ジェンダーという視点を通して、中国と日本の近代の共通点と相違点について理解できるようにな
る。

 [授業計画と内容]
1990年代以降、中国のジェンダー研究は飛躍的に進歩しつつあり、革命中心のかつての叙述を克服
しつつある。とはいえ、これらの研究はもっぱら女性史研究として展開しており、男性を焦点にし
た研究はまだほとんどなされていない。本研究では、ジェンダー史の研究状況を踏まえ、男性に比
重を置きつつ、中国史におけるジェンダーの問題を考察したい。具体的には軍隊、表象、ファッシ
ョン、身体などの問題を扱う。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
年度末のレポート。

 [教科書]
小浜正子編 『ジェンダーの中国史』（勉誠出版）ISBN:4585226575
スーザン・マン 『性からよむ中国史』（平凡社）ISBN:458248221X

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示する参考書や論文に目を通すこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

東洋史学(特殊講義)
Oriental History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 東洋史学（確認用）
准教授 文学研究科 高嶋　航

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  近現代中国とスポーツ

 [授業の概要・目的]
近現代中国のスポーツに関する種々の問題をジェンダーの視点も交えて検討する。

 [到達目標]
政治とスポーツが密接に関係しつつ展開してきた中国で、スポーツを理解することは、政治を理解
することでもある。近現代中国のスポーツを通して、近現代中国の政治に対する理解を深めること
ができる。

 [授業計画と内容]
スポーツが中国に入ったのはいつか？スポーツはどのようにして中国社会に根付いたのか？北京オ
リンピック開催の意義はなにか？スポーツに関する基本的な問題を解説しつつ、その背景にも論及
したい。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
年度末のレポート。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示する参考書、論文に目を通しておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

東洋史学(特殊講義)
Oriental History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 東洋史学（確認用）
教授 人文科学研究所 浅原　達郎

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  説文解字（字義）

 [授業の概要・目的]
清代の学者による説文解字の注釈を，とくに字義に重点を置いて読みながら，古文字学の基礎とな
るべき説文解字の読み方を探る。

 [到達目標]
説文解字のなかから自分なりの文字を選んで，その文字の字義について理解を深める。

 [授業計画と内容]
ひたすらていねいに読むことを心がけるが，ただ，出土文字資料との関連には留意したい。説文解
字のどの文字を読むかは，受講者の希望を聞いて決める。テキストには，段玉裁『説文解字注』（
経韻楼本）を用いる。おのおの持参することが望ましいが，持ち合わせないひとは，無理に準備す
る必要はない。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
ともかく段玉裁『説文解字注』（経韻楼本）を開き，なんでもいいから文字を探し，読んでみる。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

東洋史学(特殊講義)
Oriental History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 東洋史学（確認用）
教授 人文科学研究所 浅原　達郎

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  説文解字（字音）

 [授業の概要・目的]
清代の学者による説文解字の注釈を，とくに字音に重点を置いて読みながら，古文字学の基礎とな
るべき説文解字の読み方を探る。

 [到達目標]
説文解字のなかから自分なりの文字を選んで，その文字の字義と字音について理解を深める。

 [授業計画と内容]
ひたすらていねいに読むことを心がけるが，ただ，出土文字資料との関連には留意したい。説文解
字のどの文字を読むかは，受講者の希望を聞いて決める。テキストには，段玉裁『説文解字注』（
経韻楼本）を用いる。受講者おのおのが一冊準備して持参することを前提とする。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
ともかく段玉裁『説文解字注』（経韻楼本）を開き，なんでもいいから文字を探し，読んでみる。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

東洋史学(特殊講義)
Oriental History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 東洋史学（確認用）
大谷大学　文学部　教授　 浅見　直一郎

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  中国史と仏教

 [授業の概要・目的]
この授業のねらいは、「中国の仏教史を論じる」ことではなく、「中国史の諸問題の中で、特に仏
教が深く関与しているいくつかの問題を検討する」ことである。受講者として想定しているのは、
これまで特に仏教史について学んだことのない3回生であり、基本文献の紹介から始めて、これま
での研究の成果を紹介したり、画像を見たりしながら、授業を進める予定である。

 [到達目標]
中国仏教史の基本文献についての知識を身につけるとともに、中国史において仏教が果たした役割
を理解し、仏教に視点を置いて東アジアの交流史・比較史を考察する能力を養う。

 [授業計画と内容]
おおむね次の内容で授業を進める予定である。ただし、受講者の関心などに応じて、適宜修整する
ことがある。
１.中国仏教史の基本文献【2週】
２.仏教経典の翻訳事業【1週】
３.経録と大蔵経【2週】
４.皇帝権力と仏教・道教【3週】
５.入唐僧の遺したもの【2週】
６.中国の民俗と仏教【3週】
７.まとめ【2週】
※フィードバック方法は授業中に説明する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末のレポート100点。
内訳は、授業内容の理解度50点、参考文献の読解30点、独自の観点と文章力20点とする。

 [教科書]
教科書は使用せず、必要に応じてプリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業の進行状況によっては史料を紹介する（プリントで配布する）ので、その際は予習してくるこ
と。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

東洋史学(特殊講義)
Oriental History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 東洋史学（確認用）
国際日本文化研究センター研究部
准教授　　　　　　　　　　　　 榎本　渉

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  東シナ海と中世日本   

 [授業の概要・目的]
海商の出現に伴う東シナ海交通の活発化という事態が、日本列島にいかなる影響を与えたか、平安
～南北朝時代を対象として取り上げます。  

 [到達目標]
日本史の通史的叙述において、9世紀の遣唐使停止以後、14世紀の遣明使派遣まで、蒙古襲来を除
いて国際環境への関心は従来あまり高くありません。しかし この時代、国際交流は後退するどころ
か、むしろ活発化の一途をたどっていました。それにもかかわらず5世紀間、東シナ海では蒙古襲
来以外に大きな事件はあ りませんでしたが、それは交流のシステムが安定して機能し続けたことを
意味しています。その安定性ゆえに目立つことがなく注目の薄かった当該期の交流の様 相を確認す
ることが、本講義の目標となります。それによって当該期の日本史の展開も、律令期や戦国期と同
様に国際環境に強く規定されていたという視点を獲 得できれば幸いです。  

 [授業計画と内容]
以下の各テーマを扱います。第一回は「1.時代の概要」となりますが、第二回以降の順序は必ずし
も固定したものではなく、また学生の理解度に応じて一つのテーマを複数回にまたがることもあり
ます。 

1.新羅海商と唐海商 
2.宋代公憑から見た宋海商 
3.大宰府の貿易管理 
4.博多の海商と入宋僧 
5.宋風文化の拡大 
6.宋元交替と日本 
7.元末内乱と南島路 
8.中世日本人の世界観

 [履修要件]
日本古代史・中世史以外に、（高校教科書程度の）中国史・朝鮮史の基礎知識も持っている方が望
ましいです。また授業では和製漢文だけでなく、中国・朝鮮の正則漢文なども扱いますので、一定
の漢文読解能力があることが望ましいです。  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点50点（出席状況・授業態度）・レポート50点、合計100点で評価します。

東洋史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



東洋史学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
桃木至朗編 『海域アジア史研究入門』（岩波書店）ISBN:9784000224840（海域交流史関係の研究を
テーマごとに整理しています。2008年刊、2800円。）
村井章介編集代表 『日明関係史研究入門』（勉誠出版）ISBN:9784585221265 （授業よりも後の時
代を対象としますが、日明関係史研究の現状がまとめられています。2015年刊、3800円。）
大庭康時　他編 『中世都市博多を掘る』（海鳥社）ISBN:9784874156643 （中世の貿易港博多の歴
史や発掘成果を、豊富な図版とともにまとめた本。2008年刊、3600円。）
榎本渉 『僧侶と海商たちの東シナ海』（講談社選書メチエ）ISBN:9784062584685（ 授業で扱う時
代の交流を僧侶の活動を中心にして書いた本です。2010年刊、1600円。）
関心のあるテーマがある場合、個別に問い合わせていただければ、専門書籍や論文を紹介します。

 [授業外学習（予習・復習）等]
特に指示はしませんが、各自の関心に従って関連書籍を読むなどして、関心を高めてもらうと良い
と思います。  

（その他（オフィスアワー等））
授業の数回を近郊の日宋・日元関係史の史跡見学に振り替えることも考えていますので、学生教育
研究災害傷害保険に加入しておくことをお勧めします。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

東洋史学(特殊講義)
Oriental History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 東洋史学（確認用）
教授 国際高等教育院 岩井　茂樹

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  前近代の外交と文書資料Ⅰ

 [授業の概要・目的]
中国では官府の保存公文書を「案巻」などと称していた。清朝時代にはあらたに「档案」という用
語が使われるようになった。案巻や档案は史書や地方誌の編纂のさいに利用されることはあったも
のの，朝廷の内閣大庫や地方官衙の架閣庫などに保管され，公開利用などの制度はなかった。1920
年代末に内閣大庫の档案が市中に流出する事件が起こってから，あらためてその価値が認識され，
保存措置が講じられるとともに，1930年代以降，中央研究院などによる組織的な研究が開始された。
今日にいたるまで中国・台湾ですすめられた档案資料の整理・出版は，档案資料の利用におおきな
利便をもたらしている。
一方，日本では外國との文書のやりとりのさいに前例を参照する「勘文」の手続きがおこなわれ，
その必要から記録が作成された。また，漢文による外交文書を作成するうえでの便宜から過去の文
書例を編纂することがおこなわれた。
このようにして伝存した#27511史資料を利用するための知識と，そこから得られる情報の分析の方
法について学ぶ。

 [到達目標]
前近代の外交文書について基礎的な知識を把握するとともに，公文書に独特の語彙や句法を理解し
て，釈読ができるようになることを到達目標とする。

 [授業計画と内容]
1.東アジアの国際關係にかかわる文書資料の利用とそのおもな成果について概述する。（第1週） 
2.日本と琉球における対外関係資料の整理と伝存の状況について。（第2～4週） 
3.『異国牒状記』について（第5～6週） 
4.『異国出契』所収文書の釈読。（第6～第9週） 
5.『歴代宝案』所収文書の釈読（第10～第14週）

 [履修要件]
本特殊講義では史料文献の講読をおこなう。漢文資料について経験のない方にも解りやすく解説す
るが，辞書をひいて自分の頭で考えることが求められる。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末にレポート試験をおこない，成績を評価する。

 [教科書]
使用しない
資料を配付する。

東洋史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



東洋史学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
資料を配付するので事前に目を通しておくこと。  

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

東洋史学(特殊講義)
Oriental History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 東洋史学（確認用）
教授 国際高等教育院 岩井　茂樹

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  前近代の外交と文書資料Ⅱ

 [授業の概要・目的]
「前近代の外交と文書資料I」と同じく，対外関係資料についてその概要と釈読の方法，分析など
について講述する。 

 [到達目標]
前近代の外交文書について基礎的な知識を把握するとともに，公文書に独特の語彙や句法を理解し
て，釈読ができるようになることを到達目標とする。

 [授業計画と内容]
1.瀋陽故宮旧蔵『朝鮮國王来書簿』および関連資料の釈読（第1～5週） 
2.#30787批奏摺中の対外関係資料の釈読（第6～10週） 
3.カントン・マカオ関係資料の釈読（第11～第14週）

 [履修要件]
本特殊講義では史料文献の講読をおこなう。漢文資料について経験のない方にも解りやすく解説す
るが，辞書をひいて自分の頭で考えることが求められる。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末のレポート試験によって成績を評価する。

 [教科書]
授業中に指示する
教材は当方で用意し配布する。  

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
配布した資料にあらかじめ目を通し，釈読できない箇所など問題点を把握しておき，講義のなかで
その問題が解決されなければ質問をすること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

東洋史学(特殊講義)
Oriental History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 東洋史学（確認用）
龍谷大学　文学部　教授 木田　知生

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  中国近世史史料学Ⅰ

 [授業の概要・目的]
　前年度に引き続き、宋代史の史料学を中心に中国近世史史料学を講じる。 
　近年，以前に増して史料の様相が大きく変貌している。かつての版本や教材に勝る史料版本や教
材，さらには新たな「工具書」が次々に登場し，旧来の利用範囲内に視野が留まっていては，十分
な研究遂行が困難な時代がすでに到来しているのである。 
　本研究では，そうした時代状況に鑑み，旧年度に講じた史資料についても，再考すべきものは再
度取り上げて解説する。また，以前に論じていなかった史料文献に関しても詳述し，併せて中国内
外で進行している各種史資料のデータベース化状況にも論及する。

 [到達目標]
　研究する時代の史資料について，その史料文献の成り立ちと内容・意義に関して，十分な知識を
有するように努め，関連する「提要」「解題」等の文献にも視野を向けること。 
　また，それら関連文献の閲読のために必要な漢語読解力を，古代漢語・近代漢語・現代漢語の区
別なく，十二分に養成すること。

 [授業計画と内容]
　1.宋代史史料文献を中心に，概説と導入を含め中国近世史領域の史料文献の解説と閲読を行う。 
　2.上記に関連する史料文献や「工具書」についての解説。 
　3.近年の史料文献の整理出版状況とデータベース化の動向に留意し，その解説を行うほか，関連
する資料文献を講読し，史料文献の現状を把握するように努める。 
　4.原則上，講義形式を導入するものの，大部分は関連史資料の講読と分析作業が主軸となる。 
　5.毎回の授業内容と講読教材に関しては，あらかじめ事前に定めて指示する。

 [履修要件]
　文献講読の必要上，一定程度以上の漢語能力が問われることになる。 
　但し，学部生については，随時，サポートを行う。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　ほぼ毎回，文献の講読を伴うので，出席点と予習状況の二点を中心に，平常点評価を行う。

東洋史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



東洋史学(特殊講義)(2)

 [教科書]
授業中に指示する
　必要な教材（プリント）は当方で準備する。 
　また研究に必要な参考文献は，随時，紹介する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　史料文献の内容調査など，史料原書に当たって予習することが求められる。また，場合によって
は，確認のための復習を課すことも有る。

（その他（オフィスアワー等））
　質問等が有る場合は，別途，時間設定を行う。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

東洋史学(特殊講義)
Oriental History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 東洋史学（確認用）
龍谷大学　文学部　教授 木田　知生

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  中国近世史史料学Ⅱ

 [授業の概要・目的]
　前期に引き続き、宋代史の史料学を中心に中国近世史史料学を講じる。 
　近年，以前に増して史料の様相が大きく変貌している。かつての版本や教材に勝る史料版本や教
材，さらには新たな「工具書」が次々に登場し，旧来の利用範囲内に視野が留まっていては，十分
な研究遂行が困難な時代がすでに到来しているのである。 
　本研究では，そうした時代状況に鑑み，旧年度に講じた史資料についても，再考すべきものは再
度取り上げで解説する。また，以前に論じていなかった史料文献に関しても詳述し，併せて中国内
外で進行している各種史資料のデータベース化状況にも論及する。
本年度後期授業は，総集編としての意味を持つため，補足補充説明にも心掛ける。
授業の進行は，参加者の前期中の履修状況等に配慮しながら判断する。

 [到達目標]
　研究する時代の史資料について，その史料文献の成り立ちと内容・意義に関して，十分な知識を
有するように努め，関連する「提要」「解題」等の文献にも視野を向けること。 
　また，それら関連文献の閲読のために必要な漢語読解力を，古代漢語・近代漢語・現代漢語の区
別なく，十二分に養成すること。 

 [授業計画と内容]
　1.宋代史史料文献を中心に，概説と導入を含め中国近世史領域の史料文献の解説と閲読を行う。 
　2.上記に関連する史料文献や「工具書」についての解説。 
　3.近年の史料文献の整理出版状況とデータベース化の動向に留意し，その解説を行うほか，関連
する資料文献を講読し，史料文献の現状を把握するように努める。 
　4.原則上，講義形式を導入するものの，大部分は関連史資料の講読と分析作業が主軸となる。 
　5.毎回の授業内容と講読教材に関しては，あらかじめ事前に定めて指示する。

 [履修要件]
　文献講読の必要上，一定程度以上の漢語能力が問われることになる。 
　但し，学部生については，随時，サポートを行う。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　ほぼ毎回，文献の講読を伴うので，出席点と予習状況の二点を中心に，平常点評価を行う。

 [教科書]
授業中に指示する
　必要な教材（プリント）は当方で準備する。 
　また研究に必要な参考文献は，随時，紹介する。

東洋史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



東洋史学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
　参考史資料・「工具書」の捜索方法に関して，随時，解説を加える。 

 [授業外学習（予習・復習）等]
　史料文献の内容調査など，史料原書に当たって予習することが求められる。また，場合によって
は，確認のための復習を課すことも有る。 

（その他（オフィスアワー等））
　質問等が有る場合は，別途，時間設定を行う。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

東洋史学(特殊講義)
Oriental History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 東洋史学（確認用）
教授 人間・環境学研究科 辻　正博

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  隋唐史料論

 [授業の概要・目的]
　隋唐時代の社会を研究するためには、種々の史料を利用せねばならないこと改めて言うまでもな
い。この講義では、各種史料の成立事情と特徴、利用に際しての注意点などについて、具体例を織
り交ぜつつ解説する。

 [到達目標]
　隋唐史に関する各種史料について、基本的な知識を獲得するとともに、各史料の特徴とその限界
について理解を深める。

 [授業計画と内容]
　以下のテーマについて、2～3週を目途に講義を進める。 
　なお、初回授業（ガイダンス）時に、学期の授業計画および講義で必要される諸事項について説
明を行うので、必ず出席すること。 
　１．実録・国史と正史 
　２．『資治通鑑』 
　３．会要 
　４．石刻史料―特に墓誌について 
　５．敦煌・トルファン出土資料

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末レポートの成績により成績評価を行います。よく工夫のなされているレポート・独自の観点を
提示したレポートに対して、高い評価を与えます。「剽窃」については、「試験における不正行為」
と見なし、厳正に対処します。

 [教科書]
使用しない

東洋史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



東洋史学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
島田虔次ほか編 『アジア歴史研究入門１、３』（同朋舎、1983年）
山根幸夫編 『中国史研究入門（上）〔増補改訂版〕』（山川出版社、1991年）
礪波護ほか編 『中国歴史研究入門』（名古屋大学出版会、2006年）

 [授業外学習（予習・復習）等]
上記の「参考書情報」に掲げる参考文献を随時閲読し、予習復習に努めること。 

（その他（オフィスアワー等））
オフィス・アワーについては、特に曜日・時間を定めていません。授業時以外に直接話をしたい学
生は、 

　tsuji.masahiro.4m@kyoto-u.ac.jp 

に連絡して日時を調整すること。（学生番号、氏名を明記してメールしてください。）

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

東洋史学(特殊講義)
Oriental History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 東洋史学（確認用）
教授 人間・環境学研究科 辻　正博

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  唐宋時代の刑罰と社会

 [授業の概要・目的]
　唐から宋にかけての時期、中国の政治や社会のあり方は大きく変容した。刑罰とてその例外では
ない。この講義では、唐律・唐令に規定された刑罰のあり方が、唐末から宋代にかけてどのように
変化していったのかについて解説を加える。刑罰制度のみならず、政治・社会との関わり、刑罰の
背後にある思想・理念などについても言及したいと思う。 

 [到達目標]
　唐宋時代の刑罰について、具体的な理解を深める。また、刑罰制度の変化を通じて、唐宋時代に
生じた大きな社会変革の一端を理解する。

 [授業計画と内容]
以下のテーマについて、2～3週を目途に講義を進める。 
なお、初回授業（ガイダンス）時に、学期の授業計画および講義で必要される諸事項について説明
を行うので、必ず出席すること。 
　１．唐律・唐令に規定された刑罰 
　２．唐代刑罰の諸相―「五刑」の実態 
　３．社会の変化と刑罰の変容―刑罰史の唐末五代 
　４．宋代の刑罰―唐律受容の実態 
　５．新たな刑罰―宋代の社会と刑罰

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末レポートの成績により成績評価を行います。よく工夫のなされているレポート・独自の観点を
提示したレポートに対して、高い評価を与えます。「剽窃」については、「試験における不正行為」
と見なし、厳正に対処します。

 [教科書]
使用しない
 

 [参考書等]
  （参考書）
滋賀秀三 『中国法制史論集　法典と刑罰』（創文社、2003年）
梅原　郁 『宋代司法制度研究』（創文社、2006年）
辻　正博 『唐宋時代刑罰制度の研究』（京都大学学術出版会、2010年）

東洋史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



東洋史学(特殊講義)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
上記の「参考書情報」に掲げる参考文献を随時閲読して、予習復習に努めること。 

（その他（オフィスアワー等））
オフィス・アワーについては、特に曜日・時間を定めていません。授業時以外に直接話をしたい学
生は、 

　tsuji.masahiro.4m@kyoto-u.ac.jp 

に連絡して日時を調整すること。（学生番号、氏名を明記してメールしてください。）

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

東洋史学(特殊講義)
Oriental History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 東洋史学（確認用）
教授 人文科学研究所 冨谷　至

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  漢倭奴国王から日本国天皇へ

 [授業の概要・目的]
１世紀から８世紀にかけての日本と中国との国際関係を述べる

 [到達目標]
中国史研究の立場から、倭、日本との交流、外交を考えることで、これまでの日本史のの立場から
の見方を検討することで、日本という国家の成立を考え、今日まで通底する日中関係を改めて考え
る機会をもちたい。

 [授業計画と内容]
(1)　樂浪海中に倭国在り――倭国の認識　(2)　「漢倭奴国王」の金印
(3)　諸葛孔明と卑弥呼――魏志倭人伝の背景　(4)　倭の五王の時代

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
未定、受講者の人数を見て開講後決める。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
なし

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

東洋史学(特殊講義)
Oriental History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 東洋史学（確認用）
教授 人文科学研究所 冨谷　至

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  漢倭奴国王から日本国天皇へ

 [授業の概要・目的]
前期に引き続き古代・中世中国と倭・日本との関係を考える

 [到達目標]
前期の内容と同じ

 [授業計画と内容]
(1)　日出処天子――遣隋使　(2)　「天皇」号の成立　　（３）「日本国」号の成立

(4)　律令の受容　(5)　遣唐使

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
未定、受講者人数により、開講後決定する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
なし。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

東洋史学(特殊講義)
Oriental History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 東洋史学（確認用）
教授 人文科学研究所 矢木　毅

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  朝鮮史詳説（近世篇１）

 [授業の概要・目的]
高麗末から朝鮮前期（壬辰倭乱以前）までの歴史を概観し、政治・社会の特質について考察する。
漢文史料の読解能力を高めるとともに、東アジア世界（特に中国）との連関のなかで朝鮮史への理
解を深めることを目的とする。

 [到達目標]
基本史料（漢文）を読解して平易な現代日本文で説明する能力を養う。また、その史料の背景とな
る政治や社会の状況を理解し、その時代相を現代社会との対比において説明する能力を養う。

 [授業計画と内容]
第１講　朝鮮時代史とその史料
第２、３講　元明交替と高麗
第４、５講　遼東の情勢
第６、７講　朝鮮王朝の建国
第８、９講　土木の変と朝鮮
第９、１０講　士禍の時代
第１１、１２講　党争の始まり
第１３、１４講　倭乱前史

 [履修要件]
中国古典文（漢文）の基礎的な読解能力（高等学校履修程度）を身につけていることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績評価は平常点によって行う。平常点は出席状況、参加態度、および授業時の質疑応答等によっ
て総合的に評価する。

 [教科書]
使用しない
講読史料、レジュメ等のプリントを事前に配布する（一週間前の授業時に配布）。

東洋史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



東洋史学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
瀬野馬熊 『朝鮮史体系――近世史』（原書房）
姜在彦 『歴史物語　朝鮮半島』（朝日新聞社）ISBN:9784022599063
矢木毅 『韓国・朝鮮史の系譜』（塙書房）ISBN:9784827331110

  （関連ＵＲＬ）
http://sillok.history.go.kr/(朝鮮王朝実録（電子テキスト）)
http://db.history.go.kr/(韓国史データベース（韓国・国史編纂委員会）)

 [授業外学習（予習・復習）等]
配布プリントを事前に予習しておくこと。特に漢文史料を訓読できるようにしておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
講義を基本とするが、講読・演習の要素も加味する。受講生諸君の積極的な取り組みを期待する。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

東洋史学(特殊講義)
Oriental History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 東洋史学（確認用）
教授 人文科学研究所 矢木　毅

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  朝鮮史詳説（近世篇２）

 [授業の概要・目的]
壬辰倭乱以降の朝鮮王朝の歴史を概観し、政治・社会の特質について考察する。漢文史料の読解能
力を高めるとともに、東アジア世界（特に中国）との連関のなかで朝鮮史への理解を深めることを
目的とする。

 [到達目標]
基本史料（漢文）を読解して平易な現代日本文で説明する能力を養う。また、その史料の背景とな
る政治や社会の状況を理解し、その時代相を現代社会との対比において説明する能力を養う。

 [授業計画と内容]
第１講　朝鮮時代史とその史料
第２講　倭乱前史
第３、４講　壬辰・丁酉の倭乱
第５、６講　光海君の時代
第７、８講　仁祖反正
第９、１０講　丁卯・丙子の胡乱
第１１、１２講　北伐論
第１３、１４講　三藩の乱と朝鮮

 [履修要件]
中国古典文（漢文）の基礎的な読解能力（高等学校履修程度）を身につけていることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績評価は平常点によって行う。平常点は出席状況、参加態度、および授業時の質疑応答等によっ
て総合的に評価する。

 [教科書]
使用しない
講読史料、レジュメ等のプリントを事前に配布する（一週間前の授業時に配布）。

東洋史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



東洋史学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
瀬野馬熊 『朝鮮史体系――近世史』（原書房）
姜在彦 『歴史物語　朝鮮半島』（朝日新聞社）ISBN:9784022599063
矢木毅 『韓国・朝鮮史の系譜』（塙書房）ISBN:9784827331110

  （関連ＵＲＬ）
http://sillok.history.go.kr/(朝鮮王朝実録（電子テキスト）)
http://db.history.go.kr/(韓国史データベース（韓国・国史編纂委員会）)

 [授業外学習（予習・復習）等]
配布プリントを事前に予習しておくこと。特に漢文史料を訓読できるようにしておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
講義を基本とするが、講読・演習の要素も加味する。受講生諸君の積極的な取り組みを期待する。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

東洋史学(特殊講義)
Oriental History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 東洋史学（確認用）
金沢大学　　　　　　　　　　　　　　
人間社会研究域歴史言語文化学系 教授 古畑　徹

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2016・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  渤海国の歴史的位置付けとその叙述方法をめぐって

 [授業の概要・目的]
渤海国はその国家・構成種族・領域等を直接継承する国家が存在しなかったために現在の国民国家
的な「一国史観」の枠組ではとらえにくい存在であり、それゆえに、近年では、高句麗とともに中
国・韓国(北朝鮮)間の「歴史論争」の対象となってきた。この授業では、そうした「歴史論争」を
超えるための一つの方法として、地域的枠組みの立て方によって渤海国の歴史的な位置付けが異な
ることをあきらかにするとともに、それをどのように叙述すれば多面的でありながら有機的な渤海
像を描けるのかを考えてみたい。授業は、日本における最も一般的な概説書である濱田耕策『渤海
国興亡史』を事前に読んで来てもらい、その知識を前提にし、かつその叙述方法を比較対象にして、
古畑が執筆中の渤海史概説書の原稿を学生とともに検討していく。 

 [到達目標]
渤海国の歴史的位置づけと歴史叙述の方法を検討することを通して、東アジア史・東部ユーラシア
史理解のための枠組みや歴史学と現代政治との関係を理解するとともに、その内容を他者にわかり
やすく説明することができるようになる。獲得する能力レベルの詳細については、授業開始時にル
ーブリックを配布する。

 [授業計画と内容]
基本的に以下のプランに従って講義を進める。ただし、この間の原稿の進捗状況や講義の進みぐあ
いなどによって、順序や同一テーマの回数を変えることがある。 

第1回　ガイダンス／事前レポート受取 
第2～4回　濱田耕策『渤海国興亡史』に対する質問・疑問への回答と解説、受講生との質疑応答 
第5～7回　ユーラシアのなかの渤海国（原稿をもとに受講生と議論） 
第9～11回　「東北アジア」のなかの渤海国（原稿をもとに受講生と議論） 
第12～14回　海洋国家としての渤海国（原稿をもとに受講生と議論） 
第15回　総括

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
事前レポート20点、討論への積極的な参加（20点）、事後レポート（60点）。 
事前レポートは事前学習ができているかどうかを確認するもので、課題となるテキストの読み込み
具合で評価する。 
事後レポートでは、ルーブリックに照らして到達目標の達成度を判断する。

 [教科書]
濱田耕策 『渤海国興亡史』（吉川弘文館）ISBN:4642055061（品切れ・重版未定のためコピーを事
前に配布）
このほかに執筆中の渤海史に関する著作の原稿のコピーを配布する。

東洋史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



東洋史学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
教科書として指定する濱田耕策『渤海国興亡史』を事前に読んで、最初の授業でその中の疑問点・
問題点についてのレポートを提出してもらう。この事前レポートでは、読んでみての全体的な感想
を書いたうえで、、疑問に感じたこと、問題と感じたことをどの頁のどの部分であるかを明示して
指摘すること。詳細は、コピー送付時に連絡する。

（その他（オフィスアワー等））
事前に配るテキストのコピーを必ず読んでおくこと。また、通常の講義よりも学生との質疑応答が
多くなる予定であり、どれだけ積極的に議論に参加してくれているかを評価の基準とするので、質
問ができるように心がけて授業に臨むこと。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

東洋史学(特殊講義)
Oriental History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 東洋史学（確認用）
教授 人間・環境学研究科 江田　憲治

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目   

 [授業の概要・目的]
本講義では、東アジア近現代を対象領域とし、近代当初にあって東アジア世界がいかなる構造的変
革を見たかを確認した上で、東アジアとくに中国がどのように西洋文明を受容し、またこれを変容
させたか、それが現代の社会状況といかなる連続性を持つのか、について考察する。 
　東アジア、とくに中国の歴史過程について史料と研究にもとづいた批判的理解を可能にすること
が目的である。 
　なお、講義形式の授業のほか、適宜、受講者が従来の研究論文を要約して受講者が報告する発表
形式の授業をも行う。 

 [到達目標]
  東アジア、とくに中国の歴史過程と現状について、資料と先行研究にもとづいて考察する視座と
方法を獲得し、批判的に理解する。

 [授業計画と内容]
①ガイダンス 
②「近代」の前提としての中国近世文明 
③「近代」の前提としての中国近世文明 
④先行研究要約報告 
⑤東アジア世界の「近代」と諸国の変容 
⑥東アジア世界の「近代」と諸国の変容 
⑦先行研究要約報告 
⑧中国における西洋文明の受容―民主主義を中心に 
⑨中国における西洋文明の受容―民主主義を中心に 
⑩先行研究要約報告 
⑪中国における「党」と国家――中国共産党を中心に 
⑫中国における「党」と国家――中国共産党を中心に 
⑬先行研究要約報告

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席状況とレポート。

東洋史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



東洋史学(特殊講義)(2)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
あらかじめ配布する資料に目をとおして出席すること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

東洋史学(特殊講義)
Oriental History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 東洋史学（確認用）
教授 人間・環境学研究科 江田　憲治

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目   

 [授業の概要・目的]
　本授業では、東アジア、とくに中国の政治制度や思想を対象領域とし、研究論文・研究書、一次
史料を素材としたゼミ形式の授業を行う。 
　先行研究の取り扱いや一次史料の収集・利用についての必要な陶冶を行い、研究発表の訓練を行
うことが目的である。 

 [到達目標]
　現代東アジアの諸問題を歴史的な視点から批判する視座を獲得し、国境を越えた問題意識の共有
を可能とする端緒を構築する。

 [授業計画と内容]
①ガイダンス 
②中国現代政治史概説 
③中国現代政治史についての研究紹介　 
④研究論文・研究書を素材としたゼミ 
⑤研究論文・研究書を素材としたゼミ 
⑥研究論文・研究書を素材としたゼミ 
⑦研究論文・研究書を素材としたゼミ 
⑧一次史料を素材としたゼミ 
⑨一次史料を素材としたゼミ 
⑩一次史料を素材としたゼミ 
⑪一次史料を素材としたゼミ 
⑫一次史料を素材としたゼミ 
⑬一次史料を素材としたゼミ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席状況とレポート

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

東洋史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



東洋史学(特殊講義)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
あらじめ配布する資料を読解した上で出席すること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

東洋史学(演習I)
Oriental History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 東洋史学（確認用）
教授 文学研究科 杉山　正明

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  アジア諸地域における碑刻・刻文の歴史文献学的研究

 [授業の概要・目的]
アジア諸地域では、古代イラン・インド、漢代以後の中国などにおいて磨崖刻文や王柱・碑碣類が
出現し、以後は中央ユーラシアや韓半島・日本でも見られる。研究室所蔵の拓本も含め、広く利用
・解読をめざす。

 [到達目標]
碑刻・刻文についての基本的知識を習得し、読解のための基礎作りをする。

 [授業計画と内容]
以下の各テーマのもとに、それぞれ１～３週の割合で、演習方式を採りつつ進める。①石に文を刻
すという行為の意味とその発生。②ヨーロッパを含めた碑刻・刻文・墓誌などの多様な展開と各地
域・各時代の特性。③東洋史学所蔵拓本の紹介・把握と実際の扱い方や利用・保存。④関係する内
外各機関とその所蔵拓本ないし拓影、および厖大な石刻目録類や石刻書研究史。⑤中華地域におけ
る漢文でしるされた碑碣の類別と展開、とくに神道碑・墓誌銘などの違いや文集。⑥代表的な漢文
碑刻のうち、未解読ないし検討不十分のものについての解読・討論。⑦チンギス・カン碑石をはじ
め、モンゴル語および蒙漢合刻・複数語合刻碑の読解と習熟。⑧いわゆるモンゴル命令文とその碑
刻について。⑨ペルシア語・シリア語・パスパ字碑刻の検討。

 [履修要件]
未修の言語があるからといって、怖れる必要はありません。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点とその時々のレポート

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で提示した碑刻・刻文を自分の力で読解してもらいたい。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

東洋史学(演習I)
Oriental History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 東洋史学（確認用）
教授 文学研究科 杉山　正明

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  アジア諸地域における碑刻・刻文の歴史文献学的研究  

 [授業の概要・目的]
アジア諸地域では、古代イラン・インド、漢代以後の中国などにおいて磨崖刻文や王柱・碑碣類が
出現し、以後は中央ユーラシアや韓半島・日本でも見られる。研究室所蔵の拓本も含め、広く利用
・解読をめざす。 

 [到達目標]
碑刻・刻文についての基本的知識を習得し、読解のための基礎作りをする。 

 [授業計画と内容]
以下の各テーマのもとに、それぞれ１～３週の割合で、演習方式を採りつつ進める。①石に文を刻
すという行為の意味とその発生。②ヨーロッパを含めた碑刻・刻文・墓誌などの多様な展開と各地
域・各時代の特性。③東洋史学所蔵拓本の紹介・把握と実際の扱い方や利用・保存。④関係する内
外各機関とその所蔵拓本ないし拓影、および厖大な石刻目録類や石刻書研究史。⑤中華地域におけ
る漢文でしるされた碑碣の類別と展開、とくに神道碑・墓誌銘などの違いや文集。⑥代表的な漢文
碑刻のうち、未解読ないし検討不十分のものについての解読・討論。⑦チンギス・カン碑石をはじ
め、モンゴル語および蒙漢合刻・複数語合刻碑の読解と習熟。⑧いわゆるモンゴル命令文とその碑
刻について。⑨ペルシア語・シリア語・パスパ字碑刻の検討。

 [履修要件]
未修の言語があるからといって、怖れる必要はありません。 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点とその時々のレポート

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業で提示した碑刻・刻文を自分の力で読解してもらいたい。 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

東洋史学(演習II)
Oriental History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 東洋史学（確認用）
教授 文学研究科 吉本　道雅

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  『春秋左伝正義』

 [授業の概要・目的]
十三経注疏の一つである『春秋左伝正義』を精読する。

 [到達目標]
漢文資料を文法的に正確に読解する能力を身につけるとともに、経学（中国古典注釈学）の基礎的
な方法論・春秋時代史の研究資料としての活用法を理解する。

 [授業計画と内容]
昨年度の続き。魯の年代記の形式を採る『春秋』と、その注釈書の形式を採る『左伝』は春秋時代
を研究するための基本的な資料である。『春秋』『左伝』の成立過程については今なお活発な議論
が進行中である。『左伝』には、西晋・杜預の『春秋経伝集解』、唐・孔頴達の『正義』が附され
ている。本演習では『正義』を精読することで、漢文を文法的に正確に読解する能力を養うととも
に、『正義』の引用する唐代以前の諸文献を調査し、また『正義』の論理構成に習熟することによ
って、経学の基本的な方法論を理解する。また、先秦期の文献・出土資料を全面的に参照すること
によって、『春秋』『左伝』の成立過程についても考察し、先秦史研究の資料学的素養を身につけ
る。
第1回～第15回　『春秋左傳正義』の輪読。
＊フィードバック方法は授業中に説明する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点。

 [教科書]
講義資料は担当者が準備する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
発表の有無に関わらず、２葉程度は予習しておくことが必須である。文法的な読解とともに、引用
文献（出典）の調査が不可欠である。

（その他（オフィスアワー等））
　

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



歴史基礎文化学系54

授業科目名
　<英訳>

東洋史学(演習II)
Oriental History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 東洋史学（確認用）
教授 文学研究科 吉本　道雅

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  『春秋左伝正義』

 [授業の概要・目的]
十三経注疏の一つである『春秋左伝正義』を精読する。

 [到達目標]
漢文資料を文法的に正確に読解する能力を身につけるとともに、経学（中国古典注釈学）の基礎的
な方法論・春秋時代史の研究資料としての活用法を理解する。

 [授業計画と内容]
前期の続き。魯の年代記の形式を採る『春秋』と、その注釈書の形式を採る『左伝』は春秋時代を
研究するための基本的な資料である。『春秋』『左伝』の成立過程については今なお活発な議論が
進行中である。『左伝』には、西晋・杜預の『春秋経伝集解』、唐・孔頴達の『正義』が附されて
いる。本演習では『正義』を精読することで、漢文を文法的に正確に読解する能力を養うとともに、
『正義』の引用する唐代以前の諸文献を調査し、また『正義』の論理構成に習熟することによって、
経学の基本的な方法論を理解する。また、先秦期の文献・出土資料を全面的に参照することによっ
て、『春秋』『左伝』の成立過程についても考察し、先秦史研究の資料学的素養を身につける。
第１回～第15回　『春秋左傳正義』の輪読
＊フィードバック方法は授業中に説明する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点。

 [教科書]
講義資料は担当者が準備する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
発表の有無に関わらず、２葉程度は予習しておくことが必須である。文法的な読解とともに、引用
文献（出典）の調査が不可欠である。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

東洋史学(演習III)
Oriental History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 東洋史学（確認用）
教授 文学研究科 中砂　明徳

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  『明清档案』を読む

 [授業の概要・目的]
中央研究院が刊行した『明清史料』及び刊行中の『明清档案』に収録されている清朝順治年間の文
書を読み、中国制圧の過程を清朝サイドから見てゆく。明清の王朝交代は、日本では「華夷変態」
として、またヨーロッパでも宣教師によってそのニュースが紹介されるなど、大事件として受けと
められていた。しかし、明末清初の動乱に関する歴史記述とそれを承けた研究は、満州人王朝の世
界史的意義が強調されるようになった今日においてもなお「敗者」の側に片寄りすぎている。あら
ためてこの史料集を読むことで、勝者の視点から冷静に支配確立の過程をたどりたい。  

 [到達目標]
１、白文に取り組むことで、自力で句読を行う能力を身につけることができる。
２、行政文書の形態に習熟できる。
３、清朝の中国征服史について理解を深めることができる。

 [授業計画と内容]
１回　『明清档案』のテキストの性格を説明し、昨年読んだところについて言及しながら、順治元
年～二年にわたる政治情勢について解説する。
２～５回　順治二年後半期　
６～９回　順治三年前半期
１０～１４回　同年後半期

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点で評価する。

 [教科書]
プリントをコピーして配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
１週間前に当番を決めて、文書１本ないしその一部を担当してもらうので、それについては責任を
もって予習すること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

東洋史学(演習III)
Oriental History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 東洋史学（確認用）
教授 文学研究科 中砂　明徳

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  明人の文集を読む

 [授業の概要・目的]
明末に『武備志』という浩瀚な兵書を著したことで知られる茅元儀の文集『石民四十集』を読む。
中国人の文集には様々なジャンルの文章が収められる。多様なジャンルの文章に接しながら、明末
の時代の風気に触れることを目的とする。

 [到達目標]
１、白文テクストを読むことで、自力で句読する能力を身につけられる。
２、様々なジャンルの文章に触れ、それらが歴史研究にどのように利用できるかを
　　把握することができる。
３、明人の政治・文化観を知ることができる。

 [授業計画と内容]
１回　茅元儀の生涯について簡単に説明し、『石民四十集』の構成を紹介する。
２～４回　上奏文
５、６回　序文
７、８回　人物伝
９、１０回　履歴書（行状）
１１～１４回　書簡

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点で評価する。

 [教科書]
プリントを使用する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　１週間前に当番を決めるので、自分の担当部分については、責任をもって日本語訳を作成してお
くこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

東洋史学(演習IV)
Oriental History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 東洋史学（確認用）
准教授 文学研究科 高嶋　航

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  辛亥革命前後の学生の日記を読む

 [授業の概要・目的]
辛亥革命を学生たちはどのように受けとめたのか。その前後に彼らはどのような学校生活を送って
いたのだろうか。日記というメディアを通して、彼らの日常／非日常をたどり、辛亥革命の社会的
影響について考えてみたい。

 [到達目標]
同じ学生という立場から当時の社会を見ることを通して、歴史の現場に立ってものごとを考える力
を養う。いまここを離れる力は、現代社会に対する批判的思考にも役立つであろう。

 [授業計画と内容]
具体的には葉聖陶と呉みつの日記を読み、北京、上海、蘇州の学校における辛亥革命前後の状況を
理解する。日記の文章は平易であるので、その背景を調べることに重点を置く。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
担当範囲の日本語訳と関連事項の調査。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

東洋史学(演習IV)
Oriental History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 東洋史学（確認用）
准教授 文学研究科 高嶋　航

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  梁啓超『飲冰室合集』選読

 [授業の概要・目的]
梁啓超の文集『飲冰室合集』から重要な文章を選読する。 

 [到達目標]
近代中国を考えるうえで、梁啓超の著作を読むことは避けて通ることができない。梁が切り開いた
新しい文体を正確に理解することが第一の目標である。さらにすすんで、当時の知識人たちが抱え
ていた問題意識、世界観、日本の影響などを読み解くことが第二の目標である。

 [授業計画と内容]
精読と多読を併用する。学部生には、基本的に文章の正確な意味をつかむため精読を要求する。い
っぽうで、大学院生に様々な文章の要約を発表してもらうが、それを聞いて質疑することを通じて、
『飲冰室合集』全体に対する理解を深める。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
梁啓超 『新民説』（平凡社）ISBN:4582808468

 [授業外学習（予習・復習）等]
担当範囲の日本語訳。 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

東洋史学(講読)
Oriental History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 東洋史学（確認用）
教授 文学研究科 中砂　明徳

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  水4

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  『資治通鑑』魏紀・晋紀を読む

 [授業の概要・目的]
　長らく為政者の必読書とされてきた『資治通鑑』を読むことによって、漢文読解の力を養うだけ
でなく、中国の知識人が歴史から何を読み取ろうとしたかを考える機会を提供する。
　なお、本授業は東洋史学専修進学者の必修単位であるので、東洋史に進もうと考えている者は２
回生のうちに履修しておくのが望ましい。
　受講生が減少しているので、他の専修に進む予定の人も「最後の漢文学習の機会？」と思って参
加してくれるとありがたい。

 [到達目標]
１、漢文史書の読解力の基礎ができる。
２、漢文史書の叙述の約束事を体得できる。

 [授業計画と内容]
　今年は魏晋革命から晋の天下統一にいたる過程を扱った部分を読む予定である。
　『資治通鑑』がいかに読まれてきたかを紹介した（１回目）後、本編に入ってゆく（２回以後）。
『資治通鑑』は三国時代については、魏を年代記の柱としている。それに従い、主に魏の政争の記
事を読む。前期は司馬懿と曹爽の権力争い、後期は司馬昭・炎父子による権力独占、王朝革命が中
心となる。
　テキストは標点本を使う。本文のみを読むが、胡三省の註も適宜参照する。　　
　　　　

 [履修要件]
参加者には毎時間必ず１回は当てるので、予習は必須。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常点を重視する。出席だけでは評価しない。参加者には毎回当てるので、その時の読み、対応
をもっぱら評価する。学年末の筆記試験の成績をこれに加味する。内訳は平常点５割、筆記試験５
割である。

 [教科書]
プリントしたものを配布する。

東洋史学(講読)(2)へ続く↓↓↓



東洋史学(講読)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
一回前の授業で次の授業分のテクストを配布する（Ｂ４用紙で１，２枚）ので、その分については、
勝手に自分でここまでと決めることなく、予習しておくこと。訓読と現代日本語訳を課するので、
そのためのノートを作っておくこと。基本的には、訳がきちんとできればそれでよいが、余裕があ
れば、時代背景についても調査しておくことが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

東洋史学(講読)
Oriental History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 東洋史学（確認用）
准教授 文学研究科 高嶋　航

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  月1

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  英書講読

 [授業の概要・目的]
中国史に関する英語の文献を読む。毎回、日本語での翻訳を準備し、英文読解能力の向上につとめ
る。

 [到達目標]
英語による歴史論文の体裁に慣れるとともに、それらを批判的に読解する能力を習得することがで
きる。

 [授業計画と内容]
テキストは受講者の関心を考慮して決める。対象は基本的に大学院進学予定の四回生とするが、他
専修の四回生以外でも一向に問題ない。なお、本授業は東洋史学の必修科目ではないので注意して
いただきたい。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点。

 [教科書]
授業で配布する

 [参考書等]
  （参考書）
特になし

 [授業外学習（予習・復習）等]
担当範囲の英文を日本語訳して提出する。

（その他（オフィスアワー等））
特になし

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

東洋史学(実習)
Oriental History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 東洋史学（確認用）
教授 文学研究科 杉山　正明
教授 文学研究科 吉本　道雅
教授 文学研究科 中砂　明徳
准教授 文学研究科 高嶋　航

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  水3

授業
形態  実習

使用
言語   日本語 

題目  東洋史学（実習）

 [授業の概要・目的]
全教員４人によるリレー担当。東洋史学研究のうち、特に中国史の全時代にわたって、先行研究を
どのようにして探すか、古文書をどのようにあつかうか、コンピューターを研究にどのように用い
るかなど実習させるとともに、自らテーマを選んで「小論文」を発表させる。

 [到達目標]
東洋史の卒論を書くにあたって基本的なスキルを習得できるようにする。

 [授業計画と内容]
主に三回生を対象とする。東洋史学専修の全教員が一年間にわたり、東洋史学を研究するにあたっ
てのツール（工具）を教え、学生に実際に使わせる。先行研究の探し方を教えるとともに、優れた
先行研究を選んで学生に読ませ、先人の達成したものを学びつつ、自らがおかれた研究情況を考え
させる。 
一一月頃までにツールの修得や先行研究の選読を終え、自らの問題関心に即した研究テーマを選ば
せる。それまでに修得した知識と方法をもとにして、自ら先行研究を探し、あるいは原典の一部を
読むことによって、自らの問題に解答を与えさせる。一月中頃にこれを「小論文」として授業で発
表させる。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点と「小論文」の発表を評価する。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回提出される課題を準備しておくこと。一年間を通して卒論のテーマを絞り込めるようにつねひ
ごろから関心を持っておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
授業は各教員の研究室で行う

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西南アジア史学(特殊講義)
West Asian History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西南アジア史学（確認用）
教授 文学研究科 井谷　鋼造

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  セルジュク朝時代の政治史研究

 [授業の概要・目的]
西暦11～13世紀の西アジアにはセルジュク朝というトゥルク系のスンナ派王朝が存在していた。こ
の時代の歴史書はアラビア語か、ペルシア語で書かれ、トゥルク語で書かれた史料は残っていない。
セルジュク朝時代、11世紀にヨーロッパから十字軍が到来し、13世紀には東方から中央アジアを経
てモンゴル軍が西アジアに来襲する。これらは西アジア、北アフリカに世界史的な影響を与えたが、
当時の西アジアの政治状況は必ずしも明快に解明されている訳ではない。この授業では、セルジュ
ク朝時代の史書の記述や刻銘文資料の分析を基礎として、セルジュク朝時代の政治史を解明するこ
とを目的とする。

 [到達目標]
この授業を受講することにより、歴史資料のあり方と扱い方、セルジュク朝の西アジア史上におけ
る位置付け、イスラーム史の流れが理解できる。

 [授業計画と内容]
1.セルジュク朝の歴史を取り上げるにあたって
2.セルジュク朝時代の研究史概観
3.セルジュク朝時代のアラビア語史料
4.セルジュク朝時代のペルシア語史料
5.マフムード・カーシュガリーの『トゥルク諸語集成』
6.ニザーム・アルムルクの『統治の書』
7.セルジュク朝政治史～勃興と発展
8.セルジュク朝政治史～12世紀（内紛と衰退）
9.セルジュク朝政治史～13世紀（ルームのセルジュク朝、モンゴル支配時代）
10．セルジュク朝が西アジア史に残したもの
上記の各テーマについて１～２回の授業を行なう。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業の参加者には各自が関心のあるテーマでレポートを作成、提出することを求める。このレポー
トの内容、及び履修態度を評価して成績を決める。

西南アジア史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



西南アジア史学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業の予習、復習等は必要ない。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西南アジア史学(特殊講義)
West Asian History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西南アジア史学（確認用）
教授 文学研究科 吉田　和彦

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ヒッタイト語研究I

 [授業の概要・目的]
この授業の目的は、古代アナトリアにおいて紀元前２千年紀に用いられ、100年ほど前に解読され
たヒッタイト語の文法を学ぶことにある。

 [到達目標]
ヒッタイト語文法の基礎を、記述言語学的および歴史言語学的に習得し、アルファベット転写テキ
ストが読める能力を養う。

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション
古代アナトリアの歴史的状況、ヒッタイト語解読の歴史、他の印欧諸言語との系統的関係などにつ
いて述べる。

第２～１３回　教科書を使いながら、文法の基本事項を学ぶ。

第１４回　まとめ　

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業時での発表と出席状況など、平常点で評価する。

 [教科書]
Harry Hoffner and Craig Melchert 『A Grammar of the Hittite Language II』（Eisenbrauns）ISBN:978-1-
57506-119-1 

 [参考書等]
  （参考書）
Harry Hoffner and Craig Melchert 『A Grammar of the Hittite Language I』（Eisenbrauns）ISBN:978-1-
57506-119-1 

 [授業外学習（予習・復習）等]
教科書に含まれている基本的な文法事項についての予習と復習が求められる。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーについては、メールでアポイントメントを取ること。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西南アジア史学(特殊講義)
West Asian History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西南アジア史学（確認用）
教授 文学研究科 吉田　和彦

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ヒッタイト語研究II   

 [授業の概要・目的]
この授業の目的は、古代アナトリアにおいて紀元前２千年紀に用いられ、100年ほど前に解読され
たヒッタイト語の文法を学ぶことにある。さらに、近年のヒッタイト語文献学の成果、ならびに印
欧語比較言語学におけるヒッタイト語の重要な役割について理解を深める。 

 [到達目標]
ヒッタイト語文法を、記述言語学的および歴史言語学的に習得し、アルファベット転写テキストお
よび楔形文字テキストが読める能力を養う。

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション 
粘土板に刻まれているヒッタイト楔形文字について解説する。 

第２～１３回　歴史文書、法律文書、祭式、神話などのさまざまなジャンルの資料を、楔形文字テ
キストおよびアルファベット転写テキストで読みながら、記述文法および歴史文法の諸問題を考え
る。 

第１４回　まとめ　

 [履修要件]
前期のヒッタイト語研究Iを履修しておくことが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業時での発表と出席状況など、平常点で評価する。

 [教科書]
授業中に指示する
必要な資料・文献は授業時に配布、もしくは指示する。  

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
ヒッタイト語テキストの予習が求められる。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーについては、メールでアポイントメントを取ること。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西南アジア史学(特殊講義)
West Asian History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西南アジア史学（確認用）
追手門学院大学　　　
国際教養学部 准教授 磯貝　健一

未更新

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  近代中央アジアのシャリーア法廷裁判研究

 [授業の概要・目的]
《授業全体のテーマ》
本講義は、19世紀後半から20世紀初頭にかけての中央アジアのシャリーア法廷における紛争解決の
実態を、当時のシャリーア法廷文書に即して明らかにしようとするものである。

《意義》
当時の中央アジア地域はロシア帝国の支配下にあり、当然のことながらロシア当局の手によってシ
ャリーア法廷にも種々の改革が施された。本講義では、非西洋的な伝統的法制度が、近代西洋との
接触により如何に変容したのか、という普遍的かつ極めて今日的な意義も有する歴史学上の問題に
ついて、中央アジア地域を事例としながら具体的に考察してゆく。

 [到達目標]
・イスラーム法に準拠した裁判制度について一般的な知識を獲得する。
・イスラーム法の諸規程が、現実の裁判ににおいてどのように適用されていたかにつき具体的に理
解する。
・実際に手書きのアラビア文字文書を読むことにより、古文書史料の扱い方を習得する。
・イスラーム法学書の内容を踏まえた上でシャリーア法廷文書のテキストを理解する、という作業
を積み重ねることで、異なる類型の史料を利用しながら一つの問題の解明へと向かう、歴史研究の
基本的な手法を習得する。

 [授業計画と内容]
1. 19世紀後半から20世紀初頭の中央アジア史概説
2. 本講義で使用する各種シャリーア法廷文書の解説(類型、使用言語等)
3. イスラーム法に則った裁判手続きの説明
4-6. 訴状と判決梗概
7-9. ファトワー（法鑑定文書）
10-12. タズキラ（カーディーが交付する審理記録）
13-14. 判決台帳に記載された判決文の史料論的評価
15. 近代中央アジアのシャリーア法廷裁判についての試論

 [履修要件]
・アラビア語、ペルシア語、テュルク語のいずれかについて、既に初級文法を学習していることが
望ましい（必須ではない）。
・上記言語の学習経験が無い場合は、分野にかかわらず、古文書史料を利用した歴史研究に興味を
持っていることが望ましい。

西南アジア史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



西南アジア史学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（予習を課された文書の講読、および、授業内での質問や発言）のみで評価する（100%）

 [教科書]
授業時間内に配布するレジュメを教科書として使用する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
ほぼ毎回文書の講読を行うので、語学知識のある者は必ず次回講読分テキストの予習を行うこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西南アジア史学(特殊講義)
West Asian History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西南アジア史学（確認用）
教授 人文科学研究所 稲葉　穣

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  初期イスラーム時代東方フロンティアの研究

 [授業の概要・目的]
イスラーム的政治体制や宗教文化は、その時々の拡大の前線において様々な社会・文化・信仰と接
触し、これを制圧あるいは吸収融合してきた。本講義ではそもそもそのような前線、フロンティア
はどのように成立し、いかに認識されてきたのか、さらにフロンティアの向こう側に対するムスリ
ムの知見とはどのようなものだったのかを検討する。

 [到達目標]
現代のイスラーム世界に看取される多様性が形成された背景としての「異文化・異宗教」との接触
の様相を理解すると共に、そもそもフロンティアやその向こう側という概念がどのように生じ、理
解され、当該社会内部において機能したのかという一般的な問いに対する答えを探る手がかりを得
ることを目指す。そのような「区分・断絶・切断」こそが我々の世界認識における基本構造だと考
えるからである。

 [授業計画と内容]
第1回　授業の狙いの説明
第2-4回　フロンティア・境界線とは何か
第5-9回　イスラーム地理書に見える境界線の問題（R. Brauer, Boundaries and Frontiers in Medieval 
Muslim Geographyを題材に）
第10-14回　歴史的フロンティアの事例（O. Lattimore, Studies in Frontier Historyを題材に）
第15-18回　歴史資料に見えるtransfrontier（アレクサンドロス、中国仏教僧）
第19-22回　ムスリム旅行者達の記録
第23-24回　バーブルの見たアフガニスタン
第25-27回　グレートゲームとフロンティア

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点等評価（50%）と期末レポート（50%）で評価する。講義内容に関連する文献を授業中に会
読し、その内容を平常点として加味する。とくに期末レポートについては、到達目標の達成度に応
じて採点する。

 [教科書]
授業中に指示する

西南アジア史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



西南アジア史学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に別途指示する。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西南アジア史学(特殊講義)
West Asian History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西南アジア史学（確認用）
准教授 地域研究統合情報センター 帯谷　知可

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  現代中央アジアにおける歴史の見直しの諸相

 [授業の概要・目的]
この授業では、旧ソ連中央アジア、特にウズベキスタンを対象として、ソ連時代のペレストロイカ
による自由化、さらに独立とソ連解体を契機として進行した、歴史の見直しの諸相を検討する。そ
れを通じて、現代中央アジア理解を深めるとともに、多様な歴史叙述のあり方についての認識を深
めることをねらいとする。

 [到達目標]
中央アジアの近現代（帝政ロシア支配期～ソ連期～ソ連解体・独立から現代まで）の歴史の流れと、
ソ連時代から現代に至るまでの中央アジアにおける民族観・歴史観および歴史記述の特徴を理解す
る。

 [授業計画と内容]
以下の予定に従って、講義を行う。 

＊旧ソ連中央アジアという地域の概要（第1-2週）
＊民族史の記述 (第3-4週）
＊ペレストロイカと歴史の見直し（第5-7週） 
＊独立後の新しいナショナリズムと歴史研究（第8-9週）
＊評価の逆転（ティムール、ジャディード運動、バスマチ運動）（第10-12週）
＊新しい正史（第13-14週）
＊まとめ、フィードバック（第15週）

なお、参加者の関心次第で、現代ウズベク語またはロシア語の資料を読むことも視野に入れる。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席点30％、期末のレポート70％の割合で評価を行う。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
宇山智彦（編著） 『中央アジアを知るための60章』（明石書店）ISBN:978-4-7503-3137-9（中央ア

西南アジア史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



西南アジア史学(特殊講義)(2)

ジア研究の入門書）
小松久男 『革命の中央アジア』（東京大学出版会）ISBN:4-13-025027-2（ロシア革命期の中央アジ
アに関する必読文献）
宇山智彦 『「カザフ民族史再考―歴史記述の問題によせて」『地域研究論集』Vol. 2, No. 1 (1999)』
（国立民族学博物館地域研究企画交流センター）（ソ連中央アジアの歴史記述の基本理念を論じた
論文）
帯谷知可 『「英雄の復活―現代ウズベキスタン・ナショナリズムのなかのティムール」酒井啓子・
臼杵陽編『イスラーム地域の国家とナショナリズム』』（東京大学出版会）ISBN:4-13-034185-5（
ソ連解体後の中央アジアナショナリズムと歴史の見直しを論じた論文）

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業期間中に、各回の講義内容を復習するとともに、参考書等としてあげている文献を読み、より
深い理解と考察に結びつけてほしい。

（その他（オフィスアワー等））
授業でも紹介しますが、中央アジア近現代史に関する文献をできる限り多く読んでください。
連絡の必要がある場合はこちらへ　obiya[AT]cias.kyoto-u.ac.jp （[AT]を@に替えてください）

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西南アジア史学(特殊講義)
West Asian History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西南アジア史学（確認用）
奈良学園大学　　　
ビジネス学部 教授 川本　正知

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  モンゴル帝国時代の中央アジア

 [授業の概要・目的]
十三世紀初頭突如として現在のモンゴル国の領域に出現した大モンゴル・ウルスという遊牧民の「
国家」は、短期間の内にユーラシア大陸東西の定住民居住地域を征服し未曾有の大帝国に発展し、
中央アジアもその一部となった。帝国は1260年代に分裂しはじめ十四世紀半ばまでに解体したが、
その過程において、中国の大元ウルス（元朝）、キプチャク平原のジョチ・ウルス（キプチャク・
ハン国）、中央アジアのチャガタイ・ウルス（チャガタイ・ハン国）、イランのフラグ・ウルス（
イル・ハン朝）が成立し、それぞれの地域のその後の歴史に決定的な影響を与えた。今年度は昨年
度に引き続いてカイドゥ王国、カイドゥ王国とチャガタイ・ウルスの関係、ドゥワ・ハンによる「
真の」チャガタイ・ウルスの成立、チャガタイ・ウルスとカラウナス軍団との関係などモンゴル時
代の中央アジア史を考える上での常識を再検討しながら学んでいく。

 [到達目標]
モンゴル帝国の中央アジア・西アジア支配について学び、遊牧民の国家と中央アジア・西アジアの
オアシス社会との関係について資料に即して具体的に考察することにより、定住民社会における歴
史現象のみ理解し説明し解釈することしかできない偏狭な歴史観を改め、より大きな視野で世界史
を考えることができるようになる。 

 [授業計画と内容]
以下の各項目について、基本的研究・資料のテキスト（日本語論文、英語論文、資料英訳）を講読
しながら、講述する。各項目の講義の順序は固定したものではなく、担当者の講義方針と受講者の
背景や理解の状況に応じて、講義担当者が適切に決める。
１．本講義の視座と問題意識【１週】 
２．チャガタイ・ハン国通史【５週】 
　基本研究のバルトリド『セミレチイェ』の「THE MONGOLS,Down to the End of the Chagatay 
Kingdom」（ミノルスキー英訳,pp.110-137）を通読する。 
３．チャガタイ・ハン国の歴史【４週】 
　　ラシード・ウッディーン『歴史集成』第一巻「モンゴル人の歴史」の「チャガタイ・ハンとそ
の子孫たち」の部分を通読する。 
４．チャガタイ・ハン国とカラウナス【４週】 
　　14世紀のチャガタイ・ハン国におけるカラウナスという集団についての諸資料を紹介し、解説
し、その歴史を再構成する。

 [履修要件]
特になし

西南アジア史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



西南アジア史学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への参加とレポートによって評価

 [教科書]
使用しない
授業中に講読するテキストはコピーを配布する

 [参考書等]
  （参考書）
間野英二 『中央アジアの歴史』（講談社）ISBN:978-4061158580
川本正知 『モンゴル帝国の軍隊と戦争』（山川出版社）ISBN:978-4634640665
講義の前提となる中央アジアの歴史およびモンゴル帝国に関する常識が書かれた本であるので、第
一回目の講義までに必ず読了してくること

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎授業ごとに中央アジア史の日本語の論文・著作を指示するのでそれを次回までによんでくること
を予習とする。復習はそれぞれの学生にとっての当該授業の重要性の度合いにより時間配分なども
含めて各自で判断して行うこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西南アジア史学(特殊講義)
West Asian History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西南アジア史学（確認用）
中央大学　文学部 非常勤講師 山田　雅道

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2016・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  エマル文書の世界：その社会と支配  

 [授業の概要・目的]
ヒッタイトの支配下に置かれたシリア都市エマルで出土したアッカド語文書（前13～12世紀初期）
を史料として、そこから読み取れる政治・社会史的特徴を議論する。特にこの都市がもつ伝統的な
自治的性格とヒッタイト支配の実態に迫りたい。 

 [到達目標]
・邦語訳という形ではあるが、実際の史料（不動産売買契約や債務奴隷契約など、主として各種契
約文書）の読解を通して、歴史学的な議論を行う能力を養う。 
・「支配」の問題を、支配者側からだけでなく、被支配者側からも考える視点を獲得する。 

 [授業計画と内容]
1. はじめに（第１回） 
2. エマル文書について（第２回） 
3. エマルの国内体制（第３～５回） 
4. エマル文書に見られる歴史的事件（第６～７回） 
5. エマルにおけるヒッタイト支配（第８～10回） 
6. エマル社会の特徴（第１1～14回） 
7. まとめ（第15回）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（議論への積極的な参加などクラスに対する貢献度）とレポートにより評価を行う。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
必要に応じて適宜授業中に指示する。 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西南アジア史学(特殊講義)
West Asian History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西南アジア史学（確認用）
イスラーム地域研究センター
客員准教授　　　　　　　　 今松　泰

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限   

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  オスマン朝におけるイスラムの諸問題

 [授業の概要・目的]
オスマン朝（1299-1922）においてイスラムはさまざまな様相を見せつつ社会に現象した。本講義
ではオスマン朝期の「イスラム史」を、スーフィズム（スーフィー教団）、マドラサおよびイスラ
ム諸学とウラマーの問題を軸に解説しつつ、オスマン朝におけるイスラムの諸問題を検討する。
本講義によって、オスマン朝史を宗教史の観点からとらえることを目的とする。 

 [到達目標]
・学生がオスマン朝史におけるイスラムの展開を理解できるようにする。
・オスマン朝期のイスラムの問題を考える際に必要となる史資料の知識を身につける  

 [授業計画と内容]
1. 導入：前オスマン朝期
2-3. さまざまな潮流（スーフィー、カランダルほか）
4-5. アナトリア異端の完成
6. 政権と弾圧「イルハードとザンダカ」
7. スーフィーとウラマー　イルミエ制度、マドラサ
8. マドラサと学問
9-11. 学問分類
12-13. オスマン朝期の「原理主義運動」
14-15. 18世紀以降の展望

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート

 [教科書]
プリントを適宜配布する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
自らの関心に従って授業で紹介した参考文献を読むことが望ましい。  

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西南アジア史学(演習Ｉ)
West Asian History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西南アジア史学（確認用）
教授 文学研究科 井谷　鋼造

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  火2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  西南アジア史に関する英文文献講読

 [授業の概要・目的]
学部学生に対する演習として、下記の英語文献を講読しながら、西南アジア史とイスラームに関す
る基礎知識の習得を目的とする。西南アジア史の分野では、アラビア語などの語学の習得と並んで、
イスラームの歴史と文化についての基礎知識を習得することが必須であり、この授業はそのために
開講されている。

 [到達目標]
この授業の受講者は、イスラームの歴史と文化についての基礎知識を身につけることが出来る。ま
た授業中の説明や討議を通じて、歴史的なものの見方や研究態度を身につける手がかりも得られる
であろう。

 [授業計画と内容]
I.P.Petrushevsky,Islam in Iran,SUNY Press,1985.
「イランのイスラーム」と題された書物であるが、元来はソ連時代の1966年にレニングラード大学
での講義録として出版されたロシア語の作品を英訳したものである。英語の訳文はロシア語原文か
ら大きく逸脱することなく、概ね正確であり、この文献を精読することにより、西南アジア地域の
歴史において大きな影響を有するイスラームの歴史や文化やその研究状況についての基礎知識を習
得する。今年度は第８章「神学論争、ムルジア派、カダル派、ムウタズィラ派」から講読を開始す
る。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
参加者の出席状況と講読担当の内容によって評価する。

 [教科書]
I.P.Petrushevsky 『Islam in Iran』（SUNY Press,1985.）
授業で必要なテクストは、プリントして配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
必要な資料は適宜コピーして配布する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業は毎回講読の担当者を決めて進める。各回の講読担当者は必ず出席し、充分な予習をした上で、
担当部分をきちんと日本語訳すること。その他の参加者も必ず予習をしておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
特になし。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西南アジア史学(演習II)
West Asian History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西南アジア史学（確認用）
教授 文学研究科 井谷　鋼造

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  月4

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  ペルシア語古典史料研究

 [授業の概要・目的]
モンゴル帝国支配時代（1280年頃）にルーム（アナトリア）で書かれたペルシア語史料である、イ
ブン・ビービーの作品を写本の写真版と校訂テクストを基にして精読・研究し、文献研究の手法に
基づく歴史研究を行なう。本文は順番に全て読むことにしており、途中で省略する箇所はない。歴
史資料の具体的な文体、内容、それが書かれた状況を、この史料を徹底して精読することにより理
解させることを授業の目的としている。

 [到達目標]
この授業に参加して、この授業で扱っている史料を読みこなすことが出来るようになれば、研究者
として基本的な知識や態度が身についていると判断することが出来る。授業の参加者全てがこの要
件を満たすことが出来ないにしても、それに近づく努力目標としての授業であるという意味がある。

 [授業計画と内容]
Ibn Bîbî, al-Awâmir al-`Alâ'îya fî al-Umûr al-`Alâ'îya, Ankara, 1956.
ルーム・セルジュク朝の宮廷で書かれた本書は、13世紀を中心としたアナトリアの歴史を研究する
ための最も重要な史料である。モンゴル支配時代の西アジアの歴史を正確に把握するためにも必ず
参照しなければならない文献である。トルコ共和国イスタンブル市内の図書館に所蔵される、現存
唯一の写本の写真版が50年以上前に出版されており、冒頭の約３分の１については校訂テクストが
刊行されているので、これに基づいて文献講読と解説を行なう。この作品には韻文も多く、美文解
読の能力が求められる。

 [履修要件]
近世ペルシア語文法の基礎を習得していること。アラビア語についても基礎知識があることが望ま
しい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
参加者の出席状況と講読担当の内容によって評価する。

 [教科書]
Ibn Bîbî 『al-Awâmir al-`Alâ'îya fî al-Umûr al-`Alâ'îya』（Ankara, 1956.）
授業で使用するテクストはプリントして配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
特になし。

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回の授業では担当者を決めて行なう。各回の担当者は充分な予習を行い、担当部分の日本語訳・
訳注を作成すること。これなくしては授業が進められないので、授業の参加者は必ず予習をしてお
くこと。

（その他（オフィスアワー等））
特になし。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西南アジア史学(演習II)
West Asian History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西南アジア史学（確認用）
准教授 文学研究科 久保　一之

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  月3

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  チャガタイ・トルコ語文献入門

 [授業の概要・目的]
チャガタイ・トルコ語はティムール朝後期に確立された中央アジアの古典トルコ語であり、トルコ
民族史を研究する上で、非常に重要な言語である。この言語の基礎を身につけ、著名な作品を講読
することで、トルコ語文献やトルコ語語彙への対応をよくすることが目的である。

 [到達目標]
標準的な辞書・文法書を用いて対応できる範囲で、アラビア文字で表記されたチャガタイ・トルコ
語文献を読みこなせるようになる。チャガタイ・トルコ語をはじめ、アラビア文字表記トルコ諸語
のローマ字転写に馴染を深めることができる。ペルシア語・アラビア語文献に見られるトルコ語語
彙への対応能力が向上する。

 [授業計画と内容]
前期は、現代トルコ語との違いに注意しながら、文法を解説する。
後期（もしくは前期の終盤）からは以下の講読を行う。翻訳やキリル文字転写テキストも適宜参照
する。
（１）参考図書にあるローマ字転写テキスト（バーブルやナヴァーイーの作品等）
（２）アラビア文字で表記された著名文人の作品（ナヴァーイー、バーブル、ムハンマド・サーリ
フ、アブルガーズィー等の作品）
なお、余裕があれば、オスマン・トルコ語文献との比較も行う予定である。

 [履修要件]
現代トルコ語の基礎的な知識を持ち合わせていること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席状況（50点）と平常点（50点）による。平常点は予習状況と達成度による。

 [教科書]
授業の際にプリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
J. Eckmann 『Chagatay Manual』（Indiana University, Bloomington）
A. J. E. Bodrogligeti 『A Grammar of Chagatay』（LINCOM GmbH, Muenchen）

 [授業外学習（予習・復習）等]
文法を解説している間は予習の必要はない。講読の段階に入ったら、該当する文法事項を確認しな
がら予習すること。

（その他（オフィスアワー等））
特になし。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西南アジア史学(演習II)
West Asian History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西南アジア史学（確認用）
教授 文学研究科 吉田　豊

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木1

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  中世・古代イラン語文献研究

 [授業の概要・目的]
中世イラン語及び古代イラン語の文献の言語の文法を学びテキストを読解していくとともに，言語
面での研究の歴史や問題点について考察する．  

 [到達目標]
この授業で学習する今は死んだイラン系の言語の表記体系と文法の概要，および残された文献につ
いて，基本的な知識を有するようになることが到達目標である．また研究の歴史と現在の課題につ
いても一定の知識を有するようになることも目標の一つである．

 [授業計画と内容]
今年度はソグド語およびアヴェスター語の文献を読んでいくつもりである．希望があれば，それら
以外の言語を扱う． 初回は言語や関連する事項について説明するが，その後は初習の語学に準じ，
教材に添って，毎回一定程度ずつ文法知識の確認と，関連する練習問題を解いていく形態である．
必要に応じて写本の写真などを見て，研究の実際に触れる．また残された文献の内容面についての
理解を深めていくために，宗教や歴史に関する参考文献なども参照する．

 [履修要件]
上記の言語に関する予備知識がない学生は事前に相談すること．

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点．

 [教科書]
プリントを配布する．

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
練習問題を解いて問題意識をもって授業に臨む必要がある．

（その他（オフィスアワー等））
授業等の相談については，メールや電話によって事前に時間を決めてから受け付ける．

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



歴史基礎文化学系75

授業科目名
　<英訳>

西南アジア史学(演習II)
West Asian History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西南アジア史学（確認用）
教授 文学研究科 吉田　豊

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木1

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  中世・古代イラン語文献研究

 [授業の概要・目的]
中世イラン語及び古代イラン語の文献の言語の文法を学びテキストを読解していくとともに，言語
面での研究の歴史や問題点について考察する．  

 [到達目標]
この授業で学習する今は死んだイラン系の言語の表記体系と文法の概要，および残された文献につ
いて，基本的な知識を有するようになることが到達目標である．また研究の歴史と現在の課題につ
いても一定の知識を有するようになることも目標の一つである．

 [授業計画と内容]
前期からの続きとして，ソグド語およびアヴェスター語の文献を読んでいくつもりである．授業の
形態も前期と同じである．初回は，後期から授業に参加する学生のために言語についての解説を行
い，その後は毎回文法事項の確認と練習問題を解いていく．なお希望があれば，ソグド語や中世ペ
ルシア語などこれら以外の言語を扱う． 
必要に応じて写本の写真などを見て，研究の実際に触れる．また残された文献の内容面についての
理解を深めていくために，宗教や歴史に関する参考文献なども参照する．

 [履修要件]
上記の言語に関する予備知識がない学生や前期の授業を履修していない学生は事前に相談すること．

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点．

 [教科書]
プリントを配布する．

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
練習問題を解いて問題意識をもって授業に臨む必要がある．

（その他（オフィスアワー等））
授業等の相談については，メールや電話によって事前に時間を決めてから受け付ける．

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西南アジア史学(演習II)
West Asian History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西南アジア史学（確認用）
京都女子大学　文学部　教授 谷口　淳一

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  アラビア語古典史料演習

 [授業の概要・目的]
本演習ではアラビア語史料の読解をおこなう。そのうえで、固有名詞や用語、引用の典拠について
も調査し、テキストの記述内容を深く理解することを目指す。

 [到達目標]
アラビア語の古典を読解し、内容を理解する能力を身につける。アラビア語（フスハー）文法に即
して文意を理解するだけでなく、古典特有の文体や表現を理解する。また、固有名詞や用語、引用
などを調査し、その情報を活かしてテキストをさらに深く読み込む能力を習得する。

 [授業計画と内容]
マムルーク朝時代のシャーフィイー派法学者 Badr al-Din Muhammad Ibn Jama`a (1241-1333)が著した
教育論 Tadhkirat al-sami` wa-al-mutakallim fi adab al-`alim wa-al-muta`allim（『学者と学生の作法につ
いて聞く者と語る者の覚え書き』）を読解する。
初回は必要に応じてテキストについて解説し、可能であればテキスト講読を始める。第2回以降は
順次講読を進める。授業では、指名された者がテキストの指定箇所を音読し日本語に訳す。

 [履修要件]
アラビア語（フスハー）文法を習得していること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績評価の方法：平常点で評価する。
評価の基準：アラビア語文を適切に音読し文法に則して解釈できるか。テキスト中の固有名詞や用
語、引用の典拠についても調査し、テキストの記述内容を深く理解しているか。

 [教科書]
テキストは配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習：毎回の授業で講読する部分を前もって読み、固有名詞や用語、引用の典拠についても調査す
る。そのうえで、記述内容を把握するよう努める。
復習：予習時の理解を授業後の理解と照らし合わせ、誤解していた部分があれば、その理由を考え
て対処する。また、授業で解決できなかった問題点があれば、さらに調査、考察を重ねる。  

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西南アジア史学(演習II)
West Asian History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西南アジア史学（確認用）
京都女子大学　文学部　教授 谷口　淳一

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  アラビア語古典史料演習

 [授業の概要・目的]
前期に引き続き、本演習ではアラビア語史料の読解をおこなう。そのうえで、固有名詞や用語、引
用の典拠についても調査し、テキストの記述内容を深く理解することを目指す。

 [到達目標]
アラビア語の古典を読解し、内容を理解する能力を身につける。アラビア語（フスハー）文法に即
して文意を理解するだけでなく、古典特有の文体や表現を理解する。また、固有名詞や用語、引用
などを調査し、その情報を活かしてテキストをさらに深く読み込む能力を習得する。

 [授業計画と内容]
前期に引き続き、マムルーク朝時代のシャーフィイー派法学者 Badr al-Din Muhammad Ibn Jama`a 
(1241-1333)が著した教育論 Tadhkirat al-sami` wa-al-mutakallim fi adab al-`alim wa-al-muta`allim（『学
者と学生の作法について聞く者と語る者の覚え書き』）を読解する。
第1回の授業では、必要に応じて前期の内容について再確認をおこなったうえで、テキストを読解
する。第2回以降は、順次読み進める。

 [履修要件]
アラビア語（フスハー）文法を習得していること。
前期から続けて受講することが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績評価の方法：平常点で評価する。
評価の基準：アラビア語文を適切に音読し文法に則して解釈できるか。テキスト中の固有名詞や用
語、引用の典拠についても調査し、テキストの記述内容を深く理解しているか。

 [教科書]
テキストは配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習：毎回の授業で講読する部分を前もって読み、固有名詞や用語、引用の典拠についても調査す
る。そのうえで、記述内容を把握するよう努める。
復習：予習時の理解を授業後の理解と照らし合わせ、誤解していた部分があれば、その理由を考え
て対処する。また、授業で解決できなかった問題点があれば、さらに調査、考察を重ねる。 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西南アジア史学(講読)
West Asian History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西南アジア史学（確認用）
教授 文学研究科 井谷　鋼造

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  金3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  現代トルコ語文法・講読

 [授業の概要・目的]
現代トルコ語文法の基礎を学び、その後現代トルコ語、アラビア文字表記のトルコ語文献の講読を
おこなう。現代トルコ語は、現在のトルコ共和国の状況を知るためだけでなく、広く西アジア史、
トルコ民族史、イスラーム史を研究する上でも有益な言語である。西南アジア史に関する重要な史
料が現代トルコ語訳されている場合も少なくない。これらを活用し、さらにオスマーン朝時代の歴
史資料にアクセスするためにもこの授業が開講されている。

 [到達目標]
現代トルコ語の基礎的な文法事項を習得し、それらの知識を活用してトルコ語の文献を読みこなせ
るようになることが到達目標である。

 [授業計画と内容]
トルコ語は、西暦８世紀以降現代までの文献言語としての長い歴史を有し、ウイグル語やウズベク
語などユーラシアの広範囲で使用されるテュルク系諸語中の代表的で、最も話者数の多い言語であ
る。この授業では単に現代トルコ語の文法を学ぶだけでなく、歴史資料としてのオスマーン・トル
コ語の文献を読解できる能力を身につけられるような講読をおこなう。歴史資料を扱う場合には、
アラビア文字表記のトルコ語の知識が必要になるので、アラビア文字、ペルシア語、アラビア語の
基礎知識があることが望ましい。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
参加者の出席状況と講読担当の内容をもとに評価する。

 [教科書]
林徹 『トルコ語文法ハンドブック』（白水社）

 [参考書等]
  （参考書）
特になし。

 [授業外学習（予習・復習）等]
文法事項の説明をしている間、予習は特に必要ではないが、授業後の復習は必ず行なうこと。語学
の習得には時間をかけて積み重ねていく以外に有効な方法はない。止むを得ない事情で授業に参加
できなかった場合は、その回に進んだ箇所を各自で自習しておくこと。テクストの講読に入ってか
らは、必ず予習を行なうこと。

（その他（オフィスアワー等））
特になし。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西南アジア史学(講読)
West Asian History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西南アジア史学（確認用）
准教授 文学研究科 久保　一之

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  金4

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  ペルシア語講読

 [授業の概要・目的]
現代ペルシア語文法を終えた者を対象に、中・上級のペルシア語講読能力をやしなう。現代ペルシ
ア語だけでなく、様々な時代の近世ペルシア語テキストを取り上げ、時代による語彙・文体の違い
を実感することも、重要な目的である。

 [到達目標]
基礎的な文法や語彙に関する知識が確かなものとなる。最初期の近世ペルシア語から現代ペルシア
語に至る文体・文法の変遷を実感をもって知ることができる。現代イランや歴史的なイラン世界の
様々な事柄に馴染を深めることができる。

 [授業計画と内容]
前期は以下のように現代ペルシア語のテキストを講読する。
（１）文法の復習をかねた初級現代ペルシア語講読
（２）新聞・雑誌等の中・上級現代ペルシア語講読
後期は以下のように近世ペルシア語（古典ペルシア語）文献を選読する。
（１）最初期の近世ペルシア語文献
（２）モンゴル時代の代表的歴史書
（３）美文体化の進んだティムール朝・サファヴィー朝期の文献
（４）ガージャール朝期（近代）の文献
なお、適当な時期に「ペルシア韻文入門」を盛り込む予定である。

 [履修要件]
現代ペルシア語文法の学習を終えていること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席状況（50点）と平常点（50点）による。平常点は予習状況と達成度による。

 [教科書]
授業の際にプリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
A.K.S. Lambton 『Persian Grammar』（Cambridge University Press）
黒柳恒男 『ペルシア語四週間』（大学書林）

 [授業外学習（予習・復習）等]
まずは文法の復習を心がけて予習すること。古典文を読む際には、専門的な辞書を参照する余裕が
欲しい。ただし、受講生各人のペルシア語習得レベルによる。

（その他（オフィスアワー等））
特になし。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西南アジア史学(講読)
West Asian History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西南アジア史学（確認用）
教授 アジア・アフリカ地域研究研究科 東長　靖

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月5

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  アラビア語講読

 [授業の概要・目的]
スーフィズム・タリーカ・聖者信仰を研究する際には、さまざまなジャンルの資料が必要となる。
本講義では、これらの資料の代表的なものを順次取り上げ、講読していく。

 [到達目標]
アラビア語の文献を読みこなす力を身につけることを目標とする。同時に、文献を読む際に必要な
工具書・参考書の使い方も身につける。

 [授業計画と内容]
上記の研究のためには、理論書、列伝・徳行伝、参詣書、年代記、系譜書、用語集など、さまざま
なスタイルの資料を扱えるようになる必要がある。本講義では、これらの資料を丹念に読み込む訓
練を行う。 
これまでに本講義で取り上げてきた書目は以下の通り。 
クシャイリー「スーフィー派の言表とその意味の書」（2010）：用語集 
ナブハーニー『聖者の奇蹟集成』より「アブー・アッバース・アフマド・ティジャーニー」（2010）
：列伝 
カーシャーニー『スーフィー用語集』（2011）：用語集 
ナーブルスィー『シリア・エジプト・ヒジャーズ地方の旅における本義と転義』（2011）：地理書 
ムハンマド・アフマド・クルディー『幽玄の熟知の扱いについての心の照射の書』（2012）：理論
書（修行論） 
ガザーリー『宗教諸学の再興』（2013）：理論書（代表的なスーフィズム理論書） 
アブドゥルカーヒル・スフラワルディー『修行者たちの作法』（2013）：理論書（スフラワルディ
ー教団の修行規則を書いたもの。神学との整合性を中心に。） 
ズィリクリー『人名録』およびカッハーラ『著述家辞典』ほか（2014）：人名辞典 
タシュキョプリュザーデ『赤いアネモネ』（2015）：ウラマー・スーフィー列伝 
ボスネヴィー『叡智の台座注釈』（2015）：写本 
1回目の講義において、いくつかの候補を挙げ、何を選んで読むかを相談して決める。

 [履修要件]
初級アラビア語を修得していること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点によって評価する。

西南アジア史学(講読)(2)へ続く↓↓↓



西南アジア史学(講読)(2)

 [教科書]
授業中に指示する
テキストは当方で用意し、教室で配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
東長靖 『イスラームとスーフィズム』（名古屋大学出版会）ISBN:978-4-8158-0721-4
ティエリー・ザルコンヌ 『スーフィー－イスラームの神秘主義者たち』（創元社）ISBN:978-4-422-
21212-8（豊富な図版が特徴。東長靖監修。）
山内昌之・大塚和夫編 『イスラームを学ぶ人のために』（世界思想社）（ (I-4　東長靖「スーフィ
ーと教団」参照。絶版なので、図書館で借りて下さい。)）
東長靖・今松泰 『イスラーム神秘思想の輝き－愛と知の探求』（山川出版社）（前半はスーフィズ
ム概説、後半はオスマン朝スーフィズム・タリーカ史。）
その他、教室で指示する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
アラビア語の原典講読なので、入念な予習が必要である。辞書・参考図書を十分に活用すること。

（その他（オフィスアワー等））
講義前には、十分な準備が必要である。資料中に出てくるクルアーン、ハディースの引用などは、
必ず出典を確認してくること。また、詩が出てくる場合も、韻律を調べること。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西南アジア史学(講読)
West Asian History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西南アジア史学（確認用）
教授 アジア・アフリカ地域研究研究科 東長　靖

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月5

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  アラビア語講読

 [授業の概要・目的]
スーフィズム・タリーカ・聖者信仰を研究する際には、さまざまなジャンルの資料が必要となる。
本講義では、これらの資料の代表的なものを順次取り上げ、講読していく。

 [到達目標]
アラビア語の文献を読みこなす力を身につけることを目標とする。同時に、文献を読む際に必要な
工具書・参考書の使い方も身につける。

 [授業計画と内容]
上記の研究のためには、理論書、列伝・徳行伝、参詣書、年代記、系譜書、用語集など、さまざま
なスタイルの資料を扱えるようになる必要がある。本講義では、これらの資料を丹念に読み込む訓
練を行う。
これまでに本講義で取り上げてきた書目は以下の通り。
クシャイリー「スーフィー派の言表とその意味の書」（2010）：用語集
ナブハーニー『聖者の奇蹟集成』より「アブー・アッバース・アフマド・ティジャーニー」（2010）
：列伝
カーシャーニー『スーフィー用語集』（2011）：用語集
ナーブルスィー『シリア・エジプト・ヒジャーズ地方の旅における本義と転義』（2011）：地理書
ムハンマド・アフマド・クルディー『幽玄の熟知の扱いについての心の照射の書』（2012）：理論
書（修行論）
ガザーリー『宗教諸学の再興』（2013）：理論書（代表的なスーフィズム理論書）
アブドゥルカーヒル・スフラワルディー『修行者たちの作法』（2013）：理論書（スフラワルディ
ー教団の修行規則を書いたもの。神学との整合性を中心に。）
ズィリクリー『人名録』およびカッハーラ『著述家辞典』ほか（2014）：人名辞典
タシュキョプリュザーデ『赤いアネモネ』（2015）：ウラマー・スーフィー列伝
ボスネヴィー『叡智の台座注釈』（2015）：写本 
1回目の講義において、いくつかの候補を挙げ、何を選んで読むかを相談して決める。

 [履修要件]
初級アラビア語を修得していること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点によって評価する。

西南アジア史学(講読)(2)へ続く↓↓↓



西南アジア史学(講読)(2)

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
東長靖 『イスラームとスーフィズム』（名古屋大学出版会）ISBN:978-4-8158-0721-4
ティエリー・ザルコンヌ 『スーフィー－イスラームの神秘主義者たち』（創元社）ISBN:978-4-422-
21212-8（豊富な図版が特徴。東長靖監修。）
山内昌之・大塚和夫編 『イスラームを学ぶ人のために』（世界思想社）（(I-4　東長靖「スーフィ
ーと教団」参照。絶版なので、図書館で借りて下さい。)）
東長靖・今松泰 『イスラーム神秘思想の輝き－愛と知の探求』（山川出版社）（前半はスーフィズ
ム概説、後半はオスマン朝スーフィズム・タリーカ史。）
その他、教室で指示する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
アラビア語の原典講読なので、入念な予習が必要である。辞書・参考図書を十分に活用すること。

（その他（オフィスアワー等））
講義前には、十分な準備が必要である。資料中に出てくるクルアーン、ハディースの引用などは、
必ず出典を確認してくること。また、詩が出てくる場合も、韻律を調べること。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西南アジア史学(実習)
West Asian History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西南アジア史学（確認用）
教授 文学研究科 井谷　鋼造

 

配当
学年  3回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水3

授業
形態  実習

使用
言語   日本語 

題目  西南アジア史学実習

 [授業の概要・目的]
前期の実習（久保准教授担当）に引き続き、西南アジア史学の演習、講読、特殊講義などに出席し
て単に授業に参加するだけでなく、演習や講読の授業で問題なく受け持ちの箇所の講読などが担当
できるように、基礎知識の伝授を行なう。西南アジア史学関係の日本語の基本的な文献、時には史
料そのものを材料として、歴史研究の基本的な態度や情報を身につけることがこの授業の目的であ
る。

 [到達目標]
前期科目の実習と後期科目の実習を併せて履修することにより、西南アジア史学専修所属の学生と
しての基本的な知識や態度が身につき、４年次になって卒業論文を作成する際にも独力で資料調べ
や研究が行なえるようになる。

 [授業計画と内容]
授業担当者と受講生の間の距離がとても近い授業である。毎年受講生の顔ぶれは変わるので、個別
的な指導が行なえるように工夫している。前期の実習では扱われなかった内容を補足したり、改め
て説明するような授業とすることもある。参加者からの積極的な質問や参加者の調査や発表を促す
実習とすることを目指している。特に４年次における卒業論文作成の際の参考になるように、西南
アジア史関係の代表的な日本語論文を選読し、内容について討議するような形の授業を行なうこと
もある。

 [履修要件]
この授業を受講しようとする学生は、必ず前期に開講されている同名の科目を履修しておくこと。
前期または後期だけの履修では、卒業要件の単位としては不充分となるから注意するように。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
毎回の出席状況とレポートや発表の結果を評価して決定する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業に参加する学生は、毎回の授業の際に課題等が出されるので、必ず予習をしておくこと。予習
なしで授業に出ることがないように。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西南アジア史学(実習)
West Asian History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西南アジア史学（確認用）
准教授 文学研究科 久保　一之

 

配当
学年  3回生以上 単位数  1

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金2

授業
形態  実習

使用
言語   日本語 

題目  西南アジア史学実習

 [授業の概要・目的]
イスラーム圏に関する歴史研究において、根本的かつ不可欠な文献・工具類とその利用法、および
技術的な問題について解説し、適宜受講生に取り組ませる。共同研究室配架図書の利用をはじめ、
実践的に研究を開始させることが目的である。

 [到達目標]
イスラーム圏を対象とする歴史研究に関して、基礎的な知識と技術が身につく。共同研究室配架図
書および本学・本研究科所蔵図書を活用して、本格的な研究を開始する準備ができる。

 [授業計画と内容]
以下の順に解説し、毎回簡単な課題に取り組ませる。
（１）入門書・事典・研究文献目録
（２）史料言語の辞書・文法書・文献目録
（３）歴史地図・暦表
（４）アラビア文字翻字（転写）法
（５）文献表の作成（書誌学基礎）
（６）コーラン・ハディース入門
（７）史料研究入門（写本・文書・コイン・碑銘）
なお、毎回の課題とは別に、授業時間以外で取り組む最終的な課題を出す。

 [履修要件]
基本的に西南アジア史学専修在学者を対象とする。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席状況（50点）と平常点（50点）による。平常点は取り組む姿勢および課題の達成度による。

 [教科書]
授業の際にプリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回の予習は必要ない。ただし、最終的な課題は授業時間以外で取り組むことになる。

（その他（オフィスアワー等））
特になし。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

シュメール語（初級）(語学)
Sumer

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西南アジア史学（確認用）
国士舘大学　　　　　　　　　
イラク古代文化研究所 研究員 森　若葉

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  金1

授業
形態  語学

使用
言語 シュメール語

題目  シュメール語文法と楔形文字書記体系のしくみ

 [授業の概要・目的]
　古代メソポタミア文明で話されていたシュメール語は、紀元前四千年紀末からおよそ三千年間に
わたって数多くの資料を残す楔形文字言語である。
　この言語は、複雑な動詞組織をもち、系統関係が不明な膠着語であることが知られている。本授
業は、楔形文字で記されるシュメール語の文法について学ぶことを目的とする。
　前期は、文法の解説とともに、最古の文字である楔形文字の成立としくみ、および系統不明の古
代語であるシュメール語の解読についてもあわせて解説する。
　後期は、文法の概説の続きをおこなうとともに、シュメール語資料の講読・紹介をおこなう。死
語となってのちに長期間にわたって書き継がれた言語の文法の問題点などもあわせて論じる。授業
で扱うシュメール語資料は、王碑文、行政経済文書、裁判文書、文学作品、文法テキストを予定し
ている。

 [到達目標]
　世界最古の文字で、その後三千年間古代オリエント世界の様々な言語を書き記した楔形文字の書
記体系、およびシュメール語の基本的文法構造を理解する．
　また、楔形文字で記されたシュメール語のさまざまな文献を実際に講読し、内容を知ることによ
り、シュメール語文法と楔形文字についての知識を深める。

 [授業計画と内容]
＜前期＞
１．シュメール語の背景―メソポタミア文明の世界について（第1回）
２．シュメール語と楔形文字について（第2回）
３．楔形文字の解読と楔形文字で書かれた諸言語について（第3回）
４．楔形文字の成立としくみについて（第4-5回）
５．シュメール語文法解説と簡単な王碑文購読（8週程度）
６．楔形文字実習（1週）

＜後期＞
文法概説と並行して講読を進めていく予定である。
１．シュメール語文法解説（続き）
２．講読１　王碑文（初期王朝期、アッカド期、ウル第三王朝期）
３. 講読２　行政文書（初期王朝期、ウル第三王朝期）
４．購読３　裁判文書（初期王朝期、アッカド期）
５．講読３　文法テクスト（古バビロニア期、新バビロニア期）
６．講読４　裁判文書、契約文書（アッカド期、ウル第三王朝期）
７．講読５　文学作品（ことわざ、神話、叙事詩等）

授業計画・内容は、変更されることがある．

シュメール語（初級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



シュメール語（初級）(語学)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　平常点（出席状況・授業中の発言）[20％]および学年末レポート（シュメール語文献の翻字・翻
訳）[80％]を予定．

 [教科書]
　授業時に資料およびテキストのコピーを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
　楔形文字の実習の際、粘土やカッターナイフ等を各自用意してもらう必要がある。

 [授業外学習（予習・復習）等]
　文献購読については、授業前にシュメール語テキストの文字や単語を調べたり、事前に授業中に
配布する資料に目を通してもらうことがある．

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

サンスクリット（２時間コース）(語学)
Sanskrit(2H)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 インド古典学（確認用）
助教 白眉センター 置田　清和

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  水3

授業
形態  語学

使用
言語  サンスクリット

題目  サンスクリット初級文法（２時間コース）

 [授業の概要・目的]
サンスクリット語は南アジアにおいて発生した文化、哲学、宗教（仏教、ジャイナ教、ヒンドゥー
教等）を理解する為に欠かせない言語である。また、インド・ヨーロッパ語族の一部として重要な
位置を占めるサンスクリット語を学ぶことは、西洋古典、言語学を学ぶ者にとっても有益である。

 [到達目標]
このコースでは古典サンスクリット語の初級文法を習得し、基本的な文法事項と語彙を身につけさ
せることによって、平易なサンスクリット文章を読解する運用力を養成することをめざす。

 [授業計画と内容]
文法事項の解説と練習問題による読解演習とを平行して授業を進める。扱う主な文法事項は以下で
ある： 

前期 
サンスクリット語概論、音論・連声（第1-3週） 
名詞・形容詞曲用（母音語幹：第4-9週、子音語幹：第10-14週） 
複合語、代名詞、数詞（第15週） 

後期 
動詞現在活用（第１種活用：第16-18週、第２種活用：第19-22週） 
未来、完了、受動、使役、アオリスト、準動詞（第22-28週） 
試験（第29週） 
フィードバック（第30週） 

＊授業の進行は学習の理解度に応じて調整する場合がある。

 [履修要件]
予備知識は必要ない。幅広い専攻からの受講を歓迎する。 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平素の成績（毎週の小テスト5０点）と年度末筆記試験（5０点）による。

サンスクリット（２時間コース）(語学)(2)へ続く↓↓↓



サンスクリット（２時間コース）(語学)(2)

 [教科書]
J.ゴンダ（鎧淳訳） 『サンスクリット語初等文法』（春秋社）ISBN:4393101081

 [参考書等]
  （参考書）
上村 勝彦 『サンスクリット語・その形と心』（三省堂）ISBN:4385364656

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習：毎週授業で行う小テスト、読解練習問題に準備してくること。 
復習：授業で説明した文法事項を復習、暗記すること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

ヘブライ語（初級）(語学)
Hebrew

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 キリスト教学（確認用）
非常勤講師 手島　勲矢

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  語学

使用
言語 ヘブライ語

題目  ヘブライ語文法（初級）

 [授業の概要・目的]
ヘブライ語の歴史的概要に加えて、文法の基礎（母音記号、名詞、人称代名詞、形容詞、前置詞、
語根、動詞／分詞ほか）の導入。授業では、聖書やイスラエルの幼児向け絵本やラビ・ユダヤ教テ
キストの例文を用いて、動詞を伴わないヘブライ語文の構造に慣れてもらう。文法情報とテキスト
解釈との関係について、またヘブライ語文法の哲学的意義・思想的特徴についても授業では言及す
る。 

 [到達目標]
ヘブライ語の文字と母音記号を認識して声に出して読めること書けること。名詞と形容詞の変化、
人称代名詞と前置詞の人称変化が認識できること。完了・未完了をのぞく動詞（分詞）の活用、そ
の文章構造を理解し和訳できること、またヘブライ語作文できること。辞書を利用できること。

 [授業計画と内容]
１．ヘブライ語の歴史（聖書へブライ語と賢者のヘブライ語ほか）、２．母音記号と文字、３．形
容詞と名詞（男性形と女性形他）、４．形容詞と名詞（単数形と複数形他）、５．人称代名詞と指
示代名詞、６．数詞と前置詞、７．語根と動詞、８．７つの動詞、９．名詞文、１０．存在の名詞
ほか。＊１課題あたり１～２回を当てる。内容や順番は授業の進捗状況で多少変化することもある。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価・・・・出席と授業参加（３０％）、中間テスト（３０％）、期末テスト（４０％）

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に、なすべき宿題、予習、復習については指示をする。 

（その他（オフィスアワー等））
授業では、文字や母音記号を覚えるための実践的練習、また文法の意義を確認する解説の中で聖書
テキストやラビ文献他も紹介する。初級では動詞の完了形・未完了形・命令形は扱わない。それら
は中級で導入する。初級と中級をあわせての履修が好ましい。最終的には、辞書を使って独力で様
々な時代の文章を読めるようにすることを目標とするため、現代ヘブライ語辞典の購入を勧める。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

ヘブライ語（中級）(語学)
Hebrew

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 キリスト教学（確認用）
非常勤講師 手島　勲矢

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火3

授業
形態  語学

使用
言語 ヘブライ語

題目  ヘブライ語文法（中級）

 [授業の概要・目的]
中級では、ヘブライ語動詞の基礎（完了形・未完了形・命令形など）を身に付け、実際の文章の中
で動詞の諸形態を認識して、動詞を伴う文章を理解することをめざす。聖書ヘブライ語と賢者のヘ
ブライ語の差異を紹介する。 

 [到達目標]
動詞／完了・未完了などの活用に習熟すること。不規則変化を語根パターンにおいて認識できるこ
と。動詞の完了形・未完了形・命令形を含むヘブライ語文章を理解し翻訳できるようになること。
聖書ヘブライ語の基本的な特徴を理解すること。徐々に母音記号をへらしながら、母音記号のない
テキストが読めることをめざす。 

 [授業計画と内容]
１．ヘブライ語動詞パラダイムの諸問題、２．完了形（基本）、３．未完了形（基本）、４．不規
則変化（III-h/y）、５．不規則変化（II-w/y、I-y）、６．不規則変化（I-n、II&III-Geminated)、７．
不規則変化（喉音文字を含む語根）、８．人称接尾辞と不定詞と命令形、９．時制の問題、１０．
聖書へブライ語と賢者のヘブライ語、１１．まとめ。１課題あたり１～２回の授業を要する。進捗
状況をみながら内容や順番は多少変化する。 講義形式は、ヘブライ語辞書を用いながら読んでいく
中で文法の説明を行うスタイルとなる。

 [履修要件]
へブライ語（初級）を履修している、もしくは同程度のヘブライ語の知識があること。 

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価・・・出席・授業参加（３０％）、中間テスト（３０％）、期末テスト（４０％）

 [教科書]
授業中に指示する

ヘブライ語（中級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



ヘブライ語（中級）(語学)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業時に指示します。 

（その他（オフィスアワー等））
中級では実地にヘブライ語テキストを辞書を引きながら読んでいく。テキストは思想・哲学・言語
に関する易しい論文の抜粋、また聖書、ミシュナー・タルムード他、からのサンプル的文章等を考
えている。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

イラン語（初級）(語学)
Iranian

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西南アジア史学（確認用）
大阪大学 竹原　新

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  火5

授業
形態  語学

使用
言語  イラン語

題目  イラン語（初級）   

 [授業の概要・目的]
イランの公用語であるペルシア語の初級を学ぶ。基本文法、基礎単語を修得し、初級レベルの総合
的なペルシア語力を養うことを目的とする。   

 [到達目標]
第１回　イントロダクション
第２～２９回　基礎語学力の修得
文字の読み方や書き方を練習しつつ、基本的な文法や単語を学ぶ。徐々に難易度を上げ、後半には
簡単な物語等が読める段階まで語学力を高める。原則として、毎回、復習テストを行う。
第３０回　授業の総括 

 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション
第２～２９回　基礎語学力の修得
文字の読み方や書き方を練習しつつ、基本的な文法や単語を学ぶ。徐々に難易度を上げ、後半には
簡単な物語等が読める段階まで語学力を高める。原則として、毎回、復習テストを行う。
第３０回　授業の総括

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価

 [教科書]
授業中にプリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
黒柳恒男『現代ペルシア語辞典』(大学書林)   

 [授業外学習（予習・復習）等]
文字の書き方、基本文法、基礎単語の修得が中心となる前半においては十分な復習が必要となるが、
簡単な物語等を読み進める後半においてはこれに予習が加わる。   

（その他（オフィスアワー等））
特になし。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

アラブ語（初級）(語学)
Arabic

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西南アジア史学（確認用）
国立民族学博物館　　
民族社会研究部 教授 西尾　哲夫

 

配当
学年  2回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  木2

授業
形態  語学

使用
言語  アラブ語

題目  アラビア語の初級

 [授業の概要・目的]
アラビア語は、西はモロッコから東はイラクまでの中東・北アフリカ諸国で使われており、およそ
一億五千万人の母語となっている。またイスラム教（イスラーム）の聖典『コーラン（クルアーン）
』はアラビア語で書かれているため、南アジア・東南アジア・中国などのムスリム（イスラム教徒）
もアラビア語の知識をもっている。 
この授業では、アラビア語の文字の書き方からはじめ、初級程度の文法事項をおしえる。

 [到達目標]
アラビア文字が読めて書けるようになる。また基本的単語については、弱子音を語根に含む単語に
ついてアラビア語の辞書が引けるようになる。基本的な文章表現について読む・書く・話すができ
るようになる。

 [授業計画と内容]
（１）アラビア語についての概説（第１回目の授業） 
（２）アラビア語学習法の概説（第１回目の授業） 
（３）アラビア文字（第２回目から第８回目の授業） 
（４）初級程度のアラビア語文法（第２回目から最後の授業） 
（５）アラビア語辞書の引き方（第９回目以降の授業毎）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点で評価する。出席を重視する。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
西尾哲夫 『言葉から文化を読む―アラビアンナイトの言語世界』（臨川書店）（とくに現代アラブ
世界の言語状況についてふれた第１章）

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業毎に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

ヒンディー語（初級）(語学)
Hindi

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 インド古典学（確認用）
追手門学院大学　　　　　　　
国際教養学部アジア学科 講師 小松　久恵

 

配当
学年  1回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  金5

授業
形態  語学

使用
言語 ヒンディー語

題目  ヒンディー語（初級）

 [授業の概要・目的]
21世紀の世界において重要な役割を果たすと予想される巨大国家インドの公用語ヒンディー語の初
等文法と簡単な会話を学ぶ。また映像・画像などのビジュアルを通して、急激に変化を遂げる現代
インド社会に触れる。インド古典文学の専攻者だけでなく、将来商社マン・外交官あるいは技術者
として南アジア地域での活動を希望する諸君にも是非受講してもらいたい。

 [到達目標]
インドでは英語が通じると言われるが、実際には、英語を不自由なくしゃべることのできる話者数
は全人口の5パーセントにも満たない。インド人と深い意思疎通をするためには現地語を知ること
が不可欠となる。インドの公用語であるヒンディー語を通して異文化世界としての北インドについ
て学び、世界認識の幅を広げる。ヒンディー文字を習得し、ヒンディー語の初級文法と簡単な会話
を理解する。

 [授業計画と内容]
教科書を毎回一課の速度で進んでいき、1年で文法を一通り終えて読み物を読んだり、簡単な会話
ができるようになることを目標とする。また適宜、映画を用いて音声でのヒンディー語のみならず
インドの社会風俗にも触れる。 

前期 
１．導入 
２．文字と発音【４週】 
３．文法と会話【9週】 
４．中間試験【１週】 
　　 
後期 
５. 中間試験のフィードバック【１週】 
６．文法と会話【７～8週】 
７．文法と絵本講読【４～５週】 
８．期末試験【１週】

 [履修要件]
授業には継続的に参加すること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（30％）と筆記試験（期末30、年度末40）によって評価する。

 [教科書]
町田和彦 『ニューエクスプレス　ヒンディー語』（白水）ISBN:978-4-560-06791-8（同著者の「CD
エクスプレス、ヒンディー」とは別の本なので、間違えないこと）

ヒンディー語（初級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



ヒンディー語（初級）(語学)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
辞書については初回の授業で紹介する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業の前日までに前回の講義内容を見直し、特に前回の練習問題を復習しておく。インド関係の情
報に関心を持つこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西洋史学(特殊講義)
European History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西洋史学（確認用）
教授 文学研究科 小山　哲

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ポーランド・ルネサンス――思想と行動（１）   

 [授業の概要・目的]
 この講義では、近世前半（15世紀末から17世紀初頭）のポーランド・リトアニアにおける人文主義
の導入と展開の経緯を、思想史的・政治史的に考察することを目的とする。 
　近世のポーランド・リトアニア共和国は、ラテン・キリスト教圏の東の辺境に位置し、西方と東
方のキリスト教文化が出会う場であると同時に、イスラーム圏と接するキリスト教世界の境界地域
でもあった。この国はまた、貴族身分の成員が国王を選挙で選び、議会を中心に国政を運営する貴
族共和制を確立したことで知られる。 
　貴族共和制の制度的枠組みが確立した近世前半は、ポーランド・リトアニアにおけるルネサンス
の最盛期でもあった。人文主義は、貴族共和制を支える国家理念の枠組みを提供した。人文主義者
は、貴族身分の成員に、あるべき人間像を提示した。人文主義はまた、広大な領土を統合するアイ
デンティティを構築するうえでも重要な役割を演じた。 
　この講義では、ルネサンス文化のポーランド・リトアニアへの導入の経緯を概観したうえで、ポ
ーランド・リトアニアの人文主義者による国家論、社会編成論、人間類型論をとりあげ、その特徴
を考察する。   
    
   
   
 

 [到達目標]
　この講義では、人文主義と貴族共和制との関係を思想と実践の往復運動としてとらえながら、ヨ
ーロッパ東部に出現した「貴族の共和国」の歴史的意義について思想史的・政治史的に理解するこ
とを目標とする。ポーランド・リトアニアにおける人文主義の展開について知ることは、ヨーロッ
パにおける国際的な文化運動としてのルネサンスの空間的広がりと思想的・実践的可能性について
の理解を深めることにつながるであろう。

 [授業計画と内容]
以下のような内容について講義する予定である。 
（１）北の森のサチュロス――ポーランド・ルネサンスへの誘い 
（２）新しい波（１）――イタリアからの客人 
（３）新しい波（２）――エラスムスとポーランド 
（４）新しい波（３）――ペレグリナティオ・アカデミカ 
（５）新しい波（４）――「共和国の苗床」としての国王官房 
（６）国家のデザイン（１）――王権か、諸身分か 
（７）国家のデザイン（２）――「全身分の共和国」をめざして 
（８）国家のデザイン（３）――アリストテレスにキリストを乗せる国家論 
（９）国家のデザイン（４）――リトアニアからの声 
（10）社会編成論（１）――ミコワイ・レイの三職分経綸問答 
（11）社会編成論（２）――徴税者のまなざし 
（12）理想の人間像（１）――「地主」 

西洋史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



西洋史学(特殊講義)(2)

（13）理想の人間像（２）――「宮廷人」 
（14）理想の人間像（３）――「元老院議員」 
（15）人文主義者の女性観
なお、授業の進行状況により、項目の順序や内容を変更することがある。　

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席状況の調査と理解度の確認のために、授業期間中に2回、小テストを実施する。 
また、セメスター末に定期試験（筆記）を行う。 
成績の評価は、小テスト（20％）と定期試験（80％）の結果を組み合わせて行う。 
小テストと定期試験は、上記の到達目標に記した内容についての理解度を評価して採点する。

 [教科書]
授業中にプリントを配布する。   

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
ヨーロッパ近世史や東欧史・ポーランド史の通史や、西洋政治思想史にかかわる文献にあらかじめ
目をとおしておくと、理解が深まるであろう。

（その他（オフィスアワー等））
本講義は独立した授業であるが、後期の「ポーランド・ルネサンス――思想と行動（２）」を併せ
て受講すると、15世紀末から17世紀初頭までのポーランド・リトアニアにおける人文主義の展開に
ついて鳥瞰できる。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西洋史学(特殊講義)
European History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西洋史学（確認用）
教授 文学研究科 小山　哲

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ポーランド・ルネサンス――思想と行動（２）

 [授業の概要・目的]
  この講義では、近世前半（15世紀末から17世紀初頭）のポーランド・リトアニアにおける人文主
義の導入と展開の経緯を、思想史的・政治史的に考察することを目的とする。 
　近世のポーランド・リトアニア共和国は、ラテン・キリスト教圏の東の辺境に位置し、西方と東
方のキリスト教文化が出会う場であると同時に、イスラーム圏と接するキリスト教世界の境界地域
でもあった。この国はまた、貴族身分の成員が国王を選挙で選び、議会を中心に国政を運営する貴
族共和制を確立したことで知られる。 
　貴族共和制の制度的枠組みが確立した近世前半は、ポーランド・リトアニアにおけるルネサンス
の最盛期でもあった。人文主義は、貴族共和制を支える国家理念の枠組みを提供した。人文主義者
は、貴族身分の成員に、あるべき人間像を提示した。人文主義はまた、広大な領土を統合するアイ
デンティティを構築するうえでも重要な役割を演じた。 
　この講義では、ルネサンス期の民族起源論、戦争論と植民論、「合意国家」論、自由論をとりあ
げ、その特徴を考察する。   
   

 [到達目標]
　この講義では、人文主義と貴族共和制との関係を思想と実践の往復運動としてとらえながら、ヨ
ーロッパ東部に出現した「貴族の共和国」の歴史的意義について思想史的・政治史的に理解するこ
とを目標とする。ポーランド・リトアニアにおける人文主義の展開について知ることは、ヨーロッ
パにおける国際的な文化運動としてのルネサンスの空間的広がりと思想的・実践的可能性について
の理解を深めることにつながるであろう。 

 [授業計画と内容]
以下のような内容について講義する予定である。 
（１）問題としてのポーランド・ルネサンス 
（２）サルマチア起源論の系譜（その１） 
（３）サルマチア起源論の系譜（その２） 
（４）戦争と平和――３つの戦争論 
（５）もうひとつのインド――ウクライナ植民論の展開 
（６）「法の執行」運動（その１） 
（７）「法の執行」運動（その２） 
（８）ヘンリク・ヴァレジィ体験――最初の国王自由選挙 
（９）宗教的平和の保障――ワルシャワ連盟協約（その１） 
（10）宗教的平和の保障――ワルシャワ連盟協約（その２） 
（11）国王との契約――ヘンリク諸条項（その１） 
（12）国王との契約――ヘンリク諸条項（その２） 
（13）「真の自由」とは何か――グルニツキ、スカルガ、ヴォラン 
（14）ロコシュの思想――シュラフタ民主主義の可能性と限界（その１）
（15）ロコシュの思想――シュラフタ民主主義の可能性と限界（その２）
なお、授業の進行状況により、項目の順序や内容を変更することがある。　

西洋史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



西洋史学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席状況の調査と理解度の確認のために、授業期間中に2回、小テストを実施する。 
また、セメスター末に定期試験（筆記）を行う。 
成績の評価は、小テスト（20％）と定期試験（80％）の結果を組み合わせて行う。 
小テストと定期試験は、上記の到達目標に記した内容についての理解度を評価して採点する。

 [教科書]
授業中にプリントを配布する。   

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
ヨーロッパ近世史や東欧史・ポーランド史の通史や、西洋政治思想史にかかわる文献にあらかじめ
目をとおしておくと、理解が深まるであろう。   

（その他（オフィスアワー等））
本講義は独立した授業であるが、前期の「ポーランド・ルネサンス――思想と行動（１）」を併せ
て受講すると、15世紀末から17世紀初頭までのポーランド・リトアニアにおける人文主義の展開に
ついて鳥瞰できる。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西洋史学(特殊講義)
European History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西洋史学（確認用）
教授 文学研究科 南川　高志

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ローマ帝国の成立と世界史の誕生―世界史の転換点に関する研究（１）

 [授業の概要・目的]
　人類が古代において経験した重要な出来事のひとつは、国家の形成である。当初その多くは都市
国家の形態をとっていたが、多数の都市や住民を支配下に置く大きな国家、とくに帝国と呼ばれる
ものが出現した。帝国は古代にいくつか現れ、歴史の展開に影響を及ぼしたが、中でもローマ帝国
は広大な支配領域と強大な軍事力を持つだけでなく、中央集権的な統治機構など高度なシステムと
洗練された文化をともなっていた。そして、古代ばかりでなく、帝国終焉後も強国のモデルなどと
して使われることとなった。この講義では、この世界史的意義のあるローマ帝国の成立を論じる。
　ローマ帝国の成立はローマ皇帝の出現と同じではない。帝国ローマの成立は、ローマ国家が共和
政をとっていた紀元前2世紀のことである。この講義では、帝国の成立の状況や意義を、その時代
に生きた最初の「世界史家」ポリュビオスの生涯や記述と絡めながら論じる。そして、ローマ帝国
成立が、時代の転換点としてどのように捉えられるか、考察を試みる。なお、この授業は、長らく
ローマ帝政期を専門としてきた講義担当者にとって、初めての共和政期についての特殊講義の試み
である。

 [到達目標]
世界史に第一級の意義を持つローマ帝国の成立の状況や歴史的意義について、イタリアの都市国家
ローマの単純な膨張として捉えるのではなく、受講者がより広い視野の下、被征服者の認識なども
勘案しつつ理解できるようになることが、本講義の目標である。

 [授業計画と内容]
本講義では、まず第1回目に、序論として、ローマ帝国が紀元前2世紀に成立したとする解釈につい
て、研究史を踏まえつつ説明する。第2回目からは、以下のテーマについての講義を、それぞれ３
～５回おこなう。

①　共和政時代ローマ国家の歴史的展開を概観的に説明する。
②　ポリュビオスの生涯と作品
③　ヘレニズム諸国家とローマとの関係

講義以外に、筆記試験とフィードバックを実施する。
本講義は、後期に同じ曜日・時限で開講される特殊講義「ローマ帝国的秩序の崩壊―世界史の転換
点に関する研究（２）」と密な関連を持っているので、後期も連続して受講することが望ましい。

 [履修要件]
受講にあたって、古代ギリシア語やラテン語、西洋古代史に関する知識を持っていることを前提と
はしていない。　

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
講義内容の要点にかんする理解度を確認するために筆記試験を行ない、その結果によって評価する。

講義をした範囲に関して、到達目標に掲げた水準に達しているかどうかで達成度を測ることとする。

西洋史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



西洋史学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
講義で担当者が紹介する文献をできるだけ参照することが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
後期に同じ曜日・時限に開講される特殊講義「ローマ帝国的秩序の崩壊―世界史の転換点に関する
研究(2)」も連続して受講することが望ましい。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西洋史学(特殊講義)
European History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西洋史学（確認用）
教授 文学研究科 南川　高志

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水5

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ローマ帝国的世界秩序の崩壊―世界史の転換点に関する研究（２）

 [授業の概要・目的]
　ローマ帝国は紀元後4世紀の後半には衰退して同世紀末には東西に分裂し、5世紀の後半に西側部
分（いわゆる西ローマ帝国）は消滅したと一般に語られる。私見に拠れば、ローマ帝国は4世紀の
後半までは、従来想定されてきたよりもはるかに国家として強力であったが、378年のアドリアノ
ープルでの敗戦後、急速に衰退した。ところで、4世紀後半から5世紀にかけて生じたローマ帝国の
衰退という政治的な現象は、社会や宗教、文化まで視野に入れた場合、どのように理解、意義づけ
することが望ましいのだろうか。本講義は、こうした問題関心に立って、ローマ帝国の衰退という
帝国的秩序の崩壊を、1つの重要な時代の転換点として理解するための考察を行う。

 [到達目標]
世界史に第1級の意義を持つローマ帝国の歴史的展開と意義について、政治史の概説的知識に基づ
くだけのものに留まらない、帝国社会の性格の深部における理解をともなった説明を受講者ができ
るようになることが、本講義の目標である。  

 [授業計画と内容]
　第１回目は、序論として、ローマ帝国とその衰退が世界史上に持つ意味について、従来提示され
てきた見解をごく簡単に紹介しつつ、問題の射程とおもだった研究テーマについて紹介する。
　第２回目以降は、以下の内容について３～５回講述する。
①　4世紀から5世紀のローマ帝国の全般的な歴史的展開を概説する。
②　ローマ帝国の西半（西ローマ帝国）地域の動向を、政治、軍事、社会、宗教、文化に至るまで、
皇帝政府ではなく、他者の視点から考察する。
③　ローマ帝国の東半（東ローマ帝国＝初期ビザンツ帝国）地域の動向を、政治、軍事、社会、宗
教、文化に至るまで、皇帝政府ではなく、他者の視点から考察する。
④　ローマ帝国的秩序が崩壊することによって新たに生まれてきた世界の本質的な性格について、
あたう限り考察する。
　さらに、試験とフィードバックをおこなう（各１回）。

 [履修要件]
受講にあたって、古代ギリシア語やラテン語、西洋古代史に関する知識を持っていることを前提と
はしない。前期に同じ曜日・時限で開講されている特殊講義「ローマ帝国の成立と世界史の誕生―
世界史の転換点に関する研究（１）」を受講しておくことが望ましい。

西洋史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



西洋史学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
講義内容の要点にかんする理解度を確認するために筆記試験を行ない、その結果によって評価する。
 
講義をした範囲に関して、到達目標に掲げた水準に達しているかどうかで達成度を測ることとする。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
講義で担当者が紹介する文献をできるだけ参照することが望ましい。  

（その他（オフィスアワー等））
前期の同じ曜日・時限に開講される特殊講義「ローマ帝国の成立と世界史の誕生―世界史の転換点
に関する研究（１)」を受講しておくことが望ましい。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西洋史学(特殊講義)
European History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西洋史学（確認用）
教授 文学研究科 高橋　宏幸

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  カエサル『内乱記』精読

 [授業の概要・目的]
カエサル『内乱記』をラテン語テキストに即して精読し、カエサルの執筆意図を考究する。

 [到達目標]
カエサルの軍事的成功と表裏一体にある発信力、その表現手法を学ぶ。

 [授業計画と内容]
カエサル『内乱記』はその後の世界史の展開に大きく関わる出来事についての一級の証言であるこ
とは疑いない。それと同時に、戦争によって覇権を争った当事者二派のうちの一方の指導者自身の
著述であることから、自派の行動の正当化や敵方への批判というプロパガンダ的性格、さらに、い
ま敵方である相手も戦争終結後は同じローマ人として統合されることを見据える融和的視点が作品
の基底にある。これらの要素に着目しながら、読み進める。
第1回　オリエンテーション
第2回～第14回　第1章～　前48年年初からデュッラキオン近郊の戦いにいたるまでの記述を読む。
第15回　全体のまとめ

 [履修要件]
ラテン語初級文法を既習得であること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点。

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
配布する注釈を熟読すること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西洋史学(特殊講義)
European History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西洋史学（確認用）
教授 文学研究科 高橋　宏幸

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  カエサル『内乱記』精読

 [授業の概要・目的]
カエサル『内乱記』をラテン語テキストに即して精読し、カエサルの執筆意図を考究する。

 [到達目標]
カエサルの軍事的成功と表裏一体にある発信力、その表現手法を学ぶ。

 [授業計画と内容]
カエサル『内乱記』はその後の世界史の展開に大きく関わる出来事についての一級の証言であるこ
とは疑いない。それと同時に、戦争によって覇権を争った当事者二派のうちの一方の指導者自身の
著述であることから、自派の行動の正当化や敵方への批判というプロパガンダ的性格、さらに、い
ま敵方である相手も戦争終結後は同じローマ人として統合されることを見据える融和的視点が作品
の基底にある。これらの要素に着目しながら、読み進める。
第1回　オリエンテーション
第2回～第14回　デュッラキオンの戦いを中心にした記述を読む。
第15回　全体のまとめ

 [履修要件]
ラテン語初級文法を既習得であること。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点。

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
配布する注釈を熟読すること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西洋史学(特殊講義)
European History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西洋史学（確認用）
准教授 人文科学研究所 伊藤　順二

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  アルメニア人と帝国

 [授業の概要・目的]
　ソヴェト政権確立までのロシアとオスマン帝国におけるアルメニア人の動きを概観する。
　アルメニア人は二重三重の含意を込めて「カフカスのユダヤ人」と呼ばれていた。アルメニア人
の多くはキリスト単性論、すなわちカトリックや正教会から見れば異端の教義を信仰するキリスト
教徒であり、ユダヤ教徒とは交易離散共同体（ディアスポラ）としての共通点が多い。19世紀後半
以降、「アルメニア人問題」は列強間の国際問題化し、ロシアとオスマンの両帝国においてアルメ
ニア人の立場は微妙なものとなっていた。第一次世界大戦期のアルメニア人強制移住と虐殺は、ナ
チスドイツによるユダヤ人問題の「最終的解決」を準備したといえる。本講義では、帝国と国民国
家の問題としてアルメニア人の歴史を考えたい。

 [到達目標]
アルメニア人の歴史に関する基本的知識を習得するとともに、いわゆるマイノリティを歴史的に研
究する際の様々な問題点を理解する。

 [授業計画と内容]
以下の内容について、各１－２回の講義を行う予定である。 
・イントロダクション：アララト山とカラバフ、歴史問題と領土問題
・交易離散共同体
・ロシアのカフカス統治
・「アルメニア問題」とバルカン問題
・イラン立憲革命
・第一次世界大戦：ロシアの「異民族」動員
・第一次世界大戦：オスマン帝国による強制移住と虐殺
・アルメニア共和国の成立
・強制移住の記憶：アルメニア

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末レポート(80点)および中間レポート(20点)による。

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

西洋史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



西洋史学(特殊講義)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
各自、授業中に紹介する基本文献を読んでおくことが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは、月曜３限とする。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西洋史学(特殊講義)
European History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西洋史学（確認用）
准教授 人文科学研究所 伊藤　順二

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ロシア帝国の第一次世界大戦

 [授業の概要・目的]
クリミア戦争後、ロシアは一般兵役義務の導入にともなって民衆的ナショナリズムを鼓吹した。ロ
シア的メシアニズムはスラヴの同胞の救済だけではなく、ヨーロッパの没落と新世紀の到来を夢想
し、様々な文化的・政治的運動に影を落とした。また多民族帝国としてのロシアの統治経験は、様
々な形で戦時制作に影響した。本広義では第一次世界大戦を主軸に、ロシア帝国の戦争遂行の実践
を世界史的に位置づけたい。

 [到達目標]
第一次世界大戦の歴史的意義を理解し、多民族帝国の変転についての歴史的イメージを会得する。

 [授業計画と内容]
以下の内容について、各１－２回の講義を行う予定である。 

・イントロダクション
・帝国統合と反乱 
・住民移動 
・オスマン帝国とイラン
・バルカン戦争
・第一次世界大戦とナショナリズム
・大戦と強制移住
・カフカス戦線

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末レポート(80点)および中間レポート(20点)による。

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
各自、授業中に紹介する基本文献を読んでおくことが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは、月曜３限とする。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西洋史学(特殊講義)
European History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西洋史学（確認用）
准教授 人文科学研究所 王寺　賢太

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ディドロとエカテリーナ2世ーー『訓令についての考察』を読む

 [授業の概要・目的]
フランスの哲学者ディドロが、1773～74年のロシア旅行後、女帝エカテリーナ二世に宛てて綴った
『訓令についての考察 Observations sur le Nakaz』の読解を行う。ここで言う『訓令』とは、エカテ
リーナ二世が1767年に立法委員会に宛てて著したロシアの法制改革に際しての原理的考察であり、
モンテスキューの『法の精神』を下敷きにしつつ、この後者の専制批判を大幅に切り詰めながら綴
られたことが知られている。この『訓令』に対して、ディドロはあらためてモンテスキューに立ち
戻り、ロシアで知った政治的・社会的現実を踏まえて、エカテリーナとの対話／対決を行う。また、
そこには、エカテリーナに「合法的専制」の理想を託そうとしたフィジオクラット（重農主義者）
の『訓令』評釈に対する反論も含まれていることも知られている。
　この『訓令についての考察』を、とくに「専制批判」「文明化＝農奴解放」「政治的行為と歴史
過程の相克」などのテーマに注目しながら読解する。ディドロの議論の背景となる先行者の議論に
も解説を加えながら、18世紀西欧の政治・経済的制度の拡大と周辺地域の政治的・思想的応接につ
いて考えることが大きな目標である。

 [到達目標]
①近世フランス語の思想・歴史文献の読解力を身につける。
②18世紀フランスを中心とする近世西欧政治・経済史の基礎知識を身につける。

 [授業計画と内容]
基本的にディドロの『訓令についての考察』を冒頭からフランス語（英訳もあり）で精読しながら、
個々のトピックについて説明を加えてゆく。その際、適宜エカテリーナ2世の『訓令』、モンテス
キューの『法の精神』など、下敷きにされている先行テクストも参照する。本講義で扱われるのは、
以下の主題である。

① ディドロとエカテリーナの対話／対決と『訓令についての考察』
② 18世紀西欧とロシア：西欧のダイナミズムと「東欧」の誕生
③ 専制君主と哲学者：ピョートル大帝とエカテリーナ二世をめぐるフォントネルからルソーまでの
評価
④　エカテリーナ『訓令』とモンテスキュー『法の精神』
⑤　ディドロ・エカテリーナ・モンテスキュー：専制批判とその彼方(1)
⑥　ディドロ・エカテリーナ・フィジオクラット：専制批判とその彼方(2)
⑦　ディドロによる「ロシアの文明化＝農奴解放」論
⑧　18世紀における「文明化」概念の発明
⑨ 「文明化」と「政体・習俗の腐敗―再生」というマキァヴェッリ問題
⑩　「文明化」の一範型：西欧中世末期における土地所有の動態と農奴解放（ハリントンとヒュー
ム）
⑪　なにをなすべきか：ロシアを巡るモンテスキュー／ルソー／ヴォルテール論争の余波
⑫ 　なにからはじめるべきか：エカテリーナの植民地建設計画をめぐるディドロとフィジオクラッ
ト
⑬ 「文明化」＝「農奴解放」の射程：公民的自由と政治的自由
⑭　「文明化」の政治行為と歴史過程

西洋史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



西洋史学(特殊講義)(2)

⑮　まとめ

 [履修要件]
フランス語で原文を読む意欲がある者（ただし、フランス語が読めない者は英訳を用いることも可）

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
通常授業でテクストの翻訳を担当してもらい、その達成度をもとに評価する。なお、期末にレポー
トを課すことがあり得る。

 [教科書]
『訓令についての考察』のテクストは、授業中に配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
Denis Diderot 『OEuvres completes III』（Laffont）ISBN:2-221-05723-6（Laurent Versini版
Observations sur le Nakaz所収）
モンテスキュー 『法の精神』（岩波文庫）
ジャンルイジ・ゴッジ 『ドニ・ディドロ、哲学者と政治』（勁草書房）ISBN:978-4-326-15436-4
カーレル・ダンコース 『エカテリーナ２世』（藤原書店）
その他、授業中に適宜指示する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業参加者には、テクストの訳読の担当が求められる。フランス語そのものはそれほど難しいもの
ではありません。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西洋史学(特殊講義)
European History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西洋史学（確認用）
准教授 人文科学研究所 王寺　賢太

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ディドロとエカテリーナ2世ーー『訓令についての考察』を読む

 [授業の概要・目的]
フランスの哲学者ディドロが、1773～74年のロシア旅行後、女帝エカテリーナ二世に宛てて綴った
『訓令についての考察 Observations sur le Nakaz』の読解を行う。ここで言う『訓令』とは、エカテ
リーナ二世が1767年に立法委員会に宛てて著し、ロシアの法制改革に際しての原理的考察であり、
モンテスキューの『法の精神』を下敷きにしつつ、この後者の専制批判を大幅に切り詰めながら綴
られたことが知られている。この『訓令』に対して、ディドロはあらためてモンテスキューに立ち
戻り、ロシアで知った政治的・社会的現実を踏まえて、エカテリーナとの対話／対決を行う。また、
そこには、エカテリーナに「合法的専制」の理想を託そうとしたフィジオクラット（重農主義者）
の『訓令』評釈に対する反論も含まれていることも知られている。
　この『訓令についての考察』を、とくに「専制批判」「文明化＝農奴解放」「政治的行為と歴史
過程の相克」などのテーマに注目しながら読解する。ディドロの議論の背景となる先行者の議論に
も解説を加えながら、18世紀西欧の政治・経済的制度の拡大と周辺地域の政治的・思想的応接につ
いて考えることが大きな目標である。

 [到達目標]
①近世フランス語の思想・歴史文献の読解力を身につける。
②18世紀フランスを中心とする近世西欧政治・経済史の基礎知識を身につける。

 [授業計画と内容]
基本的にディドロの『訓令についての考察』を冒頭からフランス語（英訳もあり）で精読しながら、
個々のトピックについて説明を加えてゆく。その際、適宜エカテリーナ2世の『訓令』、モンテス
キューの『法の精神』など、下敷きにされている先行テクストも参照する。本講義で扱われるのは、
以下の主題である。
① ディドロとエカテリーナの対話／対決と『訓令についての考察』
② 18世紀西欧とロシア：西欧のダイナミズムと「東欧」の誕生
③ 専制君主と哲学者：ピョートル大帝とエカテリーナ二世をめぐるフォントネルからルソーまでの
評価
④　エカテリーナ『訓令』とモンテスキュー『法の精神』
⑤　ディドロ・エカテリーナ・モンテスキュー：専制批判とその彼方(1)
⑥　ディドロ・エカテリーナ・フィジオクラット：専制批判とその彼方(2)
⑦　ディドロによる「ロシアの文明化＝農奴解放」論
⑧　18世紀における「文明化」概念の発明
⑨ 「文明化」と「政体・習俗の腐敗―再生」というマキァヴェッリ問題
⑩　「文明化」の一範型：西欧中世末期における土地所有の動態と農奴解放（ハリントンとヒュー
ム）
⑪　なにをなすべきか：ロシアを巡るモンテスキュー／ルソー／ヴォルテール論争の余波
⑫　 なにからはじめるべきか：エカテリーナの植民地建設計画をめぐるディドロとフィジオクラッ
ト
⑬ 「文明化」＝「農奴解放」の射程：公民的自由と政治的自由
⑭　「文明化」の政治行為と歴史過程
⑮　まとめ

西洋史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



西洋史学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
フランス語で原文を読む意欲がある者（ただし、フランス語が読めない者は英訳を用いることも可）

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
通常授業でテクストの翻訳を担当してもらい、その達成度をもとに評価する。なお、期末にレポー
トを課すことがあり得る。

 [教科書]
『訓令についての考察』のテクストは、授業中に配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
Denis Diderot 『OEuvres completes III』（Laffont）ISBN:2-221-05723-6（Laurent Versini版
Observations sur le Nakaz所収）
モンテスキュー 『法の精神』（岩波書店）
ジャンルイジ・ゴッジ 『ドニ・ディドロ、哲学者と政治』（勁草書房）ISBN:978-4-326-15436-478-
4
カーレル・ダンコース 『エカテリーナ2世　上・下』（藤原書店）
その他、授業中に順次指示する。

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業参加者には、テクストの訳読の担当が求められる。フランス語自体はそれほどむずかしいもの
ではありません。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西洋史学(特殊講義)
European History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西洋史学（確認用）
教授 人文科学研究所 小関　隆

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  第二次世界大戦とイギリス（その１）

 [授業の概要・目的]
今年度の授業では、イギリス史における第二次世界大戦経験の意味を考える。軍事史的な検討は必
要最小限に留め、むしろ戦時の政治、経済、社会、文化、さらには第二次大戦の記憶を重点的に論
ずる予定である。前期開講の「その１」では、戦間期および大戦の概略を示したうえで、チャーチ
ル挙国政権から労働党の台頭に至る政治の動向を中心にとりあげる。必要に応じて1945年以降にも
論及する。 

 [到達目標]
イギリス史上のターニング・ポイントとしての第二次世界大戦期を、複数の視点から総合的に把握
する能力を身につけること。

 [授業計画と内容]
以下に掲げたテーマの各々につき、１～３回程度の授業を充てる予定である。 
(1) 戦間期とはいかなる時代であったか？ 
(2) 大戦の概略 
(3) チャーチル政権 
(4) 「至上の時」と「人民の戦争」 
(5) 労働党の台頭 
(6) その他

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポートによる評価を基本とする。

 [教科書]
使用しない
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
以下の文献を参照することが望ましい。 

西洋史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



西洋史学(特殊講義)(2)

木畑洋一『第二次世界大戦：現代世界への転換点』吉川弘文館、2001年。 

山室信一・岡田暁生・小関隆・藤原辰史（編）『現代の起点 第一次世界大戦』（全４巻）岩波書店、
2014年。

（その他（オフィスアワー等））
後期開講の「その２」と合わせ、通年の受講が望ましい。 
オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西洋史学(特殊講義)
European History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西洋史学（確認用）
教授 人文科学研究所 小関　隆

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  第二次世界大戦とイギリス（その２）

 [授業の概要・目的]
前期の授業に引き続き、イギリス史における第二次世界大戦経験の意味を考える。後期開講の「そ
の２」では、戦時の経済、社会、文化を重点的に論ずるとともに、イギリス帝国＝連邦の自治領と
しては例外的に中立政策をとったアイルランドの動向も視野に収めたい。必要に応じて1945年以降
にも論及する。

 [到達目標]
イギリス史上のターニング・ポイントとしての第二次世界大戦期を、複数の視点から総合的に把握
する能力を身につけること（「その１」と同様）。

 [授業計画と内容]
以下に掲げたテーマの各々につき、１～３回程度の授業を充てる予定である。
(1) 戦時の経済
(2) 戦時の社会
(3) 戦時のジャーナリズム
(4) 戦時の文化
(5) アイルランドの中立政策
(6) その他

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポートによる評価を基本とする。

 [教科書]
使用しない
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
以下の文献を参照することが望ましい。 

木畑洋一『第二次世界大戦：現代世界への転換点』吉川弘文館、2001年。

西洋史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



西洋史学(特殊講義)(2)

山室信一・岡田暁生・小関隆・藤原辰史（編）『現代の起点 第一次世界大戦』（全４巻）岩波書店、
2014年。 
   

（その他（オフィスアワー等））
前期開講の「その１」と合わせ、通年の受講が望ましい。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西洋史学(特殊講義)
European History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西洋史学（確認用）
立命館大学　文学部 教授 小林　功

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  木2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  コンスタンス２世時代の研究

 [授業の概要・目的]
　かつて、７世紀のビザンツ帝国については、不明な点が非常に多く、（８世紀と合わせて）ビザ
ンツ帝国の「暗黒時代」とされることが多かった。だが近年、従来はあまり注目されてこなかった
資料や、新たに利用可能となった資料、さらには新たな研究手法などを駆使することによって、７
世紀のビザンツ帝国や地中海周辺地域のおかれていた状況に関して、これまでの通説がさまざまな
点で見直しを迫られつつある。本講義では７世紀中盤の皇帝コンスタンス２世（在位641-668/69年）
の治世に特に注目して、近年の新たなビザンツ帝国像を紹介していく。

 [到達目標]
1.　７世紀における地中海周辺地域の状況の変化に関して、基本的な理解ができるようになる。
2.　７世紀のビザンツ帝国史に関する近年の研究状況に関して、基本的な理解ができるようになる。

3.　文献資料にとどまらない、最新の研究手法に関しても一定の知識を獲得する。

 [授業計画と内容]
　以下の各テーマについて、それぞれにつき３回以内を目処として、講義をおこなう予定。なお、
初回授業時に、講義計画およびその他の注意事項について説明をするので、必ず出席すること。

0.　ガイダンス〈第１回〉
1.　研究史と資料
2.　コンスタンス２世の一族
3.　アラブとの戦い（656年以前）
4.　コーカサス地域との関係
5.　アラブとの戦い（656年以降）
6.　教会政策
7.　帝国の政治・軍事システム
8.　シチリア遠征

　なお、これらは2015年12月時点での構想であり、その後の担当者の研究の進展によって、（受講
者への説明を経た上で）一部修正をおこなう可能性がある。

※フィードバック方法は授業中に説明する。

 [履修要件]
ビザンツ帝国史の概説や７世紀の地中海周辺地域の状況に関して、一定の理解があることが望まし
い。

西洋史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



西洋史学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　講義内容に関して到達目標に掲げた水準で理解しているかどうかを確認するための筆記試験を定
期試験期間中に実施し、成績評価を行う。

 [教科書]
授業の際にプリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
日本における研究状況ゆえ、紹介できる参考書の大半が邦語文献ではないことを諒とされたい。

 [授業外学習（予習・復習）等]
　配布資料には、英文が含まれる場合があるので、初歩的な英語読解の能力があることが望ましい。
また、ビザンツ帝国を中心とする地中海周辺地域の地理について、一定の予習をおこなっておくこ
とが望ましい（授業の際にも関連する地図は適宜配布するが、あらかじめ世界地図等で基本的な地
理的概念は把握しておくこと）。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西洋史学(特殊講義)
European History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西洋史学（確認用）
関西学院大学文学部　准教授 藤井　崇

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  ヘレニズム時代史の諸問題

 [授業の概要・目的]
アレクサンドロス大王の死（前323年）からアクティウムの海戦（前31年）までのいわゆるヘレニ
ズム時代の歴史から、特に当時の政治、社会、宗教の分析に有用となるテーマをを取り上げる。そ
の際、重要な文献、銘文、パピルス、貨幣史料に翻訳で触れながら、史料と各テーマの関係を明ら
かにしていく。

 [到達目標]
ヘレニズム時代に通底する歴史学上の諸問題を理解し、それらに迫る史料の性格と内容を把握でき
るようになる。 

 [授業計画と内容]
以下のテーマを中心に講義を進める予定である。

1. ヘレニズム諸王国とポリス世界
2. ポリスの政治文化
3. 軍隊と戦争
4. 経済
5. 言語・文化・宗教とアイデンティティ
6. 辺境のヘレニズム

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
定期試験（筆記）

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に指示する文献を用いて復習すること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西洋史学(特殊講義)
European History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西洋史学（確認用）
武蔵大学　人文学部 教授 踊　共二

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2016・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  西欧キリスト教世界の形成と展開：古代から近世まで 

 [授業の概要・目的]
この特殊講義の目的は、ヨーロッパおよびヨーロッパと接続する世界のキリスト教の史的展開を古
代からプロテスタント宗教改革・宗派分裂の時代（近世）まで概観し、基礎的知識を与え、かつ以
下の授業計画に挙げる個別的テーマについて深く考察する

 [到達目標]
キリスト教およびそれと競合あるいは敵対する諸宗教が西洋の歴史のなかで果たしてきた役割を知
り、その知識を狭義の宗教史だけでなく政治史、社会経済史、文化史、美術史等の学習・研究にも
援用しうる応用力を身につけること。 

 [授業計画と内容]
以下の諸テーマについて、各１～２コマ相当の講義を行う。

1. キリスト教の誕生とヨーロッパへの伝播
2. 対立・融合・併存：古代ヨーロッパの諸宗教とキリスト教
3. 「正統」 をめぐる争い：異端迫害の歴史
（1～3の内容についての小テスト）
4. 死後の世界： 「煉獄」 の誕生
5. 修道院：「祈り、働け」
6. ユダヤ人とムスリム：共存と排除
7. 秘跡と「告白」の文化史
（4～7の内容についての小テスト）
8. 宗教改革：その本質と衝撃
9. 「宗派化」する世界
10. 海を越える宗教問題：ヨーロッパと北米世界
11. 近世日本のキリスト教：現世利益と「アニマの助かり」
（8～11の内容についての小テスト）
12. 全体のまとめ
※授業後のフィードバック・質疑応答にはＥメールを用いる。

 [履修要件]
特になし

西洋史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



西洋史学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価（出席10点、授業内の小テスト30点×3回）
・3回の小テストのテーマは配付資料にあらかじめ記してあり、事前準備ができるようにしてある。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
松本宣郎 『キリスト教史1』（山川出版社）ISBN:978-4634431386（宗教改革時代までのスタンダー
ドなキリスト教史概説。）
アラン・コルバン 『キリスト教の歴史』（藤原書店）ISBN:ISBN:978-4894347427（キリスト教のあ
らゆる問題を網羅した事典的な解説書。）
カレン・アームストロング 『神の歴史』（柏書房）ISBN:ISBN:978-4760111466（ユダヤ教、キリス
ト教、イスラーム教（三つの一神教）の成立と展開、相互の影響と対立を近現代まで概観したもの。
 ）

 [授業外学習（予習・復習）等]
集中講義につき、短期間に多くの内容に触れるため、参考文献（とくに最初に挙げたもの）を事前
に読んできてほしい。 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西洋史学(特殊講義)
European History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西洋史学（確認用）
准教授 人文科学研究所 藤原　辰史

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  食と農の現代史 

 [授業の概要・目的]
とりわけ２０世紀以降、食と農はどのように変化を遂げてきたのか？　ドイツと日本を中心に、食
べものをめぐる制度や文化や技術の変遷を追う。この講義の目的は、現代史の知識を蓄えることで
はない。あるいは、現代史の概略をつかむことでもない。現代史を批判的に眺める目を獲得し、食
と農の未来の構築するためのヒントを考えることである。 

 [到達目標]
現代史における食と農の変遷について理解し、現代社会の食と農の問題を広いパースペクティヴで
とらえることができるようになる。 

 [授業計画と内容]
以下の課題について、１週から３週かけて講義する予定である。 
１　日本の食をめぐる現状 
２　世界の飢餓と飽食をめぐる現状 
３　トラクターの歴史 
４　第一次世界大戦期のドイツの飢餓 
５　台所の歴史学 
６　レシピの歴史

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末にレポートを課す。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
池上甲一・原山浩介編 『食と農のいま』 
藤原辰史 『稲の大東亜共栄圏』 
藤原辰史 『ナチスのキッチン』 
藤原辰史 『カブラの冬』 
ポール・ロバーツ 『食の終焉』 

西洋史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



西洋史学(特殊講義)(2)

  （関連ＵＲＬ）
http://www.zinbun.kyoto-u.ac.jp/~fujihara/

 [授業外学習（予習・復習）等]
食と農に関する新聞・雑誌記事を読んで、現代社会の食と農への関心を深めておくこと。 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西洋史学(特殊講義)
European History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西洋史学（確認用）
准教授 人文科学研究所 藤原　辰史

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  食と農の現代史

 [授業の概要・目的]
とりわけ２０世紀以降、食と農はどのように変化を遂げてきたのか？　ドイツと日本を中心に、食
べものをめぐる制度や文化や技術の変遷を追う。この講義の目的は、現代史の知識を蓄えることで
はない。あるいは、現代史の概略をつかむことでもない。現代史を批判的に眺める目を獲得し、食
と農の未来の構築するためのヒントを考えることである。  

 [到達目標]
現代史における食と農の変遷について理解し、現代社会の食と農の問題を広いパースペクティヴで
とらえることができるようになる。 

 [授業計画と内容]
以下の課題について、１週から３週かけて講義する予定である。 
１　食べる場所の歴史 
２　有機農業の歴史 
３　品種改良の歴史 
４　農婦の歴史 
５　伊藤永之介とその時代

 [履修要件]
前期の授業を受講しているものとして授業を進める。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末にレポートを課す。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
池上甲一・原山浩介編 『食と農のいま』 
藤原辰史 『稲の大東亜共栄圏』 
藤原辰史 『ナチスのキッチン』 
藤原辰史 『カブラの冬』 
ポール・ロバーツ 『食の終焉』 

  （関連ＵＲＬ）
http://www.zinbun.kyoto-u.ac.jp/~fujihara/ 

 [授業外学習（予習・復習）等]
食と農に関する新聞・雑誌記事を読んで、現代社会の食と農への関心を深めておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西洋史学(特殊講義)
European History (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西洋史学（確認用）
摂南大学　外国語学部 准教授 林田　敏子

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  女性の「語り」と世界大戦

 [授業の概要・目的]
本講義は20世紀に起こった二つの世界大戦を、戦間期を含めた一連の社会変動ととらえることで、
大戦がイギリスのジェンダー構造に与えたインパクトを長期的視野からさぐることを目的とする。
両大戦の連続性を前提に、戦間期を第二次世界大戦への準備・移行期間ととらえるのではなく、大
戦前後の連続性と断絶性の双方に着目しながら、大戦とジェンダーをめぐる諸問題を女性の「語り」
に焦点をあてて考察する。女性の「語り」の特徴とその変化を分析することで、1930年代（戦間期）
、50年代、70年代という三つの画期をもつ「戦後」という時空間を、大戦像が構築 / 解体 / 再構築
される場として歴史的に再考する。

 [到達目標]
ジェンダーの観点から20世紀のイギリス社会を総体的にとらえる視座を獲得するとともに、回想録
や日記、インタビューといった「語り」の分析を通して、史料としてのパーソナル・ナラティヴが
もつ可能性について理解を深める。

 [授業計画と内容]
以下のテーマについて、各々１～３回程度の講義をおこなう。

１．大戦とジェンダー―複数のアプローチ―
２．戦う女たち―陸・海・空軍の女性部隊―
３．史料としてのパーソナル・ナラティヴ
４．大戦の「語り」と女性の「語り」
５．「語り」のなかの階級・家族・セクシュアリティ
６．ライフ・ヒストリーのなかの大戦経験

フィードバック方法については授業中に説明する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末レポート（80％）と中間レポート（20％）によって評価する。

 [教科書]
使用しない

西洋史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



西洋史学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業中に紹介する文献を読んでおくことがのぞましい。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西洋史学(演習II)
European History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西洋史学（確認用）
大阪市立大学　文学研究科 教授 大黒　俊二

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  火2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  西洋史学演習Ⅱ（西洋中世史演習）

 [授業の概要・目的]
西洋中世史に関する基本的な論点や概念、および近年の研究動向について学び、また報告と討論を
通じてプレゼンテーションの技法を身に着ける。毎回英語文献の1章を担当者が報告し、それをも
とに全員で議論する。英語文献読了後は各受講者が自身の研究関心に沿った報告を行い全員で議論
する。

 [到達目標]
第一に、英語の研究文献を正確に大量に読み、論点を理解・整理し、他者の前でわかりやすく報告
する能力を身に着けることを目標とする。第二に、自身の研究関心を具体化し、一貫した議論にま
とめ上げるための訓練を行う。

 [授業計画と内容]
初回のオリエンテーションの後、歴史学および西洋中世史に関する方法論を論じた邦語文献を読み、
その後西洋中世史に関する英語文献２冊を読了する。文献読了後は各自の研究関心に沿った報告を
行う。具体的には以下の通りである。 
第1回　 オリエンテーション 
第2回～第4回　 J. H. アーノルド（新広記訳）『歴史』岩波書店、2003年。 
第5回～第12回　 J. H. Arnold, What is Medieval History?, Cambridge, 2008. 
第13回～第20回　Ch. Whickham, Sleepwalking into a New World. The Emergence 
of Italian City Communes in the Twelfth Century, Princeton, U. P., 2014. 
第21回～第30回　各自の研究関心に沿った報告

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
外国語文献の読解力、報告のわかりやすさ、自身の意見を論理的に表現する能力、議論への参加度
などによって総合的に評価する。3回生にはレポートを課す。

 [教科書]
上記J. H. アーノルド『歴史』は出席者が購入すること。英語文献についてはコピーを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回読む箇所を（報告者以外も）事前に読み、疑問点・批判点などを考えておくこと。報告後の議
論はこの準備作業にもとづいて行われる。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西洋史学(演習III)
European History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西洋史学（確認用）
教授 文学研究科 小山　哲

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  金5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  西洋史学演習Ⅲ（西洋近世史演習）

 [授業の概要・目的]
近世(16～18世紀)のヨーロッパ史にかんする欧米の比較的新しい研究文献を読解し、また、個別の
論点について討論することをつうじて、近世ヨーロッパにかんする基本的な知識を身につけると同
時に、最近の研究動向や研究史上の争点についての理解を深めることを目指す。

 [到達目標]
・ヨーロッパにおける「近世」とはどのような時代か、欧米や日本における最近の研究状況をふま
えながら、多角的に理解する。 
・英語による研究文献を読み、議論することをつうじて、西洋史学にかかわる研究文献の読み方を
習得する。 
・受講生各自が研究発表を行なうことにより、各受講生の専門的な研究を深化させるとともに、発
表に説得力をもたせるにはどのような工夫が必要かを考え、実践する経験を積む。 

 [授業計画と内容]
近世前期のヨーロッパ史を鳥瞰する次の本をとりあげ、その内容を正確に理解するとともに、研究
の視角や考察の特徴について議論する。 
　　　　　　　　　　　　　　　　 
Mark Greengrass, Christendom Destroyed: Europe 1517-1648, Penguin Books UK 2015. 

参加者全員による討論をつうじて、ヨーロッパ史における近世とはどのような時代か、近世史を研
究する手がかりとなる史料にはどのような特徴があるか、この時代を理解するためにはどのような
視点や研究の手法が有効か、といった問題を、さまざまな角度から検討する。なお、後期には、参
加者がそれぞれ興味をもつテーマについて研究発表を行い、それにもとづいて全員で討論を行う機
会を設ける予定である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
授業への出席、テキストの内容要約と論点の提示、研究発表、討論への参加の度合いにもとづき、
到達目標に示した諸点をふまえて、総合的に評価する。試験は行なわない。

 [教科書]
使用するテキストの入手については、別途指示する。

西洋史学(演習III)(2)へ続く↓↓↓



西洋史学(演習III)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
・毎回、議論の対象となるテキストをあらかじめ読んでおくことが、授業に参加する前提である。 
・後期には、受講生各自が関心のあるテーマについて個別発表を行なうので、そのための研究を各
自で進めておくことが必要である。 
・議論に積極的に参加するために、西洋史学全般、またヨーロッパ近世史にかかわる文献を幅広く
読んでおくことが望ましい。  

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



歴史基礎文化学系111

授業科目名
　<英訳>

西洋史学(演習IV)
European History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西洋史学（確認用）
准教授 文学研究科 金澤　周作

 

配当
学年  3回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  金5

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  西洋史学演習Ⅳ（西洋近代史演習）

 [授業の概要・目的]
この演習では、西洋の近代（18世紀半～20世紀初頭）を主体的に探求するのに必要な作法を学ぶ。
そのために、まとまった分量の欧米の研究文献を精読することと、個別の自由発表を行うことを課
す。

 [到達目標]
・西洋近代の諸事象について、歴史学的な意識を持って考えられるようになる。
・歴史学的な諸論点を理解することができるようになる。

 [授業計画と内容]
近代史研究は、対象とする場所（国や地域）と時期とテーマに応じて非常に専門化と細分化が進ん
でいる。しかし、異なる地域・時代を扱う研究者や、他の学問分野の人々と有意義な対話をしてゆ
こうとするならば、ある種の広いパースペクティヴを持たざるを得ないだろう。そこで、演習の前
半（前期）では、1～2回目にイントロダクションを行ったうえで、3～13回に、大きくまた斬新な
テーマを多方面から詳細に扱っている研究文献（英語）を、分担を決めて読んでいく。そして14～
15回で総括をする。こうして、広い視野を学び、さまざまな方法論に触れ、同時に西洋史研究に不
可欠な、英語文献を正確に読解する力を養う。さらに、内容について活発な議論がなされることを
期待している。演習の後半（後期）では、1回のイントロダクションの後、2～14回に、各受講者に、
日ごろの研究成果を報告してもらい、15回目に総括する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
演習内報告（回数は人数によって異なる）が80％、演習内での議論での貢献が20％。いずれにおい
ても、上記到達目標に照らし、受講生の達成の度合いに基づいて判断する。

 [教科書]
テキストについては第1回の演習日に指定し、コピーして配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
前期における各回の英語文献の予習は必須。内容理解を深めるために、関連する日本語文献も復習
を兼ねて適宜読み進めていくこと。後期の自由報告を行うための準備はおこたりなく進めるものと
し、演習での指摘を活かして勉学を継続すること。

（その他（オフィスアワー等））
受講者に対するこの演習の効果は、文献を事前にどれだけしっかり読み込んだかに左右される。た
だ読むだけではなく、疑問点を洗い出して調べる、議論の問題点を探る、など主体的に挑んでいく
ことが要求される。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西洋史学(演習Ｖ)
European History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西洋史学（確認用）
教授 文学研究科 南川　高志
教授 文学研究科 小山　哲
准教授 文学研究科 金澤　周作

 

配当
学年  4回生以上 単位数  4

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  金2

授業
形態  演習

使用
言語   日本語 

題目  西洋史学演習Ⅴ（卒論演習）

 [授業の概要・目的]
卒業論文の研究テーマについて、参加者が中間報告をおこない、教員3名と受講者の全員で討論す
る。研究報告と討論を通じて研究テーマに関する理解を深めるとともに、研究を進める上での問題
点を認識し、卒業論文の完成度を高めることを目標とする。西洋史学専修4回生は必修。

 [到達目標]
　卒業論文は、文学部での勉強を集大成するものであり、西洋史学専修においても、専門とする時
代や領域の違いはあれ、西洋史学の学問的な達成を示す場と位置づけている。この授業の目的は、
重要な意義を持つ卒業論文作成に向けて、質の高い論文となるように、教員の助言と参加者全員の
討論を通じて、卒論執筆予定者が学んでいくことである。
　何を問題として取り上げるか、何を素材として論じるのか、先行の研究がどのような学説を展開
し、それにはどのような問題が含まれているのか、史資料の分析の結果浮かび上がった歴史的諸事
実や様相をどのように解釈すべきか、得られた結論はより広い研究領域の文脈の中でどのように位
置づけられるか、おおむね以上のような点をしっかりと理解し、史資料の分析を通して自らの独自
の学説を手にすることが、本授業の具体的な目標となる。また、問題設定から分析、そして結論に
至るまでの過程を、適切な日本語で表現することも、卒業論文において達成すべき課題の一つであ
り、そうした能力を、中間報告への教員のコメントを聞きながら、受講生が習得することも、この
授業の達成すべき目標である。

 [授業計画と内容]
授業参加者は、原則として2回（前期・後期に各1回）、自身の研究の成果を発表する。前期の発表
では、卒業論文の研究テーマを設定した上で、そのテーマに関する研究状況を調査して問題点を抽
出し、今後の研究の計画を提示することを課題とする。後期の発表では、自ら設定した研究の課題
について、史資料や研究文献を踏まえて検討し考察した内容について報告して、卒業論文の概要を
提示することを課題とする。授業参加者には、互いの研究発表を聞くことを通じて西洋史学上の様
々な研究テーマに関する理解を深めると同時に、討論に積極的に参加し、各自の研究発表について
疑問点や問題点を指摘し合うことによって、卒業論文の質を向上させていくことが求められる。

 [履修要件]
特になし

西洋史学(演習Ｖ)(2)へ続く↓↓↓



西洋史学(演習Ｖ)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
成績については、授業への出席、討論への参加、2回（前期・後期の各1回）の研究報告に基づいて、
総合的に評価する。

卒業論文執筆に向けて、西洋史学研究の基本を習得した上で研究が適切に実践され、質の高い論文
の執筆へと進んでいるか、その達成度を評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
本演習は、卒業論文の準備のための授業である。したがって、卒業論文の執筆に向けて授業時間外
に充分な学習を積み重ねることが、授業に参加する前提である。また、授業後は、自分の報告時は
もちろんのこと、他の受講者の報告の時も、授業で指摘された重要点を自らの研究の状況に照らし
合わせ取り込み、研究を改訂していく作業が必要となる。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西洋史学(講読)
European History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西洋史学（確認用）
非常勤講師 佐藤　夏樹

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水1

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  英書講読

 [授業の概要・目的]
Marc Rodriguez, Rethinking the Chicano Movement(Routledge, 2014)を読む。 
1960年代末から70年代にかけてアメリカ合衆国で興隆したチカーノ運動(Chicano Movement)はヒス
パニック／ラティーノの歴史を理解するうえで欠くことのできない重要なテーマの一つである。本
書は新世代の歴史家による、最新のチカーノ運動研究である。本書の精読を通して、英語読解の能
力を養うとともに、マイノリティの視点からのアメリカ現代史、さらにはヒスパニック／ラティー
ノ史研究の動向を学ぶことを目標とする。 

 [到達目標]
１）英語読解の基礎能力の涵養　２）アメリカ現代史をより深く理解する 
３）最新のマイノリティ研究の動向を学ぶ 

 [授業計画と内容]
本書は序章、終章に加え5つの章から成り立っている。この中からいくつかの章を読んでいくこと
とする。授業は出席者全員が予習をしてきていることを前提として、事前に報告者（日本語訳する
人）を決めない形で行なう。授業中に何人かを指名し、各自複数の文章を訳してもらう。 

初回は、授業ガイダンスおよび、本書の背景となる歴史を解説し、2回目から実際に英文を読んで
いく予定である。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末試験は行わず、平常点（出席・予習）で評価する。

 [教科書]
授業で必要なテキストは，担当教員が用意して配布する．

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
担当者を決めないので、全員が次回のテキストを訳しておくことが求められる。余裕があれば、疑
問点などをまとめておくことが望ましい。 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西洋史学(講読)
European History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西洋史学（確認用）
助教 人文科学研究所 小野　容照

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水1

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  英書講読

 [授業の概要・目的]
Gi-Wook Shin and Michael Robinson (ed.), Colonial modernity in Korea (Harvard University Asia Center, 
1999)を読む。戦前の日本の植民地統治によって朝鮮は近代化したのか否かという議論、いわゆる
植民地近代化論争は今もなお続いている。本書は、この論争を扱った英語の論文集としては最も代
表的なものである。本書の精読を通して、英文読解の力を養うとともに、植民地朝鮮を見る視点、
アメリカの朝鮮研究の傾向について学ぶことを目的とする。  

 [到達目標]
1) 英文読解の力を養う　2) 植民地朝鮮を見る視点、アメリカの朝鮮研究の傾向について理解を深め
る。

 [授業計画と内容]
本書は12の論文と序章、終章で構成されている。この中から、いくつかの論文を選んで読んでいく
予定である。授業は出席者全員が予習をしてきていることを前提として、事前に担当者（日本語訳
する人）を決めない形で行なう。授業中に何人かを指名し、各自複数の文章を訳してもらう。  

初回は授業ガイダンスおよび朝鮮の歴史について簡単に説明し、第2回は講読対象となる本の説明
（植民地近代化論争史）に充て、第3回から実際に英文を読んでいく予定である。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末試験は行わず、平常点（出席・予習）で評価する。

 [教科書]
授業で使用するテキストは、担当教員が準備して配布する。  

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
毎回2～4頁程度読み進める予定なので、事前に該当箇所の予習をしてくること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西洋史学(講読)
European History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西洋史学（確認用）
非常勤講師 中山　俊

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金1

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  英書講読

 [授業の概要・目的]
本講義では、Derek Gillman, The Idea of Cultural Heritage. Revised edition (New York, Cambridge 
University Press, 2010)を読む。この書は、過去の遺物を誰が所有しどのように保存すべきかを考察
するものである。紹介されている様々な事例（ピカソの《ゲルニカ》、《パルテノン・マーブル》
など）を通じて、文化遺産がどのように管理されてきたかを学びつつ、過去への向き合い方や今後
の文化遺産行政のあり方についての知見を得ることを目的とする。

 [到達目標]
・英文読解能力を養う。
・有名な文化遺産の来歴やそれにまつわる歴史についての知識を習得する。
・過去の事象を解釈する方法、過去への向き合い方、文化遺産保存のあり方にかんする基本的事項
を理解する。

 [授業計画と内容]
第1回　授業ガイダンス
教科書のおおまかな内容や、授業の進め方、予習の仕方、評価方法等について説明する。

第2～15回　教科書の精読
本書は3部構成で、各部はそれぞれ2章で構成されている（全6章で約200ページ）。1回の授業で1章
の3分の1から半分（約10～15ページ）を読もうと思うが、受講者の理解度に応じて柔軟に対応する。
数段落ごとに筆者の主張をまとめ考察する。逐語訳は部分的に行う。出席者は必ず予習してくるこ
と。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
基本的に平常点（出席、予習）により評価するが、期末にレポートあるいは試験を課す場合がある。

 [教科書]
Derek Gillman 『The Idea of Cultural Heritage. Revised edition』（Cambridge University Press）ISBN:
978-0521122573（担当教員がコピーを配布する。）

西洋史学(講読)(2)へ続く↓↓↓



西洋史学(講読)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
事前に予告された逐語訳の箇所と読解を行う範囲の予習を必ず済ませておくこと。また、関連事項
についての参考文献を読み、積極的に自学自習することが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西洋史学(講読)
European History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西洋史学（確認用）
准教授 文学研究科 伊勢田　哲治

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金1

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  ジェンキンス『『歴史とは何か』について』を読む

 [授業の概要・目的]
この授業ではKeith JenkinsのOn “What is History?”: From Carr and Elton to Rorty and White (1995) を
読み、「歴史とは何か」という、歴史学の方法論と歴史の哲学にまたがる問いについて理解すると
ともに、英文読解力・英文での表現力を身につける。

 [到達目標]
ジェンキンスや、ジェンキンスが紹介する歴史学者、哲学者の主張が理解でき、本テキストレベル
の英語の読解が不自由なく行えるようになること。また、歴史とは何かというテーマについて自分
なりの意見を持ち、それを英語で表現できるようになること。

 [授業計画と内容]
全体を通読する時間はないので、総論的部分、エルトン、ローティに関する部分を主に読む。
毎回担当者を決め、テキスト7~8ページ程度を読み進める（予定だが、参加者の英語力等にもよる）
。参加者は、担当した部分を全訳するのではなく、事前に資料を準備して要約を行う。
テキストの要約発表は、段落単位で要約をして内容を確認という手順をふむ。要約は事前に作成し、
配布すること。方法は授業内で指示する。
一回の担当は受講者の数にもよるがテキスト1ページ。１ページはそのページの最初の段落の区切
りから次のページの最初の段落の区切りまでとする。

 [履修要件]
特に要件は設けないが、E.H.カー『歴史とは何か』（岩波新書）を読んだことがなければ本授業受
講前に一読をすすめる。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
要約担当と学期末の英文レポート各５０％で評価する。どちらか一方でも欠けた場合は自動的に単
位を落とすことになるので注意されたい。
必要な担当の回数は人数に依存するので授業開始後に連絡する。
英文レポートは著者の主張に対するコメントを英語でまとめてもらう。
要約担当の評価の観点は担当箇所のテキストの内容がきちんとまとめられているか、英文がきちん
と読み取れているかがポイントとなる。英文レポートは著者の全体としての主張が理解できている
か、それに対する自分の意見を適切な英語で述べることができているかどうかで評価する。

西洋史学(講読)(2)へ続く↓↓↓



西洋史学(講読)(2)

 [教科書]
Keith Jenkins, (1995)On "what is history?" : from Carr and Elton to Rorty and White.
必要な箇所を授業内で配付する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
担当者は担当箇所のレジュメを作成する。それ以外の受講者も次回の授業で扱われる箇所をざっと
でよいので読んでおくこと。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは水曜日１５：００－１６：３０を予定

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西洋史学(講読)
European History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西洋史学（確認用）
助教 人文科学研究所 藤井　俊之

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火1

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  独書講読 I

 [授業の概要・目的]
Panajotis Kondylis: Die Aufklaerung im Rahmen des neuzeitlichen Rationalismus (Stuttgart 1981)を読む。

プラトン以来のヨーロッパの思想史を貫く二元論的思考法（主観・客観、神・世界、可能性・現実
性、霊魂・身体、知性・感覚、理性・衝動etc.）を、精神と感性の分岐に端を発するものと想定す
る著者は、本書でその足場を１８世紀を中心とする啓蒙主義時代に置いている。それ以前のヨーロ
ッパ的理性の確立へと向かう動きに対して、１８世紀を「感性の復権」の時代と位置付ける著者の
議論をたどることで、１９世紀以後の歴史主義の萌芽をそこに探り、合わせて近代ヨーロッパの歴
史を語る言葉について理解を深めたい。

著者は、ドイツ思想史研究の一つの精華である『概念史事典（Geschichtliche Grundbegriffe）』の執
筆にも参加している。この点についても授業で紹介したい。

 [到達目標]
必要分野での文献を読み解けるドイツ語の読解能力を養う。また、文献に現れる引用の読解を通じ
て、テクストの背景となる歴史的事象を考慮することを学ぶ。

 [授業計画と内容]
第一回目にイントロダクションを置いて、その後の授業はテクストの訳読を中心に進める。その際
に、全員が一度は担当を持つようにする。また、全体の総括として期末にレポートを課す。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点と期末レポートで採点する。授業への出席と、必ず一回は訳読を担当することが求められる。
それを踏まえて、期末レポートで各自の理解を測りたい。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業に備えて予め文献のドイツ語の予習をすることが必要である。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西洋史学(講読)
European History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西洋史学（確認用）
助教 人文科学研究所 藤井　俊之

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火1

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  独書講読 II

 [授業の概要・目的]
Theodor W. Adorno: Stichworte (Frankfurt am Main 1973) から特に一論文Fortschrittを取り上げて読む。

『啓蒙の弁証法』の共著者であるアドルノの著作の精読を通じて、歴史の進歩への信仰を、自然支
配を通じた人間理性の展開の現れと規定する彼の歴史哲学への理解を深める。それと同時に、カン
ト、ベンヤミンを始めとして文献中に現れる多くの思想家や著述家への参照をたどることで、啓蒙
主義以降の「進歩」概念そのものの歴史を振り返り、近代の歴史意識を対象化することを目指す。

 [到達目標]
必要分野での文献を読み解けるドイツ語の読解能力を養う。また、文献に現れる引用の読解を通じ
て、テクストの背景となる歴史的事象を考慮することを学ぶ。

 [授業計画と内容]
第一回目にイントロダクションを置いて、その後の授業はテクストの訳読を中心に進める。その際
に、全員が一度は担当を持つようにする。また、全体の総括として期末にレポートを課す。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点と期末レポートで採点する。授業への出席と、必ず一回は訳読を担当することが求められる。
それを踏まえて、期末レポートで各自の理解を測りたい。

 [教科書]
授業中に指示する

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
授業に備えて予め文献のドイツ語の予習をすることが必要である。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西洋史学(講読)
European History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西洋史学（確認用）
教授 文学研究科 小山　哲

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水1

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  仏書講読   

 [授業の概要・目的]
フランス語で書かれた歴史書を精読することをつうじて、フランス語の読解力の向上を図るととも
に、歴史研究にかかわる理論、概念、研究方法についての理解を深めることを目標とする。    
 
   
 
   
 

 [到達目標]
・歴史学の研究で用いられるフランス語の語彙や語法を習得する。 
・歴史学の分野にかかわる理論、概念、研究方法について、フランス語のテキストをつうじて基本
的な事項を理解する。 
   

 [授業計画と内容]
この授業では、次の本を講読する。 

Nicolas Offenstadt, L'historiographie, 《Que sais-je?》, PUF, 2011. 

本書は、歴史学の基本的な考え方や研究の潮流について解説した入門書である。 
授業は受講者による訳読と、担当者による解説を中心に進める。フランス語の歴史叙述で用いられ
る語彙や文体に親しむとともに、歴史研究にかかわる諸問題についての理解を深めることを目指す。

 [履修要件]
フランス語の初級文法を習得していることが望ましい。  

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席点と、授業中の訳読の回数）により、到達目標に示した諸点をふまえて評価する。

西洋史学(講読)(2)へ続く↓↓↓



西洋史学(講読)(2)

 [教科書]
授業の進度に応じてテキストのコピーを配布する。   
 

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
・あらかじめテキストを読んでおくことが授業に参加する前提である。 
・授業中に訳読について指摘された点を授業後にもう一度確認しておくと、さらにフランス語の文
献を読み進むうえで効果的であろう。 
   

（その他（オフィスアワー等））
読解力を高めるためには、ある程度の分量のテキストを読み続けることが不可欠である。受講生に
は、継続して出席し、十分な予習をしたうえで授業にのぞむことを期待する。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西洋史学(講読)
European History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西洋史学（確認用）
教授 文学研究科 小山　哲

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水1

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  仏書講読

 [授業の概要・目的]
フランス語で書かれた歴史書を精読することをつうじて、フランス語の読解力の向上を図るととも
に、歴史研究にかかわる理論、概念、研究方法についての理解を深めることを目標とする。   

 [到達目標]
・歴史学の研究で用いられるフランス語の語彙や語法を習得する。 
・歴史学の分野にかかわる理論、概念、研究方法について、フランス語のテキストをつうじて基本
的な事項を理解する。  

 [授業計画と内容]
この授業では、次の本のなかからいくつかの項目を選んで講読する。 

Historiographies. Concepts et débats, tome I-II, éd. par Ch. Delacroix, F. Dosse, P. Garcia et N. Offenstadt, 
Gallimard, 2010. 

本書は、歴史研究にかかわる概念や論争的な問題について事項別に解説した事典である。各項目は、
10数ページの解説と基本文献のリストから成る。 
この授業では、いくつかの項目を選んで講読する。授業は受講者による訳読と、担当者による解説
を中心に進める。フランス語の歴史叙述で用いられる語彙や文体に親しむとともに、歴史研究にか
かわる諸問題についての理解を深めることを目指す。

 [履修要件]
フランス語の初級文法を習得していることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席点と、授業中の訳読の回数）により、到達目標に示した諸点をふまえて評価する。

 [教科書]
授業の進度に応じてテキストのコピーを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

西洋史学(講読)(2)へ続く↓↓↓



西洋史学(講読)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
・あらかじめテキストを読んでおくことが授業に参加する前提である。 
・授業中に訳読について指摘された点を授業後にもう一度確認しておくと、さらにフランス語の文
献を読み進むうえで効果的であろう。

（その他（オフィスアワー等））
読解力を高めるためには、ある程度の分量のテキストを読み続けることが不可欠である。受講生に
は、継続して出席し、十分な予習をしたうえで授業にのぞむことを期待する。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西洋史学(講読)
European History

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西洋史学（確認用）
教授 文学研究科 小山　哲

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火5

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  ポーランド書講読

 [授業の概要・目的]
ポーランド語で書かれた歴史書を精読することをつうじて、ポーランド語の読解力の向上を図ると
ともに、歴史研究や歴史叙述にかかわる概念や語彙についての理解を深めることを目標とする。 

 [到達目標]
・歴史的な叙述で用いられるポーランド語の語彙や語法を習得する。 
・20世紀のポーランドの歴史について、ポーランド語のテキストを読むことをつうじて理解を深め
る。 

 [授業計画と内容]
この授業では、次の本をとりあげ、その一部を読む。 

Rafał Stobiecki, Historycy polscy wobec wyzwań XX wieku, Poznań 2014. 

本書は、20世紀のポーランドの歴史学を代表する歴史家10名をとりあげて、彼らの学問研究と20世
紀の時代状況とのかかわりを論じた史学史の研究である。 
授業は受講者による訳読と、担当者による解説を中心に進める。ポーランド語による歴史的な叙述
で用いられる語彙や文体に親しむとともに、20世紀後半のポーランドが直面した諸問題や、歴史研
究者がおかれた状況についての理解を深めることを目指す。

 [履修要件]
ポーランド語の初級文法を習得していることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（出席点と、授業中の訳読の回数）により、到達目標に示した諸点をふまえて評価する。

 [教科書]
授業の進度に応じてテキストのコピーを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
・あらかじめテキストを読んでおくことが授業に参加する前提である。 
・授業中に訳読について指摘された点を授業後にもう一度確認しておくと、さらにポーランド語の
文献を読み進むうえで効果的であろう。  

（その他（オフィスアワー等））
読解力を高めるためには、ある程度の分量のテキストを読み続けることが不可欠である。受講生に
は、継続して出席し、十分な予習をしたうえで授業にのぞむことを期待する。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西洋史学(講読)
European History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西洋史学（確認用）
准教授 人文科学研究所 伊藤　順二

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  火3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  露書講読１

 [授業の概要・目的]
19世紀の文学史を扱う教科書の購読を通じて、ロシア語の一般的読解力を向上させる。

 [到達目標]
ロシア語で書かれた現代の研究論文、および１９世紀の一般的な文章を、辞書等を参照しつつ自力
で読解できる。

 [授業計画と内容]
以下をテクストとする予定である。
 
Ю. М. Лотман, Учебник　по　русской　литературе для сл
едней школы. Москва, 2000.

原著は九年生（およそ日本の高校一年生に相当）向けの教科書だが原典引用が多く、19世紀ロシア
語の常用表現を学習できる。

ただし、受講者の希望によってテクストを変更する可能性もある。 
受講人数にもよるが、毎回２，３頁程度、一人あたり一頁程度の割当てで進行する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末テストはおこなわない。出席と予習の精度による。

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習として自分でテクストを訳しておくことが必須となる。

（その他（オフィスアワー等））
露和辞典は研究社出版のものを所持していることが望ましい。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



歴史基礎文化学系123

授業科目名
　<英訳>

西洋史学(講読)
European History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西洋史学（確認用）
准教授 人文科学研究所 伊藤　順二

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火3

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  露書講読２

 [授業の概要・目的]
19世紀の文学史関連の文献の購読を通じて、ロシア語の一般的読解力を向上させる。

 [到達目標]
19世紀のロシア語の文章を、辞書等を参照しつつ自力で読解できる。

 [授業計画と内容]
前期に引き続き、以下をテクストとする予定である。
 
Ю. М. Лотман, Учебник　по　русской　литературе для сл
едней школы. Москва, 2000.

ただし、関連文献の配布と読解も適宜おこなう。
また、受講者の希望によってテクストを変更する可能性もある。 
受講人数にもよるが、毎回２，３頁程度、一人あたり一頁程度の割当てで進行する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
期末テストはおこなわない。出席と予習の精度による。

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）

 [授業外学習（予習・復習）等]
予習として自分でテクストを訳しておくことが必須となる。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーは、火曜４限とする。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西洋史学(講読)
European History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西洋史学（確認用）
准教授 文学研究科 村瀬　有司

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水4

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  イタリア史概説講読

 [授業の概要・目的]
　ルイージ・サルヴァトレッリのイタリア史の概説書“Sommario della storia d'Italia”を講読する。
今年度の前期は、1300年代のイタリア情勢を紹介した第10章<I Visconti, Firenze e il papato>を精読す
る。 
　イタリア人による歴史書は、日本人によって執筆されたものとは史観・価値観が異なるうえ、イ
タリア人の読者を想定したものであるためにこれを読むにあたって必要となる知識もまた異なる。
このような原書の講読は、イタリア文化そのものにダイレクトに触れる機会を与えてくれるはずで
ある。また著者サルヴァトレッリの文章は伝統的なイタリア語散文の流れをくむものであり、読解
力の養成にうってつけである。　 
　この授業では、イタリア史の基礎知識を習得しつつ、イタリア語文献を正確に読み解く力をつけ
ることが主要な目的となる。なお毎回小テストを行って予習の程度を確認する。  

 [到達目標]
　学術文献を自力で読み解くことができるようになること。

 [授業計画と内容]
　以下の予定で授業を進めていく。なおフィードバックについては学期末に指示を出す。 

第1回（イントロダクション） 
　使用テキスト並びに講読対象の章について概説する。また授業の進め方、小テスト、評価方法に
ついて合わせて説明をする。テキストの冒頭部分を実際に読みながらイタリア語の読解にあたって
注意すべき点を確認する予定。 

第2回～第15回（第10章<I Visconti, Firenze e il papato>の講読） 
　必要に応じて文法事項を確認しながらテキストを精読する。重要な専門用語や固有名詞の意味を
確かめつつ正確な読解に努める。毎回1ページを目処にテキストを読み進めていく。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席点・小テストをもとに評価する。

 [教科書]
プリント配布。

西洋史学(講読)(2)へ続く↓↓↓



西洋史学(講読)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
　予習がすべての授業である。テキストのイタリア語にきちんと目を通し、単語の意味を調べるだ
けでなく書かれている内容を自分なりに把握することを心掛けてもらいたい。 
　授業終了後は、読み違えていた箇所や文法知識の不十分なところを再確認することが肝要。また
小テストで間違った箇所を見直しておくことも大事。 

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



歴史基礎文化学系125

授業科目名
　<英訳>

西洋史学(講読)
European History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西洋史学（確認用）
准教授 文学研究科 村瀬　有司

 

配当
学年  2回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水4

授業
形態  講読

使用
言語   日本語 

題目  イタリア史概説講読

 [授業の概要・目的]
　 ルイージ・サルヴァトレッリのイタリア史の概説書“Sommario della storia d'Italia”を講読する。
今年度の後期は、19世紀後半のイタリア情勢を取り上げた第20章<L'Italia dopo il 1870>を精読する。
 
　イタリア人による歴史書は、日本人によって執筆されたものとは史観・価値観が異なるうえ、イ
タリア人の読者を想定したものであるためにこれを読むにあたって必要となる知識もまた異なる。
このような原書の講読は、イタリア文化そのものにダイレクトに触れる機会を与えてくれるはずで
ある。また著者サルヴァトレッリの文章は伝統的なイタリア語散文の流れをくむものであり、読解
力の養成にうってつけである。　 
　この授業では、イタリア史の基礎知識を習得しつつ、イタリア語文献を正確に読み解く力をつけ
ることが主要な目的となる。なお毎回小テストを行って予習の程度を確認する。  

 [到達目標]
　学術文献を自力で読み解くことができるようになること。  

 [授業計画と内容]
　以下の予定で授業を進めていく。なおフィードバックについては学期末に指示を出す。

第1回（イントロダクション） 
　後期の講読個所について概説する。授業の進め方、小テスト、評価方法について確認をした後、
テキストの冒頭部分を実際に読み始める予定である。 

第2回～第15回（第20章<L'Italia dopo il 1870>の講読） 
　前期と同様、重要な文法事項を確認しながらテキストを精読する。専門用語や固有名詞の意味を
確かめつつ正確な読解に努める。毎回1.5ページを目標にテキストを読み進めていく。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席点・小テストをもとに評価する。

 [教科書]
プリント配布。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

西洋史学(講読)(2)へ続く↓↓↓



西洋史学(講読)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
　予習がすべての授業である。テキストのイタリア語にきちんと目を通し、単語の意味を調べるだ
けでなく書かれている内容を自分なりに理解することを心掛けてもらいたい。 
　授業終了後は、読み違えていた箇所や文法知識の不十分なところを再確認することが重要。また
小テストで間違った箇所を見直しておくことも大事。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

西洋史学(実習)
European History (Seminars)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 西洋史学（確認用）
教授 文学研究科 南川　高志
教授 文学研究科 小山　哲
准教授 文学研究科 金澤　周作

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   通年 曜時限  水2

授業
形態  実習

使用
言語   日本語 

題目  西洋史学実習

 [授業の概要・目的]
　この授業は、学生が西洋史の卒業論文を作成するために必要となる研究能力を、知識と技術の両
面から身につけることを目的に開講する。具体的な史料（外国語）の分析法、研究情報の収集手順
から西洋史研究の方法論や史学思想、さらには論文における議論の作法まで、具体的に学ぶ。

 [到達目標]
・西洋史学の基本的な問題視角を理解することができる。
・研究をはじめるために必要なツールや情報源の基礎的な活用方法を習得できる。

 [授業計画と内容]
授業は、専任教員３名のリレー方式で実施される。具体的な内容は、以下の通りである。 それぞれ、
イントロダクションと総括の回を含めて7～8回になる。

(1)図書館で西洋史の専門書や学術雑誌に触れることから始めて、研究の具体的な手順や論文の構成、
議論のあり方などを学ぶ。 

(2)歴史学（または隣接分野）でしばしば用いられる基本的な概念や考え方について、
テキストを読みながら学ぶ。 

(3)実証研究の入門として、外国語で書かれた史料に触れ、そこからどのようなことが読み取れるか
を考える。

(4)研究文献や史料に関する情報収集の方法をマスターすることをめざす。雑誌や文献要覧など冊子
体の情報から、web上の様々な専門分野別の史資料サイトまで、実際に自分の仮の研究テーマとキ
ーワードを設定して調査、検索し、有益な文献情報リストを一定のフォームに従って作成する。

 [履修要件]
西洋史学専修学生の必修科目で、3回生で受講することが望ましい。

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
到達目標に掲げた点の達成度を評価する。研究視角から具体的な作業の手続きや技術に至るまで一
渡り学習することで、京都大学の学士課程に相応しい西洋史学研究の基礎を習得しているかどうか
が、成績評価の観点となる。

 [教科書]
各教員ごとに随時指示をする。

西洋史学(実習)(2)へ続く↓↓↓



西洋史学(実習)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
各教員ごとに随時指示をする。

 [授業外学習（予習・復習）等]
この授業で習得する知識・技術は、学生各人の卒論研究に直結する。授業課題の研究論文・研究書
を予習として読み、報告やレポート提出をこなすだけでなく、この授業で学んだ方法を復習しなが
ら自身の研究に適用し、４回生の卒論演習での報告を目標に、自らの専門研究を進めることが重要
である。 

（その他（オフィスアワー等））
この授業では、課題をこなすだけでなく、授業時において他の受講者と積極的に議論する姿勢が求
められる。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

考古学(特殊講義)
Archaeology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 考古学（確認用）
教授 文学研究科 吉井　秀夫

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  植民地朝鮮における考古学的調査の再検討

 [授業の概要・目的]
　朝鮮半島における近代的な考古学は、朝鮮総督府による植民地支配の下、日本人の手によって独
占的に進められた。本講義では、日本内地の考古学に与えた影響を視野にいれつつ、植民地朝鮮に
おける考古学的調査の実態とその歴史的意義を批判的に検討する。

 [到達目標]
　植民地朝鮮における考古学的調査の実態を学ぶと共に、日本考古学史を再検討するための方法論
の基礎を身につける。

 [授業計画と内容]
第１回　朝鮮考古学を学ぶ意味
第２回　日本人による朝鮮半島の考古学的調査の概要
第３回　朝鮮古蹟調査事業のはじまり（１）－関野貞の調査－
第４回　朝鮮古蹟調査事業のはじまり（２）－鳥居龍蔵の調査－
第５回　濱田耕作・梅原末治による調査研究（１）－1918年度の調査－
第６回　濱田耕作・梅原末治による調査研究（２）－金海貝塚の調査－
第７回　濱田耕作・梅原末治による調査研究（３）－金冠塚の調査－
第８回　京都帝国大学考古学研究室に与えた影響
第９回　慶州の古蹟調査をめぐって（１）－関野貞・今西龍の調査－
第10回　慶州の古蹟調査をめぐって（２）－石窟庵の解体修理をめぐって－
第11回　慶州の古蹟調査をめぐって（３）－慶州古蹟保存会の活動－
第12回　写真からみた慶州の古蹟
第13回　釜山考古会とその活動（１）
第14回　釜山考古会とその活動（２）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席状況および学期末のレポートにより成績を評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

考古学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



考古学(特殊講義)(2)

 [授業外学習（予習・復習）等]
朝鮮半島の考古資料を対象とすることが多いので、講義中に指示する参考文献を通して、朝鮮考古
学全般に対する理解を深めて欲しい。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。



歴史基礎文化学系128

授業科目名
　<英訳>

考古学(特殊講義)
Archaeology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 考古学（確認用）
教授 文学研究科 吉井　秀夫

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  朝鮮半島瓦セン研究

 [授業の概要・目的]
　朝鮮半島から出土した瓦センのうちいくつかの例を取り上げ、実物資料を観察しながら、その分
析方法と歴史的評価について検討をおこなう

 [到達目標]
　朝鮮半島から出土した瓦センの検討を通して、考古資料を観察・記録・解釈するための基本的な
知識と方法論を身につける。

 [授業計画と内容]
第１回　瓦の種類と名称
第２回　瓦の製作技術をめぐって－佐原眞「平瓦桶巻造り」を読む
第３回　朝鮮半島における平瓦製作技術（１）－タタキ板の復元－
第４回　朝鮮半島における平瓦製作技術（２）－扶蘇山城出土文字瓦の検討－
第５回　朝鮮半島における平瓦製作技術（３）－武珍古城出土文字瓦の検討－
第６回　朝鮮半島における平瓦製作技術（４）－文字瓦の内容からみた瓦生産体制の変遷－
第７回　楽浪郡・帯方郡センの製作技術（１）－楽浪郡・帯方郡のセンを観察する－
第８回　楽浪郡・帯方郡センの製作技術（２）－紀年銘センの検討－
第９回　高句麗センの製作技術（１）－センの観察－
第10回　高句麗センの製作技術（２）－製作技術の特徴からみた生産体制－
第11回　高句麗瓦の製作技術（１）－高句麗の軒丸瓦を観察する－
第12回　高句麗瓦の製作技術（２）－集安出土軒丸瓦の変遷と性格－
第13回　高句麗瓦の製作技術（３）－平壌出土軒丸瓦の変遷と性格－
第14回　まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席状況および学期末のレポートにより成績を評価する

 [教科書]
使用しない

考古学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



考古学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
朝鮮半島の考古資料を対象とすることが多いので、講義中に指示する参考文献を通して、朝鮮考古
学全般に対する理解を深めて欲しい。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

考古学(特殊講義)
Archaeology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 考古学（確認用）
京都造形芸術大学 岡田　文男

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  考古学特殊講義   

 [授業の概要・目的]
　本講義では、発掘調査で出土した木材や繊維、漆、皮革などの有機質遺物の材質調査法とその成
果について、具体的事例を中心に解説する。 
調査対象は中国の陝西省西安市より出土した漢代の刀剣の鞘、四川省成都市金沙遺跡出土の木製品、
綿陽市出土の漆塗り馬、ウクライナ出土の漆製品、韓国慶州市皇南大塚古墳出土漆製品、文学部博
物館に保管されている古墳時代の考古資料(紫金山古墳、七観古墳)をはじめとする国内資料である。
本授業を通じて考古資料の中の有機質遺物について理解を深めることができる。 

 [到達目標]
考古学において有機質遺物は保存が難しく、扱い難い面がある。現場においてそのような遺物に遭
遇したときに、本講義において遺物の取り扱い法を学ぶことにより、遺物の劣化を遅らせる対策を
とることができる。

 [授業計画と内容]
第1週：オリエンテーション（講義で扱う対象範囲について概説） 
第2-5週：中国・西安市、成都市、綿陽市、ウクライナ・クリミア半島出土の有機質資料の調査と
保存 
第6-8週：韓国茶戸里、林洞、大成洞古墳、皇南大塚古墳出土の有機質遺物の調査 
第9-12週：日本国内出土の古墳時代の有機質遺物調査（紫金山古墳・七観古墳・尼塚 
古墳、その他） 
第13-15週：西野山古墓出土蒔絵をはじめとする漆製品の調査 
レポート試験 

受講者の関心分野に応じて、内容を変更する場合がある。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価（50％）とレポート試験の成績（50％）。平常点評価は毎回の出席、授業内での発言等
を勘案する。

考古学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



考古学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない
毎回の講義においてｐｐｔデータ（モノクロ）を配布する。講義に関連した遺物を並べることもあ
る。 

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する
授業に関連した報告書等を提示するので、関心のある学生は各自で報告書を調べてください。  

 [授業外学習（予習・復習）等]
博物館、資料館に展示されている考古遺物を詳細に観察しておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
毎回、講義後に質問等を受け付ける。
有機質遺物の材質分析技術の習得に興味・関心のある学生については個別に相談に乗ります。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

考古学(特殊講義)
Archaeology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 考古学（確認用）
教授 人間・環境学研究科 小方　登

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  火4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  地理情報処理の考古学への応用 

 [授業の概要・目的]
地形データ（DEM）や空中写真・衛星画像の遺跡探査や歴史景観復原などへの応用事例を取り上げ，
説明する。このような研究を外国で行う場合，地形図や空中写真等のデータの入手性に制約されが
ちであったが，近年はグローバルなデータも利用可能となったので，中国やシルクロード地域を対
象地域として重点的に取り上げる。

 [到達目標]
地形データ（DEM）や空中写真・衛星画像の遺跡探査や歴史景観復原などへの応用について，理解
を増進することを目標とする。

 [授業計画と内容]
１）1995年に公開された米国偵察衛星写真（CORONA衛星写真）の仕様について説明し，応用可能
性を検討する。 この衛星写真は高解像度であるほか，撮影時期が古い（1960年代）という点でも利
用価値の高いものである。
２）中東地域に典型的にみられるテル（遺丘）の景観について，CORONA衛星写真を利用した既往
研究を紹介し，検討する。 
３）地中海地域におけるフェニキア・ポエニ（カルタゴ）文化に基づく都市の都市の立地とプラン
について検討する。 これらは海上貿易に基礎をおいていたので，立地のポイントは港湾にあった。
これらの都市が，ローマ帝国にどのように引き継がれたかについても考察する。
４）中央アジアのオアシスに見られる都市・集落遺跡を検討する。都市・軍事施設や灌漑施設（用
水路）の痕跡のあり方について考察する。 世界の乾燥地域に展開するオアシスの存在形態は，地形
などを反映して地域ごとに多様である。中央アジアのシルクロード地域では，山脈の山麓に連なる
扇状地の形態を取るものが多い。扇状地オアシスの水利システムについて，廃墟となった水路跡を
衛星画像上で検討することなどを通して考察する。
５）渤海国の都城などを事例として，７～９世紀の東アジア都城に見られる共通の特徴（日本の平
城京・平安京に見られる条坊制など）について検討する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
レポート試験による。

考古学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



考古学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

  （関連ＵＲＬ）
http://www.hgeo.h.kyoto-u.ac.jp/ogata/ (小方研究室ホームページ)

 [授業外学習（予習・復習）等]
メディアセンターの端末や自宅のパソコンにおいて，Google Earthの閲覧などを通して，授業で扱
う内容を復習すること。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワー：月曜11:00～12:30

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

考古学(特殊講義)
Archaeology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 考古学（確認用）
教授 人文科学研究所 岡村　秀典

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  雲岡石窟の研究

 [授業の概要・目的]
中国山西省大同市に所在する雲岡石窟は、北魏の460年ごろにはじまる仏教寺院であり、東西1kmに
わたって大小の石窟がひろがっている。この講義の目的は、その調査と研究をふりかえりつつ、考
古学と美術史の研究法、雲岡石窟の新しい編年、図像学的研究法、仏教文化の東伝、中国南北朝時
代の仏教文化などの諸問題について論じようとするものである。

 [到達目標]
巨大な石窟寺院の考古学的調査にもとづいて、これまでのような経典の仏教学的研究や仏像の美術
史的研究とは異なる第三の研究法について展望する。

 [授業計画と内容]
1938～1944年に水野清一・長廣敏雄らが調査した記録をもとに、5世紀後半における雲岡石窟の様
式について講述する。
※宗教考古学の研究法―経典と考古資料
※仏教儀礼の考古学的研究―ユーラシアの東西交流
※インドから中国にいたる仏教文化の東伝―京都大学80年の海外調査
※歴史的環境―中国南北朝時代史
※地理的環境―石窟はどのように造営されたか
※曇曜五窟―雲岡前期の大仏窟

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
定期試験（筆記）

 [教科書]
水野清一・長廣敏雄1951-56『雲岡石窟』全16巻32冊、京都大学人文科学研究所（京都大学学術情
報リポジトリKURENAI紅）を参照のこと。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
日頃から歴史だけでなく、思想文化にも関心をもち、異文化に対する理解を深めておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

考古学(特殊講義)
Archaeology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 考古学（確認用）
教授 人文科学研究所 岡村　秀典

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  雲岡石窟の研究

 [授業の概要・目的]
中国山西省大同市に所在する雲岡石窟は、北魏の460年ごろにはじまる仏教寺院であり、東西1kmに
わたって大小の石窟がひろがっている。この講義の目的は、その調査と研究をふりかえりつつ、考
古学と美術史の研究法、雲岡石窟の新しい編年、図像学的研究法、仏教文化の東伝、中国南北朝時
代の仏教文化などの諸問題について論じようとするものである。

 [到達目標]
巨大な石窟寺院の考古学的調査にもとづいて、これまでのような経典の仏教学的研究や仏像の美術
史的研究とは異なる第三の研究法について展望する。

 [授業計画と内容]
1938～1944年に水野清一・長廣敏雄らが調査した記録をもとに、5世紀後半以降における雲岡石窟
の様式について講述する。
※大仏窟から仏殿窟へ―新しい相対編年の提示
※孝文帝と文明太后馮氏
※480年代における造像の変化
※洛陽遷都と龍門石窟
※隋唐・遼金・明清時代の雲岡石窟

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
定期試験（筆記）

 [教科書]
水野清一・長廣敏雄1951-56『雲岡石窟』全16巻32冊、京都大学人文科学研究所（京都大学学術情
報リポジトリKURENAI紅）を参照のこと。

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
日頃から歴史だけでなく、思想文化にも関心をもち、異文化に対する理解を深めておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

考古学(特殊講義)
Archaeology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 考古学（確認用）
教授 生存圏研究所 杉山　淳司

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目
わが国固有の用材観や木の文化に触れながら、木材の仕組みや分析により得られる情報
について学習する。

 [授業の概要・目的]
木材は樹木として長い間自らの体を支え、また材として我々の文化や生活を支えてきた。今日では
持続可能な資源としてもますます注目が高まっている。本講義では、木材の多様かつ丈夫な仕組み
を歴史的、考古的な木製品や建築物と関連させて学習する。また、ルーペや顕微鏡による木材識別
実習や大学周辺の野外樹木識別実習や建造物見学などを通して、樹種調査の具体的な手法を学習す
る。

 [到達目標]
木材の形成、物性、利用について概観することで、われわれの用材観を考察する基礎的な知識を養
う。
木材組織と樹木観察実習を通して、標準的な木材の識別法について自主的に学べる能力を養う。 

 [授業計画と内容]
1.日本の林業
2.暮らしの中の木材 
3.歴史の中の木材 
4.樹木のみわけかた
5.針葉樹材・広葉樹材の巨視的特徴 
6.針葉樹材・広葉樹材の解剖学的特徴
7.樹種識別の手法のいろいろ
8.年輪年代・年輪気候のはなし
9.歴史的建造物の木材
10.遺跡から出土する木材
10.データベースの構築と利用 
11.木材に関する諸データの見方 
それぞれのトピックで完結するのではなく相互に関連させながら講義をすすめる。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
小レポートおよび出席状況により評価するが、講義の中での積極的な姿勢を考慮に入れる

考古学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



考古学(特殊講義)(2)

 [教科書]
プリント等を適宜配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
佐伯　浩　この木なんの木　海青社
尼川大録、長田武正、検索入門　樹木①、樹木②、保育社
中川重年　検索入門　針葉樹、保育社
山崎隆之　一度は拝したい京都の仏像　学研新書
鈴木三男　日本人と木の文化、八坂書房
小原二郎　木の文化　鹿島出版会

  （関連ＵＲＬ）
http://f030091.ffpri.affrc.go.jp/index.html(森林総合研究所木材データベース)
http://database.rish.kyoto-u.ac.jp/arch/bmi/ (京都大学生存圏研究所木材データベース)

 [授業外学習（予習・復習）等]
適宜講義中に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

考古学(特殊講義)
Archaeology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 考古学（確認用）
准教授 文化財総合研究センター 千葉　豊

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  木3

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  縄文集落研究の現状と課題

 [授業の概要・目的]
縄文時代の集落については、50年以上にわたる研究の蓄積の結果、きわめて多彩なイメージが提起
されるにいたっている。それは、集落遺跡の発掘調査が進んで、多様な集落が存在したことが明ら
かになってきたという資料に依存する部分とともに、同時存在住居の確定などの調査方法の革新、
あるいは民族学的成果の援用など、資料・方法・理論が一体となって研究を進めてきた結果ともい
える。本講義では、縄文時代集落研究について、どこまでが明らかになっており、どのような課題
が残されているかを議論したい。

 [到達目標]
縄文時代集落研究の現状と課題を理解することにより、縄文時代の社会について、より深く考察で
きる知識を身につけることができる。

 [授業計画と内容]
以下に記すテーマに関して、1課題あたり１～３週の授業をする予定である。

①縄文集落研究史
②集落を構成する要素
③住居遺構について
④埋甕・土器埋設遺構について
⑤集落の構造
⑥集落と集落を結ぶ
⑦縄文集落論から縄文社会論へ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
出席状況（50％）とレポート（50％）

 [教科書]
プリントを配布し、それにもとづき授業を進める。

考古学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



考古学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
縄文時代に関する概説的知識は身につけているものとして授業を進めるので、そうでない受講生は
縄文時代に関して概説書などで予習しておくこと。授業において多数の文献（論文）を掲げるので、
そうした論文をできるだけ精読してもらいたい。、

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

考古学(特殊講義)
Archaeology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 考古学（確認用）
岡山理科大学　　　
生物地球学部 教授 亀田　修一

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

2016・
  前期集中 曜時限集中講義

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  古代朝鮮半島・日本列島の山城・瓦・寺院

 [授業の概要・目的]
この講義では古代の朝鮮半島と日本列島の山城・瓦・寺院について、その概要を述べるとともに、
その比較を行う。その目的は古代の朝鮮半島と日本列島との関わりについて基礎的な知識を提示す
るとともに両地域の類似、違いについて知ってもらうことである。　

 [到達目標]
　この講義を履修することによって、古代の日朝関係の一面を理解し、その視座から東アジアにお
ける地域間交流のあり方を考察できるようになる。 

 [授業計画と内容]
　基本的に以下のプランに従って講義を進める。ただし講義の進みぐあいによってその回数を変え
ることがある。 
第1回　講義概要・朝鮮半島の古代山城１ 
第2回　朝鮮半島の古代山城２ 
第3回　日本列島の古代山城１ 
第4回　日本列島の古代山城２ 
第5回　日本列島の古代山城３ 
第6回　朝鮮半島の古代瓦１ 
第7回　朝鮮半島の古代瓦２ 
第8回　朝鮮半島の古代寺院１ 
第9回　朝鮮半島の古代寺院２ 
第10回　日本列島の古代瓦・寺院 
第11回　日本列島中央の古代瓦・寺院　 
第12回　日本列島地方の古代瓦・寺院１ 
第13回　日本列島地方の古代瓦・寺院２ 
第14回　朝鮮半島・日本列島の古代の瓦生産 
第15回　まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
　出席状況・授業中の質疑応答（20点）、レポート（80点）により評価する。

考古学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



考古学(特殊講義)(2)

 [教科書]
　講義に関連するプリントを配布する。

 [参考書等]
  （参考書）
亀田修一 『日韓古代瓦の研究』（吉川弘文館）ISBN:4-642-09305-2
東潮・田中俊明 『韓国の古代遺跡１　新羅篇（慶州）』（中央公論社）ISBN:4-12-001690-0
東潮・田中俊明 『韓国の古代遺跡２　百済・伽耶篇　』（中央公論社）ISBN:4-12-001691-9
東潮・田中俊明 『高句麗の歴史と遺跡』（中央公論社）ISBN:4-12-002433-4

 [授業外学習（予習・復習）等]
　それぞれの授業までにその講義内容に関して、概要を予習し、講義終了後には、その復習をして
おいてください。

（その他（オフィスアワー等））
　授業は基本的に資料を配付し、パワーポイントを使って行います。
　授業中にみなさん方に質問することがあります。積極的に質疑に参加してください。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

考古学(特殊講義)
Archaeology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 考古学（確認用）
大阪大谷大学文学部　准教授 中村　朋子

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  月1

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  弥生時代の土器生産

 [授業の概要・目的]
弥生時代から古墳時代へ、複雑化する社会の基盤がいかに形成されたかを考える上で、器物生産の
変化解明は重要な研究課題です。一方、地域色の強さも弥生時代の特徴であり、地域間関係を把握
した上で、生産研究をおこなうことが有効と考えられます。そこで、出土量も多く編年も確立して
いる土器を素材として、まず地域間関係を検討し、さらに弥生時代の土器生産の変遷について考察
します。  

 [到達目標]
遺物から多角的な視点で情報を読み取る方法を知り、具体的に説明できる。

 [授業計画と内容]
授業の進行状況に応じて、順序を変更する場合もあります。

第1回　土器地域色とは何か
第2回　調理具からみた土器地域色
第3回　装飾からみた土器地域色
第4回　山間部と平野部の地域色
第5回　土器からみた弥生時代の地域間関係
第6回　民族学的研究による土器製作技術と弥生土器の製作技術
第7回　焼成方法からみた土器生産
第8回　土器の規格のばらつきと生産量
第9回　食事用台の出現と食事様式
第10回　鉄器・青銅器・木器生産に関する研究
第11回　土器生産と分業化
第12回　楽浪土器からみた国際交流
第13回　朝鮮半島における土器の製作技術
第14回　朝鮮半島の土器生産と分業化
第15回　土器生産と社会複雑化

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点（授業への積極性）30点、レポート70点で評価する。
レポートについては、到達目標の達成度に基づき評価する。

 [教科書]
使用しない
適宜、参考文献を提示します。

考古学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



考古学(特殊講義)(2)

 [参考書等]
  （参考書）
長友朋子 『弥生時代土器生産の展開』（六一書房）ISBN:978-4-86445-025-6

 [授業外学習（予習・復習）等]
あらかじめ弥生時代の概説書に目を通しておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
随時質問を受け付けます。

※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

考古学(特殊講義)
Archaeology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 考古学（確認用）
非常勤講師 村上　由美子

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  水4

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  環境考古学

 [授業の概要・目的]
環境考古学とは、遺跡や遺構、遺物にのこる情報を、おもに自然科学的手法を用いて読み取り、当
時の技術や社会との関連性を踏まえて解釈し、人間活動と環境との関わりやその変遷を論じる考古
学の一分野である。本授業では、遺跡から出土する木材をはじめとして、動植物遺存体、貝塚、低
湿地遺跡など環境考古学が扱うさまざまな対象や分析法について概要を学ぶとともに、とくに植物
利用・木材利用の歴史について理解を深めることを目的とする。

 [到達目標]
・環境考古学、植物考古学、木の考古学の方法と現状を理解する。
・遺跡発掘調査報告書の自然科学分析結果から、必要な情報を読み取る力を養う。
・遺跡出土木製品の分析などから古環境の変遷や資源利用の歴史を明らかにする方法を学ぶ。

 [授業計画と内容]
　授業は以下のような流れで進める。
第1回環境考古学・木の考古学の歴史と方法
第2回環境考古学の実践　－木の考古学は何を明らかにできるかー
第3回縄文時代の木材利用と環境
第4回木材利用にみる弥生化
第5回弥生時代の木材利用と環境
第6回工具鉄器化とその影響
第7回古墳時代の木材利用と環境
第8回古代の木材利用と環境
第9回自然科学分析と木の考古学
第10回木器研究への多様なアプローチ
第11回中国長江下流域の新石器文化と環境
第12回中近世の木材利用と環境
第13回年代測定と木の考古学
第14回木の考古学で未来を探る
第15回　まとめ

 [履修要件]
特になし

考古学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



考古学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
平常点評価（60％）とレポート試験（40％）による。平常点は出席と毎回提出する小レポートの内
容を参照して評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
松井章 『環境考古学マニュアル』（同成社）ISBN:978-4886212733
伊東隆夫・山田昌久 『木の考古学』（海青社）ISBN:978-4860999117

 [授業外学習（予習・復習）等]
考古学の概論を予習したうえで授業に臨むこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

考古学(特殊講義)
Archaeology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 考古学（確認用）
立命館大学　文学部　准教授 下垣　仁志

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   前期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  器物保有と国家形成

 [授業の概要・目的]
最近、弥生・古墳時代研究において議論の焦点になりつつある保有論を俎上に載せ、国家形成論と
保有論を節合する理論的枠組みの構築と資料に即した実践研究の統合をはかる。 

 [到達目標]
保有論を構築する前提となる資料の分類・編年法、製作時と廃棄(埋納・副葬)時における特定器物
の時間的・空間的差異を把捉し解釈する方法論を習得する。  

 [授業計画と内容]
弥生・古墳時代の政治史的枠組み(第1～5回) 
考古学的国家論の射程 (第6～9回) 
保有論と国家論 (第10～11回) 
器物の分類・編年法─鏡を中心に(第12～14回) 
まとめ (第15回)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末のレポートにより成績を評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
身のまわりのモノと人とのかかわりについての感性を涵養しておくこと。講義に関連する理論・方
法論に関する文献を講義時に指示するので、可能なかぎり目をとおしておくこと。  

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

考古学(特殊講義)
Archaeology (Special Lectures)

  担当者所属・
  職名・氏名

教授 文学研究科 考古学（確認用）
立命館大学　文学部　准教授 下垣　仁志

 

配当
学年  3回生以上 単位数  2

 開講年度・
  開講期

  2016・
   後期 曜時限  金2

授業
形態 特殊講義

使用
言語   日本語 

題目  保有論と集団編成 

 [授業の概要・目的]
器物の保有が弥生時代後期～古墳時代の集団編成に、ひいては国家形成におよぼした効果を、考古
資料の具体的検討をつうじて究明する。  

 [到達目標]
器物の保有という特定の事象から、集団編成や国家形成などをとらえる方法論を習得する。考古遺
物の分析が、たんに遺物のみの究明にとどまらず、社会事象の闡明におよぶ広い射程に開かれてい
ることを理解できるようになる。  

 [授業計画と内容]
保有論をめぐる諸研究 (第1回) 
伝世鏡論と古墳時代出現論(第2回～4回) 
器物の分配論と保有論 (第5回～7回) 
「威信財」論の射程 (第8回～9回) 
首長墓系譜と鏡保有 (第10回～13回) 
器物保有の社会的意義 (第14回) 
まとめ (第15回)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点及び達成度]
学期末のレポートにより成績を評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
  （参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学習（予習・復習）等]
弥生・古墳時代の諸研究について、講義時に指示する文献をつうじて理解を深めておくこと。  

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワー実施の有無は、KULASISで確認してください。




