




歴史文化学系1

科目ナンバリング 　G-LET42 8M630 PJ38　

授業科目名
　<英訳>

歴史学英語論文実習
English for Historians

担当者所属・
職名・氏名 特定助教文学研究科 ERICSON, Kjell David

未更新

配当
学年  1回生以上 単位数  1 開講年度・

開講期
  2020・
後期 曜時限 火3 授業

形態 実習 使用
言語 日本語

題目 歴史学英語論文実習
 [授業の概要・目的]
現在、本研究科に籍を置く大学院生たちの多くが、外国語、とくに英語での研究成果の発信を通じ
て、日本を越えた広い範囲の研究者たちと学術的な交流を深め、学問の発展に寄与したいと、以前
にもまして強く望むようになっている。それゆえ、もし体系的に英語論文の作成手順を学ぶことが
出来るのであれば、学術活動の幅は大きく広がるに違いない。この実習では、学会報告用の原稿と
留学用の研究計画書の作成からはじめ、最終的に学術雑誌用の投稿論文の書き方を実践的に学んで
いく。

 [到達目標]
・英語での口頭報告を準備し、プレゼンテーションすることができるようになる。
・希望留学先に提出し得る英語での研究計画書を作成することができるようになる。
・英文学術雑誌への投稿に必要な、英文作成と推敲の手順を身に着けることができる。

 [授業計画と内容]
以下の項目に沿って授業を進める。
１．導入――英語で研究を発信する意義
受講生の専攻分野や本実習に期待する内容を聴取した後、エリクソン助教が、自身の経験をもとに
して、外国語での成果発信の意義について、具体的に解説する。（第1回）

２．発表媒体を考える
受講生がどのような発信を念頭に置いているのかを具体的に確認しつつ、各自の課題が大略、学会
での口頭報告、留学用の研究計画書の作成、学術雑誌への投稿の三種に分類できることを確認する。
（第2回）

３．自分のこれまでの研究のエッセンスを学会で報告する
英語で学会報告をする際に踏まえておくべき注意点を教授した後に、受講生各自が具体的な学会を
想定した報告原稿（10～20分程度）を作成していく。それらを素材にして文法や表現、あるいは構
成の添削を受け、完成したものを実際にプレゼンテーションしてみる。（第3～6回）

４．自分のこれからの研究計画を文章化する
欧米の大学院への留学を想定し、申請書類に含まれることの多い研究計画書を作成する。各自が具
体的な（仮の）留学先を念頭に置いて、それぞれの書式にのっとった書類を完成させていく。それ
らを素材にして文法や表現、あるいは構成の添削を受ける。（第7～10回）

５．自分の研究成果を学術雑誌に投稿する準備を整える
各自が具体的な投稿先を念頭に置き、それぞれの執筆要綱にのっとった論文を作成するための準備
作業をおこなう。ただし、全体像は枠組みを示すにとどめ、一部分のみを厳密に推敲してゆく。そ
れらを素材にして文法や表現、あるいは構成の添削を受ける。（第11～14回）

歴史学英語論文実習(2)へ続く↓↓↓



歴史学英語論文実習(2)

フィードバックについては、授業中に指示する。

 [履修要件]
大学院生のみ。ただし、受講者個々人の進度に応じた指導を可能とするために、受講者数の上限は
8名とする。希望者がこの数を越える場合は、第1回授業時にくじ引きによって調整する。

 [成績評価の方法・観点]
授業中の議論への参加、提出物、発表にもとづき、到達目標に示した諸点をふまえて総合的に評価
する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
・受講生には作成した文書の提出や口頭報告が求められるため、そのための準備を授業時間外に行
うことが必要である。
・受講生には授業時に教員によりさまざまな指摘がなされるため、それを活かした学習を授業時間
外に行うことが必要である。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



歴史文化学系2

科目ナンバリング 　G-LET23 66631 LJ38　

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 吉川　真司

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
後期 曜時限 金4 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 摂関政治と平安貴族社会
 [授業の概要・目的]
　日本古代の律令体制は9世紀後半から解体過程に入り、10世紀後葉には「初期権門体制」と呼ぶ
べき、中世的様相の色濃い国家体制が成立した。それはユーラシア東方を覆った分権化の一環と言
えるが、国内的には前期摂関政治から後期摂関政治へという政治システムの移行、垂直方向・水平
方向の緊密なネットワークをもつ平安貴族社会の成立、さらには唐風文化から国風文化への転換と
いう、さまざまな事象をともなっていた。
　本講義では、主として古記録・古文書を読み解きながら、10世紀後葉～11世紀中葉の後期摂関政
治の実態を明らかにし、それが平安貴族社会の構造と不可分のものであったことを論ずる。それと
ともに、この時期に形成された国風文化についても、比較史的検討を試みつつ、その特質と歴史的
意義を述べたい。

 [到達目標]
日本古代史に関する基本的事項と研究方法を深く理解する。

 [授業計画と内容]
基本的に下記のように講義を進めていく予定である。ただし、理解度に応じて詳しく説明したり、
新しい発見を紹介したりすることもあるため、各テーマの内容・回数・順序については柔軟に考え
ることにする。なお、これらの週数には休日に実施する現地見学を含み、その際には平常授業を振
り替える。
　01～03週　摂関政治の変貌
　04～06週　平安貴族社会の構造
　07～09週　貴族社会と寺院社会
　10～12週　国風文化の形成
　13～15週　アジアの中の平安日本

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
学期末レポートの内容によって評価する。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。

日本史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



日本史学(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

 [授業外学修（予習・復習）等]
参考文献や配付資料に基づき、講義内容の理解を深める。

（その他（オフィスアワー等））
現地見学を行なうので、学生教育研究災害傷害保険に必ず加入しておくこと。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



歴史文化学系3

科目ナンバリング 　G-LET23 66631 LJ38　

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 准教授文学研究科 三宅　正浩

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
前期 曜時限 火4 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 文治政治再考
 [授業の概要・目的]
近年の日本近世政治史研究は、史料批判をしつつ、一次史料にもとづいて政治過程を描き出す手法
が求められる段階に到達している。従来の通説的理解を一次史料を駆使して塗り替えつつ、新たな
方法論と論点を獲得する過程を示すことで、日本近世史研究の基礎的方法と面白さを示したい。
今年度は、いわゆる武断政治から文治政治へ転換するとされている17世紀半ばの政治史を扱う。従
来、儒教の影響をうけて政治のあり方が武力によるものから転換して文治政治と呼ばれる政治のあ
り方が形成されると理解されてきた当該時期について、当時の将軍・幕閣・諸大名らの政治意識や
世代交代の影響に目を向け、政治動向の変化を捉え直すことを試みる。授業では、具体的な史料を
示し、その解釈を説明しながら論じていくことになる。知識ではなく、授業を通して示される研究
手法をこそ学んでもらいたい。

 [到達目標]
近世前期の政治史・武家社会に関する史料を読み解き研究するための能力を向上させる。期末には、
各自で史料・文献を収集して分析し、レポートを作成できるようにする。

 [授業計画と内容]
※以下に示したテーマ・回数・順番について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、また、担当者の研究進展状況や学界動向に伴い、変更がありうる。

１.導入―文治政治の研究史―【２週】
２.家光政権から家綱政権へ【２週】
３.家綱政権論【３週】
４.外様大名と譜代大名【２週】
５.旗本の編成と統制【２週】
６.政治意識と世代交代【３週】
７.まとめと総括【１週】

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
期末レポートで評価する

日本史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



日本史学(特殊講義)(2)

 [教科書]
授業中にプリントを配付する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
参考文献を読むほか、自分で史料をとりあげて分析し、レポートを作成する。
各自でなすべきことを判断し、計画的に実施する。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



歴史文化学系4

科目ナンバリング 　G-LET23 66631 LJ38　

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 谷川　穣

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
前期 曜時限 金2 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 近代日本の国民教化
 [授業の概要・目的]
帝国憲法と教育勅語によって、日本の近代国家は法と道徳を通じた統治に一つの枠組みを得たかに
映る。しかし、それぞれ合理性と超越性を担当するというほど単純なものではなく、また常にゆら
ぎ、問いなおされるものであった。ではその特質は何であり、そこで形成された社会と、そこに生
きた人々の経験はいかなる歴史的意味を持つのだろうか。本講義では、明治後期から大正期にかけ
て繰り返された国民教化政策とその特質を、教育・宗教・地域社会・女性・子ども・軍隊などの視
角から捉え、そうした「ゆらぎ」について考えていきたい。

 [到達目標]
近代日本社会とその統治体制の変容に対する歴史的理解を深め、視野を広げられるようになる。ま
た多様な史料（未刊行の手稿史料も含む）を用いて実証的に論じる歴史学の手法を習得するととも
に、歴史研究の対象と自己との関係がいかにあるべきかを、重層的に考えられるようになる。さら
に、講義内容を批判的に再考することで、自らの問題意識を反映した論文作成の基礎能力を得るこ
とができる。

 [授業計画と内容]
第1回はイントロダクション、最終回（15回目）は「まとめ」。以下のトピックを受講生の理解度
も勘案しつつ各2～3回講じる予定。
・教育勅語の不安定性
・戊申詔書と地方改良
・民力涵養と生活改善
・国民教化と女性／男性
・関東大震災と国民精神作興
・教化から動員へ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
期末のレポート（70％）と授業中に実施予定の小レポート（30％）で総合的に判断する。
レポートにおいては、自らの見解を論理的、ないし歴史学の手法に即して実証的に論じることがで
きているかを評価基準とする。

日本史学(特殊講義) (2)へ続く↓↓↓



日本史学(特殊講義) (2)

 [教科書]
授業に際してはハンドアウト・史料プリントを配布する予定である。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
受講生が各自の興味関心にしたがって独力で考え実践する。ただし授業において参考文献も示すの
で、適宜それを読み、自らの考えを深めるよすがとしてもらえればと思う。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



歴史文化学系5

科目ナンバリング 　G-LET23 66631 LJ38　

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 准教授人間・環境学研究科 吉江　崇

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
前期 曜時限 木2 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 日本古代宮廷社会の研究
 [授業の概要・目的]
日本古代における宮廷社会の特質について把握し、その様相や変遷がその後の歴史にどのような影
響を与えたかについて理解することを目的とする。その際、宮廷社会の特質を考える上で重要ない
くつかの現象を取り上げ、その内容を検証する。古記録や古文書などの諸史料を読解しながら、課
題に取り組む。

 [到達目標]
日本における古代史の様相について具体的な知識を獲得するとともに、その研究方法を習得するこ
とで、日本歴史の発展と内容について、自らの視点から考察・説明できるようになる。

 [授業計画と内容]
日本古代の律令国家は、前代に存在した大王と諸氏族・人民との重層的な関係性を、律令法に依拠
しながら合理化し、固定化した国家といえる。その頂点には官僚機構を介して国家統治を行う天皇
が存在し、天皇の周辺には官僚機構と有機的に関係する宮廷社会が展開した。ここでは、そうした
宮廷社会の基盤に位置する信仰・宗教に関して、主に奈良時代後半期の仏教に焦点をあてながら検
討する。はじめに、当該期の宮廷社会に大きな影響を与えた聖徳太子信仰について、四天王寺縁起
と呼ばれる史料を読み解く形で考察する。次いで、８世紀中葉の称徳朝において登場した道鏡につ
いて、政治史・仏教史上の位置付けに留意しながら検討する。
全１５回の授業の進め方については、適宜、指示する。　　

はじめに（第１回）
１　四天王寺縁起にみる聖徳太子信仰（第２回～第７回）
　１－１　問題の所在―四天王寺縁起の写本と伝来―
　１－２　四天王寺縁起の成立時期と構成
　１－３　資財帳としての四天王寺縁起　
　１－４　聖徳太子信仰と宮廷社会
　１－５　小　結
２　奈良時代後期の仏教と宮廷社会（第８回～第１４回）
　２－１　問題の所在―奈良時代の政治と仏教―
　２－２　道鏡の登場
　２－３　由義宮・由義寺・西京の造営
　２－４　道鏡の左遷と奈良時代仏教の挫折
　２－５　小　結
まとめ（第１５回）
　※フィードバックの方法は別途連絡する。

日本史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



日本史学(特殊講義)(2)

 [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]
授業時間内で実施する小テスト（１０点×２回）と学期末に課す期末レポート（８０点）の合計素
点（１００点満点）で成績評価する。小テストは、授業内容の理解度および史料の読解力の観点か
ら評点し、期末レポートは、問題設定の仕方、実証性・論理性、結論の説得力などの観点から、到
達目標に即して評点する。

 [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

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業前は、授業の進行を確認の上、授業内容を想定して予習を行い、授業後は、授業で配布したプ
リントをもとに、復習を行うこと。

（その他（オフィスアワー等））
授業は講義形式で行う。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



歴史文化学系6

科目ナンバリング 　G-LET23 66631 LJ38　

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 准教授人間・環境学研究科 吉江　崇

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
後期 曜時限 木2 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 日本古代宮廷社会の研究
 [授業の概要・目的]
日本古代における宮廷社会の特質について把握し、その様相や変遷がその後の歴史にどのような影
響を与えたかについて理解することを目的とする。その際、宮廷社会の特質を考える上で重要ない
くつかの現象を取り上げ、その内容を検証する。古記録や古文書などの諸史料を読解しながら、課
題に取り組む。

 [到達目標]
日本における古代史の様相について具体的な知識を獲得するとともに、その研究方法を習得するこ
とで、日本歴史の発展と内容について、自らの視点から考察・説明できるようになる。

 [授業計画と内容]
日本古代の律令国家は、前代に存在した大王と諸氏族・人民との重層的な関係性を、律令法に依拠
しながら合理化し、固定化した国家といえる。その頂点には官僚機構を介して国家統治を行う天皇
が存在し、天皇の周辺には官僚機構と有機的に関係する宮廷社会が展開した。ここでは、日本古代
の宮廷社会を特徴付ける氏族の様相について、平安時代以降の変容と「氏」から「家」への再編に
焦点をあてながら検討する。はじめに、平安時代前期における氏族制原理の変容を、源氏・親王・
文人貴族などを取り上げながら概観する。次いで、平安時代前期の変容を前提として、その後、い
かにして中世的な「家」へ変容していくのかを検討する。
全１５回の授業の進め方については、適宜、指示する。　　

はじめに（第１回）
１　氏族制原理の変容（第２回～第７回）
　１－１　問題の所在―律令制の変質と氏族―
　１－２　賜姓源氏の登場と親王の変質
　１－３　院宮王臣家をめぐって　
　１－４　文人貴族の盛衰
　１－５　小　結
２　「氏」と「家」の再構成（第８回～第１４回）
　２－１　問題の所在―「氏」の論理と「家」の論理―
　２－２　ミウチ制論の再検討
　２－３　氏と氏長者の継承
　２－４　家格の形成にみる中世的「家」の成立
　２－５　小　結
まとめ（第１５回）
　※フィードバックの方法は別途連絡する。

日本史学(特殊講義）(2)へ続く↓↓↓



日本史学(特殊講義）(2)

 [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]
授業時間内で実施する小テスト（１０点×２回）と学期末に課す期末レポート（８０点）の合計素
点（１００点満点）で成績評価する。小テストは、授業内容の理解度および史料の読解力の観点か
ら評点し、期末レポートは、問題設定の仕方、実証性・論理性、結論の説得力などの観点から、到
達目標に即して評点する。

 [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

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業前は、授業の進行を確認の上、授業内容を想定して予習を行い、授業後は、授業で配布したプ
リントをもとに、復習を行うこと。

（その他（オフィスアワー等））
授業は講義形式で行う。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



歴史文化学系7

科目ナンバリング 　G-LET23 66631 LJ38　

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 教授人文科学研究所 岩城　卓二

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
前期 曜時限 月2 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 郷宿の世界
 [授業の概要・目的]
　本講義では、江戸幕府の直轄領を支配する代官所において、代官所の御用を請負い、公事出入の
「扱い」を担った郷宿の成立、仕事の内容、代官所役人・百姓との関係などについて講義し、御用
請負人という支配の実務の専門家が誕生する歴史的意義を考える。

 [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，幕府直轄領　(1回)
　　　代官　組合村　御用請負人　　　
２，天保六年郷宿議定を読む (２～４回)
３，御定郷宿の成立(５～６回)
４，村の郷宿(７～９回)
５，郷宿の自立(１０～１２回)
６，全国の郷宿(１３～１４回)
７，まとめ(１５回)
　フィードバック方法は別途連絡。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常　　　受講生に史料の解釈などを問う
レポート　学期末1回

 [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

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業中に指示する文献の精読、史料解釈
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



歴史文化学系8

科目ナンバリング 　G-LET23 66631 LJ38　

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 教授人文科学研究所 岩城　卓二

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
後期 曜時限 月2 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 山師の世界
 [授業の概要・目的]
本講義では、日本近世の鉱山町で生きた住民の視点から、近世の身分、幕府政治、資源管理、公害
について考える。対象とするのは、幕府大森代官所の管下にあった銀・銅山・鉄山である。

 [到達目標]
日本近世史研究に必要な史料読解力と、歴史像を構築する手法を習得する。
 [授業計画と内容]
1，石見大森代官所の鉱山支配(1～3回)
　幕府直轄領の鉱山　石見国支配　鉱山町支配
2，山師(4～7回)
　山師という身分　下財という労働者　鉱山町と陣屋町
3，資源管理と公害(8～14回)
　銀山の燃料確保　銅山と煙害・毒気　たたら製鉄と環境破壊
4，まとめ(15回)
　フィードバックの方法は授業中に連絡する。

 [履修要件]
一定の史料読解力を必要とする。

 [成績評価の方法・観点]
レポート100％　学期末1回

 [教科書]
史料を掲載したプリントを配布する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する。

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業中指示する文献を読むことと、史料解釈の準備

（その他（オフィスアワー等））
授業中指示する

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET23 66631 LJ38　

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 教授総合博物館 岩崎　奈緒子

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
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　8
 [授業の概要・目的]
享和期に成立する「鎖国」観念について、当該期の世界認識との関係から考究する。

 [到達目標]
近世後期の自国に対する意識が新たに形成される過程を学び、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．「鎖国」史観の成立
　　　明治期の江戸時代研究と「鎖国」【1週】
　　　1970年代以降の「鎖国」研究【1週】
　　　寛永期の対外政策と「鎖国」【2週】
３．志筑忠雄「鎖国論」の成立
　　　対外的契機【2週】
　　　世界観の革新【2週】
　　　内容分析【4週】
４．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]
学期末のレポート

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET23 66631 LJ38　

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 教授人文科学研究所 高木　博志

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
前期 曜時限 水2 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 文化財と政治の近現代
 [授業の概要・目的]
(授業の概要・目的)
2019年度に引き続き、「文化財と政治」の問題を考える。現代の文化財は、富岡製糸場などの近代
化遺産、「仁徳天皇陵古墳」の呼称で世界遺産登録された陵墓、「神武東遷」の日本遺産候補など
の諸問題にみられるように、密接に政治と関わっている。
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。そして20世紀には社会と深く関わり、アジア・太平洋戦争に至る。こ
うした日本の文化財のあり様を、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。「文化財と政治の近現代」について、授業とフィールドの両面
から、理解を深める。

 [授業計画と内容]
・天皇制と文化財
・明治維新と桜
・廃仏毀釈と文化財の破壊
・古都奈良・京都の明治維新
・1880年代の古社寺や旧跡の保存
・明治維新と陵墓
・正倉院御物の成立
・フェノロサ・岡倉天心の活動
・ボストン美術館と日本美術
・臨時全国宝物調査、古社寺保存法
・「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保存法と社会改良
・戦後改革と「史実と神話」の峻別
・世界遺産と陵墓問題

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。フィードバックについては授業中
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)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
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『近代天皇制と古都』（岩波書店）

 [授業外学修（予習・復習）等]
京都において、「文化財と政治の近現代」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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET23 66631 LJ38　

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 教授人文科学研究所 高木　博志

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
後期 曜時限 水2 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 京都イメージと花街・遊廓の近代
 [授業の概要・目的]
(授業の概要・目的)
明治維新から近現代を通じた京都イメージの形成を考えるとともに、「もてなし」の文化とされる
の花街の実態に迫りたい。観光言説としての京都や花街を批判的に考えたい。
まず明治維新から戦前期を通じた京都の政治・社会・文化の流れをおさえる。その上で、1958年ま
で公娼制があった時代の花街や遊廓を考える。
京都の花街・遊廓をめぐる研究史を踏まえた上で、民衆宗教である金光教の花街・遊廓の布教を通
じて、近代の都市社会も考察したい。金光教の花街・遊廓の布教については、軍都であった姫路も
とりあげる。

 [到達目標]
注のある形式の論文が作成できる。「京都イメージと花街・遊廓の近代」について、授業とフィー
ルドの両面から、理解を深める。

 [授業計画と内容]
(授業計画と内容)
・明治維新と京都
・東京遷都と天皇制
・1880年代の「旧慣」保存と京都
・京都イメージの変遷
・1895年、第4回内国勧業博覧会と平安遷都千百年紀念祭
・20世紀の京都観光
・明治維新と京都の花街・遊廓
・観光と京都の花街・遊廓
・民衆宗教としての金光教
・民衆宗教と芸能とのかかわり
・金光教の京都の花街・遊廓布教―明治期　
・金光教の京都の花街・遊廓布教―20世紀
・軍都姫路の形成
・金光教の姫路の花街・遊廓布教―明治期　
・金光教の姫路の花街・遊廓布教―20世紀

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。フィードバックについては授業中
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)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
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）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
「京都イメージと花街・遊廓の近代」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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET23 66631 LJ38　

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 准教授人文科学研究所 福家　崇洋

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
前期 曜時限 月3 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 歴史研究事始
 [授業の概要・目的]
概要：講師の専門（近代日本の社会運動史、社会思想史）に基づいた、歴史研究の導入教育。
目的：通常、大学の講義は研究成果を受講者に伝えることを目的としているが、歴史研究のプロセ
ス自体を開示し、問題意識・目的・方法などを受講者が批判的に検討することで、自身の歴史研究
の糧にしてもらうことが本講義の目的である。なお、本講義が他分野の歴史研究の参考となる保証
はないことを付記しておく。

 [到達目標]
歴史研究の意義を理解し、その目的・方法を習得することができる。

 [授業計画と内容]
1　ガイダンス
2　テーマ設定、先行研究の整理と分析
3　施設見学と資料調査1
4　施設見学と資料調査2
5　施設見学と資料調査3
6　施設見学と資料調査4
7　その他の資料調査（古書、聴き取り）
8　収集資料の整理・保存と研究活用
9　資料の読解1
10　資料の読解2
11　資料の読解3
12　歴史を叙述する1
13　歴史を叙述する2
14　歴史を叙述する3
15　まとめ
なお、授業の進行速度により内容に変更あり。

 [履修要件]
必須ではないが、歴史研究に従事する意志がある、もしくは従事していればありがたい。また、少
人数を予定しているため、受講者が多くなった場合は別途選抜につき検討する。

 [成績評価の方法・観点]
授業中の小レポートと期末レポート、平常点等により総合的に判断する。

 [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

 [授業外学修（予習・復習）等]
各回の受講内容に関する事前学習や、興味を持ったテーマについて自ら掘り下げていく事後学習を
行うこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET23 66631 LJ38　

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 教授大学文書館 西山　伸

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
前期 曜時限 月4 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 史料からみる京都大学の歴史Ⅰ
 [授業の概要・目的]
1897年に創立された京都大学は、1947年までは帝国大学、2004年までは国立大学、2004年以後は国
立大学法人として、研究教育活動を行ってきた。その軌跡を史料にもとづいて考察することによっ
て、近現代日本における高等教育の歴史のなかで京都大学はどのように位置づけられるのか検証し
ていくことを本講義の目的とする。前期は創立から敗戦までを対象とする。

 [到達目標]
・史料にもとづいて京都大学の歴史と現在を理解する。
・近現代日本における高等教育史の概要を把握する。
・日本近現代史史料を読み込む能力を養う。

 [授業計画と内容]
第１回　　ガイダンス
第２回　　京都帝国大学の創立
第３回　　大学像の模索
第４回　　帝国大学における「大学自治」
第５回　　大正期の高等教育改革
第６回　　諸制度の整備
第７回　　京都帝国大学における学生生活
第８回　　社会運動の隆盛
第９回　　滝川事件（１）
第１０回　　滝川事件（２）
第１１回　戦時期の教育改革
第１２回　兵役と大学・学生
第１３回　戦争末期の京都帝国大学
第１４回　敗戦と京都帝国大学
第１５回　まとめ（フィードバック）

 [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]
毎回の授業時に提出するコメントとレポート試験により評価する。コメントおよびレポートについ
ては、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

 [授業外学修（予習・復習）等]
講義で提示する参考文献、史料の典拠などを各自調べること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET23 66631 LJ38　

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 教授大学文書館 西山　伸

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
後期 曜時限 月4 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 史料からみる京都大学の歴史Ⅱ
 [授業の概要・目的]
1897年に創立された京都大学は、1947年までは帝国大学、2004年までは国立大学、2004年以後は国
立大学法人として、研究教育活動を行ってきた。その軌跡を史料にもとづいて考察することによっ
て、近現代日本における高等教育の歴史のなかで京都大学はどのように位置づけられるのか検証し
ていくことを本講義の目的とする。後期は戦後高等教育改革から現在までを対象とする。

 [到達目標]
・史料にもとづいて京都大学の歴史と現在を理解する。
・近現代日本における高等教育史の概要を把握する。
・日本近現代史史料を読み込む能力を養う。

 [授業計画と内容]
第１回　　ガイダンス
第２回　　占領期の高等教育改革
第３回　　新制京都大学の発足
第４回　　京都大学における一般教育
第５回　　学生運動の展開
第６回　　理工系の拡充
第７回　　京大紛争前後（１）
第８回　　京大紛争前後（２）
第９回　　開かれた大学へ
第１０回　入試制度の変遷と京都大学
第１１回　教養部・大学院改革
第１２回　諸制度の改革
第１３回　国立大学法人京都大学
第１４回　京都大学の現在
第１５回　まとめ（フィードバック）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
毎回の授業時に提出するコメントとレポート試験により評価する。コメントおよびレポートについ
ては、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

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

 [授業外学修（予習・復習）等]
講義で提示する参考文献、史料の典拠などを各自調べること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET23 66631 LJ38　

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 宮内庁正倉院事務所　前所長 杉本　一樹

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
前期 曜時限 金4 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 日本古代史からみた正倉院宝物
 [授業の概要・目的]
正倉院とその宝物といえば、一般的には天平の美術工芸という括りで、まず美術工芸史の対象と受
けとめられることが多い。しかし実は、「もの」と「文字による記録」が併存し、かつ多種の品物
が互いに関連しながら存在する文字通りの宝庫である。ここに収蔵される多彩な実物資料は、『六
国史』や『律令』が大きく描き出す古代史像に、精彩に富むディテールを加えている。日本古代史
の史料としての活用、研究のために向かい合う際に想定される諸問題につき論じる。

 [到達目標]
（１）正倉院の歴史と宝物についての基本的事項を理解する。
（２）従前の諸研究との間の円滑な受信・発信を目指す。
（３）「史料の記事内容」―「研究の材料」の中間に「対象の理解」を介在させ、研究成果からの
フィードバック（対象理解の深化）の回路を準備する。

 [授業計画と内容]
以下の各項目について講述する。各項目の順序については、受講者の理解状況や内容の展開を考慮
して前後する場合がある。
第１回　正倉院宝物の概要（導入）
第２回　正倉院宝物の概要（成立と現在までの過程１）
第３回　正倉院宝物の概要（成立と現在までの過程２）
第４回　正倉院宝物の研究資源化（用途別分類１）
第５回　正倉院宝物の研究資源化（用途別分類２）
第６回　正倉院宝物の研究諸分野１（歴史学的アプローチ１）
第７回　正倉院宝物の研究諸分野２（歴史学的アプローチ２）
第８回　正倉院宝物の研究資源化（技法別分類１）
第９回　正倉院宝物の研究資源化（技法別分類２）
第10回　正倉院宝物の研究資源化（材質別分類１）
第11回　正倉院宝物の研究資源化（材質別分類２）
第12回　正倉院宝物から見た文字論１
第13回　正倉院宝物から見た文字論２
第14回　総括・補遺
第15回　達成度確認・フィードバック

※フィードバックの方法は授業中に説明する。

日本史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



日本史学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
レポートによる評価を行う。４回以上授業を欠席した場合には、単位を認めない。

 [教科書]
授業中に指示する
必要に応じてプリントを配布する。

 [参考書等]
（参考書）
杉本一樹『日本史リブレット74正倉院宝物の世界』（山川出版社）
必要に応じて授業中に紹介する。

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業中に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET23 66631 LJ38　

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 東北大学文学研究科教授 堀　裕

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
2020・
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 日本古代の天皇と宗教
 [授業の概要・目的]
本講義の目的は、日本古代の天皇の特質の解明にある。そのために、国の統治・支配と関わる王の
身体や王宮、王に関する諸儀礼を取り上げるとともに、それらを東アジアを中心とするアジア世界
との比較史の視点から考えたい。王の暮らしは、一般にその地域に暮らす人々の生活様式を基盤と
しつつ、人々の暮らしとの差異を明確にするため、地域で蓄積されてきた文化の荘厳化に努めると
ともに、しばしば外来の文化が用いられたり、その影響のもとで在来の文化を再編して生み出され
た。それゆえ、国内の政治状況を十全に踏まえつつ、おもに外来宗教である仏教を中心とした宗教
をとりあげ、東アジアの比較の視点から考察を深めることに意義がある。これによって、国家の構
造や、天皇を支える権威の仕組みを明らかにすることが期待されよう。

 [到達目標]
国王の問題は地域を超えた普遍的な課題である。日本の天皇の特質を学ぶとともに、それを検討の
入り口とし、王とは何かを考える契機を獲得することにある。

 [授業計画と内容]
第１回　ガイダンス
第２回　王宮と仏事
第３回　王宮と山林修行
第４回　王宮の宗教施設
第５回　モガリ
第６回　モガリ
第７回　宗教的権威の特色
第８回　宗教的権威の特色
第９回　宗教的権威の特色
第１０回　都城と仏事
第１１回　都城と仏事
第１２回　祖先祭祀
第１３回　宗教的権威の再構築
第１４回　宗教的権威の再構築
第１５回　フィードバック
（講義構成は変更する場合があります）

 [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]
講義内容を踏まえたうえで、各自の関心に沿って作成したレポートによる（100点）

 [教科書]
使用しない
教科書は使用しない。講義にあたってはプリントを配布する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
王に関わる諸分野の論文を読むほか、講義と関連する史料などの講読を勧める。

（その他（オフィスアワー等））
集中講義のためオフィスアワーは特に設けないので、質問等は各回の授業後に行うこと。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET23 66631 LJ38　

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 三重大学人文学部　教授 小澤　毅

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
2020・
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 古代宮都の展開
 [授業の概要・目的]
飛鳥・奈良時代の宮都の発掘成果と関連史料の分析をつうじて、律令国家の成立過程を具体的にた
どり、歴史考古学の方法論を理解する。

 [到達目標]
・飛鳥・奈良時代の宮都の発掘調査成果を具体的に理解する。
・宮都の展開過程から律令国家の成立との関係を読み取る力を養う。
・考古資料と文献史料の分析をつうじて、歴史考古学の方法論を身につける。

 [授業計画と内容]
（開講日時は５月上旬にKULASISを通して連絡）
第１回　飛鳥時代のはじまり―飛鳥寺の建立と豊浦宮―
第２回　小墾田宮の造営と継承
第３回　官道の設定と五条野丸山古墳
第４回　飛鳥岡本宮の成立と百済宮・百済大寺の造営
第５回　小山田古墳の被葬者
第６回　飛鳥諸宮の展開―板蓋宮・後岡本宮・浄御原宮―
第７回　飛鳥浄御原宮の構造
第８回　嶋宮の伝領
第９回　飛鳥の宮都空間と関連施設
第10回　古代都市「藤原京」の成立
第11回　藤原京の官寺―大官大寺と薬師寺―
第12回　京南の葬地―「聖なるライン」は存在したか―
第13回　平城京の建設と条里
第14回　平城宮の構造とその変遷
第15回　フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
学期末のレポートおよび平常点により成績を評価する。
レポート60％、平常点40％。

日本史学(特殊講義) (2)へ続く↓↓↓



日本史学(特殊講義) (2)

 [教科書]
授業時に、関連するプリントを配布。

 [参考書等]
（参考書）
小澤毅『古代宮都と関連遺跡の研究』（吉川弘文館）ISBN:978-4-642-04643-5
小澤毅『日本古代宮都構造の研究』（青木書店）ISBN:4-250-20309-3
井上和人『古代都城制条里制の実証的研究』（学生社）ISBN:4-311-30484-6
そのほかの参考文献は授業中に適宜紹介する。

 [授業外学修（予習・復習）等]
必要に応じて授業時に別途指示する。

（その他（オフィスアワー等））
授業計画は授業の進行状況に応じて変更することがある。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET23 66631 LJ38　

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 琵琶湖博物館研究部　専門学芸員 橋本　道範

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
後期 曜時限 月5 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 日本中世淡水魚消費の研究
 [授業の概要・目的]
　戦後日本の歴史学は、消費という問題を軽視してきた。そのことは、環境という問題を歴史的に
捉える必要がある今、大きな桎梏となっているのではないだろうか。本講義では、日本中世の「淡
水魚消費」という問題に限定して、貴族や将軍家などにおける消費の実態、消費の形態（シルやス
シなど）、消費の季節性と魚類の生態との関りなどについて紹介し、最後に内水面漁撈についても
若干検討して、淡水魚消費の歴史的意義について考察してみたい。

 [到達目標]
　日本中世における淡水魚消費がどのようなものであったかを理解するとともに、これから消費を
どのように創造すればよいのかについても考察することができるようになる。

 [授業計画と内容]
第１回　「川魚」論―日本の淡水魚・琵琶湖の淡水魚
　京都の錦市場に「川魚」というジャンルの店があることを紹介することから、「淡水魚」への興
味を促す。

第２回　環境史と歴史学
　アメリカ合衆国で始まったEnvironmental history（環境史）について紹介し、歴史学との関りにつ
いて概説する。

第３回　地域環境史―琵琶湖地域と首都京都
　地球環境史でも一国環境史でもない「地域環境史」について、琵琶湖地域を素材として紹介する。

第４回　戦後歴史学と消費論
　日本の戦後歴史学が消費という問題を軽視してきたことを取り上げ、消費研究の必要性を主張す
る。

第５回　『精進魚類物語』と中世の魚類観
　日本中世において、淡水魚がどのように認識されてきたのかを理解するため、『精進魚類物語』
などを紹介する。

第６回　山科家と淡水魚・将軍家と淡水魚
　15世紀の山科家の日記類等に登場する淡水魚の記事を紹介し、海産魚と比較しつつ、消費の実態
を明らかにする。

第７回　堅田鮒の登場

日本史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



日本史学(特殊講義)(2)

　琵琶湖産フナ属は、『新猿楽記』の段階から名産品であったが、その中から「堅田鮒」が特化し
て特産化されることを指摘し、その理由について考察する。

第８回　シルにする
　山科家の日記類などに登場するナマスやシルについて、料理書等からその料理法を検討する。

第９回　スシにする―ナレズシ
　山科家の日記類などに登場するスシについて、料理書等からその料理法を検討する。

第１０回　滋賀県のフナズシ
　ナレズシの一つである滋賀県の現在のフナズシについて紹介する。

第１１回　フナズシの歴史的展開
　滋賀県の現在のフナズシの歴史的展開過程を考察する。

第１２回　淡水魚料理の転換
　ここまでのフィードバックをするとともに、これまでの日本料理史研究を批判し、出汁の成立、
容器や調理器具の革新、発酵技術の発達など、調理・加工技術の変化や消費そのものの変化を捉え
る必要があることを主張する。

第１３回　二つの内水面漁撈
　淡水魚消費を支えた内水面漁撈について、主に琵琶湖地域を対象としながら紹介し、生態との関
りから二つに整理できることを主張する。

第１４回　内水面漁撈の転換と淡水魚消費
　13世紀を画期として、エリ、ヤナ、刺網などの水面漁撈が発達していく過程を村落との関りで紹
介し、その背景に都市消費がある可能性を指摘する。

第１５回　日本中世淡水魚消費研究の現在的意義
　最後に、これまでの議論をまとめて淡水魚消費の歴史的意義を考察するとともに、経済が縮小し
て新しい地域の創造（再編成）が迫られているいま、淡水魚研究が極めて重要であることを主張す
る。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
期末レポート１００％
・講義に関わるテーマから一つを選択する。
・講義の内容が理解できているかを採点の基準とする。
（詳しくは授業中に指示します）

 [教科書]
使用しない

日本史学(特殊講義)(3)へ続く↓↓↓



日本史学(特殊講義)(3)

 [参考書等]
（参考書）
細谷和海ほか『増補改訂　日本の淡水魚』（山と渓谷社）ISBN:978-4-635-07043-0（淡水魚の魚種
と生態について理解をして欲しい。）
橋本道範編『再考ふなずしの歴史』（サンライズ出版）ISBN:978-4-88325594-8（フナズシに関する
基本文献である。）
橋本道範『日本中世の環境と村落』（思文閣出版）ISBN:978-4-7842-1764-9（村落論が中心である
が、消費論の重要性についても若干指摘している。）

 [授業外学修（予習・復習）等]
　予習、復習は必要ないが、京都の錦市場や京都水族館、滋賀県立琵琶湖博物館など淡水魚と親し
めるところを訪問して欲しい。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET23 66631 LJ38　

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 京都女子大学文学部　准教授 小原　嘉記

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
前期 曜時限 火1 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 中世社会成立史の研究
 [授業の概要・目的]
中世は荘園制を基盤にした社会が展開した時期である。荘園制的な統治体系の探究は、中世の政治
・権力、流通・経済、村落・都市、一揆・身分制、宗教・文化などのいずれのテーマにも密接に関
わってくる最重要の論点であるといえる。荘園制については、この20年ほどの間に「立荘論」と呼
ばれる議論によってその成立史に関わる理解は格段に深化した。しかしその一方で、律令制的な統
治技術がいかなる形で荘園制の形成に影響を与えたのかという点については、いまだ研究が不十分
なままであり、中世成立期の在地や地域社会の問題を視野に入れた議論は長らくの間大きな進展は
みられないのが現状である。そこで、本講義では中世成立期を中心にして、在地支配の人的基盤と
なる在地司の形成、荘園制的負担体系の形成に到るまでの税制の問題、地方社会における裁判・刑
罰の実態などの諸問題について、史料に即して考究していく予定である。

 [到達目標]
1　中世社会の成立について理解し、説明することができる。
2　歴史の方法論や的確な史料解釈の方法を学び、応用することができる。
3　文献史料を用いた歴史的思考法を学び、身に着けることができる。
4　考察したことを適切にまとめて、論理的に表現することができる。

 [授業計画と内容]
１～３週　地域からみた中世社会の特質（尾張国の事例を通じて）
４～７週　臨時雑役をめぐる通説を再考する（年貢と公事の前史）
８～11週　在地司の系譜と展開（郡郷司・刀祢から荘公下職・古老へ）
12～15週　地方社会における裁判・刑罰（国司裁判から官使の下向へ）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
学期末レポート（100％）3000～4000字程度のレポートを提出してもらいます。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する
必要な文献は授業中に適宜紹介する。

日本史学(特殊講義) (2)へ続く↓↓↓



日本史学(特殊講義) (2)

 [授業外学修（予習・復習）等]
必要な先行研究等は授業で紹介するので、予習・復習を行うこと。

（その他（オフィスアワー等））
初回授業時にメールアドレスを示すので、それで連絡すること。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET23 66631 LJ38　

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 同志社大学文学部　准教授 山田　徹

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
後期 曜時限 火4 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 南北朝・室町期の権力論・支配体制論
 [授業の概要・目的]
　近年、南北朝・室町時代に関する一般書が幅広く刊行され、社会的にも注目を集めている。これ
はともすれば一過性のブームのようにみえるかもしれないが、この時代を研究する立場からすると、
その動向は、ここ二〇年ほどの間にこの時期に関する研究が飛躍的に増加し、多大な成果が蓄積さ
れていったことと不可分ではない。
　ただ、研究の個別化傾向が強まっている現状においては、現在の研究段階で何が「当たり前」に
なっているのか、という点について、必ずしも十分な共通理解があるわけではないようである。そ
のため、研究の進展にかかわらず、かつての研究の枠組みが思わぬところで残っていたり、全体像
がみえにくくなったりといった状況もあるようである。
　そこで本講では、こういった問題を克服するため、とくに当該期の権力論・支配体制論を中心に、
どのようにして新たな視角や論点が析出されてきたのかを系統的にとらえ、それによってこの時代
のとらえ方がどのように変わったのかを論じることとする。また、このように研究状況が変化した
ことを前提にしたうえで、この時代の総合的な像をどのように描き出していけばよいのかについて
も考えてみたい。

 [到達目標]
・南北朝・室町時代の権力論・支配体制論研究に関する基本的な考え方がどのようにして形成され
たか、その関連分野が現在どのような研究状況にあるのかなどを理解する。
・そうした諸点に関する理解を踏まえた上で、自らの視点から史的考察をおこなうことができるよ
うになる。

 [授業計画と内容]
１．イントロダクション
２．古典学説と室町幕府・守護体制論　─永原慶二と佐藤進一─（２週）
３．「社会史」研究は何をもたらしたか（３週）
４．室町期荘園制論（３週）
５．「制度史」研究への懐疑（２週）
６．室町幕府・守護体制論の批判的検討（３週）
７．まとめ
※以上の内容を順次取り上げる予定だが、講義方針と受講者の状況に応じて、テーマや順序を変更
する可能性がある。
※フィードバックについては、授業中に説明。

 [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]
学期末レポート

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
（参考書）
適宜資料を配付する予定である。

 [授業外学修（予習・復習）等]
　授業では、さまざまな研究者の著書・論文に言及することとなる。
　とくに予習のために授業中で紹介する論文は、授業前に目を通していただくことで、より授業内
容が理解しやすくなるはずである。
　そのほか、興味をもった事項やテーマに関連して、適宜関連書籍・論文を読むなどして自身でさ
らに掘り下げたりしてほしい。

（その他（オフィスアワー等））
必要な連絡方法については、授業中に指示する。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET23 66631 LJ38　

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 京都橘大学文学部　教授 有坂　道子

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
後期 曜時限 金2 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 近世京坂における知識人社会の研究
 [授業の概要・目的]
江戸時代の京都・大坂を中心とした知識人交流の様相について、具体的な史料を織り交ぜながら、
そのあり方について考える。とくに、彼らが形成したネットワークに注目し、学者・文人をはじめ
とする知識人たちが日々の活動のなかでどのように互いの関係を構築し、その交流のなかでいかな
る知識・情報をやりとりしたのか分析し、知識人社会が見せる多様性について考察する。

 [到達目標]
講義での史料読解と分析を通じ、受講生自身が、歴史的事象を評価・考察する力を身につける。ま
た、講義で身につけた知識を、現代の事象や他の時代の出来事と結びつけて考える応用力を身につ
ける。

 [授業計画と内容]
基本的に以下の内容について講義します。ただし講義の進捗状況等により、順序や講義回数を変更
することがあります。

1.導入
2.近世大坂における知識人の活動〔3週〕
3.知識人社会が形成するネットワーク〔3週〕
4.京都の知識人社会〔3週〕
5.知識・情報の収集と共有〔3週〕
6.まとめ―知識人社会の多様なありかた
7．フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
授業中の発言・コメント紙回答30%　レポート70％

 [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

日本史学(特殊講義）(2)へ続く↓↓↓



日本史学(特殊講義）(2)

 [授業外学修（予習・復習）等]
各自、授業に関わる事項について調べ、関連文献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・連絡先等は授業時に伝達します。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET23 66631 LJ38　

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 国際日本文化研究センター　教授 Breen John

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
後期 曜時限 金1 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 近代の天皇制と王権：日本・アジア・欧州
 [授業の概要・目的]
この講義では、19世紀から21世紀の今までのやや長いスパンを取り、日本の天皇制・アジア・欧州
の王権と近代社会との関係性を批判的に考察する。19世紀に創出された近代天皇制はいかなるもの
だったのか、その遺産はどこに見出すべきかを吟味し、同時代のアジア・欧州の王権も常に視野に
入れておく。近代の天皇制・王権を考察するのに必要な概念（権力、儀礼、主権など）を紹介しつ
つ、天皇＝王の政治・外交・宗教・社会との葛藤に満ちた関係を探る。

 [到達目標]
天皇制と欧州・アジアの王権を実証的に考察するとともに必要な概念や方法を学習する。さらにク
リティカルな観点からの発表を行うスキルを身につけていく。

 [授業計画と内容]
*2以下の各項目について2-3回に分けて論じることもある。
１　　イントロダクション：天皇制・王権を研究する
２　　令和の皇位継承と近代の遺産
３　　21世紀の天皇論・王権論
４　　幕末の天皇
５　　維新期の天皇
６　　立憲君主としての天皇
７　　明治天皇と欧州の君主たち
８　　天皇の俗性と聖性：天照大神と皇霊
９　　天皇と王と軍隊
１０　天皇と王と臣民
１１　天皇と王と政治権力
これらに加えて、伊勢神宮の空間的考察のため現地フィールドワークを行う。
フィードバックについては、教室で学生から授業内容に関わる質問を受ける。

　

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
授業出席 10％
期間中課題　30％（パワポプレゼンテーション／伊勢のフィールドワーク報告）
小テスト　30％

日本史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



日本史学(特殊講義)(2)

期末レポート　30%

 [教科書]
授業中に指示する
適宜史料レジュメも配布する。

 [参考書等]
（参考書）
　Breen『儀礼と権力　天皇の明治維新』（平凡社）ISBN:　ISBN 9784582842319
　『　』（　）ISBN:　
　『　』（　）ISBN:　

 [授業外学修（予習・復習）等]
　各自、授業中に指示した関連文献や配布史料等に目を通しておくこと
　　

（その他（オフィスアワー等））
１）メールでの質問、コメントなどを受け付けるし、メールで学生に連絡する
２）現地見学を行うので、学生教育研究災害傷害保険に必ず加入しておくこと。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET23 7M292 SJ38　

授業科目名
　<英訳>

日本史学(演習)
Japanese History (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 吉川　真司

配当
学年  1回生以上 単位数  4 開講年度・

開講期
  2020・
通年 曜時限 水3 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 貞観格の研究
 [授業の概要・目的]
　『類聚三代格』に収められた貞観格を年代順に精読し、奈良平安時代史への理解を深めるととも
に、古代史研究法について考える。
　貞観格は貞観十一年(869)に撰進された法令集で、弘仁十一年(820)から貞観十年までの詔勅・論
奏・太政官符を官司別に編成し、これに雑格・臨時格を付して全十二巻とする。律令体制の変容を
考える上で重要な史料であり、現在は大部分が『類聚三代格』に内容別に分類されて伝わっている。
本演習では、貞観格の法令を年代順に精読していく。

 [到達目標]
日本古代史の基本史料に関する高い読解力を得る。

 [授業計画と内容]
第1回：イントロダクション
　貞観格の概要を説明し、各出席者の担当部分を決定する。
第2回～第29回：『類聚三代格』所収貞観格法令の精読
　『類聚三代格』所収の貞観格法令を精読し、内容について討論する。記事の内容と担当者の習熟
度によって進度は大きく異なってくるため、毎回の予定を示すことはできないが、おおむね毎週一
通を基本とする。担当者は研究史を把握し、関係史料を網羅した上で、適切な解釈と評価をなすこ
とが求められる。他の出席者も必ず予習・発言しなければならず、沈黙に終始する者は参加資格を
失う。
第30回　まとめ
　精読の成果をまとめ、残された課題や疑問点について全員で議論する。切りのよいところまで読
了できなかった場合、この回を補充に充てることもある。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点評価を行なう。報告(50点)と討論参加状況(50点)を勘案する。

 [教科書]
『新訂増補国史大系　類聚三代格』（吉川弘文館）（必ず購入すること）

 [参考書等]
（参考書）
特になし

日本史学(演習)(2)へ続く↓↓↓



日本史学(演習)(2)

 [授業外学修（予習・復習）等]
次回読み進める法令を読んでおく。

（その他（オフィスアワー等））
特になし

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET23 7M292 SJ38　

授業科目名
　<英訳>

日本史学(演習)
Japanese History (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 上島　享

配当
学年  1回生以上 単位数  4 開講年度・

開講期
  2020・
通年 曜時限 火5 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 日本中世寺社史料の研究
 [授業の概要・目的]
　日本中世の寺社史料を精読し、史料読解力を習得するとともに、中世史研究の方法を学び、政治
・社会経済・宗教・文化など多角的な視角から日本中世社会の特質を考える。

 [到達目標]
・中世史料を正確に読解する能力を習得する。
・具体的な史料から議論・論理を構築する能力を獲得する。
 [授業計画と内容]
第１回　イントロダクション
　授業の進め方と準備・発表の方法を周知する。また、出席者の担当部分を決定する。

第２～２９回　中世寺社史料の精読　
　出席者はそれぞれの担当箇所を翻刻し、内容を精査したうえで、発表し、それにもとづき全員で
議論をする。

第３０回　まとめ
　精読の成果をまとめ、残された課題や疑問点について全員で議論する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点による。

 [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

 [授業外学修（予習・復習）等]
・事前に史料を読み、自らの解釈をもって、授業に臨むこと。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET23 7M292 SJ38　

授業科目名
　<英訳>

日本史学(演習)
Japanese History (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 三宅　正浩

配当
学年  1回生以上 単位数  4 開講年度・

開講期
  2020・
通年 曜時限 水5 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 近世初期の武家文書を読む
 [授業の概要・目的]
近世初期（慶長年間～）の武家文書（山内家文書「長帳」）を読む。近世初期の政治・社会状況を
ふまえつつ、近世武家文書の正確な解読と解釈を行う能力を獲得・発展させることを目指す。近世
武家文書の史料的性格を把握しつつ、読解に必要な知識を取捨選択し、前後関係や史料の文章構造
を把握する能力が問われる。

 [到達目標]
近世史料を正確に読むだけでなく、関連史料を探す能力、問題を見いだして展開していく能力を獲
得する。
 [授業計画と内容]
第１回目導入
　扱う史料の概要、参考文献の紹介も含めて報告準備方法について説明し、報告箇所の分担を決め
る。

第２回目～29回目　史料の精読に基づく個別報告
　各自で担当箇所を解読・分析し、報告を行い、参加者全員で討議する。

第30回目　まとめ
　成果をまとめ、残された課題や疑問点について確認する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
担当部分の個人報告を中心に総合的に評価する。

 [教科書]
史料は、授業時に配布する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業中に指示する他、自身で判断して為すべき事を遂行すること。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET23 7M292 SJ38　

授業科目名
　<英訳>

日本史学(演習)
Japanese History (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 谷川　穣

配当
学年  1回生以上 単位数  4 開講年度・

開講期
  2020・
通年 曜時限 金4 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 日本近代史への接近と展開
 [授業の概要・目的]
明治期の政治・社会に関する文書群を精読し、その内容の正確な把握とそこから析出される論点を
深める研究発表、および近代の書簡史料（未刊行）の翻刻作業とを行う。この二つの取り組みを通
じて、史料の深い読解を起点として近代日本の形成と展開の諸相を考察・討議すること、単なる言
説分析や制度形成のトレースにとどまらず、探索した関連史料とあわせて論点を深く掘り下げてい
くこと、その基礎となる手稿史料の解読能力を高めていくこと、これらを主たる目的とする。ただ
し出席者の状況を勘案し、別の種類の史料や研究文献の輪読、あるいは個々の研究発表に力点をお
くこともありうる。

 [到達目標]
史料に基づいた実証的な分析を通じて、近代日本の諸側面を歴史学的に深く考察するとともに、明
晰な研究発表および討議ができるようになる。
 [授業計画と内容]
第1回はガイダンスと担当の決定、第2回～第30回は参加者による報告。
報告者は単に担当史料の内容やその背景を説明するにとどまらず、論点に関わる先行研究を十分に
把握、紹介したうえで、史料の精読にもとづく研究発表を行う。報告者および出席者の十分な予習
と積極的な発言、議論により進めてゆく。担当教員は、あくまで補助的な役割を担うにすぎない。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点（毎回の研究報告と議論への積極的参加、70％）、および期末レポート（30％）。

 [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。ただし報告予定者は、自身の報告の一週間前に必ず適切な参考文献（予習用の
必読文献）を指定すること。
 [授業外学修（予習・復習）等]
受講生が各自独力で考え実践する。大学院生なら当然であろう。
（その他（オフィスアワー等））
討議の場では、史料に基づいた丁寧な問い、そして素朴でも根源的な問いを積極的に発する者こそ、
尊重される。十分な予習をもとに、拙くとも多くのクエスチョンを携えて出席すること。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET24 66731 LJ38　

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 吉本　道雅

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
前期 曜時限 火4 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 先秦時代の国家と社会
 [授業の概要・目的]
秦始皇帝の天下統一（前221）以後、清朝宣統帝の退位（1912）に至るまでの2000年余り、中国に
おいては、英語圏でImperial Chinaと称される皇帝を頂点とする専制国家が持続した。本講義では、
専制国家出現以前の中国史の推移を政治社会秩序のありかたを中心に概観する。在来文献に加えて、
最新の出土文字資料・考古学的資料にも随時言及する。

 [到達目標]
先秦史研究の最新の知見、および中国古代文献の批判的分析の方法論を習得する。
 [授業計画と内容]
以下の項目を逐次論ずる。
第1回　　　　　序論；東洋史と中国史、東洋史の時代区分
第2回・第3回　国家の出現；(1)新石器時代、(2)二里頭文化、(3)殷王朝
第4回～第7回　西周；(1)西周前期、(2)西周中・後期
第8回～第11回　春秋；(1)東遷期、(2)春秋前期、(3)春秋中期、(4)春秋後期
第12回～第15回　戦国；(1)戦国前期、(2)戦国中期、(3)戦国後期

＊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]
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

 [授業外学修（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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET24 66731 LJ38　

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 吉本　道雅

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
後期 曜時限 火4 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 孔子とその時代
 [授業の概要・目的]
孔子（552/551-479BC）伝復元の試みには、今日に至るまで膨大な蓄積があるが、実のところ『史
記』孔子世家の記述を恣意的に取捨選択するものであったに過ぎない。これらの研究は先秦時代の
歴史的実態および『史記』の編纂上の特徴に対する理解が決定的に不十分であった。このような批
判的視点に立ちつつ、春秋時代後期の歴史を概観し、『史記』孔子世家を解析することで、孔子伝
復元の可能性を追求する。

 [到達目標]
先秦史研究の最新の知見、および中国古代文献の批判的分析の方法論を習得する。
 [授業計画と内容]
以下の項目を逐次論ずる。
第1回～第2回　孔子伝の推移
第3回～第6回　春秋後期の魯
第7回～第10回　『史記』の編纂上の特徴
第11回～第15回　孔子世家の批判的分析

＊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]
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

 [授業外学修（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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET24 66731 LJ38　

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 中砂　明徳

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
前期 曜時限 月4 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 １６００年前後のポルトガル領インド
 [授業の概要・目的]
本授業では、長年インドに滞在した経験を有するディオゴ・デ・コウトの『アジア史十巻書その十
二』とイエズス会士フェルナン・ゲレイロの『東インド諸地方におけるイエズス会士の事業の年次
報告集』を読解する。両書はともに、１６００年前後のポルトガル領インドを概観した歴史書とな
っており、ポルトガル人の目を通じてという限界を有しながらも、当時のアジア全体の状況を並行
的に観察する素材たりうる。
二書の解読を通じて、東アフリカから日本に及ぶポルトガル人と現地勢力の聖俗両面での交渉を俯
瞰したい。

 [到達目標]
１、１６００年前後のアジア史を俯瞰する視野を得られる。
２、ポルトガル人の生活圏の広がりを把握できる。

 [授業計画と内容]
１、本授業の位置づけ
２、バロスとコウトによる『アジア史』シリーズの概観
３、コウト１、アフリカ・インド
４、コウト２、ゴア大司教の活動
５、コウト３、南インド情勢
６、コウト４、ペグー・日本
７、ゲレイロ『イエズス会士事業報告』の全体構成
８、日本
９、中国
９　モルッカ
１０、ベンガル・ペグー
１１、南東インド
１２、南西インド
１３、ムガル
１４、エチオピア
１５、フィードバック
　

東洋史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



東洋史学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
レポートによる評価。レポートはこの授業で紹介する史料ないし研究にもとづいて作成してもらう。

 [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

 [授業外学修（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
受講に備えること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET24 66731 LJ38　

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 中砂　明徳

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
後期 曜時限 月4 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 アジュダ文書を通じてみた17世紀のマカオ
 [授業の概要・目的]
現在アジュダ図書館には、かつてマカオのイエズス会が保存していた文書の写しが存在し、17世紀
のマカオを知るうえで貴重な史料源となっている。この授業では、まずマカオ関係史料に関する先
行研究を整理したうえで、アジュダ文書を用いて17世紀前半とくに1620年代後半から30年代前半に
かけてのマカオにおけるイエズス会の活動、日本の「殉教」者顕彰、中国政府との交渉などににつ
いて論じる。

 [到達目標]
１、マカオに関する先行研究と原史料についての理解が得られる
２、極東のハブとしてのマカオの多面的な性格を把握することができる

 [授業計画と内容]
１、導入。マカオとアジュダ文書
２、マカオのコレジオ
３、ベトナム布教
４、日本の殉教者たち
５、各修道会の対立
６、ペドロ・モレホン
７、巡察師：ジェロニモ・ロドリゲス
８、巡察師：アンドレ・パルメイロ
９、北京への使節
１０、徐光啓とマカオ
１１、地方当局との交渉
１２、ドミニコ会士の中国入り
１３、市民
１４、教会
１５、フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
レポートで評価する。

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）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業で紹介する参考文献を読むことによって、問題点を確認するとともに次週の授業に備える。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET24 66731 LJ38　

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 高嶋　航

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
前期 曜時限 木1 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 満洲とスポーツ
 [授業の概要・目的]
満洲（現在の中国東北地区）は、これまでスポーツ研究では看過されてきた地域である。しかし、
満洲は日本を考えるうえでも、中国を考えるうえでも、さらには東アジアを考えるうえでも重要な
地域である。なぜならそこでは、日本（朝鮮を含む）と中国が併存し、対立し、混交するなかでス
ポーツが発達してきたからである。
本講義では、日本、中国、朝鮮の状況を踏まえつつ、戦前および戦時中の満洲におけるスポーツの
概要と、個別の興味深い問題について論じる。

 [到達目標]
東アジアでは、北京（2008）、平昌（2018）、東京（2020）、北京（2022）とオリンピックが立て
続けに開かれている。スポーツの世界で東アジアのプレゼンスが高まるなかで、東アジアのスポー
ツの歴史を理解することは、スポーツを通じてよりよい東アジアを築き上げる基礎となる。

 [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。
1-2回　近代日本のスポーツと帝国主義
3回　満洲におけるスポーツの始まり
4-5回　満洲と野球
6回　満鉄とスポーツ
7回　満洲スポーツの父岡部平太
8回　満洲とスケート
9回　満洲の軍隊とスポーツ
10回　満洲と甲子園
11回　満洲におけるスポーツの組織化
12回　満洲での日中スポーツ交流
13回　満洲スポーツマン列伝
14回　満洲と明治神宮大会
15回　満洲国と「国際」スポーツ

 [履修要件]
特になし

東洋史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



東洋史学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点]
小レポート（2回、各20点）、学期末レポート（60点）

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
（参考書）
高嶋航『帝国日本とスポーツ』（塙書房）ISBN:9784827312539

 [授業外学修（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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET24 66731 LJ38　

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 高嶋　航

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
後期 曜時限 木1 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 身体とジェンダーの中国近代史
 [授業の概要・目的]
身体とジェンダーはこれまで中国近代史のなかで十分に取り上げられてきたとはいえない。しかし、
日本史や西洋史を見るなら、それが歴史を理解するために重要であることは瞭然である。
本講義では、身体とジェンダーに関するさまざまなトピックを通じて、中国における「近代」の意
味を問う。

 [到達目標]
身体史、ジェンダー史に関する知識を習得できる。また、中国の近代が、中国だけに完結するもの
ではなく、日本や欧米の近代と密接に関わることから、「近代」への視座を養うことができる。

 [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。一五回目はフィードバックと
する。
中国近代の男性性
纏足
断髪
女性兵士
軍事訓練
スポーツ
国家表象の身体化
冒険・探険
毛沢東の水泳と文化大革命

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
小テスト（2回、40点）、期末レポート（60点）

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）
小浜正子ほか『中国ジェンダー史研究入門』（京都大学学術出版会）ISBN:9784814001248

 [授業外学修（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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET24 66731 LJ38　

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 教授人文科学研究所 浅原　達郎

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
前期 曜時限 火3 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 中国古代の暦（年と月と日）
 [授業の概要・目的]
中国古代の年と月と日がどうなっていたかを考える。

 [到達目標]
年と月と日というようなあたりまえのことについて，発想を切りかえてもらいたい。
 [授業計画と内容]
「××の年の××の月の××の日に，……」と書いてあったら，それはいつを指しているのか。中
国古代のことを研究しているものにとっては，これがとてもむずかしい。なぜむずかしいかという
と，基本的には資料が足りないのが原因だが，それに加えて，天文学の知識がすこし必要であるこ
とと，とくに発掘などで出土した新しい資料をあつかわなければならないことがある。講師自身は
天文学にはしろうとであるが，しろうとなりに勉強してきてわかったことを，話したい。
第１回　講義の概要，暦法とは
第２～３回　日を数える（干支で日を表わす方法　ユリウス通日との関係）
第４～６回　年を分ける（春夏秋冬とは　二十四節気　黄道を分ける星座の中国版）
第７～９回　日を分ける（時刻制度　定時法と不定時法　十二時制・十六時制）
第１０～１２回　月を分ける（月と日の関係　月相を表わすことば　月の大小）
第１３～１５回　月を数える（月と年の関係　正月の決め方　斗建と三正）
　なお，年を数える（干支で年を表わす方法　その起源である歳星紀年法）は後期に。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
（参考書）
特になし

 [授業外学修（予習・復習）等]
講義中に出された課題にとりくむ。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET24 66731 LJ38　

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 教授人文科学研究所 浅原　達郎

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
後期 曜時限 火3 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 中国古代の暦（干支紀年をさかのぼる）
 [授業の概要・目的]
中国古代の年の数え方がどうなっていたかを考える。

 [到達目標]
現在なにげなく使われているものにも，それなりの起原のあることを知ってもらいたい。
 [授業計画と内容]
六十干支で年を数える干支紀年をさかのぼると，中国古代の歳星紀年法に行きあたる。そこでは，
木星の運行が関わり，また，出土した文書が貴重な情報をもたらす。だいたい紀元前四世紀中ごろ
から紀元前二世紀終りごろまで，戦国時代中ごろから前漢中ごろの中国が話題となる。
第１回　講義の概要，紀年とは
第２回　六十干支と干支紀年
第３～４回　歳星紀年と新城新蔵氏の研究
第５回　馬王堆漢墓
第６～７回　帛書刑徳と帛書五星占
第８～９回　漢元年の惑星集合
第１０回　太初元年前後，現在の干支紀年へ
第１１回　古天文学とハイパーカード
第１２～１５回　おまけの時間－中国古代の暦の十年

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
（参考書）
特になし

 [授業外学修（予習・復習）等]
講義中に出された課題にとりくむ。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、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 教授人文科学研究所 岩井　茂樹

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
前期 曜時限 金1 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 近世東アジアの交易と外交Ⅳ
 [授業の概要・目的]
中国が近隣地域と交易するさい、安全保障と徴税の確保のため、官府がこれを管理しようとした。
宋代以降の市舶司、清代の海関はこの目的を果たすために設置された。また、周辺の諸国において
も、対外交易を管理する制度が整備されていった。この講義では、このような交易制度に関係する
資料を読み解きながら、制度変遷の過程を考察する。さまざまな時代の資料についての知識と、そ
れを解読する技能とを高めるとともに、交易の制度や商人の活動、および外交との関わりなどにつ
いて、歴史的な理解を深めることを目的とする。
後期の授業では，海禁をめぐる洪武年間の政策、および永楽期の宦官による貿易活動の歴史上の意
義、朝貢一元体制の解体の過程などを論じる。

 [到達目標]
明代以降の通商・外交についての諸資料の取り扱いに習熟し、さまざまな角度から解釈する能力を
高める。とくに、公文書に特有の語彙や文章の構成についての確実な知識を獲得する。

 [授業計画と内容]
1.民間貿易の禁止についての議論（第1～2週）
2.海禁の弛緩と広州における課税貿易の制度（第3～6週）
3.倭寇問題と福建の海禁緩和（第7～12週）
4.日本への「通番」（第13～15週）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
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

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET24 66731 LJ38　

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 教授人文科学研究所 岩井　茂樹

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
後期 曜時限 金1 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 近世東アジアの交易と外交Ⅲ
 [授業の概要・目的]
中国が近隣地域と交易するさい、安全保障と徴税の確保のため、官府がこれを管理しようとした。
宋代以降の市舶司、清代の海関はこの目的を果たすために設置された。また、周辺の諸国において
も、対外交易を管理する制度が整備されていった。この講義では、このような交易制度に関係する
資料を読み解きながら、制度変遷の過程を考察する。さまざまな時代の資料についての知識と、そ
れを解読する技能とを高めるとともに、交易の制度や商人の活動、および外交との関わりなどにつ
いて、歴史的な理解を深めることを目的とする。
前期の授業では，明の洪武年間の朝貢と海禁との関係を対象とする。

 [到達目標]
明代以降の通商・外交についての諸資料の取り扱いに習熟し、さまざまな角度から解釈する能力を
高める。とくに、公文書に特有の語彙や文章の構成についての確実な知識を獲得する。
 [授業計画と内容]
1.明の建国と使節の派遣、洪武帝の詔敕、使節による交渉（第1～5週）
2.日本との交渉、仏僧の派遣、室町幕府の対応（第6～10週）
3.皇帝儀礼と対外関係（第11～15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]
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

 [授業外学修（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））
※オフィスアワーの詳細については、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 教授人間・環境学研究科 辻　正博

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
前期 曜時限 水2 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 隋唐王朝の政治制度
 [授業の概要・目的]
　古代日本にも多様な形で影響を与えた隋唐王朝の政治制度については、これまで膨大な研究の蓄
積がある。この講義では、北朝末から唐代前期までの政治制度について、政治史の動向にも目を配
りつつ、概観する。ともすれば、静的なイメージで捉えられがちなこの時代の政治制度が、大きな
変貌を遂げていることを改めて認識していただければと思う。

 [到達目標]
　古代日本の「律令制」に大きな影響を与えた隋唐時代の政治制度について、その背景となった政
治動向を踏まえ、総合的に理解する。

 [授業計画と内容]
　以下のテーマについて、およそ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．隋王朝の政治制度
（１）文帝の時代と政治制度
（２）煬帝による制度変革―中華統一を承けて
２．唐王朝の政治制度
（１）王朝の成立事情と隋制の継承
（２）制度の骨格―太宗・高宗朝
３．武周王朝における制度変革
４．玄宗による制度の再整備―復古と改革
まとめとフィードバック

 [履修要件]
中国史に関する概説的知識を身につけていること（事前に、概説書を一読しておくこと）。

 [成績評価の方法・観点]
期末レポートの成績による。（100％）
　レポートは到達目標の達成度に基づき評価する。
　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。

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）
冨谷至・森田憲司編『概説中国史（上）：古代―中世』（昭和堂）ISBN:978-4812215166
適宜プリントを配布する。

 [授業外学修（予習・復習）等]
中国史に関する概説書（「参考書等」に掲げる参考文献もその一つ）を事前に一読しておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
事前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。）

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET24 66731 LJ38　

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 教授人間・環境学研究科 辻　正博

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
後期 曜時限 水2 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 唐代制度史関係資料の諸問題
 [授業の概要・目的]
　古代日本にも多様な形で影響を与えた唐代の諸制度については、これまで膨大な研究の蓄積があ
る。ところが、そうした制度史研究の根底をなす「史料」じたいについては、必ずしも十分な注意
が払われてこなかった。この講義ではまず、唐代制度史関係資料の中から正史・資治通鑑・政書・
詔勅・類書を中心に重要なものを選び、現在「通行本」とされているテキストについて、①どのよ
うな経緯でその地位を得たのか、②今なお通行本として用いるのが適当なのか、③適当でないとす
ればどのテキストに拠るべきなのか、などの諸点について検討を加えてゆきたい。

 [到達目標]
　唐代制度史関係資料に関する基本的な知識を身につけるとともに、その伝存・整理の状況につい
ての理解を深める。

 [授業計画と内容]
　以下のテーマについて、およそ2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．正史：『旧唐書』と『新唐書』
　２．通鑑：『資治通鑑』と『通鑑考異』・胡三省注
　３．政書（１）：『通典』と『文献通考』
　４．『大唐六典』
　５．政書（２）：『唐会要』
　６．類書：『太平御覧』と『冊府元亀』
　７．詔勅：『唐大詔令集』
　８．石刻資料
　９．まとめとフィードバック

 [履修要件]
中国史、特に唐宋時代史に関する基本的な事項（概説レベル）を理解していること。

 [成績評価の方法・観点]
期末レポートの成績による。（100％）
　レポートは到達目標の達成度に基づき評価する。
　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』（同朋舎、1983年）ISBN:4810403664
礪波護ほか編『中国歴史研究入門』（名古屋大学出版会、2006年）ISBN:9784815805272
必要に応じてプリントを配布する。

 [授業外学修（予習・復習）等]
上記の参考書および講義中に紹介した参考文献を自主的に閲読し、講義内容に対する理解を各自深
めること。

（その他（オフィスアワー等））
事前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。）

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



歴史文化学系39

科目ナンバリング 　G-LET24 66731 LJ38　

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 教授人文科学研究所 矢木　毅

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
前期 曜時限 火1 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 朝鮮史詳説（中世篇１）
 [授業の概要・目的]
朝鮮半島に成立した高麗国（918～1392）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）の歴史とも関連づけながら朝鮮
史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
る政治や社会の特質を理解し、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　高麗時代史とその史料
第２講　後三国の動乱
第３、４講　高麗の建国
第５、６講　豪族勢力と王権
第７、８講　高麗と契丹
第９、10講　門閥貴族社会の形成
第11、12講　靖康の変と高麗
第13、14講　門閥貴族社会の動揺
第15講　まとめ（史料講読）

 [履修要件]
中国古典文（漢文）の基礎的な読解能力（学部講読授業程度）を身につけていることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点]
成績評価は平常点によって行う。平常点は予習課題への取り組み、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）。

 [参考書等]
（参考書）
李成市ほか『朝鮮史1』（山川出版社）ISBN:9784634462137
矢木毅『高麗官僚制度研究』（京都大学学術出版会）ISBN:9784876985302

東洋史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



東洋史学(特殊講義)(2)

矢木毅『韓国・朝鮮史の系譜』（塙書房）ISBN:9784827331110

（関連ＵＲＬ）
http://db.history.go.kr/(韓国史データベース（韓国・国史編纂委員会）)

 [授業外学修（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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET24 66731 LJ38　

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 教授人文科学研究所 矢木　毅

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
後期 曜時限 火1 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 朝鮮史詳説（中世篇２）
 [授業の概要・目的]
朝鮮半島に成立した高麗国（918～1392）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）の歴史とも関連づけながら朝鮮
史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
る政治や社会の特質を理解し、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　高麗史の時代区分
第２講　武臣政権の成立
第３、４講　武臣政権の展開
第５、６講　モンゴル軍の侵攻
第７、８講　武臣政権の崩壊
第９、10講　元寇の背景
第11、12講　事元期の王権
第13、14講　元明の交替と高麗
第15講　まとめ（史料講読）

 [履修要件]
中国古典文（漢文）の基礎的な読解能力（学部講読授業程度）を身につけていることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点]
成績評価は平常点によって行う。平常点は予習課題への取り組み、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）
李成市ほか『朝鮮史1』（山川出版社）ISBN:9784634462137
矢木毅『高麗官僚制度研究』（京都大学学術出版会）ISBN:9784876985302
矢木毅『韓国・朝鮮史の系譜』（塙書房）ISBN:9784827331110

（関連ＵＲＬ）
http://db.history.go.kr/(韓国史データベース（韓国・国史編纂委員会）)

 [授業外学修（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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET24 66731 LJ38　

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 教授人間・環境学研究科 江田　憲治

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
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、中国近現代、とくに共産党史を対象領域とし、その理論闘争の歴史、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。
　中国共産党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]
第１回　ガイダンス――中国共産党史と「理論」
第２回　中国社会主義の源流――五・四上海ストライキとアナルコ・サンジカリズム
第３回　陳独秀の社会主義受容とアナボル論争(1)
第４回 陳独秀の社会主義受容とアナボル論争(2)
第５回　中国国民革命論の展開――瞿秋白の「一回革命論」の問題性
第６回　中国共産党史へのスターリン主義の登場――瞿秋白の例
第７回　中国共産党史の党内抗争(1)――糾弾用語としての「路線」の登場
第８回 中国共産党史の党内抗争(2)――党内粛清と毛沢東独裁
第９回　中国共産党史における都市と農村(1)――「都市中心論」は存在したか？
第10回　中国共産党史における都市と農村(2)――李立三と毛沢東の戦略
第11回　中国共産党の党内民主――意思決定における論争を中心に
第12回　中国革命におけるトロツキズム運動――陳独秀の思想と行動
第13回　陳独秀の「最後の見解」をめぐって
第14回　中国共産党理論闘争史序説
第15回　中国共産党理論闘争史総括

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
出席状況(20点）とレポート(80点）。

 [教科書]
授業中に指示する

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

 [授業外学修（予習・復習）等]
あらかじめ配布する資料がある場合、必ず読解して出席すること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET24 66731 LJ38　

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 教授人間・環境学研究科 江田　憲治

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
後期 曜時限 水3 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 中国近現代「史料」研究
 [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]
出席状況(20点）とレポート(80点）。

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）

 [授業外学修（予習・復習）等]
あらかじめ配布する資料がある場合、必ず読解して出席すること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET24 66731 LJ38　

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 奈良大学文学部　准教授 山崎　岳

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
前期 曜時限 火2 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 倭寇と東アジア
 [授業の概要・目的]
13世紀から17世紀まで朝鮮や中国の史料に現れる「倭寇」について、東洋史の立場からさまざまな
角度で検討し、その社会的背景に踏みこみつつ解説する。

 [到達目標]
・倭寇とその背景について、史料に依拠した基本的な知識を得る。
・具体的な事件や人物を通じて、帝政時代の中国社会の諸相に触れる。
・同時代の中国・朝鮮・日本など諸国の歴史を国際的な文脈で理解しなおす。

 [授業計画と内容]
第1回　導論
第2回　海と環境
第3回　元末明初の倭寇問題
第4回　洪武帝と明初の対日関係
第5回　永楽年間の海洋政策
第6回　長江下流域の紛争と秩序
第7回　宋素卿と寧波倭乱
第8回　最後の遣明船
第9回　明代中期の海禁と密貿易
第10回　甓餘雑集に見る海
第11回　胡宗憲と籌海図編
第12回　王直と徐海
第13回　明末海寇の諸相
第14回　豊臣秀吉の朝鮮出兵
第15回　総括

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
レポートによる。

 [教科書]
授業中に資料を配付する。

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

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業中に適宜課題を出すので、指定の期日に提出すること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET24 66731 LJ38　

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

追手門学院大学　　
基盤教育機構教授 承　志

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
前期 曜時限 水4 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 マンジュ語『内国史院档』の研究
 [授業の概要・目的]
マンジュ語『内国史院档』は、ダイチン=グルンの成立の歴史を研究する上で最も重要な原典史料
であり、ジュシェン（女真）人のマンチュリア支配から中国本土支配への移行期の歴史を正確に把
握するためにも必読の基本史料である。この授業では、マンジュ語の原典に基づいて文献解説と講
読を行う。初回の授業では世界におけるマンジュ語史料の保存状況と研究の実態、必要な辞典類・
目録・索引・史料集および主なマンジュ語史料のデジタルデータなどを紹介する。最終回ではまと
めを行う。2-１３回の授業では史料の読解、参加者との質疑・討論を行う。

 [到達目標]
・マンジュ語史料の研究方法を習得できる。
・マンジュ語の基礎的な文法を学ぶことができる。
・史料を読み解くことができるようになること。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション
第2回　『内国史院档』の研究史とその内容
第3回～14回　『内国史院档』の読解
第15回　まとめ

 [履修要件]
満洲語の基礎文法を一通り学習していること。

 [成績評価の方法・観点]
平常点（授業での発表など）60点、期末レポート40点

 [教科書]
使用しない
読解史料は、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

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業前の予習を必須とする。
（その他（オフィスアワー等））
質問などがある場合には、Email（chengzhi@otemon.ac.jp)に連絡してください。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET24 66731 LJ38　

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

追手門学院大学　　
基盤教育機構教授 承　志

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
後期 曜時限 水4 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 マンジュ語『内国史院档』の研究
 [授業の概要・目的]
マンジュ語『内国史院档』は、ダイチン=グルンの成立の歴史を研究する上で最も重要な原典史料
であり、ジュシェン（女真）人のマンチュリア支配から中国本土支配への移行期の歴史を正確に把
握するためにも必読の基本史料である。この授業では、マンジュ語の原典に基づいて文献解説と購
読を行う。初回の授業では世界におけるマンジュ語史料の保存状況と研究の実態、必要な辞典類・
目録・索引・史料集および主なマンジュ語史料のデジタルデータなどを紹介する。最終回ではまと
めを行う。2-１３回の授業では史料の読解、参加者との質疑・討論を行う。

 [到達目標]
・マンジュ語史料の研究方法を習得できる。
・マンジュ語の基礎的な文法を学ぶことができる。
・史料を読み解くことができるようになること。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション
第2回　『内国史院档』の研究史とその内容
第3回～14回　『内国史院档』の読解
第15回　まとめ

 [履修要件]
満洲語の基礎文法を一通り学習していること。

 [成績評価の方法・観点]
平常点（授業での発表など）60点、期末レポート40点

 [教科書]
使用しない
読解史料は、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

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業前の予習を必須とする。
（その他（オフィスアワー等））
質問などがある場合には、Email（chengzhi@otemon.ac.jp)に連絡してください。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET24 66731 LJ38　

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 淑徳大学人文学部　教授 村松　弘一

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
2020・
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 秦漢時代の環境史
 [授業の概要・目的]
本講義の目的は、人間と自然環境の関係史を扱う「環境史」の視点から中国古代史を読み解く方法
を具体的な研究事例から提示することにある。「秦漢時代の環境史」を主題とするが、時代は春秋
時代から魏晋南北朝時代まで、地域は中国内陸部から黄河下流域、朝鮮半島・日本列島に至るまで
幅広い時間と空間を対象とする。テーマとしては、秦都の変遷と環境・開発、咸陽から長安への都
市水利の変化、鄭国渠と白渠からみた灌漑水利と環境、秦の始皇帝陵の建設と環境、秦代の森林分
布図、漢代の堤防建設、漢代の西方の民族と生業、陂（溜め池）の開発と災害、災害と救済などを
取り上げる。

 [到達目標]
・古代中国における環境史に関する基礎的な知識を獲得し、説明できるようになる。
・環境と人間の歴史、気候変動と歴史変動、環境と民族といった環境史の視点をについて理解し、
自身のテーマに沿った時代・地域の歴史研究に応用することができるようになる。

 [授業計画と内容]
以下の予定で講義をおこなう。14・15回目ではそれまで理解した「環境史」の方法に基づき、履修
者各自の研究課題を環境史的に見るというテーマで発表してもらう。
第1回　ガイダンス―秦漢帝国と環境の歴史
第2回　秦都の変遷と環境・開発①―西垂から周原へ―
第3回　秦都の変遷と環境・開発②―周原から櫟陽・咸陽へ―
第4回　秦漢帝国と都市水利－咸陽から長安へ
第5回　秦の始皇帝陵の建設と環境
第6回　秦漢帝国と灌漑水利―鄭国渠から白渠へ―
第7回　秦代の地図は何を示すか－天水放馬灘秦墓出土木地図の世界
第8回　漢代の堤防建設－香港中文大学蔵「河堤簡」から考える
第9回　漢代の羌胡内徙と生業転換―気候変動と帝国の拡縮―
第10回　魏晋期淮北平原の地域開発―咸寧四年杜預上疏の検討―
第11回　漢代淮北平原の地域開発―陂の建設と澤―
第12回　「塢」から見る朝鮮半島と中国大陸
第13回　漢帝国の災害と救済
第14回　環境史から見る中国史①（発表）
第15回　環境史から見る中国史②（発表）、振り返り

 [履修要件]
特になし

東洋史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



東洋史学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点]
・平常点（参加状況、積極性など：30点）、授業内発表（20点）、レポート（50点）により評価す
る。
・レポートについては、各自の関心のあるテーマについて環境史から読み解く意欲的な取り組みが
できているか否かを評価の基準とする。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
（参考書）
村松弘一『中国古代環境史の研究』（汲古書院）ISBN:9784762960314
鶴間和幸・村松弘一『馬が語る古代東アジア世界史』（汲古書院）ISBN:9784762966071

 [授業外学修（予習・復習）等]
（予習）概説書や研究入門などを読み、基礎的な歴史の流れや地理情報を整理しておくこと。
（復習）講義の中で利用する文献や史料を配布する場合があるので、各自の理解度に応じて読んで
おくこと。

（その他（オフィスアワー等））
本講義は、集中講義であり、成績確定は後期になる見込みである。集中講義なので、質問は授業時
間内に受け付ける。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET24 66731 LJ38　

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 教授人間・環境学研究科 太田　出

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
前期 曜時限 水3 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 中国近世の訴訟と地域社会
 [授業の概要・目的]
　明清時代を対象とする中国近世の法制史研究では、近年、地域社会において実は訴訟を起こすこ
と自体がかなり身近なものであり、「健訟」（盛んに訴訟を行う）と呼ばれるような状況が現出し
ていたことが明らかにされている。本講義では、明清時代の裁判機構、法典、裁判文書について概
要を説明した後、明清時代の裁判の性格をめぐる議論を整理しながら、地域社会の秩序形成を紛争
と調停、判決の性格といった視点から捉えなおしてみる。史料としては、基本法典のほか、行政最
末端の地方官庁レヴェルの裁判史料、さらに司法官が自らの名裁きを誇示するために出版した判決
集＝判牘を用いることにする。

 [到達目標]
中国近世の法と裁判について基本的な事項を理解するとともに、古典漢文や中国語史料の読み方・
使い方を学び、自ら史料分析を行う能力を養う。

 [授業計画と内容]
第１回：ガイダンス
第２回：明清時代の裁判機構
第３回：明清時代の法典
第４回：明清時代の裁判文書（一）──中央档案と地方档案
第５回：明清時代の裁判文書（二）──判牘
第６回：明清時代の紛争と調停
第７回：明清時代の判決の性格
第８回：明清時代の人々にとって訴訟はどれぐらい身近なものだったか？
第９回：誰が訴状を書いたか？──代書
第10回：当時、弁護士はいたか？──訟師
第11回：訴訟関係者はどのようにして呼び出されたか？──胥吏・衙役
第12回：訴訟関係者はどこに宿泊したか──歇家
第13回：州県行政から見た裁判と徴税
第14回：明清時代の訴訟と地域社会
第15回：フィードバック

 [履修要件]
特になし

東洋史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



東洋史学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点]
平常点50％、授業中の小テスト・小レポート50％で総合的に判定する。詳細は初回授業にて説明す
る。

 [教科書]
授業中にレジュメを適宜配布する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
各授業の最後に、次回の授業に関係の深い書籍や論文を紹介するので、次週までに目をとおしてお
くことを期待する。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET24 66731 LJ38　

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 教授人間・環境学研究科 太田　出

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
後期 曜時限 水3 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 中国近世フィールドワーク論
 [授業の概要・目的]
近年、歴史学ではあまりに多くの歴史文献が研究者の眼前に提供されたこともあり、歴史文献の閲
覧・読解・分析にこれまで以上の長時間を費やさざるをえなくなってきた。また一方で、交通手段
の発達やグローバルな研究の展開とも相俟って、フィールドワークもかつてほど困難なものではな
くなってきた。こうした事態を前提として、旧来の学問的枠組みに囚われない新たな取り組みが求
められ、学問横断的な手法や研究視角を身につけることが迫られるようになってきている。本授業
では、現代中国の農漁村を事例として、歴史文献とフィールドワークから農漁村の実態を明らかに
していくとともに、その手法を詳細に解説する。受講生には、歴史文献の分析と、自分の足で歩く
フィールドワークとを融合させる方法について身につけてもらいたい。

 [到達目標]
中国研究における歴史文献とフィールドワークについて理解を深め、歴史学・人類学といった各学
問のディシプリンを乗り越えた研究手法を養う。

 [授業計画と内容]
第１回：ガイダンス
第２回：どうして中国の農漁村を歩くのか
第３回：フィールドワークに行く前に――近世～現代の文献史料を読み込む
第４回：いざ中国の村へ！――順調にフィールドワークを始めるために
第５回：担がれる神々――神々の系譜を追う（１）
第６回：担がれる神々――神々の系譜を追う（２）
第７回：村のなかの「村」の名残――村の歴史をたどる（１）
第８回：村のなかの「村」の名残――村の歴史をたどる（２）
第９回：水上に住む人びと――太湖流域に漁民たちをたずねる
第10回：押し寄せる漁民たち――「網船会」に集まる人びと（１）
第11回：押し寄せる漁民たち――「網船会」に集まる人びと（２）
第12回：陸に上がらされる漁民たち――変わる漁民の生活（１）
第13回：陸に上がらされる漁民たち――変わる漁民の生活（２）
第14回：あなたたちは「九姓漁戸」ですか？――近世の被差別民との遭遇
第15回：おわりに

 [履修要件]
特になし

東洋史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



東洋史学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点]
授業中に行う小テスト50％（教科書のみ持ち込み可）、平常点50％で総合的に評価を行なう。詳細
は初回授業にて説明する。

 [教科書]
現在、教科書を執筆中。講義までに出版された場合、教科書として用いる。初回の授業において説
明するので、必ず出席すること。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業中に参考すべき論文や図書を紹介するから、それらを予習として読んだうえで授業に参加する
か、あるいは復習として授業後に読んで欲しい。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET24 66731 LJ38　

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 准教授人文科学研究所 宮宅　潔

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
前期 曜時限 月2 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 中国古代制度史と出土文字史料
 [授業の概要・目的]
近年中国古代史の研究に大きな影響を与えている新出史料、すなわち竹簡・木簡史料について概説
する。出土地域ごとに発見史をたどりながら、主要な竹簡・木簡群を紹介し、それが歴史研究、特
に制度史研究に与えたインパクトについて講義する。

 [到達目標]
新出史料に関する知識を身につけ、そこからうかがえる古代社会の有様について理解を深め、古代
史研究の基礎を確立する。
 [授業計画と内容]
１．ガイダンス
２．中国簡牘史料の発見史
３．楚簡の概観
４．秦簡の概観
５．墓葬出土漢簡の概観
６．辺境出土漢簡の概観

初回のガイダンスの後、各単元を２～３回に分けて講義する。

 [履修要件]
中国古代史に関する基本的知識を身につけていることが望ましい。

 [成績評価の方法・観点]
期末のレポート（80点）に平常点（単元ごとの小レポート　20点）を加味して評価する。

 [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

 [授業外学修（予習・復習）等]
特に予習は必要としないが、授業内容の復習とともに、関連する諸分野の研究にも関心を広げても
らいたい。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET24 66731 LJ38　

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 准教授人文科学研究所 宮宅　潔

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
後期 曜時限 月2 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 中国古代人の生活誌（続）
 [授業の概要・目的]
新出史料に依拠しつつ、中国秦漢時代の一般庶民や下級官吏が如何なる生涯をおくったのかを、制
度的な側面から紹介していく。特に戸籍制度・土地制度・賦税制度などに注目して、国家が如何に
して臣民を管理したのかを概説し、それを通じて中国古代の専制国家の姿について、理解を深める
ことを目指す。
今年度は前年度に引き続き、官僚制度や軍事制度について紹介していく。
 [到達目標]
中国古代史の諸制度について、基本的な知識を身につけたうえで、そこからうかがえる古代社会の
有様について理解を深め、古代史研究の基礎を確立する。
 [授業計画と内容]
１．ガイダンス
２．前年度のおさらい
３．家族制度
４．教育制度
５．官僚制度
６．徴兵制度
７．婚姻制度

初回のガイダンスの後、各単元を２～３回に分けて講義する。
 [履修要件]
中国古代史に関する基本的知識を身につけていることが望ましい。
 [成績評価の方法・観点]
期末レポート（80点）に平常点（授業内での質問・発言　20点）を加味して評価する。
 [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

 [授業外学修（予習・復習）等]
特に予習は必要としないが、授業内容の復習とともに、関連する諸分野の研究にも関心を広げても
らいたい。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET24 66731 LJ38　

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 教授人文科学研究所 石川　禎浩

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
前期 曜時限 月2 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 中国共産党の100年
 [授業の概要・目的]
　1920年代初頭に誕生した中国共産党は、きたる2021年に結党100周年を迎える。この間、コミン
テルン指導下の革命政党から独立した巨大執政党へと大きく変貌し、その影響力がグローバルなも
のになる中、この党の100年の歩みを振り返り、党の組成や特性、および中国現代史に与えた影響
について概説する。

 [到達目標]
　中国共産党の歴史を概述することによって、中国現代史の一重要側面を通史的に理解することを
目指す。また、中国共産党の歴史については、同党自身が折々に公的な歴史像を提示しているが、
その歴史像がどのように形作られ、その時々の政治情勢によってどのような変化を見せたのかを合
わせて解説することにより、歴史と歴史叙述の両側面から、重層的に中国現代史の展開を理解する。

 [授業計画と内容]
1.ガイダンス
2.中国における社会主義思想の伝播（1910年代まで）
3.中国共産党の結成と初期の活動（1920年代前期）
4.国共合作の開始と国民革命の展開（1920年代中期）
5.国共合作崩壊後の農村革命（1920年代後期）
6.中国共産党とコミンテルン
7.中華ソヴィエト共和国の興亡（1930年代前期）
8.農村革命根拠地の崩壊と長征（1930年代中期）
9.陝北への移動と抗日統一戦線政策（1930年代後期）
10.西安事変（1936年）
11.抗日戦争と第二次国共合作
12.延安整風運動と毛沢東の指導権（1940年代前期）
13.抗日戦争の終結と国共内戦の開始（1940年中期）
14.国共内戦の帰趨と中華人民共和国の成立（1940年代後期）
15.フィードバック

 [履修要件]
　中国共産党の100年を前期・後期にわけて連続的に講義するので、前期・後期ともに履修するこ
とが望ましい。

東洋史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



東洋史学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点]
授業期間に数回行う小テストと期末のレポートによって評価する。その割合はおおよそ、小テスト
3割、期末レポート7割とする。

 [教科書]
　おりおりにプリントを配布する。

 [参考書等]
（参考書）
石川禎浩『中国近現代史3　革命とナショナリズム』（岩波書店（岩波新書））ISBN:
9784004312512
久保亨『中国近現代史4　社会主義への挑戦』ISBN:9784004312529

 [授業外学修（予習・復習）等]
　参考文献などを適宜読んで復習を行う。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET24 66731 LJ38　

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 教授人文科学研究所 石川　禎浩

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
後期 曜時限 月2 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 中国共産党の100年
 [授業の概要・目的]
　1920年代初頭に誕生した中国共産党は、きたる2021年に結党100周年を迎える。この間、コミン
テルン指導下の革命政党から独立した巨大執政党へと大きく変貌し、その影響力がグローバルなも
のになる中、この党の100年の歩みを振り返り、党の組成や特性、および中国現代史に与えた影響
について概説する。

 [到達目標]
　中国共産党の歴史を概述することによって、中国現代史の一重要側面を通史的に理解することを
目指す。また、中国共産党の歴史については、同党自身が折々に公的な歴史像を提示しているが、
その歴史像がどのように形作られ、その時々の政治情勢によってどのような変化を見せたのかを合
わせて解説することにより、歴史と歴史叙述の両側面から、重層的に中国現代史の展開を理解する。

 [授業計画と内容]
1.ガイダンス（中国共産党結党後30年の歩み）
2.人民共和国建国初期の政策と朝鮮戦争（1950年代前期）
3.社会主義化への転換と過渡期の総路線（1950年代中期）
4.反右派闘争と大躍進政策（1950年代後期）
5.中国共産党の社会統制――単位社会と個人档案
6.人民共和国の外交（対ソ、対日、対米、対印）と冷戦体制
7.毛沢東の国家建設構想と社会主義像（1960年代前半）
8.文化大革命の発生（1960年代後半）
9.文化大革命の展開と国内政局の混乱（1970年代前半）
10.毛沢東の死と華国鋒体制――改革開放体制への萌芽（1970年代後半）
11.改革開放と政治改革の頓挫（1980年代）
12.改革開放の再起と国際秩序への参加（1990年代）
13.革命的価値観からの離脱と中国ナショナリズム（2000年代）
14.中国的スタンダードの確立と拡大（2010年代）
15.フィードバック

 [履修要件]
　中国共産党の100年を前期・後期にわけて連続的に講義するので、前期・後期ともに履修するこ
とが望ましい。

東洋史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



東洋史学(特殊講義)(2)

 [成績評価の方法・観点]
授業期間に数回行う小テストと期末のレポートによって評価する。その割合はおおよそ、小テスト
3割、期末レポート7割とする。

 [教科書]
　おりおりにプリントを配布する。

 [参考書等]
（参考書）
久保亨『中国近現代史4　社会主義への挑』（岩波書店（岩波新書））ISBN:9784004312529
高原明生・前田宏子『中国近現代史5　開発主義の時代へ』（岩波書店（岩波新書））ISBN:
9784004312536

 [授業外学修（予習・復習）等]
　参考文献などを適宜読んで復習を行う。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET24 66731 LJ38　

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 准教授人文科学研究所 古松　崇志

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
前期 曜時限 水1 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 中国石刻史料の研究
 [授業の概要・目的]
中国史研究において、石刻史料はきわめて重要な史料群である。本講義では、中国本土およびその
周辺の石刻史料を取り上げ、歴史研究に利用するための手法を、実際に受講生が史料（京都大学人
文科学研究所所蔵の拓本実物を含む）を読み解きながら学んでいく。

 [到達目標]
漢語で書かれた中国石刻史料の史料としての特性を理解し、研究手法を学びとって、みずからの研
究に活用できるようにする。

 [授業計画と内容]
１．ガイダンス（１回）
２．石刻学・石刻研究史の概観（２～３回）
３．石刻史料へのアクセス（伝統的な石刻文献を含めた典籍文献、新出史料集、ウェブ上のデータ
ベースなど）概観（２～３回）
４．石刻史料釈読（７～９回）
５．まとめ（１回）

※釈読する石刻史料は、担当者の専門分野の契丹（遼）・宋・金・元（モンゴル帝国）時代のもの
を中心に取り上げる予定だが、適宜受講生の関心に応じた史料を読むことも検討している。また、
担当者が勤務する京都大学人文科学研究所所蔵の拓本を実見する機会を設けるほか、できるだけ拓
影（拓本の写真）のあるものを用いるが、典籍文献（伝統的な石刻文献や地方志、文集など）のみ
に載せられているものも適宜取り上げる。
※基本的に以上の予定にしたがって講義を進めるが、回数など変更の可能性があることに留意され
たい。

 [履修要件]
前期・後期つづけて履修することが望ましい。

 [成績評価の方法・観点]
平常点（授業での発表など）50点、期末レポート50点

 [教科書]
釈読史料はプリントなどを配布する。

 [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)

 [授業外学修（予習・復習）等]
釈読する史料を指定したあとは、受講者各自に読んでもらうため、授業前の予習を必須とする。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



歴史文化学系54

科目ナンバリング 　G-LET24 66731 LJ38　

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 准教授人文科学研究所 古松　崇志

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
後期 曜時限 水1 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 中国石刻史料の研究
 [授業の概要・目的]
中国史研究において、石刻史料はきわめて重要な史料群である。本講義では、中国本土およびその
周辺の石刻史料を取り上げ、歴史研究に利用するための手法を、実際に受講生が史料（京都大学人
文科学研究所所蔵の拓本実物を含む）を読み解きながら学んでいく。

 [到達目標]
漢語で書かれた中国石刻史料の史料としての特性を理解し、研究手法を学びとって、みずからの研
究に活用できるようにする。

 [授業計画と内容]
１．ガイダンス（１回）
２．石刻史料釈読（１３回）
３．まとめ（１回）

※釈読する石刻史料は、担当者の専門分野の契丹（遼）・宋・金・元（モンゴル帝国）時代のもの
を中心に取り上げる予定だが、適宜受講生の関心に応じた史料を読むことも検討している。また、
担当者が勤務する京都大学人文科学研究所所蔵の拓本を実見する機会を設けるほか、できるだけ拓
影（拓本の写真）のあるものを用いるが、典籍文献（伝統的な石刻文献や地方志、文集など）のみ
に載せられているものも適宜取り上げる。

 [履修要件]
前期・後期つづけて履修することが望ましい。

 [成績評価の方法・観点]
平常点（授業での発表など）50点、期末レポート50点

 [教科書]
釈読史料はプリントなどを配布する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
釈読する史料は受講者各自に読んでもらうため、授業前の予習を必須とする。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



歴史文化学系55

科目ナンバリング 　G-LET24 76741 SJ38　

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 吉本　道雅

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
前期 曜時限 金3 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』を輪読する。

 [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14回　『春秋左伝正義』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]
平常点。

 [教科書]
教材は担当教員が準備する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



歴史文化学系56

科目ナンバリング 　G-LET24 76741 SJ38　

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 吉本　道雅

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
後期 曜時限 金3 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』を輪読する。

 [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14回　『春秋左伝正義』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]
平常点。

 [教科書]
教材は担当教員が準備する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



歴史文化学系57

科目ナンバリング 　G-LET24 76743 SJ38　

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 中砂　明徳

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
前期 曜時限 火5 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 『石民四十集』『督師紀略』
 [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』に収録さ
れる書簡を読む。科挙に挫折し、進士になれなかった彼は、策士・軍事通として有力政治家や皇帝
に文章によって売り込みをかけた。その文章は、「憂国の士人が熱誠を尽くす」といった単純なも
のではなく、屈曲に満ち満ちていて、たいへん読みづらい。しかし、だからこそ魅力的でもある。
特異ではあるが、ある意味では明末の風気をよく映し出した文章でもある。
　今年度は、天啓四年・五年(1624・25）の文章を読むとともに、彼の著作『督師紀略』を並行し
て選読する。

 [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が身に付く。
２、書簡を歴史史料としてどのように読むべきかを知ることができる。
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]
進度については、受講生次第なので、確言できない。第１回目に、これまで３年間本書を読んでき
たことをもとにした解説を行い、新規受講者に予備知識を与える。
以下、２回目～１４回目まで、毎回書簡を１本ないし２本と『督師紀略』の関係部分を読む。学部
生ないし他専修の学生にはより易しい『督師紀略』を、院生には書簡を読んでもらう。
１５回目　フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点で評価する。

 [教科書]
プリントを配布する。

東洋史学(演習II)(2)へ続く↓↓↓



東洋史学(演習II)(2)

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



歴史文化学系58

科目ナンバリング 　G-LET24 76743 SJ38　

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 中砂　明徳

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
後期 曜時限 火5 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 『明清档案』
 [授業の概要・目的]
中央研究院が刊行中の『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見てゆきたい。
　今年は順治五年（1648)前半の档案を読む。清朝支配の試行錯誤の過程を、文書を通じてたどっ
てゆく。

 [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
～四年にわたる政治情勢について解説する。１コマにつき一本を読む予定。
２～１４回でとりあげる予定の档案のテーマは以下のとおり。
「賊情」「蓄髪」「盗水」「坊刻（民間出版）」「妖教」「通逆（逆賊に内通）」「回賊」など。
１５回　フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点で評価する。

 [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

東洋史学(演習II)(2)へ続く↓↓↓



東洋史学(演習II)(2)

 [授業外学修（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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET24 76745 SJ38　

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 高嶋　航

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
前期 曜時限 月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]
初回はガイダンスで二回目から読み進める。前期は「自由書」から読む。近代漢文を読解し、日本
や西洋の影響を読み取ることを心懸ける。一五回目はフィードバックとする。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点により評価する。

 [教科書]
使用しない
プリントをコピーして配布する。

 [参考書等]
（参考書）
梁啓超『新民説』（平凡社）ISBN:4000291874
狹間直樹『梁啓超：東アジア文明史の転換』（岩波書店）ISBN:4000291874

 [授業外学修（予習・復習）等]
１週間前に当番を決めるので、少なくとも担当部分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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET24 76745 SJ38　

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 高嶋　航

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
後期 曜時限 月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]
初回はガイダンスで二回目から読み進める。前期の続きから読む。近代漢文を読解し、日本や西洋
の影響を読み取ることを心懸ける。一五回目はフィードバックとする。

　

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点で評価する。

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
（参考書）
梁啓超『新民説』（平凡社）ISBN:4000291874
狹間直樹『梁啓超：東アジア文明史の転換』（岩波書店）ISBN:4000291874

 [授業外学修（予習・復習）等]
１週間前に当番を決めるので、少なくとも担当部分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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET24 76749 SJ38　

授業科目名
　<英訳>

東洋史学（演習）
Oriental History (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 准教授人文科学研究所 村上　衛

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
前期 曜時限 月4 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 在中国イギリス領事報告を読む
 [授業の概要・目的]
　史料についての基本的な知識を得たうえで、中国近代の社会・経済に関する英文史料を精読する。
英文史料を読むことによって、イギリス人などの外からの目を利用しつつ、中国近代社会経済史に
対する理解を深める。

 [到達目標]
　英文史料の扱い方、長所・短所などを理解し、中国近代史を研究するにあたって利用する史料の
可能性を広げ、また史料操作能力の向上を図る。
 [授業計画と内容]
　イギリス外交文書のうち、在中国イギリス領事の報告（FO228）を精読する。具体的には、内地
流通に関わる商業紛争など、主として経済に関わる紛争を取り上げる。必要に応じてFO228に含ま
れている英文史料に対応する漢文史料も読む。なお、史料は非常に細かい内容のものが多いため、
講義形式の解説を加え、史料を中国近代史の中に位置づけていく。
　初回と2回目の授業では史料についての解説を行い、3回～14回は担当者を決めて史料を読み進め
ていく。15回は読み進めた部分までの内容を振り返る。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点。

 [教科書]
使用しない
テキストはコピーして授業の際に配布する。

 [参考書等]
（参考書）
岡本隆司・吉澤誠一郎編『近代中国研究入門』（東京大学出版会）ISBN:4130220241

 [授業外学修（予習・復習）等]
指定部分の日本語訳
（その他（オフィスアワー等））
　毎回、テキストの音読、読解を輪番で課すため、英文の手書き文書に慣れるまでは予習に時間を
要することになるだろう。ただし、扱う英文は主として部下（領事）から上司（公使）への報告で
あり、大部分はそれほど難解なものではないから、積極的な参加を期待したい。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET24 76749 SJ38　

授業科目名
　<英訳>

東洋史学（演習）
Oriental History (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 准教授人文科学研究所 村上　衛

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
後期 曜時限 月4 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 在中国イギリス領事報告を読む
 [授業の概要・目的]
　中国近代の社会・経済に関する英文史料を精読する。英文史料を読むことによって、イギリス人
などの外からの目を利用しつつ、中国近代社会経済史に対する理解を深める。

 [到達目標]
英文史料の扱い方、長所・短所などを理解し、中国近代史を研究するにあたって利用する史料の可
能性を広げ、また史料操作能力の向上を図る。
 [授業計画と内容]
　イギリス外交文書のうち、在中国イギリス領事の報告（FO228）を精読する。具体的には、中国
における華人関係の紛争など、主として社会に関わる紛争を取り上げる。必要に応じてFO228に含
まれている英文史料に対応する漢文史料も読む。なお、史料は非常に細かい内容のものが多いため、
講義形式の解説を加え、史料を中国近代史の中に位置づけていく。
　初回は史料についての解説を行い、2回～14回は担当者を決めて史料を読み進めていく。15回は
読み進めた部分までの内容を振り返る。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点

 [教科書]
使用しない
テキストはコピーして授業の際に配布する。

 [参考書等]
（参考書）
岡本隆司・吉澤誠一郎編『近代中国研究入門』（東京大学出版会）ISBN:4130220241

 [授業外学修（予習・復習）等]
指定部分の日本語訳
（その他（オフィスアワー等））
　毎回、テキストの音読、読解を輪番で課すため、英文の手書き文書に慣れるまでは予習に時間を
要することになるだろう。ただし、扱う英文は主として部下（領事）から上司（公使）への報告で
あり、大部分はそれほど難解なものではないから、積極的な参加を期待したい。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET24 7M303 SJ38　

授業科目名
　<英訳>

東洋史学(演習)
Oriental History (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 吉本　道雅

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
前期 曜時限 金5 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 中国古代史史料学
 [授業の概要・目的]
銭穆『先秦諸子繋年』を輪読し、関連史料・研究を批判的に検討する。

 [到達目標]
中国古代史研究に関わる文献・出土文字資料・考古学的資料の運用能力を向上させる。
 [授業計画と内容]
昨年度の続き。従来の戦国史（453-221BC）研究は、戦国後期の秦史に偏しており、戦国前・中期
や六国については、資料の絶対量の乏しさに加えて、『史記』紀年の混乱が、歴史的推移の時系列
的把握を困難にしてきた。1990年代以降の戦国楚簡の出現は、とりわけ思想史的研究を活発化させ
ているが、かえって文献に対する研究の立ち後れを露呈させている。本演習では、銭穆『先秦諸子
繋年』（香港中文大学、1956）を輪読し、関連史料・研究を批判的に検討することによって、中国
古代史研究に関わる文献・出土文字資料・考古学的資料の運用能力を向上させる。
第1回～第15回　『先秦諸子繋年』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]
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

 [授業外学修（予習・復習）等]
発表の有無に関わらず、５頁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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



歴史文化学系64

科目ナンバリング 　G-LET24 7M303 SJ38　

授業科目名
　<英訳>

東洋史学(演習)
Oriental History (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 吉本　道雅

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
後期 曜時限 金5 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 中国古代史史料学
 [授業の概要・目的]
銭穆『先秦諸子繋年』を輪読し、関連史料・研究を批判的に検討する。

 [到達目標]
中国古代史研究に関わる文献・出土文字資料・考古学的資料の運用能力を向上させる。
 [授業計画と内容]
前期の続き。従来の戦国史（453-221BC）研究は、戦国後期の秦史に偏しており、戦国前・中期や
六国については、資料の絶対量の乏しさに加えて、『史記』紀年の混乱が、歴史的推移の時系列的
把握を困難にしてきた。1990年代以降の戦国楚簡の出現は、とりわけ思想史的研究を活発化させて
いるが、かえって文献に対する研究の立ち後れを露呈させている。本演習では、銭穆『先秦諸子繋
年』（香港中文大学、1956）を輪読し、関連史料・研究を批判的に検討することによって、中国古
代史研究に関わる文献・出土文字資料・考古学的資料の運用能力を向上させる。
第1回～第15回　『先秦諸子繋年』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]
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

 [授業外学修（予習・復習）等]
発表の有無に関わらず、５頁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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



歴史文化学系65

科目ナンバリング 　G-LET24 7M303 SJ38　

授業科目名
　<英訳>

東洋史学（演習）
Oriental History (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 中砂　明徳

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
前期 曜時限 月5 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 グローバル・ヒストリーとは何か
 [授業の概要・目的]
「グローバル・ヒストリー」の必要性が呼号されるようになってかなりの時間が経ったが、看板は
ともかくその内実は何なのか、授業担当者自身いまだによくわかっていない。この授業では、日本
人３人を含む１４人の研究者の論文集　Global History and New Polycentric Approaches: Europe, Asia 
and the Americas in a World Network System, edited by Manuel Perez Garcia and Lucio de Sousa,2017を読
んで、「グローバル・ヒストリーの現在」を確認したい。

 [到達目標]
１、グローバル・ヒストリーを研究者がいかに理解しているのかを確かめることができる。
２、日本の学界において、グローバル・ヒストリーがどういう位置を占めているのかを自ら確認す
ることができる。

 [授業計画と内容]
1、趣旨説明
２～１４回　１回につき論文１本を取り上げる。
　２、Global History, the Role of Scientific Discovery and the‘Needham Question’: Europe and China in 
the Sixteenth to Nineteenth Centuries
　３、Challenging National Narratives: On the Origins of Sweet Potato in China as Global Commodity
During the Early Modern Period
　４、Economic Depression and the Silver Question in Nineteenth-Century China
　５、Kaiiki-Shi and World/Global History: A Japanese Perspective 
　６、The Structure and Transformation of the Ming Tribute Trade System
　７、The Nanban and Shuinsen Trade in Sixteenth and Seventeenth-Century Japan
　８、The Jewish Presence in China and Japan in the Early Modern Period: A Social Representation 
　９、Quantifying Ocean Currents as Story Models: Global Oceanic Currents and Their Introduction to 
Global Navigation
１０、Global History and the History of Consumption:Congruence and Divergence
１１、Mexican Cochineal, Local Technologies and the Rise of Global Trade from the Sixteenth to the 
Nineteenth Centuries
１２、Social Networks and the Circulation of Technology and Knowledge in the Global Spanish Empire
１３、Global Commodities in Early Modern Spain
１４、Big History as a Commodity at Chinese Universities
１５回　フィードバック

東洋史学（演習）(2)へ続く↓↓↓



東洋史学（演習）(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点で評価する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
担当者は論文紹介のレジュメを作成すること。著者の他の仕事もリストアップしておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
書物は購入する必要はありません。講師がコピーを提供します。
受講者はきわめて少ないと予想されるので、他専修からの参加を歓迎します。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



歴史文化学系66

科目ナンバリング 　G-LET24 7M303 SJ38　

授業科目名
　<英訳>

東洋史学（演習）
Oriental History (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 中砂　明徳

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
後期 曜時限 月5 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 外国語論文のレビュー
 [授業の概要・目的]
　この授業では、受講者が自らの関心にしたがって外国語（受講者にとっての外国語。英語でも、
中国語でも、他の言語でもよい）の論文を選んで、その内容を紹介するととともに、その論文の学
界における位置づけを参加者（講師も含む）にわかりやすいように行う。
　かつては、言語ごとに論文のスタイルはずいぶん異なっていた。現在でも、日本語、中国語、英
語それぞれ特有の「癖」は存在するが、英語論文の影響により、かなり平準化してきている。外国
語論文を読むことで、ある種のスタンダードを知るとともに、その問題点を個々の受講者が感じ取
るようになれば、この授業の目的は達成される。

 [到達目標]
１、外国語論文の「癖」を知ることで、自国語論文のスタイルについて再考することができる。
２、日本では数少ない「論文のレビュー」（『史学雑誌』の「回顧と展望」は、単なる紹介に過ぎ
ない）を授業の場で公表し、それに対する疑義を受け止めるなかで、自分なりの評価の型を作るこ
とができる。
３、査読者の立場に身を置くことで、投稿者としての自己を振り返ることができる（ちなみに、査
読付きの論文だからといって、これ以上の査読を必要としないほどに完成しているわけではない）。

 [授業計画と内容]
１回　全体の趣旨説明
２～１４回　受講者が１回分を担当する。時間の半分を論文の紹介、評にあて、残り半分の時間で、
出席者全員による質疑応答を行う。受講者の数が少ない場合には、適宜受講者自身の研究発表の場
を設ける。
１５回　フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点による評価を行う。

東洋史学（演習）(2)へ続く↓↓↓



東洋史学（演習）(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
　担当論文を口頭で紹介する際に、補助材料としてレジュメを作成すること。

（その他（オフィスアワー等））
参加者は少ないことが予想されるので、他専修からの参加も歓迎する。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



歴史文化学系67

科目ナンバリング 　G-LET25 66831 LJ38　

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

イスラーム地域研究センター
研究員　　　　　　　　　　 仁子　寿晴

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
後期 曜時限 木3 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 古典期カラーム（イスラーム神学）史研究
 [授業の概要・目的]
《授業全体のテーマ》
本講義では、古典期バスラ系カラームが成立する際に何が排除され何が採択されたのかを概観しつ
つ、古典期バスラ系カラームが哲学として自律的に如何なるし方で思想を展開したのかを探る。言
い換えると、古典期バスラ系カラームの総合的な在り方を問う。ここで言う古典期バスラ系カラー
ムとは、現在のイラクの都市バスラに端を発しながら西暦9世紀から12世紀にかけて最終的にムウ
タズィラ派バスラ学団とアシュアリー学団に収斂する、アラビア語イスラーム文化の歴史から観て、
そしてスンナ派思想形成において頗る重要な一局面である。なお、題目にイスラーム神学と補記し
たが、本来であれば不適当。その理由は、講義中に説明する。現在書かれているイスラーム思想史
は、古典期バスラ系カラームをほぼ全面的に無視してきたため全面的な書き換えを要する。本講義
は、より広い眺望から観れば、イスラーム思想全体を見直す作業でもある、
　古典期バスラ系カラームが撥無したのは、大きく言って次の三点である、(1)或るタイプの新プラ
トン主義（ただし、それは通常理解されている新プラトン主義ではなく、ウマイヤ朝期の思想家ジ
ャフム・ブン・サフワーンが理解する限りでの新プラトン主義である）、(2)事物の本性ないし自然
（そのものが固有に持ちつづけると考えられる本性）、(3)ギリシア思想における可能性理解。そう
するなかで古典期バスラ系カラームは独特の存在論を、従来考えられているよりも精緻にそして徹
底的に作り上げていった。残念なことに現在のイスラーム思想史記述には、そのことが完全に脱落
する。
　古典期バスラ系カラームとファルサファ（しばしば哲学と訳されるが、取り分けてギリシア思想
に根ざす／ギリシア語文献のアラビア語翻訳に根ざす思考様式である）の異同も本講義で扱う。イ
ブン・スィーナー（西暦1037年歿）を筆頭にファルサファの文献は、ラテン語に翻訳され、現在で
もそれに由来してそれなりに採り上げられもする。だがほとんど採り上げられないからといって古
典期バスラ系カラームの言説がまるで無意味な訳でない。何故ならば、イスラームの大きな潮流で
あるスンナ派思想の全体の形成にその言説は大きく寄与するとともにファルサファの思想は古典期
バスラ系カラームの思想とまるで無縁ではないからだ。むしろ、例えばイブン・スィーナーの思想
で我々に独特に見える部分の多くは古典期バスラ系カラームの思想に聯関する（上に「それなりに」
と言ったのはこのことを言う）。日本で名の知れたスフラワルディー（西暦1191年歿）にせよ、イ
ブン・アラビー（西暦1240年歿）にせよ事情は同じ。少なくともその意味で、古典期バスラ系カラ
ームの哲学／存在論を把握することは、頗る重要である。
　本講義では、一貫して（どのテーマに関しても）リチャード・フランクの英語諸論文をテクスト
として用いる。古典期バスラ系カラーム（この言葉自身がリチャード・フランクの用語）に関して、
彼らが言わんとすること、彼らが当時の文脈で言わねばならなかったことを彼らの言説に即して徹
底的に考察したのは、フランクを措いて他にいないからだ。西暦20世紀後半でイスラーム思想研究
に最も貢献した学者として私は躊躇なくリチャード・フランクを挙げる（私以外は挙げないだろう
が）。彼の方法は、徹底的に古典学である。
　
　

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)

 [到達目標]
本講義は、基本的に古典学に立脚する。私の考える古典学の根幹は、我々の側の理解を前提にテク
ストを読むのでなく、テクストを書いた作者が何を言わねばならなかったのかを徹底的に考えるこ
とである。この講義において、西暦800年から西暦1200年までのイスラーム思想において、更には、
ギリシア→アラビア語圏の文化移植のなかで、古典期カラームが何を主張をしたのかを概略的に把
握した上で、イスラーム思想史を吟味し検討することができるようになる。だが、それよりも重要
なのは、何がしか特定の時期・場所で書かれた文献が言わんとする理解が、我々の常識的理解とず
れることを明確に意識することができるようになることだ。何語で書かれた過去の文献であろうと
も、そのこと抜きに古典学は成立しないであろう。

 [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――鋭い質問への対応も含
む――に応じて順序や同一テーマの回数を変えることがある。事前に英文並びに私の日本語訳を配
布するので出来うる限り眼を通しておいていただきたい。

第1回　概説――ムウタズィラ派バスラ学団・アシュアリー学団とイスラーム思想
第2回　古典期バスラ系カラームの背景(1)――或るタイプの新プラトン主義の撥無（R. Frank, ``The 
Neoplatonism of Jahm ibn Safwan''の読解・検討）
第3回　古典期バスラ系カラームの背景(2)――如何なるタイプの本性論を排除したのか（R. Frank, `
`Notes and Remarks on the taba'i` in the teaching of al-Maturidi''の読解・検討）
第4回　古典期バスラ系カラームの背景(3)――如何なるタイプの自然学を排除したのか（R. Frank, `
`Al-Ma`na: Some Reflections on the Technical Meanings of the Term in the Kalam and its Use in the Physics 
of Mu`ammar''の読解・検討）
第5回　古典期バスラ系カラームと哲学(1)――啓示に関する三つの眺望（R. Frank, ``Reason and 
Revealed Law: a sample of Parallels and Divergences in Kalam and Falsafa''の読解・検討
第6回　古典期バスラ系カラームと哲学(2)――ギリシア思想へのカラームよる異議申し立てと後代
のギリシア思想の受容（R. Frank, ``Currents and Countercurrents[in the Mu`tazila, Ash`arites and al-
Ghazali''の読解・検討
第7回　古典期バスラ系カラームと哲学(2)補遺――アル＝ガザーリーの立場（R. Frank, ``Al-Ghazali'
s Use of Avicenna's Philosophy''の読解・検討
第8回　古典期バスラ系カラームと哲学(3)――ものの本来的在り方と必然性（R. Frank, ``Kalam and 
Philosophy: a Perspective from One Problem''の読解・検討）
第9回　ムウタズィラ派バスラ学団とアシュアリー学団、各々の存在論の展開概観（R. Frank, ``Hal'' 
EI2の読解・検討）
第10回　ムウタズィラ派バスラ学団の存在論(1)――「様態」論（R. Frank, ``Abu Hashim's Theory of `
States': its Structure and Function''の読解・検討）
第11回　ムウタズィラ派バスラ学団の存在論(2)――「もの」理解（R. Frank, ``Al-Ma`dum wal-
Mawjud: The Non-Existent, the Existent, and the Possible in the Teaching of Abu Hashim and his Followers''
の読解・検討）
第12回　アシュアリー学団の存在論(1)――物体観（R. Frank, ``Bodies and Atoms: the Ash`arite 
Analysis''の読解・検討）
第13回　アシュアリー学団の存在論(2)――第一次的に存在するもの（R. Frank, ``The Ash`arite 
Ontology I: Primary Entities''の読解・検討）
第14回　アシュアリー学団の存在論(3)――可能者概念（R. Frank, ``The Non-Existent and the Possible 
in Classical Ash`arite Teaching''の読解・検討
第15回　アシュアリー学団の存在論(4)――「様態」論（R. Frank, ``Al-Ahkam in Classical Ash`arite 
Teaching''の読解・検討

西南アジア史学(特殊講義)(3)へ続く↓↓↓



西南アジア史学(特殊講義)(3)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
期末レポートのみで評価する。
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。
独自の工夫が見られるものについては、高い点を与える。

 [教科書]
使用テクストは以下のRichard Frank論文／記事十四篇（以下の列挙は、講義で用いる順番とは無関
係）

Richard Frank論文集（三巻本）から十一篇。

R. Frank, Philosophy, Theology and Mysticism in Medieval Islam(Texts and Studies on the Development and 
History of Kalam Vol. 1), Aldershot/Burlinton, 2005所収、第7論文``Reason and Revealed Law: a Sample 
of Parallels and Divergences in Kalam and Falsafa'', 第8論文``Current and Countercurrents[in the Mu`tazila, 
Ash`arites and al-Ghazali]'', 第9論文``The NEoplatonism of Jahm ibn Safwan'', 第11論文``Al-Ghazali's Use 
of Avicenna's Philosophy''（以上四篇）

R. Frank, Early Islamic Theology: the Mu`tazilites and al-Ash`ari(Texts and Studies on the Development and 
History of Kalam Vol. 2) , Aldershot/Burlinton, 2007所収、第4論文``Al-Ma`dum wal-Mawjud: the Non-
Existentm the Existent, and the Possible in the Teaching of Abu Hasim and his Followers'', 第5論文``Abu
Hashim's Theory of `States': its Structure and Function''（以上二篇）

R. Frank, Classical Islamic Theology: The Ash`arite (Texts and Studies on the Development and History of 
Kalam Vol. 3), Aldershot/Burlinton, 2008所収、第8論文``The Non-Existent and the Possible in Classical 
Ash`arite Teaching'', 第9論文``The Ash`arite Ontology I: Primary Entities'', 第10論文``Bodies and Atoms: 
the Ash`arite Analysis'', 第11論文``Al-Ahkam in Classical Ash`arite Teaching'', 第12論文``Notes and 
Remarks on the Taba'i` in the Teaching of al-Maturidi''（以上五篇）

更に論文集未収録の三篇
``Al-Ma`na: Some Reflections on the Technical Meanings of the Term in the Kalam and its Use inn the 
Physics of Mu`ammar,'' JAOS 87 (1967), pp.248-259.

``Kalam and Philosophy: a Perspective from One Problem,'' in P. Morewedge(ed.), Islamic Philosophical 
Theology, Albany,1979, pp.71-95.

``Hal,'' in Encyclopaedia of Islam(Second Edition), Supplement volume.

内容が著しく高度なので原文和訳を附して配布する。イスラーム思想の基礎知識は逐次説明するの
で既習の必要なし。本来であればアラビア語原文を参照したいが、授業参加者を限定することにな
るのでそれはしない。したがってアラビア語を学んでいる必要はない。

西南アジア史学(特殊講義)(4)へ続く↓↓↓



西南アジア史学(特殊講義)(4)

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
事前に英文テクストと和訳を配布するので講義に備えて読んでおくこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



歴史文化学系68

科目ナンバリング 　G-LET25 66831 LJ38　

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 准教授人文科学研究所 中西　竜也

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
前期 曜時限 月4 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 イスラームのコスモポリタニズム
 [授業の概要・目的]
過去のイスラーム世界は、様々な出自の人々が「共生」する、差異に寛容な空間であったと、しば
しば評価される。しかし実際にはそこでも、人々は、何・誰が「我々」の側にあるか、あるいは「
他者」の側にあるかを考えたし、ときに後者に排除や強制同化などの圧迫を加えた。コスモポリタ
ンな情況で、何・誰がどうやって「多様性」として容認され、「異物」として威圧的に扱われるの
か？　Joshua Gedakht and R. Michael Feener (eds.), Challenging Cosmopolitanism: Coercion, Mobility and 
Displacement in Islamic Asia (Edinburgh University Press, 2018）は、この問題を、イスラームの過去に
取材して考察する。本講義では、本書の内容を選読し、同じ問題について考えてみたい。

 [到達目標]
人は、如何にして何・誰を「我々」ないし「他者」の側にあるものと識別するかについて理解する。

互いに異なると信じる人々の「共生」とはどういうことかを、歴史上の具体的事実に即して理解す
る。

 [授業計画と内容]
第1回　授業の狙いの説明
第2～15回　Joshua Gedakht and R. Michael Feener (eds.), Challenging Cosmopolitanism: Coercion, 
Mobility and Displacement in Islamic Asia (Edinburgh University Press, 2018）所収論文の選読

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点の評価（50%)と期末レポート（50%)で評価する。講義内容に関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。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

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

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)

 [授業外学修（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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



歴史文化学系69

科目ナンバリング 　G-LET25 66831 LJ38　

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 准教授人文科学研究所 中西　竜也

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
前期 曜時限 月5 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 ペルシア語文献『中国の書（ハターイ・ナーマ）』
 [授業の概要・目的]
アリー・アクバル・ハターイーの『中国の書（ハターイ・ナーマ）』を読む。本書は、明代中国の
諸事情をペルシア語で記したものである。16世紀初めにイスタンブルで完成し、後にオスマン朝の
スレイマン1世に献呈されたと言われる。本書の記述は、必ずしも歴史的事実を正確に記したもの
ではないが、異文化が如何に翻訳されたかを考える上で興味深い。最近は、イスラーム神秘主義思
想の浸透や、著者によるオスマン朝批判という観点からも分析されている。フランス語訳と中国語
訳を参照しながら、当該書のペルシア語原文を読んでゆきたい。

 [到達目標]
ペルシア語文献の読解能力を養成する。
異文化翻訳について理解する。

 [授業計画と内容]
第1回　『中国の書』の概要説明
第2-15回　テキスト講読

 [履修要件]
ペルシア語文献を読んでいくので、ペルシア語文法の基本を習得しておくことが望まれる。

 [成績評価の方法・観点]
ペルシア語テキストを授業中に会読し、その内容を平常点として評価する。

 [教科書]
授業中に資料を配布する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業中に適宜指示する。
（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



歴史文化学系70

科目ナンバリング 　G-LET25 66831 LJ38　

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 准教授東南アジア地域研究研究所 帯谷　知可

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
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（ロシア帝政支配期～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基本的な民族観・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）
＊中央アジア諸国の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（第15週）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点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
アジア研究の入門書）
小松久男『革命の中央アジア―あるジャディードの肖像』（東京大学出版会）ISBN:4-13-025027-2

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)

（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）
帯谷知可編『ウズベキスタンを知るための60章』（明石書店）ISBN:9784750346373（ウズベキスタ
ン地域研究の入門書）

 [授業外学修（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]cseas.kyoto-u.ac.jp（[AT]を@に替えてください）

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET25 66831 LJ38　

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

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所
教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 近藤　信彰

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
2020・
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  16-19世紀イランにおける政治・法秩序の変容
 [授業の概要・目的]
　1501年にサファヴィー朝が成立して以降、イラン高原は隣接地域と異なった独自の歴史を歩むこ
とになる。サファヴィー教団の宗教性、シャーのカリスマ性とキジルバシュの軍事力は王朝建設に
貢献したが、時代が下るにつれこれらの要素は影響を失っていく。かわりに導入されたのが、12イ
マーム・シーア派であり、コーカサスやイラン高原から徴集された軍であった。
　本授業では、16世紀から19世紀のイランの歴史を、君主の正統性とイスラーム法の運用の側面か
ら、理解することをめざす。この授業を学ぶことにより、近世・近代イラン史の独自性が明らかに
なるとともに、オスマン朝や中央アジアなど隣接地域との比較も可能となる。

 [到達目標]
西南アジア史におけるイランの独自性と16～19世紀の西南アジア史全体の流れを、最新の研究に基
づいて理解する。

 [授業計画と内容]
基本的には以下の授業計画にしたがって進めていくが、内容や順序は固定したものではなく、担当
者の方針と受講者の背景や理解に応じて担当者が適切に決める。

第１回　序論：より広いコンテキストを求めて
第２回　サファヴィー朝の成立（1）
第３回　サファヴィー朝の成立（2）
第４回　12イマーム・シーア派の導入（1）
第５回　12イマーム・シーア派の導入（2）
第６回　サファヴィー朝後期の政治・法秩序 (1)
第７回　サファヴィー朝後期の政治・法秩序 (2)
第８回　18世紀の争乱とシーア派の革新（1）
第９回　18世紀の争乱とシーア派の革新（2）
第１０回　モジュタヘドとイラン社会（1）
第１１回　モジュタヘドとイラン社会（2）
第１２回　モジュタヘドとイラン社会（3）
第１３回　君主の正義と近代化 (1)
第１４回　君主の正義と近代化 (2)　
第１５回　まとめ

 [履修要件]
特になし

西南アジア史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓
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 [成績評価の方法・観点]
レポートにより評価する。なお、レポートの詳細については、最後の授業の際に説明する。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
（参考書）

Nobuaki Kondo 『Islamic Law and Society in Iran』（Routledge）ISBN:978-1138348189
Said Amir Arjomand 『Shadow of God and the Hidden Imam』（Chicago University Press）ISBN:978-
0226027845
永田雄三・羽田正『世界の歴史〈15〉成熟のイスラーム社会』（中公文庫）ISBN:978-4122050303

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業の中で紹介した参考文献を参照すること。

（その他（オフィスアワー等））
授業中、わからないことについては積極的な質問を期待する。
メールによる質問も受け付ける。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET25 66831 LJ38　

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 磯貝　健一

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
後期 曜時限 月5 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目
法廷文書による中央アジアの家族史研究  A research into family history in Central Asia by 
using sharia court documents

 [授業の概要・目的]
19世紀から20世紀初頭の中央アジアで作成された法廷文書を史料とする、家族史研究の可能性につ
いて説明する。

This course aims to explain possibilities for conducting researches into Central Asian family history during 
the 19th and early 20th centuries by utilizing sharia court documents produced at that time.

 [到達目標]
・シャリーア（イスラーム法）法廷文書の史料としての特性を理解し、自身の研究に活かすことが
できる。
・史料から歴史的事実を引き出す技術を習得し、自身の研究に活かすことができる。

Upon the successful completion of this course, students will:
(1) have an adequate knowledge about specific characteristics inherent to Central Asian sharia court 
documents.
(2) gain skills to deduct reliable facts from historical sources.

 [授業計画と内容]
第1回　授業ガイダンス、時代背景の説明
第2回　ロシア帝政期中央アジアの司法制度概説
第3回~第5回　中央アジアのシャリーア法廷文書の諸類型の説明
第6回~第7回　シャリーア法廷裁判の説明
第8回~第9回　証書を用いた家族史研究
第10回~第14回　裁判文書を用いた家族史研究
第15回　授業内容のまとめ、および、授業で扱ったトピックについての討議

Week 1: Giving a brief sketch of Central Asian history during the 19th and early 20th centuries
Week 2: Explaining legal systems of Central Asia under the domination of Russian Empire
Weeks 3-5: The typology of Central Asian sharia court documents
Weeks 6-7: The flow of sharia court trial
Weeks 8-9: The ways of researches into family history by using deeds of different contracts
Weeks 10-14: The ways of researches into family history by using judicial documents
Week 15: Feedback and Discussion

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)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
授業への取組（50%）、期末レポート（50%）により評価する。

Participation in class (50%)
Final report (50%)

 [教科書]
必要な資料をPDF化し、Web上で共有する。

Handouts will be shared through Google Drive.

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
必ず前回の内容を復習したうえで授業に臨むこと。

Students will be required to review class notes before attending each lesson.

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET25 76842 SJ38　

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 磯貝　健一

配当
学年  1回生以上 単位数  4 開講年度・

開講期
  2020・
通年 曜時限 月3 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目
ペルシア語、アラビア語両語による法学文献講読  Reading Islamic legal texts in both 
Persian and Arabic

 [授業の概要・目的]
16世紀のシャーフィイー派ウラマーであるIbn Ruzbihanが、ペルシア語で著した統治マニュアル、
Suluk al-Mulukを講読する。ペルシア語本文と引用元のアラビア語原文を対照することにより、アラ
ビア語がペルシア語に翻訳される際、アラビア語固有の表現がどのようにペルシア語に移し替えら
れたのかにつき学習する。

In this course students read Suluk al-Muluk, the early 16th century Central Asian governance manual 
compiled by Ibn Ruzbihan, a Shafiite ulama who fled there to avoid persecution from Shiite Safavids. The 
work consists of citations from different Arabic lawbooks, which were literally translated into Persian by the 
author. We can easily find out original Arabic text of each part of the work owing to annotations made by the 
author about reference sources. Students will read the work in both Persian and Arabic, thereby acquiring 
knowledge about to what extent Arabic syntax left its traces on translated text.

 [到達目標]
・ペルシア語、および、アラビア語の文法をより深く理解し、歴史的なテキストを正確に読解する
ことができる。
・イスラーム法学の基本的な術語について正確に理解し、これを他者に説明することができる。

Upon the successful completion of this course, students will:
(1) gain an in-depth understanding about the grammar of both Persian and Arabic and obtain the ability to 
read historical text written in these languages accurately.
(2) have an adequate knowledge about the technical terms used by Islamic jurists.

 [授業計画と内容]
第1回
授業の進め方についての説明。講読文献の著者、および、その内容についての解説。
第2回~第14回
Suluk al-Muluk、「ハラージュ章」の内、ハラージュおよびハラージュ地の定義について述べた箇所
の講読。
第15回
これまでの講読内容のまとめ、および、内容についての討議。
第16回~第29回
Suluk al-Muluk、「ハラージュ章」の内、君主によるハラージュの徴収について述べた箇所の講読。
第30回
これまでの講読内容のまとめ、および、内容についての討議。

Week 1: Explaining about the author and work
Weeks 2-14: Reading the text from the chapter of Kharaj (land tax) concerning the definition of Kharaj and 

西南アジア史学(演習II)(2)へ続く↓↓↓
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the land on which it is levied
Week 15: Feedback and Discussion
Weeks 16-29: Reading the text from the chapter of Kharaj (land tax) concerning the way for rulers to collect 
Kharaj
Week 30: Feedback and Discussion

 [履修要件]
アラビア語ないしペルシア語の基礎文法を学習していることが望ましい。

Students are expected to have learned the basic grammar of either Arabic or Persian.

 [成績評価の方法・観点]
講読の担当、予習の状況にもとづき、平常点で評価する。

Participation in class and preparation for reading

 [教科書]
使用しない
PDF化したファイルを、Web上で共有する。

Handouts will be shared through Google Drive.

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
毎回、前回の授業時に予告された講読箇所を一通り読んで授業に参加すること。

Students will be required to make adequate preparations for reading the text.

（その他（オフィスアワー等））
特になし。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET25 76844 SJ38　

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 神戸大学　人文学研究科　准教授 伊藤　隆郎

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
前期 曜時限 金4 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。その際、固有名詞や用語、引用の典拠についても
調査し、記述内容を深く理解することを目指す。
　本年度は、マムルーク朝時代後期の歴史家 Ibn Taghribirdi (ca. 812-874/1410-1470) の年代記 al-
Nujum al-zahira fi muluk Misr wal-Qahira を読む。

 [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文献をさらに深く読み込む能力を習得する。

 [授業計画と内容]
第1回　開講にあたって
　　　授業の進め方、講読文献の著者、概要などについて説明する。
第2回-第14回　文献講読
　　　al-Nujum al-zahiraを順次読み進める。
第15回　フィードバック
　　　授業全体に関する質問を受け付ける。

 [履修要件]
アラビア語（フスハー）文法を習得していること。

 [成績評価の方法・観点]
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。講読文献中の固有名詞や用
語、引用の典拠についても調査し、記述内容を深く理解しているか。

 [教科書]
講読教材および関連資料は配布する。

西南アジア史学(演習II)(2)へ続く↓↓↓
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 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
予習：毎回の授業で講読する部分を読み、固有名詞や用語、引用の典拠についても調査する。
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、必要に応
じて次回または第15回の授業で質問する。

（その他（オフィスアワー等））
毎回あてるので、予習に十分時間をかけて授業に臨んでください。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET25 76844 SJ38　

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 神戸大学　人文学研究科　准教授 伊藤　隆郎

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
後期 曜時限 金4 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。その際、固有名詞や用語、引用の典拠についても
調査し、記述内容を深く理解することを目指す。
　前期に引き続き、マムルーク朝時代の歴史家 Ibn Taghribirdi (ca. 812-874/1410-1470) の年代記 al-
Nujum al-zahira fi muluk Misr wal-Qahira を読む。

 [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文献をさらに深く読み込む能力を習得する。

 [授業計画と内容]
第1回　開講にあたって
　　　授業の進め方、講読文献の著者、概要などについて説明する。
第2回-第14回　文献講読
　　　al-Nujum al-zahiraを順次読み進める。
第15回　フィードバック
　　　授業全体に関する質問を受け付ける。

 [履修要件]
アラビア語（フスハー）文法を習得していること。

 [成績評価の方法・観点]
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。講読文献中の固有名詞や用語、
引用の典拠についても調査し、記述内容を深く理解しているか。

 [教科書]
講読教材および関連資料は配布する。

西南アジア史学(演習II)(2)へ続く↓↓↓
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 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
予習：毎回の授業で講読する部分を読み、固有名詞や用語、引用の典拠についても調査する。
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、必要に応
じて次回または第15回の授業で質問する。

（その他（オフィスアワー等））
毎回あてるので、予習に十分時間をかけて授業に臨んでください。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET25 76850 LJ38　

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

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  1回生以上 単位数  4 開講年度・

開講期
  2020・
通年 曜時限 金1 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、現代トルコ語で書かれた研究書あるいは論文の講読を行
う。
さらに受講者の必要に応じて、アラビア文字表記のトルコ語（オスマン語）文献の講読をおこなう。

 [到達目標]
現代トルコ語の基礎的な文法事項を確実に習得し、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]
第１回　イントロダクション　文字と発音
第２回　母音の交替、子音の交替
第３回　数詞、形容詞、複数接尾辞、人称、所有人称接尾辞
第４回　格接尾辞（１）
第５回　格接尾辞（２）、名詞修飾
第６回　代名詞、否定文、疑問文、後置詞
第７回-第９回　動詞　活用
第10回　動詞語幹の派生
第11回　動名詞
第12回　形動詞（分詞、連体形）
第13回　副動詞ほか

＊以降の授業では現代トルコ語、さらにはオスマン語のテキストを講読する
第14回-第30回　テキスト講読

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点評価。
参加者の受講態度と担当した講読の内容をもとに評価する。
文法習得時には、課題を課し、確認のため小テストを行うことがある。

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

 [授業外学修（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、毎授業後の復習は必ず行なうこと。
テクスト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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET25 76851 LJ38　

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 教授アジア・アフリカ地域研究研究科 東長　靖

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
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、年に１～２点程度の資料を取り上
げ、丹念に読み込む訓練を行う。
講読の対象としては、以下のような書目が挙げられる。

これまでに本講義で取り上げてきた主要な書目は以下の通り。
【用語集】
クシャイリー「スーフィー派の言表(#701ib#257r#257t)とその意味の書」（2010）
カーシャーニー『スーフィー用語集』（2011）
【伝記】
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）

タシュキョプリュザーデ（ターシュクブリーザーダ）『オスマン朝のウラマーについての紅いアネ
モネ』（2015）
イブン・ザイヤート著『スーフィズムの徒へのまなざし』（2017）：マグリブの聖者伝
イブン・アラビー『聖霊』（2018）：アンダルスの聖者伝
イブン・ザイヤート著『スーフィズムの徒へのまなざし』（2017）：マグリブの聖者伝
【地理書】
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）
【理論書】
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）：修行
論
アブー・ハーミド・ガザーリー『宗教諸学の再興』（2013）：古典マニュアルの集大成
アブー・ナジーブ・スフラワルディー『修行者たちの作法』（2013）：修行論
アブドゥッラー・ボスネヴィー『叡智の台座注釈』（2015）：完全人間論。写本を読む練習を兼ね
て
ムハンマド・イブン・アリー・サヌースィー『40のタリーカ（道統）を支える泉』（2016）：修行
論
アフマド・ザッルーク『タサウウフの基礎』（2017）：理論書
ナーブルスィー『開示と明証』（2018）：完全人間論。写本を読む練習を兼ねて

西南アジア史学(講読)(2)へ続く↓↓↓



西南アジア史学(講読)(2)

ジャズーリー『信条』（2018）：神学書（マグリビー体の練習を兼ねて）
【詩】
イブン・アラビー『欲望の解釈者』（2016）：神秘主義詩

また、昨年度から「イスラーム諸学シリーズ」も始めている。

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。
2~15回のなかで講読を行なう。

 [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]
平常点によって評価する。

 [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。)）
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）ISBN:978-4-634-
47475-8（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。）
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。）
その他、教室で指示する。

 [授業外学修（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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET25 76851 LJ38　

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 磯貝　健一

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
前期 曜時限 金2 授業

形態 講読 使用
言語 日本語

題目 ペルシア語講読  Reading Persian historical text
 [授業の概要・目的]
18世紀初頭に作成された、ジャーン朝期中央アジアの年代記、Muhammad Yusuf Munshi, Tadhkira-yi 
Muqim Khaniを講読する。中世から近世にかけてイランや中央アジアで作成されたペルシア語年代
記に共通する美文体の文章に慣れ、これを正しく読解することが本授業の目的である。

In this course students read Muhammad Yusuf Munshi's Tadhkira-yi Muqim Khani, the early 18th century 
Central Asian chronicle dedicated to the history of Janids (or Ashtarkhanids). The main purpose of the course 
is to gain the ability to read Persian historical text written in the florid prose style common to almost all 
chronicles created in pre-modern Iran and Central Asia.

 [到達目標]
ペルシア語の歴史文献を正確に読解することができる。

Upon the successful completion of this course, students will gain the ability to read Persian historical texts 
precisely.

 [授業計画と内容]
第1回　授業ガイダンス、講読作品、および、時代背景の説明
第2回~第14回　同作品中、ジャーン朝期の歴史を叙述した箇所を講読する（テヘラン刊本の119~
143頁、Imam Quli Khan (r.1611-42)の即位を叙述する箇所まで）
第15回　授業内容のまとめ、および、質問の受付と回答

Week 1: Explaining about Tadhkira-yi Muqim Khani and its historical backdrop
Weeks 2-14: Reading Tadhkira-yi Muqim Khani - from the description of the beginning of Janids' rule over 
Central Asia to that of Imam Quli Khan's (r. 1611-42) accession to the throne
Week 15: Feedback and Discussion

 [履修要件]
ペルシア語の基礎文法を習得していること。

Students are expected to have learned the basic grammar of Persian language.

西南アジア史学(講読)(2)へ続く↓↓↓



西南アジア史学(講読)(2)

 [成績評価の方法・観点]
講読への取組と、事前準備の状況を基準として、平常点により評価する。

Participation in class and preparation for reading

 [教科書]
使用しない
必要な資料をPDF化し、Web上で共有する。

Handouts will be shared through Google Drive

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
毎回、必ず予習して授業に臨むこと。目安となる予習時間は、180分程度である。

Students will be required to make adequate preparations for reading the text (about 180 mins. for each class)

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET25 76851 LJ38　

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 教授人文科学研究所 稲葉　穣

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
後期 曜時限 金2 授業

形態 講読 使用
言語 日本語

題目 前モンゴル期ペルシア語文献の解読
 [授業の概要・目的]
13世紀以前に書かれた古典ペルシア語文献の解読を通じて、イラン・イスラーム文化の初期の様相
を学ぶ。

 [到達目標]
10世紀のサーマーン朝の宰相Bal‘am#299によるTabariのアラビア語世界史のペルシア語訳を題材に、
イスラーム的な文化要素がどのようにイラン世界に根付いていったのか、逆にイラン世界はどのよ
うにイスラーム化されたのかを理解することを目指す。
 [授業計画と内容]
第一回　古典ペルシア語文献の全般的解説
第二回　Bal'amiの史書の意義についての解説
第三回～第十五回　ペルシア語テキストの会読

 [履修要件]
近世ペルシア語文法をすでに学んでいること。できればペルシア語文献解読の経験があるほうが望
ましい。

 [成績評価の方法・観点]
出席者には毎回訳註の作成を担当してもらうので、これを含めた平常点を80％、期末に提出しても
らうレポートを20％で採点する。

 [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

 [授業外学修（予習・復習）等]
出席者、とくに担当者はしっかりと予習し、訳注の原稿を作成して配布する準備をすること。
（その他（オフィスアワー等））
授業中に指示する。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET49 89616 LJ48　

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 非常勤講師 山口　周子

配当
学年  1回生以上 単位数  4 開講年度・

開講期
  2020・
通年 曜時限 月4 授業

形態 語学 使用
言語 日本語

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（インド）において、古くは紀元前1200年頃より、多くの文献資料を
残してきた言語である。サンスクリット語の習得は、インドの宗教（仏教、ジャイナ教、ヒンドゥ
ー教等）や哲学文献、文学の研究へと道を開く。また、サンスクリット語は、インド・ヨーロッパ
語族に属し、その古さと文法・音韻の保守性から、インド・ヨーロッパ祖語の解明・理解に欠かせ
ない重要言語であるため、言語学、西洋古典の学生、研究者にも有益である。

 [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]
以下の文法事項の解説と、各項目に関する練習問題による読解演習とを平行して行います。

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4-8週、子音語幹:第9-13週)
代名詞、数詞(第14-15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23-29週)
複合語(第30週)

※授業の進行は学生の理解度に応じて変更する場合があります。
※試験のフィードバックについては、授業中に連絡します。

 [履修要件]
予備知識は特に必要としません。幅広い専攻からの受講を歓迎します。

 [成績評価の方法・観点]
・平常点(練習問題の予習の評価、50点)
・前期末筆記試験（15点）、年度末筆記試験(35点)。

 [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
必要に応じて、補助資料（プリント）を配布します。

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)

 [参考書等]
（参考書）
辻　直四郎『サンスクリット文法』（岩波書店）ISBN:4000202227

 [授業外学修（予習・復習）等]
予習:練習問題の解答（訳）を準備してくること。
復習:授業で説明した文法事項を復習すること。

（その他（オフィスアワー等））
授業中、わからないことについては積極的に質問してください。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET49 89633 LJ48　

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

追手門学院大学　　　　
国際教養学部専任講師 小松　久恵

配当
学年  1回生以上 単位数  4 開講年度・

開講期
  2020・
通年 曜時限 金5 授業

形態 語学 使用
言語 日本語

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【１週】
２．文字と発音【４週】
３．文法と会話【9週】
４．中間試験【１週】
５.中間試験のフィードバック【1週】
　　
後期
６．文法と会話【8週】
７．文法と絵本・新聞講読【6週】
８．期末試験【１週】
９．期末試験のフィードバック【1週】

 [履修要件]
授業には継続的に参加すること。

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)

 [成績評価の方法・観点]
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（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）

 [参考書等]
（参考書）
辞書については初回の授業で紹介する

 [授業外学修（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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET49 89639 LJ48　

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 非常勤講師 手島　勲矢

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
前期 曜時限 火3 授業

形態 語学 使用
言語 日本語

題目 ヘブライ語文法（初級）
 [授業の概要・目的]
ヘブライ語の文字、母音記号、聖書テキストの伝統、ラビ文学を含む歴史的な言語文化の概要とと
もに、文法の基礎（母音記号、名詞、人称代名詞、形容詞、前置詞、語根、分詞ほか）を教える。
16－17世紀の文法学者の意見も紹介しながら、品詞の区別の意義や名詞文の特徴的構造に親しみ、
さらに個々の文法事項がもつ聖書解釈上の意義についても解説する。

 [到達目標]
ヘブライ語の文字と母音記号を認識して、文章を声に出して読めること。ヘブライ語作文ができる
こと。辞書を使えるようになること。また簡単な名詞文の和訳ができること。

 [授業計画と内容]
１．ヘブライ語の歴史（概観）、２．文字と音、３．母音記号、４．形容詞と名詞（男性形と女性
形他）、５．形容詞と名詞（単数形と複数形他）、６．人称代名詞と指示代名詞（前置詞他を含む）
、７．存在詞（定冠詞ほかを含む）、８．語根とビニヤン（導入）、９．現在分詞、１０．ヘブラ
イ語辞書の使い方、１１．語根とビニヤン（基本形）、１２．語根とビニヤン（ラメッド＝ヘイ）、
１３．語根とビニヤン（アイン＝ヴァヴ、ユッド）、１４．テキスト読解、１５．小テストとテキ
スト読解

＊１課題あたり１～２回を当てる場合もある。
＊＊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。
＊＊＊確認クイズは２～３回、学習の区切りで行う。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点評価・・・・宿題（３０％）、クイズ（３０％）、小テスト（４０％）

 [教科書]
授業中に指示する

ヘブライ語（初級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



ヘブライ語（初級）(語学)(2)

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業時に指示する暗記課題や練習問題をすること。授業で配布するコピーとハンドアウトの見直し
ノート整理すること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



歴史文化学系83

科目ナンバリング 　G-LET49 89640 LJ48　

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 非常勤講師 手島　勲矢

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
後期 曜時限 火3 授業

形態 語学 使用
言語 日本語

題目 ヘブライ語文法（中級）
 [授業の概要・目的]
動詞（完了形・未完了形・命令形、時制など）のシステム及び動詞を含む文章構造の理解を中心に
ヘブライ語文法の基礎を学ぶ。語根別の共通変化パターン、および歴史的な語根の混同また時制シ
ステムの歴史的な問題を学ぶ。聖書テキストを含む色々な時代のテキストを声に出して読み、テキ
スト翻訳の中で注意するべき文法的な事項の認識を深める。また聖書テキストの中にある、言葉の
結びつきと切り離しの伝統（タアメイ・ミクラー）の重要性も解説する。動詞の理解においては、
16－17世紀の文法学者の意見も紹介する。

 [到達目標]
動詞／完了・未完了の基本活用を覚えること。語根パターンが生む不規則変化を認識できること。
完了・未完了・分詞を含む現代ヘブライ語の文構造を理解し翻訳できること。聖書ヘブライ語の特
殊な時制構造を理解すること。辞書を効果的に用いること。母音記号なしのテキストも多少読める
こと。

 [授業計画と内容]
１．ヘブライ語文法（名詞文）の確認、２．名詞と動詞パラダイムの諸問題、３．完了形（基本）、
４．未完了形（基本）、５．不定詞と命令形、６．不規則変化（III-h/y）、７．不規則変化（II-w/y、
I-y）、８．不規則変化（I-n、Geminate Verbs)、９．自動詞と形容詞（パアルとニフアル）、１０．
聖書ヘブライ語の時制問題、１１．動詞と意志（ヒトパエルとニフアル）、１２．使役動詞と他動
詞（ヒフィルとピエル）、１３．テキスト読解（現代文）、１４．テキスト読解（ルネサンス期）、
１５．小テストとテキスト読解

＊１課題あたり１～２回の授業を要する場合もある。
＊＊進捗状況をみながら内容や順番は多少変化する。
＊＊＊学習の区切りで、2～3回の確認クイズをする。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点評価・・・宿題（３０％）、クイズ（３０％）、小テスト（４０％）

ヘブライ語（中級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



ヘブライ語（中級）(語学)(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

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業時に指示する暗記課題やテキスト読解の予習をすること。授業で配布するコピーとハンドアウ
トの見直しノート整理すること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



歴史文化学系84

科目ナンバリング 　G-LET49 89604 LJ48　

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

国立民族学博物館　　　　　
グローバル現象研究部教授 西尾　哲夫

配当
学年  1回生以上 単位数  4 開講年度・

開講期
  2020・
通年 曜時限 木2 授業

形態 語学 使用
言語 日本語

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（１回目）
（２）アラビア語学習法の概説（１回目）
（３）アラビア文字（２回目から５回目）
（４）名詞（３回目）
（５）冠詞（４回目）
（６）名詞の格変化（５回目）
（７）規則複数（６回目）
（８）形容詞の用法（７回目）
（９）疑問文（８回目）
（１０）場所の前置詞（９回目）
（１１）これまでの復習（１０回目）
（１２）存在文（１１回目）
（１３）国名とニスバ形容詞（１２回目）
（１４）数字の書き方と１～１０までの数詞（１３回目）
（１５）不規則複数（１）（１４回目）
（１６）色の表現（１５回目）
（１７）動詞完了形（１６回目）
（１８）辞書の引き方（１７回目）
（１９）不規則複数（２）（１８回目）
（２０）１１～１００までの数詞（１９回目）
（２１）これまでの復習（２０回目）
（２２）曜日の表現（２１回目）
（２３）動詞未完了形（２２回目）
（２４）名詞文と動詞文（語順）（２３回目）

アラブ語（初級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



アラブ語（初級）(語学)(2)

（２５）時間表現（２４回目）
（２６）比較表現（２５回目）
（２７）弱動詞（２６回目）
（２８）動詞派生形（１）（２７回目）
（２９）未来表現（２８回目）
（３０）動詞派生形（２）（２９回目）
（３１）これまでの復習と今後の学習方法（３０回目）

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点で評価する。出席を重視し、欠席が多い場合には単位を認めない。

 [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）

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業毎に指示する。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



歴史文化学系85

科目ナンバリング 　G-LET49 89608 LJ48　

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

京都外国語大学　　　　　　　　
国際言語平和研究所嘱託研究員 杉山　雅樹

配当
学年  1回生以上 単位数  4 開講年度・

開講期
  2020・
通年 曜時限 火2 授業

形態 語学 使用
言語 日本語

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]
基本的なペルシア語の文法規則・単語を習得することにより、平易な文章であれば辞書を使用しつ
つ読むことができるようになる。

 [授業計画と内容]
第1回　イントロダクション、文字
第2回　発音と表記の注意点
第3～4回　名詞と形容詞、エザーフェ、基本文形、前置詞
第5～8回　動詞：過去形、現在形、未来形、現在完了形、命令形
第9～10回　仮説法と助動詞
第11回　関係詞
第12～13回　接続詞
第14回　確認テスト（１）、数詞
第15回　フィードバック
第16～17回　前期授業の復習、複雑な構造の文章
※以降の授業では、平易なペルシア語のテキストを継続的に読み進める
第18～28回　テキスト読解（1）～（11）
第29回　後期授業の総括および確認テスト（2）
第30回　フィードバック

前半は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。後半には簡単な物語等を
扱い、読解力の基礎を身につける。
原則として、前半の文法の授業では毎回復習のための小テストを行う。

 [履修要件]
特になし

イラン語（初級）(語学)(2)へ続く↓↓↓



イラン語（初級）(語学)(2)

 [成績評価の方法・観点]
平常点評価
　前半（基礎文法）は、小テスト（50点）、確認テスト（50点）
　後半（テキスト読解）は、予習の取り組み（50点）、確認テスト（50点）

 [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『新ペルシア語大辞典』(大学書林)
その他、授業中に指示する。

 [授業外学修（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、毎授業後十分に復習をし、
次の授業の冒頭に行われる小テストに備えること。
簡単な物語等を読み進める後半においては、各自辞書で単語を調べて訳文を作成しておくなど予習
が必須である。

（その他（オフィスアワー等））
特になし。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET49 89620 LJ48　

授業科目名
　<英訳>

シュメール語（初級）(語学)
Sumerian

担当者所属・
職名・氏名

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  1回生以上 単位数  4 開講年度・

開講期
  2020・
通年 曜時限 金1 授業

形態 語学 使用
言語 日本語

題目 シュメール語文法と楔形文字書記体系のしくみ、楔形文字文献の講読および内容の紹介
 [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と楔形文字文献について学ぶことを目的とする。
　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
るシュメール語ほか楔形文字言語の解読についてもふれる。
　比較的簡単なシュメール語資料の講読を行い、適宜、そのほかの資料についても内容の紹介をお
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
トを予定しているが、受講学生と相談し変更することもある。

 [到達目標]
　世界最古の文字で、その後三千年間古代メソポタミア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、その内容を知ること
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]
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や受講学生の希望に応じ、
順序やテーマは変更されうる。
＜前期＞楔形文字およびシュメール語文法の概説とともに、簡単な資料の講読を行う。粘土板およ
び円筒印章を作成する実習を行う。
第1回　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2回　シュメール語と楔形文字について
第3回　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）
第4回　楔形文字の成立としくみについて（第4-5回）
第5回　シュメール語文法（１）、楔形文字文献について
第6回　シュメール語文法（２）、王碑文を読む
第7回　シュメール語文法（３）、王碑文を読む
第8回　シュメール語文法（４）、行政文書を読む
第9回　楔形文字粘土板・円筒印章実習－粘土板と印章を作成
第10回　シュメール語文法（５）、行政文書を読む
第11回　シュメール文学の紹介
第12回　シュメール文学作品を読む
第13回　シュメール・メソポタミアの「法典」紹介
第14回　裁判記録を読む
第15回　行政文書・裁判記録を読む

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)

＜後期＞
　文法概説と並行して下記文献の講読、資料の紹介を進めていく。総合博物館の許可のもと、博物
館が所蔵する楔形文字粘土板の見学実習を行う予定である。
第1回　文献から見るシュメールの生活
第2回　シュメール語文法（６）、行政文書を読む
第3回　シュメール語文法（７）、行政文書を読む
第4回　シュメール語文法（８）、行政文書を読む
第5回　シュメール文学作品を読む
第6回　シュメール語文法（９）、行政文書を読む
第7回　シュメール語文法・語彙文書概説、王碑文を読む
第8回　京都大学総合博物館所蔵資料紹介
第9回　京都大学総合博物館所蔵資料を読む
第10回　京都大学総合博物館粘土板見学実習
第11回　シュメール文学作品を読む
第12回　シュメール文学作品、王碑文を読む
第13回　行政文書、王碑文を読む
第14回　行政文書、王碑文を読む
第15回　まとめ　　

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点（講読の状況・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]
使用しない
　授業時に資料およびテキストのコピーを配布する．
　楔形文字粘土板実習の際、粘土等を各自用意してもらう必要がある。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する
　授業時に資料およびテキストのコピーを配布する．

 [授業外学修（予習・復習）等]
　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。また、文献講読については、授業
前にシュメール語テキストの文字や単語について調べてきてもらうことがある。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。

シュメール語（初級）(語学)(3)へ続く↓↓↓



シュメール語（初級）(語学)(3)



歴史文化学系87

科目ナンバリング 　G-LET26 66931 LJ38　

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 南川　高志

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
前期 曜時限 月4 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 ローマ帝国研究と帝国史叙述の基本問題　I
 [授業の概要・目的]
　世界史上第一級の意義を持つとされるローマ帝国の歴史については、19世紀から本格的な研究が
なされ、膨大な成果が生み出されてきた。21世紀の現代でも、学界だけでなく、「帝国論」の議論
から一般読書界や漫画、メディアに至るまで話題になり続けている。こうしたローマ帝国の歴史的
意義をより正確・適切に捉えるための研究はいかになされるべきであろうか。また、どのように帝
国の歴史は描かれるべきだろうか。本講義は、これらの問いに答えようとするささやかな試みであ
る。前期に開講するIの講義では、ローマ帝国の興隆期から安定・繁栄した時期について、研究と
叙述の問題を論じる。　

 [到達目標]
　まず第1に、政治史と社会史を中心にしたローマ帝国史の研究の歩みと最も重要な論点を把握す
ること、次いで、他の時代の「帝国」との差異をも念頭に、ローマ帝国の歴史的特性や意義を理解
できるようになることが、この授業の到達目標である。さらにそれを通じて、歴史学研究の不可欠
の手続きや最も本質的な学問的課題とは何であるかについて、受講者が適切な見解を示す能力を自
ら培うことも目標となる。

 [授業計画と内容]
　本講義では、紀元前2世紀から講述を始める。ローマ帝国の歴史は、イタリアやローマ市の古代
史と同じではない。ローマ帝国は都市ローマからスタートしたローマ共和政国家から誕生したが、
紀元前2世紀にローマは「帝国」となった。これ以後、世界帝国としての歴史を築いていったので
ある。この講義では、帝国の成立と安定・繁栄した時代とを研究するに際しての基本的な問題点を、
研究史を踏まえながら説明するとともに、21世紀の現在、どのように古代帝国の興隆を叙述するこ
とが適切であるかを述べる。話の論点は政治史と社会史である。ローマ帝国の歴史を出来事史だけ
でなく、人々の日常を多面的に捉えた社会史研究の成果を取り込んで描き出す、研究と叙述の試み
を提示したい。

　講述に当たっては、以下のテーマについて論じる。
・序論　ローマ帝国研究の19世紀以来の研究史を述べ、21世紀の初頭に学界が到達した成果につい
て、わかりやすく説明する。2回
・ローマ帝国の成立について
　　　　紀元前2世紀を中心に、帝国成立に関する研究の基本問題を解説し、今日いかに帝国の形
成過程を叙述すべきか自説を述べる。4回
・ローマ皇帝政治の成立について
　　　　紀元前1世紀から紀元後1世紀にかけての政治的展開と社会変動に関する研究の基本問題を
論じる。4回
・「ローマの平和」時代の帝国に関する研究上の基本問題を解説する。4回
・フィードバック　
　　　　フィードバックは、担当教員が研究室で待機し、本講義に関する質問を受け付ける形で実
施する。　1回

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]
　受講にあたっては、古代ギリシア語やラテン語、および西洋古代史に関する知識を持っているこ
とを前提としてはいない。

 [成績評価の方法・観点]
　筆記試験をおこなう。
　講義内容の要点に関する理解度を確認するために筆記試験をおこない、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]
　日本語に訳した史料などをプリントで配布する。図版については、主にパワーポイント・スライ
ドで紹介する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（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。

（その他（オフィスアワー等））
　後期の同じ曜日・時限に開講される特殊講義「ローマ帝国研究と帝国史叙述の基本問題　II」も
連続して受講することが望ましい。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET26 66931 LJ38　

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 南川　高志

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
後期 曜時限 月4 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 ローマ帝国研究と帝国史叙述の基本問題　II
 [授業の概要・目的]
　世界史上第一級の意義を持つとされるローマ帝国の歴史については、19世紀から本格的な研究が
なされ、膨大な成果が生み出されてきた。21世紀の現代でも、学界だけでなく、「帝国論」の議論
から一般読書界や漫画、メディアに至るまで話題になり続けている。こうしたローマ帝国の歴史的
意義をより正確・適切に捉えるための研究はいかになされるべきであろうか。また、どのように帝
国の歴史は描かれるべきだろうか。本講義は、これらの問いに答えようとするささやかな試みであ
る。後期に開講するIIの講義では、ローマ帝国の危機から衰退へと至る時代について、研究と叙述
の問題を扱う。

 [到達目標]
　まず第1に、政治史と社会史を中心にしたローマ帝国史の研究の歩みと最も重要な論点を把握す
ること、次いで他の時代の「帝国」との差異をも念頭に、ローマ帝国の歴史的特性や意義を理解で
きるようになることが、この授業の到達目標である。さらにそれを通じて、歴史学研究の不可欠の
手続きや最も本質的な学問的課題とは何であるかについて、受講者が適切な見解を示す能力を自ら
培うことも目標となる。

 [授業計画と内容]
　本講義では、紀元2世紀、ローマ帝国の最盛期といわれる時代から講述を始める。エドワード・
ギボン『ローマ帝国衰亡史』と同じように、しかし全く異なった研究事情と時代背景の下で、最盛
期ローマ帝国社会の実態を説明する。
　次いで、3世紀以降の帝国混乱期を取り上げ、「衰退」の問題を扱う。帝国の安定から危機へ、
危機の克服から衰退へという時代の変化を研究するに際しての基本的な問題点を、研究史を踏まえ
ながら説明するとともに、21世紀の現在、どのように古代帝国の危機と衰退を叙述することが適切
であるかを述べる。前期開講のIと同様に、話の論点は政治史と社会史である。ローマ帝国の歴史
を出来事史だけでなく、人々の日常を多面的に捉えた社会史研究の成果を取り込んで描き出す、研
究と叙述の試みを提示したい。

　講述に当たっては、以下のテーマについて論じる。
・序論　ローマ帝国の衰退に関する研究について、19世紀以来の研究史を述べ、21世紀の初頭に学
界が到達した成果について、わかりやすく説明する。2回
・ローマ帝国の繁栄について
　　　　2世紀を中心に、最盛期の帝国の状況を講述するとともに、研究上の基本問題を解説し、
今日ローマ帝国の最盛期をいかに叙述すべきか自説を述べる。4回
・ローマ帝国の危機と衰退について
　　　　紀元３世紀から5世紀初頭にかけての政治的展開と社会変動に関する基本問題を論じる。4
回
・ローマ帝国解体期に関する研究上の基本問題を解説する。4回
・フィードバック　
　　　　フィードバックは、担当教員が研究室で待機し、本講義に関する質問を受け付ける形で実

西洋史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



西洋史学(特殊講義)(2)

施する。　1回

 [履修要件]
　受講にあたっては、古代ギリシア語やラテン語、および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]
　筆記試験をおこなう。
　講義内容の要点に関する理解度を確認するために筆記試験をおこない、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]
　日本語に訳した史料などをプリントで配布する。図版については、主にパワーポイント・スライ
ドで紹介する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（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。

（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「ローマ帝国研究と帝国史叙述の基本問題 I」を受講してお
くことが望ましい。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET26 66931 LJ38　

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 高橋　宏幸

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
前期 曜時限 水4 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 『ガリア戦記』精読I
 [授業の概要・目的]
カエサル『ガリア戦記』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『ガリア戦記』は、原題にある「覚え書き」(commentarii)という用語も示唆するように、
出来事をありのままに記録して残した書という印象を与えながら、そこには作者カエサルの作品構
想が見られる。すなわち、「全ガリア」を一つの統一体と見なし、それをそのままローマの傘の下
に取り込むことが地域の安定と平和をもたらす、というものである。このような構想にもとづいて
カエサルがどのように出来事を叙述しているか、いかに自分自身の行動をときに弁護、ときに宣伝
しているか、といった点に着目しながら、読み進める。
第1回　オリエンテーション
第2回～第14回　第7巻第1章～　対ウェルキンゲトリクス戦争。
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]
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

 [授業外学修（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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET26 66931 LJ38　

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 高橋　宏幸

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
後期 曜時限 水4 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 『ガリア戦記』精読II
 [授業の概要・目的]
カエサル『ガリア戦記』をラテン語テキストに即して精読し、作者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『ガリア戦記』は、原題にある「覚え書き」(commentarii)という用語も示唆するように、
出来事をありのままに記録して残した書という印象を与えながら、そこには作者カエサルの作品構
想が見られる。すなわち、「全ガリア」を一つの統一体と見なし、それをそのままローマの傘の下
に取り込むことが地域の安定と平和をもたらす、というものである。このような構想にもとづいて
カエサルがどのように出来事を叙述しているか、いかに自分自身の行動をときに弁護、ときに宣伝
しているか、といった点に着目しながら、読み進める。
第1回　オリエンテーション
第2回～第14回　第7巻、前期「『ガリア戦記』精読I」からの続き。
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]
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

 [授業外学修（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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET26 66931 LJ38　

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 准教授人文科学研究所 伊藤　順二

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
前期 曜時限 月2 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 ロシア帝国とジョージア（グルジア）
 [授業の概要・目的]
　19世紀後半から1905年までの帝政ロシア支配下のザカフカス（トランスコーカサス）史を、ジョ
ージア（グルジア）中心に概観する。
　ロシア人がチェチェン人やグルジア人に抱くイメージは、少なくとも19世紀以来現代に至るまで、
「高貴な野蛮人」あるいは単に「野蛮人」である。ザカフカスは帝政ロシア初の本格的植民地であ
り、オスマン帝国との最前線の一つでもあった。住民に対する民族学的視線は帝国の統治政策に直
結すると同時に、「高貴な野蛮人」への文学的憧憬をも産み出し、それはグルジア人などの現地住
民にもフィードバックされた。治安の悪さで悪名高いザカフカスは、傭兵の輸出地としても名高く、
義賊伝説に溢れ、スターリン等の革命家を輩出した地でもあった。本講義では帝国とグルジア人の
関わりを主軸に、19世紀後半におけるナショナリズムと社会主義の相関関係について考えたい。

 [到達目標]
ロシア帝国に関する基本的知識を習得し、帝国と植民地についての歴史的イメージを会得する。

 [授業計画と内容]
第1回：イントロダクション
第2,3回：「半アジア人」
第4,5回：露土戦争
第6,7回：「ムスリム・グルジア人」の文字と宗教
第8,9回：油田とマンガン鉱山
第10,11回：マルクス主義サークル
第12,13回：義賊と革命
第14回：1905年
第15回：おわりに

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
期末レポート(80点)および中間レポート(20点)による。

西洋史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



西洋史学(特殊講義)(2)

 [教科書]
プリントを配布する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（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。

（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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET26 66931 LJ38　

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 准教授人文科学研究所 伊藤　順二

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
後期 曜時限 月2 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 ロシア革命とジョージア（グルジア）
 [授業の概要・目的]
　南カフカスは「東部戦線」と並んでロシア帝国の最前線だった。ジョージア(グルジア)の社会主
義者やアルメニアやアゼルバイジャンの民族主義者のほとんどは、第一次世界大戦開戦に際し、帝
国の戦争に全面協力した。帝国の中心における革命は彼らにとって予期せぬ事件だったが、さまざ
まな構想を一気に開花させる力となった。本講義では南カフカスにおける戦争と革命の経緯をジョ
ージア中心にたどりつつ、ロシア革命なるものの影響力を再考したい。
 [到達目標]
第一次世界大戦とロシア革命についての基礎的知識を習得するとともに、帝国・戦争・革命に対す
る歴史的洞察力を養う。
 [授業計画と内容]
第1回：イントロダクション
第2,3回：ロシア1905年革命、イラン立憲革命、青年トルコ人革命
第4,5回：バルカン戦争と戦争準備
第6回：敵性国民としてのドイツ人
第7,8回：カフカス戦線と「アルメニア人問題」
第9,10回：社会主義者の戦争
第11回：ロシア革命とカフカス
第12回：ジョージア民主共和国の成立
第13,14回：民主共和国と地域問題
第15回：おわりに

 [履修要件]
特になし
 [成績評価の方法・観点]
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

 [授業外学修（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。
（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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET26 66931 LJ38　

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 同志社大学文学部　助教 岸本　廣大

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
前期 曜時限 月3 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 古代ギリシアの「連邦」の研究　――新しい古代ギリシア史を目指して
 [授業の概要・目的]
　古代ギリシアには、ポリスなどから構成された「連邦」が数多く存在した。本講義では、その「
連邦」に着目し、そこに関わる共同体の特徴や諸関係を考察する。それによって、ポリスという共
同体だけではとらえきれない古代ギリシア世界の諸側面の理解を深めることが目的となる。
　具体的な対象は、古典期からヘレニズム時代を中心に、主にギリシア本土に成立したボイオティ
ア、アイトリア、アカイアの「連邦」である。それらを事例に、加盟ポリスの独立・自治、「連邦」
とポリスの市民権、「連邦」内のエスニシティや紛争解決といった論点を議論する。それに加えて、
小アジアにあったリュキアの「連邦」からは、ローマ時代の「連邦」の記憶についても論じる。そ
れらを通じて一つのポリスの歴史ではなく、ギリシア世界全体として歴史を構築し、最終的には従
来とは違う古代ギリシア史像の提示を試みる。また、本講義では近現代における古代の「連邦」の
受容にも視野を広げる。そうすることで、遠く離れた古代についてわれわれが論じる意義について
も考えてみたい。
　本講義を通じて、より一般的にはかつて学んだ歴史が絶対的ではなく、むしろ可変的で多様であ
ることを、そして歴史学の論点が現代社会の問題を反映しており、今の世界と全く無関係でないこ
とを理解し、受講生の歴史的な考え方の一助としてほしい。

 [到達目標]
(1)古代ギリシア史の基本的な事項や研究史上の論点を理解することができる。
(2)古代ギリシアの「連邦」の制度やその市民の活動を史料に基づいて理解し、ギリシア史全体の中
での位置づけを歴史学的に考察することができる。
(3)近現代における古代史の受容を理解し、現代における古代史研究の意義について考察することが
できる。
(4)以上の(1)～(3)について、自らの言葉で説明することができる。

 [授業計画と内容]
　本講義では「連邦」をめぐる全体的な研究動向を紹介した上で、各「連邦」を事例としながらそ
れぞれの論点について考察していく。具体的には以下のように進めるが、受講生の理解度などに応
じて、順番や内容を変更する可能性がある。

1.　通説的な古代ギリシア史の概観と本講義の立場
2.　新しい研究動向と「連邦」研究（１）
　――コペンハーゲン・ポリス・センターの研究の概要と影響
3.　新しい研究動向と「連邦」研究（２）
　――エスニシティ研究の概要と影響
4.　ボイオティア（１）
　――前5世紀の「連邦」と加盟ポリスのアウトノミア
5.　ボイオティア（２）
　――前4世紀の「連邦」と加盟ポリスのアウトノミア

西洋史学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



西洋史学(特殊講義)(2)

6.　アイトリア（１）
　――二重市民権をめぐる先行研究の検討
7.　アイトリア（２）
　――「連邦」における二重市民権制度の変遷
8.　アカイア（１）
　――公職者制度をめぐる先行研究の検討
9.　アカイア人（２）
　――「連邦」におけるエスニシティとエトノス
10.　「連邦」における紛争解決（１）
　――アカイアの事例から
11.　「連邦」における紛争解決（２）
　――アイトリアの事例から
12.　ローマ時代における「連邦」の制度と記憶
　――リュキアの事例から
13.　近代における古代ギリシアの「連邦」
　――アメリカ合衆国憲法の制定の事例から
14.　「連邦」からみる新しいギリシア史像
15.　フィードバック
※フィードバックの方法は、授業中に説明します。

 [履修要件]
　本講義では特別な前提知識は必要としないが、受講前に高校世界史の教科書で本講義に関連する
部分（古代ギリシア、ローマ）を読んでおくことを推奨する。さらに、大学生向けの西洋史入門書
や初回で紹介するような古代ギリシアに関する概説書にも目を通すのがより望ましい。

 [成績評価の方法・観点]
・定期試験(60点)
　講義の内容の理解度、およびそれに基づいて自身の考えを論理的に述べることができているかを、
論述式の試験で問う。
・平常点(40点)
　毎回小レポートを通じて、講義の内容を理解しているか確認する。課題は毎回授業の最初に提示
し、最後に提出してもらう。課題に加えて、講義内容についての質問を書いてもよい。その内容に
応じて適宜加点することもある。

 [教科書]
毎回講義の内容をまとめた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)(3)へ続く↓↓↓



西洋史学(特殊講義)(3)

 [授業外学修（予習・復習）等]
・毎回出す課題については、次回の授業の冒頭で解説と前回の内容の復習を行うので、課題を中心
に授業内容を復習して理解を深め、さらに参考文献などを読んで自分なりの考えをまとめておくこ
と。
・毎回の授業で示す参考文献に可能な限り目を通し、予習すること。

（その他（オフィスアワー等））
講義に関する質問には、授業後に対応します。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



歴史文化学系94

科目ナンバリング 　G-LET26 66931 LJ38　

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 神戸大学人文科学研究科　准教授 小山　啓子

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
前期 曜時限 火2 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 近世フランスの国家と社会
 [授業の概要・目的]
フランス絶対王政と言えば教科書にも出てくるようなテーマですが、「絶対王政」とは実際にはど
のような体制で、これまでどのような観点から研究されてきたのでしょうか。また、フランスとい
う地域が形成されるにあたって歴史的に育まれてきた個性とは、どのようなものなのでしょうか。
近年の近世フランス史研究の動向を明らかにしながら、アンシアン・レジーム期の諸制度、権力の
所在、儀礼と象徴、都市の発展、宗教の問題、そして国家の形成といった、多様な角度から近世フ
ランス社会を具体的に分析し、問題のありかを考えてみたいと思います。

 [到達目標]
近世フランス社会の特質を理解すると同時に、地域や制度の多様性と王権のもとでの国家権力の動
き、そしてそれらが孕む諸問題について歴史的に考察する力を養う。

 [授業計画と内容]
第1回　導入：フランスの地域的多様性と国家形成
第2回　「絶対王政」をめぐる研究史
第3回　フランスにおける領域形成のあり方
第4回　官僚とはどのような人たちか
第5回　社会的結合関係からみたフランス
第6回　王権の支配の正統性はどのように説明されたのか
第7回　王位継承儀礼：聖別式と葬儀
第8回　宮廷と社会
第9回　都市の世界とその発展
第10回　都市と王権の対話：国王入市式（１）儀礼の歴史的変遷
第11回　都市と王権の対話：国王入市式（２）史料から読み取れること
第12回　国家と教会：共和国理念と宗教をめぐる問題
第13回　宗教改革運動の展開と主権国家
第14回　まとめ：「アンシアン・レジーム」は解体したのか？
第15回　フィードバック
　＊フィードバックの方法については授業中に説明します。

 [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]
平常点：20%
（授業の数回に1回、本講義全体では計4回程度、授業中にミニレポートを実施する）
定期試験（筆記）：80%
（講義内容の理解を前提に、所定の論点に関して説明・議論を展開する試験を実施する）

 [教科書]
使用しない
資料としてプリントを配布する。

 [参考書等]
（参考書）
二宮宏之『フランス　アンシアン・レジーム論――社会的結合・権力秩序・叛乱――』（岩波書店）
ISBN:4000246364
高澤紀恵『主権国家体制の成立』（山川出版社）ISBN:4634342901
その他の専門的な研究文献については、講義中に適宜紹介する。

 [授業外学修（予習・復習）等]
西洋史の基礎的な知識・理解力・表現力を修得する。
社会の様々な事象に関心を持ち、そうした問題の根底にある歴史的背景や世界とのつながりを考え
るようにする。
講義中に紹介する参考文献を可能な限り読んで、問題関心を広げ、知識を深める。

（その他（オフィスアワー等））
毎回の授業終了後に、質問や相談を受け付けます。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET26 66931 LJ38　

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 教授人文科学研究所 小関　隆

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
前期 曜時限 水4 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 イギリス戦後史（１）：第二次世界大戦から1970年代まで
 [授業の概要・目的]
前期と後期の授業を通じて、1945年から2010年代までのイギリスの歩みを概観する。前期の授業で
は、第二次世界大戦後の再建期からコンセンサス型の統治が行き詰まりを見せた1970年代までを扱
う。とりあげられるトピックは、福祉国家の建設、完全雇用の追求、帝国解体への対応、ヨーロッ
パ統合への対応、冷戦への対応、「豊かな社会」の功罪、文化革命の進展、「許容する社会」の広
がりとそれへの反動、連合王国内のナショナリズムの台頭、移民政策の変遷、労働運動の展開、ニ
ュー・ライトの勃興、等である。後期の授業と合わせて、イギリス戦後史の全体像を描き出すこと
を試みる。

 [到達目標]
イギリス戦後史を、国際的な動向も視野に収めながら、現代史の大きな流れの中で把握する能力を
身に着けること。

 [授業計画と内容]
(1)2020年のイギリス（１回）
(2)第二次世界大戦という前提（１回）
(3)福祉国家と完全雇用（２回）
(4)帝国の解体（１回）
(5)ヨーロッパ統合（１回）
(6)冷戦（１回）
(7)「豊かな社会」（２回）
(8)文化革命（１回）
(9)「許容する社会」（１回）
(10)モラリズムの反撃（１回）
(11)移民排斥と人種主義（１回）
(12）労働運動（１回）
(13)ニュー・ライト（１回）
授業の進捗に応じて変更する可能性がある。また、フィードバックについては別途指示する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
学期末の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。

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

 [授業外学修（予習・復習）等]
以下の文献を参照すること。

長谷川貴彦『イギリス現代史』岩波新書、2017年。
二宮元『福祉国家と新自由主義：イギリス現代国家の構造とその再編』旬報社、2014年。
セリーナ・トッド（近藤康裕訳）『ザ・ピープル：イギリス労働者階級の盛衰』みすず書房、2016
年。
ピーター・クラーク（西沢保ほか訳）『イギリス現代史、1900－2000』名古屋大学出版会、2004年。

（その他（オフィスアワー等））
通年の受講が望ましい。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET26 66931 LJ38　

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 教授人文科学研究所 小関　隆

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
後期 曜時限 水4 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 イギリス戦後史（２）：サッチャー政権からブレクシットまで
 [授業の概要・目的]
前期と後期の授業を通じて、1945年から2010年代までのイギリスの歩みを概観する。後期の授業で
は、サッチャー政権期からブレクシットに揺れる2010年代後半までを扱う。とりあげられるトピッ
クは、コンセンサス型統治の放棄、新自由主義の経済政策、労働運動の瓦解、ECないしEUとの関
係、ポスト冷戦への対応、サッチャー以降のサッチャリズム、ニュー・レイバーの成功と挫折、金
融危機と緊縮、ブレクシット、等である。前期の授業と合わせて、イギリス戦後史の全体像を描き
出すことを試みる。

 [到達目標]
イギリス戦後史を、国際的な動向も視野に収めながら、現代史の大きな流れの中で把握する能力を
身に着けること。

 [授業計画と内容]
(1)「不満の冬」（１回）
(2)コンセンサスの終焉（２回）
(3)サッチャリズムの経済政策（１回）
(4)労働運動の瓦解（１回）
(5)ヨーロッパ懐疑派（１回）
(6)冷戦の終焉とその先（１回）
(7)ポスト・サッチャー時代の保守党（２回）
(8)ニュー・レイバーというプロジェクト（３回）
(9)金融危機と緊縮（１回）
(10)ブレクシット論争（１回）
(11)総括（１回）
授業の進捗に応じて変更する可能性がある。また、フィードバックについては別途指示する。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
学期末のレポートによる評価を基本とする。

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
プリントを配布する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
以下の文献を参照すること。

オーウェン・ジョーンズ（依田卓巳訳）『チャヴ：弱者を敵視する社会』海と月社、2017年。
セリーナ・トッド（近藤康裕訳）『ザ・ピープル：イギリス労働者階級の盛衰』みすず書房、2016
年。
ピーター・クラーク（西沢保ほか訳）『イギリス現代史、1900－2000』名古屋大学出版会、2004年。

二宮元『福祉国家と新自由主義：イギリス現代国家の構造とその再編』旬報社、2014年。
長谷川貴彦『イギリス現代史』岩波新書、2017年。

（その他（オフィスアワー等））
通年の受講が望ましい。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET26 66931 LJ38　

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 准教授人文科学研究所 藤原　辰史

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
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（全15回）
１　食をめぐる研究の方法
２　明治大正期の食
３　アジア太平洋戦争までの食
４　戦後の食
５　牛乳の歴史学
６　品種改良の歴史学
７　フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
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)

藤原辰史『給食の歴史』

（関連ＵＲＬ）
http://www.zinbun.kyoto-u.ac.jp/~fujihara/

 [授業外学修（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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET26 66931 LJ38　

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 准教授人文科学研究所 藤原　辰史

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
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（全15回）
１　食糧戦争としての第一次世界大戦
２　有機農業の歴史
３　毒ガスと農薬の歴史
４　トラクターの歴史
５　戦時期の農村女性たち
６　食糧戦争としての第二次世界大戦
７　フィードバック

 [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]
講義の終わり頃に筆記試験を課す予定

 [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)

藤原辰史『給食の歴史』

（関連ＵＲＬ）
http://www.zinbun.kyoto-u.ac.jp/~fujihara/

 [授業外学修（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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



歴史文化学系99

科目ナンバリング 　G-LET26 76940 SJ38　

授業科目名
　<英訳>

西洋史学(演習Ｉ)
European History (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 教授文学研究科 南川　高志

配当
学年  1回生以上 単位数  4 開講年度・

開講期
  2020・
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　I　（西洋古代史演習）
 [授業の概要・目的]
　この授業は、ギリシア・ローマ史を中心とする西洋古代史の研究を本格的におこなう能力を養成
することを目的とする。外国語で書かれた研究文献を用いて、欧米学界の水準や史資料の扱い方を
学ぶとともに、欧米の研究の問題点をも理解し、受講者自身の研究の深化に繋げることを課題とす
る。

 [到達目標]
　西洋古代史研究に関するテーマや問題、史資料や学界の現状について、広範囲にわたる知識を確
認しつつ、自身の研究課題の深化をはかるとともに、論文作成の具体的な展開を図ることが、大学
院生受講者の目標である。

 [授業計画と内容]
　西洋古代史演習の具体的な課題の第1は、古代ギリシア、ヘレニズム、ローマ各時代を理解する
ための重要な論点について、学界の最前線を踏まえた知識を獲得することである。今年度の演習授
業は、古代ギリシア、ヘレニズム、ローマ時代に構築された「歴史的世界」とはいかなるものであ
ったのかを問うことをテーマとする。とくに、ギリシア世界もヘレニズム世界も含みこんだ「ロー
マ世界」について、世界の構築者としてのローマ帝国の有した機能やその変化を、政治、社会、文
化、宗教などを多角的に観察しながら、「世界」の特質と歴史的意義を理解することに努めたい。

　具体的な授業計画は以下の通りである。
　第1回目に授業の内容やスケジュール、基本テキストについての説明などを行う。
第2～３回は、日本人研究者によって日本語で書かれたメインテーマに関わる論文を読み、予備知
識を得る。
　第4回から、基本テキストを用いての勉強となる。ハーヴァード大学教授エンマ・デンチの近著
Emma Dench, Empire and Political Cultures in the Roman World, Cambridge University Press, 2018　を読
み、その内容を理解するとともに、問題点を全員で討論する。授業は、訳読ではなく、テキストを
受講者全員で分担して、毎週担当者が担当分の内容紹介と問題点の指摘を行い、その後全員で検討
を行う。この作業を通じて、欧米学界の研究水準を知り、同時に問題点も知ることができる。そし
て、史資料の利用法、研究上の課題の発見、検討の方法など研究法を受講生は学んで、その成果を
自身の研究へとつなげていくのである。テキストを用いた勉強が終わった後、後期の後半からは、
授業は受講者自身の個別研究報告を聞いて全員で討論する方式へと移る。通年で29回を予定。
　フィードバックについては、その時間に教員が研究室に待機し、授業内容に関わる質問に来た学
生に対して解説を行う方式で実施する。

西洋史学(演習Ｉ)(2)へ続く↓↓↓



西洋史学(演習Ｉ)(2)

 [履修要件]
西洋古代史を専門研究分野とする大学院生の参加を授業の前提としている。

 [成績評価の方法・観点]
　平常点で評価する（分担分の報告内容だけでなく、毎回のテキスト等の理解度や普段の討論への
参加の状況も重視する）。達成度については、到達目標に掲げた水準をどの程度達成できたかを目
安として評価する。

 [教科書]
　テキストとなる研究書や論文は、第1回の授業で紹介し、授業の進行にあわせて準備する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
　大学院生は、テキストの精読だけでなく、そこに引用される史料についても調査しておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
　授業期間中、大学院生には、自身の専門研究分野に限らず、演習に関連する古代ギリシア・ヘレ
ニズム・ローマ各時代史の諸分野を広く理解するような勉強を進めることを期待したい。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



歴史文化学系100

科目ナンバリング 　G-LET26 76942 SJ38　

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 甲南大学　文学部　教授 佐藤　公美

配当
学年  1回生以上 単位数  4 開講年度・

開講期
  2020・
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　II　（西洋中世史演習）
 [授業の概要・目的]
　前期は中世ヨーロッパ史に関係する欧米の比較的新しい研究文献を読解し議論する。これにより
最新の歴史学方法論と関連する理論、中世史研究上の諸論点を学び、理解を深めるとともに、中世
ヨーロッパ史についての基本的な知識を深めることを目指す。
　後期は受講生が各自の研究テーマについて研究発表を行い議論する予定である。

 [到達目標]
・英語による西洋史学の専門文献の読み方を習得する。
・ヨーロッパ中世史に関する歴史学研究上の諸論点を理解する。
・専門的な文献と資料の理解に基づいた議論を行い、説明や問題提起の力を養う。
・各受講生が自らの研究を深めるための知識、技術、考え方を習得する。

 [授業計画と内容]
　中世という時代のヨーロッパ史を考える視角は多々あるが、古代「から」、そして近世・近代「
へ」という双方向への継承・断絶・連続・変容という時間軸上の長期的展望を持つこともその一つ
である。こうした側面を意識しつつ、最新の方法論の一つとして、今回の演習では中・近世感情史
の最新の成果をまとめた論文集を精読し議論する。テキストとしては以下の文献を用いる。

B. H. Rosenwein, Generations of Feeling. A History of Emotions, 600-1700, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2016

各回の授業内容は以下の通り。

第1回　前期イントロダクション　
　取り上げる文献の概要と方法論、研究状況についての導入的説明を行う。またヨーロッパ中世史
研究の道具となる基本的概説書などを紹介し、授業の進め方をの確認と担当の分担を行い、第2回
に用いる日本語文献の配布を行う。

第2回　感情史研究の概要について日本語の文献を読解し議論を行う。

第3回～第14回　文献Generations of Feelingの読解・発表・議論を行う。受講生の関心と必要に応じ
て、適宜補助的な資料の配布と読解、説明、議論を行う。

第15回　まとめ
　文献読解の成果をまとめ、課題を確認する。

第16回　後期イントロダクション
　受講生各自の興味や研究課題を確認し、授業の進め方の確認と発表の割り当てを行う。

西洋史学(演習II)(2)へ続く↓↓↓



西洋史学(演習II)(2)

第17回～29回　受講生各自の研究発表
　受講生数や個々人の研究の現状に応じて、場合によっては先行研究の紹介と批判的検討、史料の
精読、全体的な研究発表などいくつかの項目に分けて授業を構成する。

第30回　まとめ
　後期の授業を振り返り、受講生各自の今後の課題と必要な文献や史料の確認を行う。

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
演習時の報告と討論への参加に基づき、上記到達目標を踏まえて総合的に評価する。

 [教科書]
Barbara H. Rosenwein 『Generations of Feeling. A History of Emotions, 600-1700』（Cambridge
University Press）ISBN:9781107480841
テキストとなる文献の入手については別途指示する。補足資料は随時配布する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
　前期の英語文献の予習は必須。随時紹介・配布する参考となる文献や資料も読んでおくこと。
　その他、関連する文献や資料を各自主体的に読み進めていくことが望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
　演習では主体的に関わっただけの成長が得られるので、しっかり文献を読み込み準備をした上で、
積極的に臨んでほしい。研究の最前線を学ぶのだから困難があっても恐れる必要はない。それをよ
い機会として自ら疑問を解決し成長する力を身に着けてほしい。

　質問その他は授業の前後の時間に受け付ける。以下のアドレスへのメール連絡にも対応する。

  hitomi@konan-u.ac.jp

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET26 76944 SJ38　

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 小山　哲

配当
学年  1回生以上 単位数  4 開講年度・

開講期
  2020・
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]
・ヨーロッパ史における「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]
　ヨーロッパ史における「近世」の特徴の１つは、宗教的な次元における一連の改革運動と新たな
分裂・対立の発生である。この変化は、当時のヨーロッパの社会的・政治的・文化的な諸変動と密
接に関係しながら進行した。こうした問題を新たな視点から再考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。

Carlos M. N. Eire, Reformations. The Early Modern World, 1450-1650, Yale University Press: New York 
and London, 2016.

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。
前期（15回）は、イントロダクション（第1回）に続けて、各回（第2回～第15回）にC. M. N. Eire
の著書の前半部と、関連する諸文献を読み、内容を理解したうえで、上記の諸問題について議論す
る。
後期（15回）には、引き続きEireの著書の後半部と関連文献にかんする読解・議論をおこなう。ま
た、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。なお、後期のEireの読解・議論には第1回から奇数回、参加者の研究
発表には第2回から偶数回をあてる予定であるが、受講生の人数によって変更することもありうる。

フィードバックについては、授業中に指示する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　

西洋史学(演習III)(2)へ続く↓↓↓



西洋史学(演習III)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
授業でとりあげる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。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（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。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



歴史文化学系102

科目ナンバリング 　G-LET26 76946 SJ38　

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 金澤　周作

配当
学年  1回生以上 単位数  4 開講年度・

開講期
  2020・
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]
・歴史学の専門的な議論をリードすることができる。
・既存の諸研究に対して批判的に、かつバランス良く、評価を加えることができる。

 [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Stefan Berger and Eric Storm (eds.), Writing the History 
of Nationalism (Bloomsbury, 2019)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]
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、配布する。

西洋史学(演習IV)(2)へ続く↓↓↓



西洋史学(演習IV)(2)

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（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。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



歴史文化学系103

科目ナンバリング 　G-LET26 7M322 SJ38　

授業科目名
　<英訳>

西洋史学(演習)
European History (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名

教授文学研究科 南川　高志
教授文学研究科 小山　哲
教授文学研究科 金澤　周作

配当
学年  1回生以上 単位数  4 開講年度・

開講期
  2020・
通年 曜時限 金3 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 大学院演習
 [授業の概要・目的]
この授業では、受講する大学院生が各自の専門研究の成果を発表し、授業に参加する院生・教員全
体でその発表にかんして問題点を指摘し議論する。本演習をつうじて、受講者の大学院における研
究の発展に資するとともに、西洋史上の様々な時代・地域にかかわる研究テーマ、研究の視角や手
法、史料の特徴とその利用の方法などについて相互に理解を広め、また深める場とする。

 [到達目標]
・西洋史学を専門的に研究するうえで重要な研究テーマ、歴史研究にかかわる理論や方法、各時代
・地域の史料の固有の特徴や分析の手法について、相互に発表を聴き合い、議論することをつうじ
て、理解を深める。
・自分の関心のある研究テーマについて発表を行なうことにより、受講生各自の専門的な研究の深
化をめざす。
・修士課程の受講生の場合には、演習での議論をふまえて修士論文の完成度を高めることが求めら
れる。また、博士後期課程の受講生については、演習での発表と議論の成果をふまえて課程博士論
文を作成することが期待される。

 [授業計画と内容]
各受講生は第１～30回の授業の中で、原則として2回（前期・後期に各1回）、個人研究の成果を発
表する。研究報告は、修士課程の院生には修士論文作成のための中間報告であり、博士後期課程の
院生には、学位論文作成の節目となる。それ以外にも、その都度、興味を持ったテーマや、新しい
研究動向などについて報告し、時代と地域を越えた議論の機会を提供することも重要である。また
院生全員、教員全員が参加して議論することにより、オープンで集団的、客観的な研究指導を行う
場としての意味を持つ。

フィードバックについては、授業中に指示する。

 [履修要件]
大学院生のみ。

 [成績評価の方法・観点]
授業中の討論への参加、2回（前期・後期各1回）の報告にもとづき、到達目標に示した諸点をふま
えて総合的に評価する。

西洋史学(演習)(2)へ続く↓↓↓



西洋史学(演習)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
（参考書）
特になし。

 [授業外学修（予習・復習）等]
・受講生には年2回の発表が課されるため、そのための準備を授業時間外に行なうことが必要であ
る。
・他の受講生の発表を聴いて議論に積極的に参加するために、西洋史学を研究するうえで重要な課
題・理論・研究手法についてあらかじめ幅広く学んでおくこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET27 67031 LJ38　

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 吉井　秀夫

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
前期 曜時限 月3 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
識と方法を身につける。
東アジア的な視角から瓦セン研究を進めるための知識と方法を身につける。

 [授業計画と内容]
おおむね以下の順序で講義を行う
第１回　朝鮮半島瓦セン研究史（1）
第２回　朝鮮半島瓦セン研究史（2）
第３回　高句麗軒丸瓦の検討
第４回　高句麗軒丸瓦の検討結果の報告
第５回　高句麗軒丸瓦の製作技術とその展開
第６回　新羅軒丸瓦の検討
第７回　新羅軒丸瓦の検討結果の報告
第８回　新羅軒丸瓦の製作技術とその展開
第９回　楽浪センの検討
第10回　楽浪センの検討結果の報告
第11回　楽浪センの製作技術とその展開
第12回　高句麗・新羅センの検討
第13回　高句麗・新羅センの検討結果の報告
第14回　高句麗・新羅センの製作技術とその展開
第15回　フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点評価（講義時の発表など）約60％
学期末レポート　約40％

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

 [授業外学修（予習・復習）等]
講義は実習形式をとる。各自に与えられた遺物に関する論文・調査報告を十分に調べた上で講義に
臨むこと。また朝鮮語を学ぶことにより、講義の理解度はさらに高まるであろう。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET27 67031 LJ38　

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 吉井　秀夫

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
後期 曜時限 月3 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 古代東アジア世界の横穴系墓制
 [授業の概要・目的]
本講義では、古代東アジア各地に横穴系墓制が各地の社会にどのように受容され、従来の墓制にど
のような影響を与えたかを比較検討し、その歴史的意義を洞察するための方法論について検討を加
える。

 [到達目標]
古代東アジアにおける横穴系墓制についての知識を得る。
横穴系墓制を分析・理解するための方法論を学ぶ。
異なる地域の考古資料を比較検討するための基本的な方法を身につける。

 [授業計画と内容]
おおむね以下の通り講義をおこなう。
第１回　横穴系墓制研究の現状と課題
第２回　考古学からみた墓制・葬制
第３回　現代日本における墓制・葬制（１）ー受講者による報告
第４回　現代日本における墓制・葬制（２）ー受講者による甫酷と議論
第５回　横穴系埋葬施設の定義と名称をめぐって
第６回　中国における横穴系墓制の出現と「棺」・「槨」・「室」
第７回　横穴系墓制の出現と「棺」の機能
第８回　中国の横穴系墓制における合葬
第９回　楽浪郡における横穴系墓制の導入と展開
第10回　漢江・錦江流域における横穴系墓制の受容
第11回　洛東江流域における横穴系墓制の受容
第12回　栄山江流域における横穴系墓制の受容
第13回　日本列島における横穴系墓制の受容
第14回　東アジアにおける横穴系墓制の展開とその歴史的意義
第15回　フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点評価（講義時の報告など）　約30％
学期末レポート　約70％

 [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）
吉井秀夫『古代朝鮮　墳墓にみる国家形成』（京都大学学術出版会）ISBN:4876988471

 [授業外学修（予習・復習）等]
（授業外学習（予習・復習）等）
講義内容をよく理解するために、朝鮮半島の地理的環境や朝鮮史の大まかな流れを勉強してもらい
たい。また朝鮮語を学ぶことにより、講義の理解度はさらに高まるであろう。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET27 67031 LJ38　

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 教授人間・環境学研究科 小方　登

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
後期 曜時限 火3 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（デジタル標高モデル：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。DEMや衛星画像を分析するため，地理
情報システム（GIS）としてQGISを利用する。

 [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。CORONA衛星写真は幾何的歪みが大きいので，適切な幾何補正が必要で
ある。QGISのジオリファレンス機能を利用して幾何補正の方法を実習する。（1, 2, 3回）
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。（4回）
３）中央アジア乾燥地域のオアシスに見られる都市・集落遺跡を検討する。まず，中国・内モンゴ
ル自治区のエチナ・オアシス（漢代の居延）について，辺塞や屯田の分布と形態を考察する。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。（5, 6回）
４）次に，タリム盆地東南部の現オアシス（且末およびミーラン）に隣接して存在する集落遺跡に
ついて，衛星画像から判読される用水路網の復原を通して考察する。（7, 8回）
５）また，ウズベキスタン・サマルカンド地域における都市・集落遺跡の分布や形態を論ずる。こ
れらには，テパ（遺丘）の形態を取るものと，城壁などの囲郭の形態を取るものがある。（9, 10回）

６）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。（11, 12回）
７）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。（13, 14回）
※）この授業は実習ではないが，衛星画像やDEMを用いるにあたり，QGISなど無料で利用できる
GISソフトウェアの使用法について紹介する。
※）フィードバックについて‥‥フィードバック期間あるいはそれ以外でも，授業内容に関する質
問等があれば，随時受け付ける。以下に記したオフィスアワー以外の面談は，事前にメール等で日
時を決めることが望ましいが，気軽に相談してほしい。

考古学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



考古学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
レポート試験による。これ以外に随時小テストを行う。

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（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。GISソフトウェアQGIS，地形データSRTM/AW3D30，LANDSAT衛星画像
は，インターネット上で無料で利用できる。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワー：月曜11:00～12:30

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET27 67031 LJ38　

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 教授人文科学研究所 岡村　秀典

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
前期 曜時限 月2 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 中国古代の考古学的研究Ⅰ
 [授業の概要・目的]
中国には三千年の漢字文化があり、伝世文献のほか、甲骨・金文・簡牘などの出土文字資料が近年
ますます増加している。本講義では、中国古代（殷周・秦漢時代）の考古資料について、そうした
史資料を参考にしながら、古代に生きた人間の営みを考える。

 [到達目標]
考古資料の外形とその変化を追求するだけでなく、中国古代のさまざまな史資料を参考にしながら、
それを作り使った人間の営みを探求し、人文学としての考古学を展望する。

 [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適切に決める。主に中国古代の畜産と車馬の展開について概
説し、考古学から古代から中世への展開を考える。
第１回　本講義の視座と問題意識
第２回　農耕社会の成立―ユーラシアの西と東
第３回　中国初期王朝の成立
第４回　殷後期の車馬
第５回　西周時代の車馬
第６回　春秋時代の車馬
第７回　殷周時代の戦争
第８回　戦国時代の車馬
第９回　秦始皇帝陵の兵馬俑
第10回　前漢時代の兵馬俑
第11回　冥界への車馬行列（１）前漢時代の簡牘を中心に
第12回　冥界への車馬行列（２）後漢時代の画像資料を中心に
第13回　馬車から騎馬・牛車へ―晋制の成立
第14回　まとめ－中国の古代王権（１）戦争と車馬
第15回　まとめ－中国の古代王権（２）礼制と身分表象

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
レポート

 [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）
岡村秀典『中国文明　農業と礼制の考古学』（京都大学学術出版会）ISBN:4876988366

 [授業外学修（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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET27 67031 LJ38　

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 教授人文科学研究所 岡村　秀典

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
後期 曜時限 月2 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 中国古代の考古学的研究Ⅱ
 [授業の概要・目的]
中国には三千年の漢字文化があり、伝世文献のほか、甲骨・金文・簡牘などの出土文字資料が近年
ますます増加している。本講義では、中国古代（殷周・秦漢時代）の考古資料について、そうした
史資料を参考にしながら、古代に生きた人間の営みを考える。

 [到達目標]
考古資料の外形とその変化を追求するだけでなく、中国古代のさまざまな史資料を参考にしながら、
それを作り使った人間の営みを探求し、人文学としての考古学を展望する。

 [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適切に決める。主に古代における青銅器の変容と中世的世界
の形成について概説し、考古学から古代から中世への展開を考える。
第１回　殷周時代の青銅器（１）二里頭文化
第２回　殷周時代の青銅器（２）殷時代
第３回　殷周時代の青銅器（３）西周時代
第４回　前漢鏡の銘文と文学（１）楚辞の影響
第５回　前漢鏡の銘文と文学（２）儒学の影響
第６回　後漢鏡からみた芸術家の出現（１）淮派と呉派
第７回　後漢鏡からみた芸術家の出現（２）画像鏡と神獣鏡
第８回　魏晋鏡からみた中世的手工業の特質（１）魏晋鏡
第９回　魏晋鏡からみた中世的手工業の特質（２）魏晋鏡と呉鏡
第10回　仏教伝来にともなう金属器の変容（１）インドの仏具
第11回　仏教伝来にともなう金属器の変容（２）中国の響銅と黄銅
第12回　仏教伝来にともなう金属器の変容（３）正倉院宝物の源流
第13回　まとめ―古代から中世への手工業の変容（１）殷周時代
第14回　まとめ―古代から中世への手工業の変容（２）漢時代
第15回　まとめ―古代から中世への手工業の変容（２）魏晋南北朝時代

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
レポート

 [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）
岡村秀典『鏡が語る古代史』（岩波新書）ISBN:4004316642

 [授業外学修（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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET27 67031 LJ38　

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 教授生存圏研究所 杉山　淳司

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
前期 曜時限 月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(合せて３ないし４回）などを通して、木材その
ものや木製品調査に必要な手法を学習する。

 [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、標準的な木材に関する知識やそれら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.授業の概要と進め方。日本の林業概観
2.木材とは
3.木材科学の基礎
4.樹木のみわけかた（吉田構内）
5.樹木のみわけかた（吉田構内）
6.樹木のみわけかた（吉田山）
7.針葉樹材・広葉樹材の巨視的特徴　
8.針葉樹材・広葉樹材の解剖学的特徴　
9.樹種識別の手法のいろいろ
10.年輪年代・年輪気候のはなし
11.歴史的建造物の木材
12.遺跡から出土する木材
13.楽器や工芸に見る木材
14.木材のデータベースとその利活用について
15.フィードバック(質問事項に対する回答）
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

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]
平常点（授業への積極性、小テスト）、ならびに期末の小レポートにより評価する。評価の重みは
両者とも50%とする。

 [教科書]
使用しない
適宜、資料を配布する。

 [参考書等]
（参考書）
自習用として参考になる図書
林　将之　葉で見分ける樹木　小学館
佐竹他　フィールド版　日本の野生植物　木本、平凡社
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
伊東ら　木質考古学　海青社

（関連ＵＲＬ）
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)

 [授業外学修（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））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET27 67031 LJ38　

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 准教授文学研究科 下垣　仁志

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
前期 曜時限 水3 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 古墳論─基礎研究篇─
 [授業の概要・目的]
近年、古墳への社会的関心が高まっている。古墳に関する学術的な論文や書籍も、増加の一途をた
どっている。しかし、「古墳とは何か」という根本的な問いはなおざりにされがちで、大系的な議
論もいささか低調である。本講義では、これまで提示されてきた代表的な古墳論の解説と分析を通
じて、古墳への理解を深める。

 [到達目標]
古墳という巨大な墳墓でありモニュメントでもある考古資料から、造営当時の集団構造や政治関係
を復元する多様なアプローチを習得できるようになる。

 [授業計画と内容]
第1回.本講義の梗概
第2回.古墳時代概説(1)前期
第3回.古墳時代概説(2)中期・後期
第4回.考古学黎明期の古墳論
第5回.「古墳の発生の歴史的意義」
第6回.「古墳と大和政権」
第7回.「前方後円墳の時代」(1)集団論
第8回.「前方後円墳の時代」(2)首長霊と古墳祭祀
第9回.「前方後円墳の時代」(3)論理と展開
第10回.「前方後円墳の時代」(4)問題と課題
第11回.前方後円墳体制論(1)論理と展開
第12回.前方後円墳体制論(2)成果と課題
第13回.前方後円墳国家論
第14回.総括
第15回.まとめ

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
学期末のレポートにより成績を評価する。

考古学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



考古学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
（参考書）
近藤義郎『前方後円墳の時代』（岩波書店）ISBN:4003812824
都出比呂志『前方後円墳と社会』（塙書房）ISBN:4827311978
小林行雄『古墳時代の研究』（青木書店）ISBN:4250610012
広瀬和雄『前方後円墳国家』（角川書店）ISBN:4047033553（中公文庫からも刊行されています）
和田晴吾『古墳時代の王権と集団関係』（吉川弘文館）ISBN:9784642093507

 [授業外学修（予習・復習）等]
古墳(時代)に関する情報を、書籍や実地見学などをつうじて意欲的に吸収しておくこと。博物館や
展覧会に積極的に足を運ぶことも推奨する。とくに下記の書籍を少なくとも1冊は読んでおくこと
が望ましい。

（その他（オフィスアワー等））
事前に受講生に周知のうえ、講義の順番を一部変更することもありうる。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET27 67031 LJ38　

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 准教授文学研究科 下垣　仁志

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
後期 曜時限 水3 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 古墳論─解釈篇─
 [授業の概要・目的]
文化遺産として、史跡として、古墳は近年社会の注目を集めている。本講義では、「国家形成」「
首長墓系譜」「政権交替」「威信財」「集落論」など多様な観点から古墳を検討し、古墳の政治的
・社会的な存在理由を明らかにする。

 [到達目標]
文字史料に頼らず、古墳という沈黙資料から古墳時代の社会や古墳の存在理由を解明するアプロー
チを理解できるようになる。

 [授業計画と内容]
第1回.本講義の梗概
第2回.古墳とは何か
第3回.巨大古墳論
第4回.巨大古墳の解釈
第5回.古墳の構造
第6回.首長墓系譜論(1)学史的展望
第7回.首長墓系譜論(2)意義と課題
第8回.政権交替論
第9回.古墳と集落
第10回.「威信財」配布論と古墳論(1)諸研究の推移
第11回.「威信財」配布論と古墳論(2)射程と課題
第12回.古墳と銅鏡
第13回.被葬者論
第14回.古墳の存在理由─国家形成と古墳─
第15回.まとめ

 [履修要件]
特になし。ただし、今年度前期の特殊講義「古墳論─基礎研究篇─」を受講しておくと、体系的な
理解の助けになる。

 [成績評価の方法・観点]
学期末のレポートにより成績を評価する。

考古学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



考古学(特殊講義)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
（参考書）
下垣仁志『古墳時代の国家形成』（吉川弘文館）ISBN:9784642093521

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業で紹介する古墳(時代)に関する書籍や論文を積極的に読むこと。

（その他（オフィスアワー等））
事前に受講生に周知のうえ、講義の順番を一部変更することもありうる。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET27 67031 LJ38　

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 京都府立大学文学部　准教授 諫早　直人

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
後期 曜時限 金2 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 古代東北アジアにおける騎馬文化の考古学的研究
 [授業の概要・目的]
４～６世紀の日本列島を含む東北アジアの騎馬文化には、王権を単位とする強い地域性と、それら
を越えた顕著な共通性が同時に認められる。本講義では、馬具を中心とする考古資料を地域横断的
に分析し、東北アジアにおける騎馬文化の東漸のメカニズムについて考える。

 [到達目標]
現在の国境を越えて広域に散在する考古資料から歴史を叙述する方法を学ぶことで、それぞれが関
心をもつ考古資料を観察・記録・解釈するための基本的な知識と方法を身につける。
東アジア的な広がりの中で日本考古学を研究する視角・方法を身につける。

 [授業計画と内容]
基本的に以下の計画で講義を進める予定であるが、各項目の講義の順序は固定したものではなく、
受講者の背景や理解の状況に応じて適切に決める。

第1回：騎馬民族征服王朝説と馬具研究
第2回：東アジアにおける鉄製轡の製作技術（１）朝鮮三国時代を中心に
第3回：東アジアにおける鉄製轡の製作技術（２）朝鮮原三国時代を中心に
第4回：鉄製轡製作技術からみた騎馬民族征服王朝説
第5回：東アジアにおける馬具の製作年代（１）並行関係の設定
第6回：東アジアにおける馬具の製作年代（２）暦年代の付与
第7回：中国東北部の馬具
第8回：朝鮮半島南部の馬具（１）加耶
第9回：朝鮮半島南部の馬具（２）新羅
第10回：朝鮮半島南部の馬具（３）百済
第11回：朝鮮半島南部の馬具（４）栄山江流域
第12回：日本列島の初期馬具
第13回：日本列島における馬具生産のはじまり
第14回：日本列島における馬具生産の特質
第15回：騎馬文化の東漸とその史的意義

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

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]
平常点評価（小レポートなど）約30％
学期末レポート　約70％

 [教科書]
使用しない
適宜、資料を配布する。

 [参考書等]
（参考書）
諫早直人『東北アジアにおける騎馬文化の考古学的研究』（雄山閣）ISBN:978-4639022145
右島和夫ほか編『馬の考古学』（雄山閣）ISBN:978-4639026808

 [授業外学修（予習・復習）等]
講義内容をよく理解するためには、日本列島を含む東北アジアの地理的環境や東北アジア史の大ま
かな流れを事前に勉強することが重要である。また授業で紹介する史跡や博物館に通い、実際にモ
ノをみることで理解はさらに高まるだろう。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。



歴史文化学系113

科目ナンバリング 　G-LET27 67031 LJ38　

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 吉井　秀夫
准教授文学研究科 下垣　仁志
助教文学研究科 冨井　眞
助教文学研究科 内記　理

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
後期 曜時限 月4 授業

形態 特殊講義
使用
言語 英語

題目   East Asian Origins: Ancient History and Material Culture
 [授業の概要・目的]
In this special lecture, we offer an overview of various archaeological studies about the prehistoric and 
ancient East Asia, with the results of our researches and studies.  We also examine the characteristics of the 
archaeological studies of the East Asia in Japan, by comparison of the studies in Europe and the US.
The department of archaeology in Kyoto University has excavated archaeological sites in Japan, Korea, and 
China, and has gathered various artifacts from all areas of the world.  These archaeological data will be 
introduced in this special lecture.

Study Focus: Visual, Media and Material Culture; Knowledge, Belief and Religion.
Modules: Mobility & Research 1; Mobility & Research 2; Research 3.

 [到達目標]
By the end of this special lecture, student will get familiar with the artifacts of East Asia, and have general 
understanding of the issues about the prehistoric and ancient archaeology in East Asia. 

 [授業計画と内容]
This special lecture will be offered in accordance with the following general structure.  The detailed plan for 
each class will be announced in the introduction.

1 Introduction (1 week)
Introduction of the special lecture.

2  History of the East Asian archaeology in Japan (3weeks)
This section will outline the history of archaeological investigations, studies and gathering artifacts in Japan, 
Korea and China by Japanese archaeologists, 

3  Prehistory in Japan (3weeks)
This section will outline the history of the study of Japanese prehistory, and focuses on the material culture of 
Mesolithic (called “Jomon” period) as well as Paleolithic and Early Neolithic, with showing some 
researches to exploit the potential for contributing to the world prehistory.

4  Archaeology of daily life cultures in prehistoric and ancient Japan(3weeks)
This section will outline prehistoric and ancient daily life cultures (clothes, foods and toilet) from structural 
remains and artifacts excavated in Japan.

5  The Eastward Transmission of Buddhist Culture from Archaeological Perspective (3weeks)
In order to assemble knowledge about “origins” of Buddhist culture, Kyoto University has conducted 

考古学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



考古学(特殊講義)(2)

researches in Buddhist sites in China and Central Asia.  In the lectures, how Buddhist cultures were 
transferred into East Asia will be discussed on the basis of archaeological information obtained by Kyoto 
University.

6 Discussion(1 week)

7 Feedback(1week)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
Attendance and participation: 40%, Course Essay:60%

 [教科書]
使用しない
Not Used

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する
To be announced in class

 [授業外学修（予習・復習）等]
The participants are expected to spend a certain amount of time outside of this class reading the reference 
papers and books announced in class.

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET27 67031 LJ38　

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 同志社大学歴史資料館　教授 若林　邦彦

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
前期 曜時限 金3 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 弥生地域社会構造論―近畿中部を中心に－
 [授業の概要・目的]
　近畿地方の弥生時代遺跡や発掘調査例は多い。また、古墳時代～古代の王権・国家の中心地の揺
籃地としても注目されてきた。しかし、古墳時代以後の政治的中心性を弥生社会にさかのぼらせる
ことは本当に可能なのだろうか。
　そういった問題意識から、考古資料から描き出せる近畿地方を中心とした弥生地域社会論を検討
し、結果として日本列島での王権や国家的世界の形成過程の新解釈へのアプローチを考えたい。

 [到達目標]
　金属祭器や墓制といった、先史時代研究におけるわかりやすい政治指標だけでなく、そういった
モノを生み出す社会の構造そのものについて、土器・石器・木製品といった日用品や集落などの考
古資料情報に基づいて考察を深める重要性を理解できるようにする。
　また、本授業で提示する上記の方法論と、学生各自が取り組んでいる研究方向との対比をそれぞ
れ行い、過去の権力や社会構造に考古資料からアプローチする際の方法の多様性について理解を深
める。

 [授業計画と内容]
以下のようなプランで講義を進める。ただし、講義の進み具合や受講者の関心内容などに応じて、
順序やテーマを変更することがある。

第1週　授業の方向性と受講者の問題意識の把握

第2週弥生時代地域社会構造論のこれまで

第3週　近畿地方弥生土器の変化と年代

第4週　近畿地方弥生土器の地域的様式差の形成

第5週　地域的様式差の形成の展開と構造（1）

第6週　地域的様式差の形成の展開と構造（2）

第7週　弥生時代の生産/消費システム

第8週集落からみた弥生地域社会（1）

第9週集落からみた弥生地域社会（2）

第10週唐古・鍵遺跡についての理解～東西日本の諸大規模遺跡と比較して～

考古学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



考古学(特殊講義)(2)

第11週弥生地域社会総論～その理論的枠組み～（1）

第12週弥生地域社会総論～その理論的枠組み～（2）

第13週　集落と墳墓の立地からみた弥生～古墳時代の社会変化（1）

第14週　集落と墳墓の立地からみた弥生～古墳時代の社会変化（2）

第15週　古代国家形成過程論とのかかわり

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点（20％）および学期末のレポート（80％）により成績を評価する。

 [教科書]
使用しない
授業の進度に応じて適宜プリントを配布する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
講義で取り上げる論文、研究書に眼を通しておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
講義後に質問を受け付けます。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET27 67031 LJ38　

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 三重大学人文学部　教授 小澤　毅

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
2020・
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 古代宮都の展開
 [授業の概要・目的]
飛鳥・奈良時代の宮都の発掘成果と関連史料の分析をつうじて、律令国家の成立過程を具体的にた
どり、歴史考古学の方法論を理解する。

 [到達目標]
・飛鳥・奈良時代の宮都の発掘調査成果を具体的に理解する。
・宮都の展開過程から律令国家の成立との関係を読み取る力を養う。
・考古資料と文献史料の分析をつうじて、歴史考古学の方法論を身につける。

 [授業計画と内容]
（開講日時は５月上旬にKULASISを通して連絡）
第１回　飛鳥時代のはじまり―飛鳥寺の建立と豊浦宮―
第２回　小墾田宮の造営と継承
第３回　官道の設定と五条野丸山古墳
第４回　飛鳥岡本宮の成立と百済宮・百済大寺の造営
第５回　小山田古墳の被葬者
第６回　飛鳥諸宮の展開―板蓋宮・後岡本宮・浄御原宮―
第７回　飛鳥浄御原宮の構造
第８回　嶋宮の伝領
第９回　飛鳥の宮都空間と関連施設
第10回　古代都市「藤原京」の成立
第11回　藤原京の官寺―大官大寺と薬師寺―
第12回　京南の葬地―「聖なるライン」は存在したか―
第13回　平城京の建設と条里
第14回　平城宮の構造とその変遷
第15回　フィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
学期末のレポートおよび平常点により成績を評価する。
レポート60％、平常点40％。

考古学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



考古学(特殊講義)(2)

 [教科書]
授業時に、関連するプリントを配布。

 [参考書等]
（参考書）
小澤毅『古代宮都と関連遺跡の研究』（吉川弘文館）ISBN:978-4-642-04643-5
小澤毅『日本古代宮都構造の研究』（青木書店）ISBN:4-250-20309-3
井上和人『古代都城制条里制の実証的研究』（学生社）ISBN:4-311-30484-6
そのほかの参考文献は授業中に適宜紹介する。

 [授業外学修（予習・復習）等]
必要に応じて授業時に別途指示する。

（その他（オフィスアワー等））
授業計画は授業の進行状況に応じて変更することがある。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET27 67031 LJ38　

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 准教授総合博物館 村上　由美子

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
後期 曜時限 水4 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 木器の文化史
 [授業の概要・目的]
遺跡出土木材を対象資料として多様な情報を引き出し、縄文時代から近世にかけての木材利用の歴
史や技術史、環境史を論じるための方法を示す。木は歴史を通じて日本人の生活のさまざまな場面
で使われてきた素材であり、農具・工具・各種の生活用具や建築材など、多彩な用途があった。木
器の樹種や資源獲得の基盤となった植生との関係も視野に入れることにより、一つの木器の背景に
は当時のどのような暮らしや文化、環境があったかを読み取り、歴史の一端を論じていく過程を学
ぶ。
　また講義の後半では、前半の講義内容を踏まえて受講者の専門や興味に即した題材を選び、「地
域の博物館で木の文化の歴史をテーマとした小規模な展示を企画する」との設定のもと、受講者が
展示の計画を立案し、発表を行う。

 [到達目標]
　文化史の方法論や枠組みについて理解を深め、一つの素材を対象として通史的に俯瞰する視野を
持つ。また、木器の基本的な観察法を習得したうえで、個々の木器から読み取った情報をもとに歴
史像を復原し、提示する方法を学ぶ。

 [授業計画と内容]
　授業のうち１回は、総合博物館において遺跡出土木器を実際に観察し、木取りや加工痕など木器
に残る情報を読み取って記録する作業に取り組む。そして上述のように授業の後半では、受講者が
展示計画を立てて発表を行う時間を設ける。
　各回の授業計画は以下の通りとするが、受講者の理解度や関心に応じて適宜調整する。

第1回　木器の資料的特性と文化史の方法論について
第2回　縄文時代の木器と木材利用
第3回　縄文―弥生移行期の木器と木材利用
第4回　弥生時代の木器と木材利用(1)―農具と容器の用材を中心に―
第5回　弥生時代の木器と木材利用(2)ー広葉樹から針葉樹へ―
第6回　古墳時代の木器と木材利用
第7回　木器の観察と記録（総合博物館で授業）
第8回　古代の木器と木材利用
第9回　中近世の木器と木材利用
第10回出土木器から捉えた農具の歴史
第11回中国の木器研究概観と日本の木器との比較
第12回木の考古学と関連諸分野(1)―自然科学ー
第13回木の考古学と関連諸分野(2)―人文科学ー
第14回「木の文化の歴史」に関連した展示計画（受講者による発表と評価）

考古学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



考古学(特殊講義)(2)

第15回　講義のまとめとフィードバック

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
毎回提出する小レポート（30％），展示計画についての発表内容（30％），期末レポート（40％）
を総合して講義の理解度や応用力をみる。

 [教科書]
　毎回レジュメを配布する。

 [参考書等]
（参考書）
『木の考古学―出土木製品用材データベース』（伊東隆夫・山田昌久編）海青社、2012年
『ものと人間の文化史１船』（須藤利一編）法政大学出版局、1968年ほか、同シリーズの木器関
連書

 [授業外学修（予習・復習）等]
授業で配付するレジュメや提出した小レポートの内容を再検討すること。
発表に向けての準備を随時行い、題材を集めておくこと。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET27 67031 LJ38　

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 准教授人文科学研究所 向井　佑介

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
前期 曜時限 火2 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 中国中世の墓と他界観
 [授業の概要・目的]
中国の墓制はおおむね戦国時代から前漢代にかけて竪穴式埋葬施設から横穴式埋葬施設へと交代し、
そうした埋葬施設の変化は当時の人びとの他界観を反映したものと理解されてきた。一方、漢代に
厖大な財と労力を注ぎ込んで造営された厚葬の墓は、魏晋代の３～４世紀になると規模を縮小し、
薄葬化していく。しかし、５～６世紀の北朝では再び巨大な墳丘と陵園をともなう厚葬の墓が造営
されるようになり、それが隋唐時代の陵墓に継承されていった。この講義では、先行する漢代と後
続する隋唐以降の墓制を視野に入れながら、魏晋南北朝を中心とした時期の墓制について検討する。
墓の埋葬施設の構造、墳丘や陵園・墓園などの地上施設、墓室内の装飾や副葬品に対する考古学的
分析によって当該時期の墓制の変遷を整理するだけでなく、壁画の図像学的検討や関連する文献・
碑刻史料の解釈を加えて、当時の人びとの観念にせまることを授業の目的とする。

 [到達目標]
中国魏晋南北朝時代の墓制は、朝鮮三国や日本の古墳時代の墓制を理解するうえで無視することが
できない。鏡や帯金具など、特定の文物をめぐる交流については長い研究の歴史があり、墓の構造
や空間利用についても近年ようやく研究が進みつつあるとはいえ、他界観については研究者ごとに
見解が異なっている。その主な原因は、考古資料から当時の人びとの観念にせまる方法論の未熟さ
にあるといってよい。この講義では、考古資料の分析に加えて、同時代の文献史料と図像資料の分
析を重点的におこなうことにより、物質資料から形而上の観念へとせまる方法を学ぶことを目標と
する。

 [授業計画と内容]
①魏晋南北朝墓研究の現状と課題
②墓主図像の出現と展開
③墓制史上の漢魏革命
④曹操墓の発見
⑤墓中の神座
⑥招魂葬議の霊魂観
⑦六朝墓にみる仏教的要素
⑧鮮卑の墓と他界観
⑨北魏方山永固陵の研究
⑩北魏の壁画墓と陶俑
⑪北魏洛陽の墓葬分布
⑫東魏・北斉都城近郊の墓葬分布
⑬北朝後期の墓制と他界観
⑭隋唐時代の墓と神座
⑮唐代以降の墓と他界観

考古学(特殊講義)(2)へ続く↓↓↓



考古学(特殊講義)(2)

 [履修要件]
特になし

 [成績評価の方法・観点]
平常点20％と学期末レポート80％をあわせて評価する

 [教科書]
毎回レジュメを配布する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
日頃から自身の専門以外のさまざまな学問分野に目を向けるとともに、学内外の博物館施設などを
利用して積極的に実物資料を見学するよう努めること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET27 67031 LJ38　

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 准教授人文科学研究所 向井　佑介

配当
学年  1回生以上 単位数  2 開講年度・

開講期
  2020・
後期 曜時限 火2 授業

形態 特殊講義
使用
言語 日本語

題目 中国古代の墓と他界観
 [授業の概要・目的]
中国では新石器時代のうちに棺と槨が出現し、大型の墳丘墓が登場する。商（殷）代には大量の犠
牲や青銅器の副葬をともなう巨大な王墓が出現し、周代には棺槨や副葬青銅器による墓の等級制度
が整えられる。一方で、戦国時代の各地で発展した墳丘や地上施設をともなう大型墓は、秦の始皇
帝陵や前漢皇帝陵に結実し、大規模な墳丘と陵園・墓園が建造される。この講義では、こうした中
国古代墓制の展開をふまえつつ、漢代を中心とした時期の壁画や画像石、さまざまな副葬品につい
て考古学的・図像学的に検討し、それをもとに古代中国の他界観や霊魂観をさぐることを目的とす
る。

 [到達目標]
中国古代の墓制については、中国考古学の主要な研究テーマとして、長い研究の蓄積がある。さら
に近年の中国における考古学的調査の急速な進展により、時代・地域ごとの調査と研究は大きく進
んだ。ただ、他界観や霊魂観については、研究者ごとに見解が異なる部分があり、必ずしも議論が
尽くされているとはいえない。この講義では、先行研究の議論をふまえ、考古資料・図像資料・文
献史料を総合的に分析し、物質資料から形而上の観念へとせまる方法を学ぶことを目標とする。

 [授業計画と内容]
①古代中国の霊魂観
②棺と槨
③墳丘墓の出現
④王墓と犠牲
⑤墓と宗廟
⑥墓上建築の出現と展開
⑦秦始皇帝陵と兵馬俑坑
⑧前漢皇帝陵の調査
⑨海昏侯墓の発見
⑩海昏侯墓の構造
⑪海昏侯墓の副葬品
⑫昇仙の思想
⑬玉器の信仰
⑭後漢の墓と祠堂
⑮漢代の墓と他界観

 [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]
平常点20％と学期末レポート80％をあわせて評価する。

 [教科書]
毎回レジュメを配布する。

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
日頃から自身の専門以外のさまざまな学問分野に目を向けるとともに、学内外の博物館施設などを
利用して積極的に実物資料を見学するよう努めること。

（その他（オフィスアワー等））
※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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科目ナンバリング 　G-LET27 77042 SJ38　

授業科目名
　<英訳>

考古学(演習II)
Archaeology (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名 准教授文学研究科 下垣　仁志

配当
学年  1回生以上 単位数  4 開講年度・

開講期
  2020・
通年 曜時限 金4 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 演習Ⅱ
 [授業の概要・目的]
本演習では、担当者(受講者)による発表とその後の討議をつうじて、考古学の具体的な方法論と知
識を身につけるとともに、発表と討論の作法を習得する。さらに、学部生は卒業論文に向けて自身
の研究テーマを絞り、大学院生は研究をいっそう深化させてゆくことを目指す。

 [到達目標]
考古資料や関連文献から情報をひきだし、具体的な方法論に即して考察を構築する手法を習得でき
るようになる。発表内容を理解したうえで、より高次な議論へと発展させるための討論の作法を身
につける。

 [授業計画と内容]
年間を通じて、考古学に関する発表と討論の技術を磨いてゆく。
前期は、各自の問題意識と関心にあわせ、研究発表と課題論文の発表などを課す(参加人数に応じ
て後者を省略する場合もある)。後期は、受講者が各自の研究関心に沿ったテーマを設定し、それ
に関する研究報告と討論をおこなう。初回に発表予定を組むので、万障繰りあわせて出席すること。

受講者数によって変動するが、おおむね以下のように進める予定である。
【前期】
第1～2回　前期の授業計画の説明・報告順序の設定など
第3～15回　報告および討論
【後期】
第1回　後期の授業計画の説明・報告順序の設定など
第2～15回　各自の研究テーマに関する報告および討論

 [履修要件]
考古学の専門性がかなり高くなるので、考古学実習をすでに履修したか、履修予定の学生であるこ
とが望ましい。

 [成績評価の方法・観点]
発表内容・討議への参加度合い・レポートの出来栄えなどから総合的に評価する。発表者の無断欠
席は、単位認定を放棄する行為とみなす。

考古学(演習II)(2)へ続く↓↓↓



考古学(演習II)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
（参考書）
授業中に紹介する

 [授業外学修（予習・復習）等]
与えられた課題をこなし、発表・レポート作成に結実させるべく、関連遺物・遺跡の積極的な観察
・踏査をおこなうこと。また各自、博物館見学・現地説明会見学・資料調査・発掘調査に積極的に
参加・関与することで、テーマの発見と考古学への知見を深められたい。

（その他（オフィスアワー等））
課題をクリアすべく、できるだけ多くの文献にあたり知識を深められたい。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。
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授業科目名
　<英訳>

考古学(演習IV)
Archaeology (Seminars)

担当者所属・
職名・氏名

教授文学研究科 吉井　秀夫
准教授文学研究科 下垣　仁志
准教授文学研究科 千葉　豊
助教文学研究科 阪口　英毅

配当
学年  1回生以上 単位数  4 開講年度・

開講期
  2020・
通年 曜時限 木1 授業

形態 演習 使用
言語 日本語

題目 修士論文指導
 [授業の概要・目的]
修士論文作成を目的とした研究に関して中間発表をおこない、教員や他の出席者から批評を受け、
よりよい論文の完成をめざす。各人が研究の進捗状況にしたがって、段階的に成果を発表する。

 [到達目標]
授業での中間発表およびそれに関する質疑応答をもとに、修士論文を書き上げる。

 [授業計画と内容]
５月の連休頃までに各自研究テーマを確定する。前期末までの発表では、そのテーマにかかわる研
究史や問題点を整理し、夏休みを中心とした作業計画・研究計画を提示する。後期前半には、夏休
み中におこなった資料収集成果やその分析成果の途中経過を整理・発表する。後期後半の報告では、
論文目次案を提示した上で、研究成果を総括する。受講者数により日程は調整するが、おおむね以
下の通りで進める予定である。

前期
第１回　ガイダンス
第２～８回　研究テーマの検討
第９～15回　第１回報告

後期
第１～７回　第２回報告
第８～15回　第３回報告

 [履修要件]
修士論文の作成と提出が前提となる。
本演習とは別に、忘れずに修士論文を登録すること。

 [成績評価の方法・観点]
演習時の発表内容で評価する。

考古学(演習IV)(2)へ続く↓↓↓



考古学(演習IV)(2)

 [教科書]
使用しない

 [参考書等]
（参考書）

 [授業外学修（予習・復習）等]
卒業論文を書き上げるために、できる限りの時間を用いて資料収集・遺物の実見と検討・分析など
の作業を進めること。

（その他（オフィスアワー等））
オフィスアワーはとくに設けないが、修士論文作成に関する相談には、常時、対応する。電話やメ
ールなどで、あらかじめ教員のアポを取ること。

※オフィスアワーの詳細については、KULASISで確認してください。


