


現代から過去へ、過去から現代へ
大震災、少子高齢化、貧困、基地問題など、いま私たちの住む日本という

国には、みんなで考え取り組まなければならない課題があふれています。

しかもそれらの課題は世界のさまざまな動きと密接にからみあい、そこ

には必ずといっていいほどややこしい歴史的な事情が入り込んでいます。

こんな複雑な時代をどう生きるべきなのか。

歴史はきっと私たちにさまざまな「考える道筋」を教えてくれるはずです。
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■ 歴史ドラマは好き、学校の歴史はきらい

■ 人間の活動すべてが研究テーマ

■ 文書、書籍、木簡、石刻、絵画、
　　　　　青銅器、お墓……何でも資料！

■ 歴史学の関連学問も大切
■ 復元作業ではない ～歴史学の目的と効用～

子どもの頃、織田信長とかエジソンなど、偉

人伝を読んだことがあるでしょう。司馬遼太郎

とか宮城谷昌光などの歴史小説を読んだり、テ

レビや映画、また最近ではゲームで歴史に触

れる人も多いと思います。こうした小説やドラ

マは確かにおもしろいですよね。ところが、学

校で習う歴史はちっともおもしろくない、そう

感じている人も多いでしょう。それもそのはず、

ゲームはもちろん、小説やドラマは「みんなを

楽しませよう」と思って作られていますが、歴史

の教科書は、そんなことは考えていません。目

的が違うからです。

そもそも歴史学は、むかしの生活や制度を

復元する学問だ、と思っている人はいません

か？もちろん、復元は必要な作業ですが、実は

それが目的ではありません。では、一体何が目

的なのでしょうか？それは、「過去を明らかにし

て、現代に役立てる」ことなのです。

例えば、同時に３つの地域で革命が起き、独

裁者が倒されたとします。しかし革命後は必ず

しも民主主義国家が成立するわけではありま

せん。このように、同じことが起こっても、結果

が異なることはよくあります。歴史学は、そうし

た共通点と相違点を、時間と空間を超えて比較

検討し、何らかの法則性や特徴を抽出し、それ

を現代社会に活かそうとする学問です。そうし

た分析のためには、事実をしっかりと確定する

必要があります。一所懸命に「復元」作業をして

いるように見えるのはこのためなのです。

実は歴史を学ぶとおまけがついてきます。

それは、「他者を理解しようとする態度」です。

これは非常に重要な効用です。歴史学は、常に

事実を明らかにし、それを分析し、意味を考え

ます。そのため、他者・異文化を理解する態度・

見方が必然的に養われるのです。こうした見

方は、例えば、けんか相手を非難する前に、「な

ぜ」そういう主張をするのか、と考えることにつ

ながります。これは異文化摩擦だけでなく、病

気・貧困・障害・女性・老人など、あらゆる差別

問題にも有効なのです。

歴史学のテーマは、過去の人間の営み全て

です。実際に奈良大学の史学科の学生がどん

な研究をしているのかは、この冊子の各ゼミの

ページ、より詳しくは「奈良史学」という雑誌を

のぞいてみてください。きっと、みなさんが想像

する「史学科」とは違う世界が広がっていると

思います。

一般に文字が書かれたものを史料、絵画や

彫刻など、文字のないものを資料と区別するこ

とがありますが、そのうち歴史学では、史料（＝

文献）を用いて研究します。書物だけではなく、

契約書、帳簿、手紙なども史料ですし、紙に書

かれていなくてもかまいません。木、石、布、金

属器に書かれたもの、即ち木簡、石碑、帛書、

青銅器・金銀器や錢の他、柱の落書きだって

史料になり得るのです。

この他には、絵画、壁画・彫刻などの画像資

料があります。絵巻物や肖像画からは、風俗だ

けでなく、経済状況や政治的背景などを読み

取ることもできます。また、墓壁や棺に描かれ

た絵からは、あの世に対する考え方がわかる

のです。さらに考古学資料も重要です。例えば、

墓の規模・構造の変化や、被葬者や、副葬品の

組み合わせなどは、死後の世界観の変化や、社

会階層・家族関係などを知る手がかりにもなり

ます。また、集落遺跡などからは、集落の規模

や構造、さらに支配のあり方などを知ることが

できるでしょう。

このように、歴史学は文献史料だけでなく、

さまざまな資料を活用します。史料と資料を駆

使して、どんな情報を引き出すかはこちらの腕

次第です。

歴史学では、過去からいろんなことを引き出

すことが重要ですが、あくまでも、「引き出す」の

であって「出てくる」のではありません。ならば、

引き出すための道具はたくさんあった方がい

いにきまっています。ですから、「何でも資料」に

する必要があります。すでに述べた文献やモノ

以外にも大切なものがあります。それは、他地

域・国との比較と、考古学・地理学・文化人類学

など関連分野の知識、です。

例えば、日本史を学ぶ人もヨーロッパやアジ

アを、フランス史をやる人もアジアを見てみる

のです。なぜなら、人間が一人で生きていけな

いように、他からの影響を全く受けない国など

ありませんし、何より、自分自身は「鏡」がなけ

れば見えませんから。

関連分野としては考古学。考古資料を活用

することはすでに述べましたが、その資料を

分析するにはやはり考古学の知識が必要で

す。次は地理学です。地形や気候が人間に大

きな影響を与えることは、容易に理解できま

すね。川の氾濫を治めるために権力が必要に

なるとか、砂漠地帯の宗教と湿潤地帯の宗教

は性格が違うなど、地理的環境と人間社会は

密接な関係にあります。最後に文化人類学で

す。特に習俗・習慣、宗教・儀式・祭祀の研究や

家族・親族構造、婚姻制度の研究などは、文化

人類学との関係が濃厚な分野です。このよう

に、関連分野の知識は、歴史研究に大いに

役立つのです。
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■ 奈良大学史学科の特色

③実物、現場、体感

日本最古の都がおかれた地にあり、寺社や

古墳などの文化遺産と自然遺産に恵まれ、京

都、大阪へも１時間以内で行ける環境です。教

科書にもでてくる人物・事件ゆかりの地が身近

にあるので、授業や行事の時には、よく出かけ

ていきます。また、研究環境としては次のような

特徴があります。

●世界史的視野を育てる体制

日本史（古代・中世・近世・近現代）、東洋史、

イスラーム世界史、西洋史、環太平洋世界史

という編成です。日本史を中心に、かたより

なく歴史を学べるようになっています。

●関連学問の充実と連携

考古学・美術史の分野では文化財学科が、

地理分野では地理学科があり、文化人類学

及び社会学は社会学部に専任教員が配置さ

れています。また、学科間の連携プレーも特

徴です。例えば、全国高校生歴史フォーラム。

これは高校生が「自分で調べた」研究を募集

して開催しているものですが、史学科、文化

財学科、地理学科など、専門分野の教員が学

科の垣根を越えて運営しています。

●図書館

大学図書館は、歴史・考古関係の図書が充

実しており、外部の先生方からも「ここに来

ればほとんど揃う」と評価されています。図

書館にない本は、近くにある国立国会図書

館関西館で見ることができるのも、恵まれた

環境といえます。

●研究のネットワーク

史学科の教員はいずれも学界の一線で活躍

しているので、奈良や京都をはじめ全国的な

学術ネットワークをもっています。例えば、奈

良文化財研究所・奈良国立博物館・京都国立

博物館・京都大学人文科学研究所・元興寺文

化財研究所など、数多くの研究機関・大学と学

術的つながりがあります。だからこそ、学生の

バラエティーにとんだ研究テーマに対応する

ことができるのです。こうした人的資産は、

パンフレットなどでは見えづらいものですが、

実は最も重要な要素の一つといえます。

史学科には全国から学生が集まってきま

す。歴史に興味をもつ生徒にとって、奈良や京

都は魅力ある地です。しかし、特に奈良に惹か

れるのは、単に古いからだけではなさそうで

す。オープンキャンパスに来た高校生から、

「ゆったりした雰囲気がいい」「なんとなくおち

つく」という声をよく聞くのは、華やかではな

いけれど、人を包み込む独特な穏やかさをも

つ、奈良という土地の雰囲気を感じているか

らではないかと思います。史学科では、こうし

た学生たちの興味や関心を育てる教育を心

がけています。何事も「楽しくやる」がモットー

なのです。

史学科では、「実物を見る、現場に行く、体感

する」ことを重視しています。そのため、教材用

にさまざまな史資料を集め、それらに「気軽に」

触れるようにしています。貴重なものがあって

も、めったに見られないのでは意味がありませ

ん。従って、高価で入手困難なものは、敢えてレ

プリカを購入します。たとえレプリカでも、きち

んと作られていれば、写真でみるのとは格段に

迫力が違うからです。

①立地環境と研究環境

②奈良の風土で、楽しくやる！

２ 

● 渡辺 晃宏 
● 河内 将芳
● 外岡 慎一郎
● 木下 光生
● 村上 紀夫
● 井岡 康時
● 森川 正則
● 角谷 常子
● 山崎 岳
● 川本 正知
● 足立 広明
● 山口 育人
● 高橋 博子
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東京で生まれた私は、30歳を目前にして

就職に伴い奈良に移り住みました。私は古

代人の書いた生の資料に接するのが好き

です。それは卒論を書く際に史料の海に溺

れた経験によるようです。

日本古代史を組み立てる基礎が、律令格

式（法令）と六国史（国が編纂した歴史書）

にあることは確かです。これらはたいてい

活字として刊行されていて、多くの注釈書

も出されるようになりましたから、日本古

代史はずいぶん身近な存在になってきたと

思います。

しかし、それらは当時の国の理 念・方 針

で編集されたもので、古代に生きた人々の

生の声をそのまま伝えるものではありませ

ん。一定のバイアスをもった史料であるわ

けです。そこに限界を感じていた学生の私

を待っていたのが、正倉院文書という史料

群でした。

正倉院文書は、光明皇后（聖武天皇の皇

后）が行った写経事業を管理する帳簿を主

体とする史料群です。正倉院展でもよく見

かける、奈良時代の戸籍・計帳や正税帳な

どの公文書が現代に伝わったのも、その裏

面が写経所の帳簿として二次利用されたか

らです。

正 倉 院 文 書 も活 字 になっていますが、

ちょうど私の学生時代（1980年代）には、正

倉院文書も写真版で確認して研究しようと

いう機 運 が 高 まっていて、私も 研 究 室 に

あった正倉院文書の写真帳を見つめて夏

休みを過ごしました。一見無味乾燥な帳簿

類ですが、よく見ていくと、間違いや書き直

しの痕跡など、役人たちの息づかいが感じ

られてくるのです。

とはいえ、写真を眺めていただけでは卒

論は書けません。最後は腹をくくってそれこ

そ正倉院文書と心中するつもりで、写真を

見ていてわかってきた正税帳という地方財

政報告書の検討で卒論をまとめました。大

学院進学後は、財政史の勉強も続けました

が、大半は、正倉院文書の、今度こそ写経所

帳簿群の検討をして過ごしました。その後、

奈 文研に入り、以 来31年間ずっと平城宮・

京跡の発掘調査と、木簡を中心とする出土

文字資料の整理解読に携わってきました。

奈良に来て一番よかったことといえば、多

くの木簡たちの出現に立ち会い、知り合い

になれたことはもちろんですが、その木簡

たちを書いた人々が実際に生活していた場

所で、木簡について考え、歴史を学ぶことが

できたことに尽きるだろうと思います。奈良

の地で奈良時代について学ぶ幸せは何物

にも代えられません。時間は共有できませ

んが、空間を共 有している安心 感、これは

東京で古代史を学んでいるときには味わえ

ないものでした。

その意味で、奈良大で古代史を学べる学

生さんはとてもうらやましく、この貴重な時

間を是非最 大限 活かしてほしいと思いま

す。まずは律令格式六国史から、そして木

簡など出土文字資料や正倉院文書、あるい

は貴族の日記など平安時代の史料まで、少

しでも皆さんの学びのお手伝いができれば

と思っているところです。

律令国家建設の舞台となった平城宮跡の様子
（南から。2017年）

二条大路木簡の発掘風景
（1989年夏。私も写っています。探してみてください）

平城宮右馬寮東辺区画掘の巨大な柱根と若かりし頃の私（1994年）

1960年東京都生まれ。東京大学文学部国史学科卒
業、同大学院人文科学研究科国史学専門課程博士
課程単位取得退学。奈良（国立）文化財研究所で平
城宮・京跡の発掘調査と木簡などの出土文字資料
の整理・解読に従事。2020年奈良大学着任。著書
に、『平城京と木簡の世紀』（講談社）、『平城京一三
〇〇年全検証―奈良の都を木簡からよみ解く』

（柏書房）、『古代国家建設の舞台、平城宮』（新泉
社）など。

渡辺 晃宏 WATANABE Akihiro
教授

書籍写真／ (左)『平城京と木簡の世紀』、(右)『平城京一三〇〇年全
検証』）

研究の生い立ち

奈良の地で奈良時代を学ぶこと
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秀吉の大仏殿石垣跡

戦国時代とはいっても、私が勉強しているの

は、おもに京都という当時の首都に生きた人び

とや社会のありかたについてです。

具体的には、商工業をなりわいとする町人や

公家とよばれた貴族、あるいは寺や神社にかか

わる人びとなどが、京都という同じ空間でどの

ように生きていたのかという点が関心の的とな

ります。

もちろん、京都には戦国時代の終わりごろに

なると織田信長や豊臣秀吉も入京し、天下統一

の拠点ともなっていくので、大名や武士たちも

無関係ではありません。

また、戦国時代の京都は、しばしば戦乱にみ

まわれますので、合戦のありかたについても関

心をもっています。

とはいっても、個人的には、私は大名や武士

には、あまり共感がもてません。

戦国時代といえば、いわゆる戦国大名や戦国

武将に関心をもつ人が多いのではないかと思

いますが、私自身は、むしろそのような大名や

武将たちにふりまわされながらも、そのなかで

たくましく生きた名もなき人びとのほうに共感

をもっています。

あたりまえのことですが、どのような時代で

も、そのような名もなき多くの人びとによって社

会や国というものは形づくられているからです。

もっとも、私のゼミに所属している学生諸君

の多くは、やはり戦国大名や信長・秀吉、あるい

は合戦といった有名な人物やことがらに関心

をもっています。

学生としてはごく自然な傾向だと思いますが、

ゼミでは、学生諸君ひとりひとりの研究テーマに

もとずく研究報告（90分で２人～４人ずつ）とそ

れに対するゼミ生同士の質疑応答をくりかえして

いくなかで、それまで各人がもっていた漠然とし

たイメージを、当時の人びとが書きのこした古文

書など信頼できる史料を読み解いて、突きくずし

ていくという経験が味わえるようこころがけてい

ます。

よく知られているイメージやエピソードほど、

その実際とかけはなれていることが少なくなく、

そのことを自分たちの手で発見できるという経験

は、史学科でしか味わうことができないからです。

私自身、ゼミ生諸君の研究報告を聞いて、はじ

めて知ることも多く、いつも驚きをもって勉強さ

せてもらっているといます。

このように、ドラマや小説などで使い古されて

きたり、また、見あきたり、聞きあきたりしてきた

ような歴史に満足できない好奇心旺盛なゼミ生

諸君と日々学んでいます。

ゼミ生の研究報告は、卒業論文がその成果と

して結実することになりますが、私も遅れをとる

まいと、ゼミ生諸君に刺激をうけながら、この数

年のうちに数冊ほどの書物を刊行しました。

ひとつは、戦国時代の京都を代表する祭であ

る祇園祭に関するもの。現在は夏の祭として有

名ですが、戦国時代には冬にもおこなわれまし

た。その謎にせまったものです。

もうひとつは、豊臣秀吉が京都に造立した大

仏をめぐるものです。教科書の刀狩りのところに

出てくる、例の大仏です。

その大仏や大仏殿をなぜ秀吉がつくったのか

という点にせまってみました。

そして、みっつめは信長と京都の関係につい

てのものとなります。信長は京都の本能寺で亡く

なりますが、なぜ信長が京都で死ななければな

らなかったのか、そのことを戦国時代の京都との

関係をとおして考えてみたものです。

本能寺跡

祇園祭山鉾

1963年、大阪府大阪市生まれ。京都府立大学文学部
卒業後、甲南学園甲南中学・高校教諭となり、社会人
として京都大学大学院人間・環境学研究科修士課
程、博士課程修了。京都大学博士（人間・環境学）。
2001年に京都造形芸術大学芸術学部歴史遺産学
科、2005年に奈良大学文学部史学科に着任。主な著
書に『中世京都の民衆と社会』（思文閣出版、2000
年）、『中世京都の都市と宗教』（思文閣出版、2006
年）、『改訂祇園祭と京都』（法蔵館、2021年）、『秀吉
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神奈川県横 浜で文明開化の香りをたた

えた海風に吹かれながら育ち、30歳を過ぎ

てからは福井県敦賀に住んで日本海の波濤

に耳を傾けながら学究の日々を過ごしまし

た。そして還暦を越えた2018年、奈良にやっ

てまいりました。海のない県に住むのは初

めてですが、木々の緑、空の青に包まれた大

学のキャンパスはとても快適です。

専門は日本中世史。メイン・テーマは中世

の紛争解決。キーワードは使 節遵行です。

今は高校の日本史教科書にも使節遵行とい

う歴史用語が登場していると思いますが、

授業ではどんな風に習いましたか？ 外岡が

注目したのは、紛争が起こり、幕府などの裁

定が出たものの、敗訴となった人びとが裁

定を受け入れずに抵抗し、裁定内容の強制

執行に赴いたはずの特 命使節が何も出来

ずに帰ってきてしまうことが多くあったこと

です。

どうしてうまくいかないのか。提訴から裁

定に至るまでのプロセスへの懐疑、係争地

（論所/ろんじょ）の現状をどこまで把握し

た上での裁定だったのか。あいまいな現状

認識の上に派 遣された使節が始めて現状

に接し、敗訴とされた人びとの声を聞くこと

の意味。遺された文書の行間に籠められた

人びとの想いに触れることで、中世という

時代の特質に迫れるのではないかと考えま

した。

戦争がありました。戦争のなかでは、敵か

味方かという理由でだけで裁定がおこなわ

れることもありました。どんな法的手段よ

り、実力行使がものを言う時代でもありま

した。法的手段によって権利を守るために

は、法的知識も、カネもコネも必 要な時 代

です。カネやコネやインテリジェンスに恵ま

れない人びとはどのような手段で権利を主

張し、守ったのでしょうか。現代にもつなが

る大きな課題でもあると感じています。

敦賀に移ってからは、敦賀を含む越前・若

狭地域にも研究テーマを得ました。豊臣政

権 期 の敦 賀城 主であった 大谷吉 継。気 比

社。敦賀津など。東日本大震災を契機に歴

史災害にも関心を広げました。大谷吉継に

ついては、5年間館長を務めた敦賀市立博

物 館 で「吉 継Café」を15回 開 催し、吉 継 女

子、吉継男子の誕生に一役買うことが出来

ました。敦賀との縁はこれからも大切にし

ていきたいと考えています。

奈良大学の学生たちはみな歴史研究に

まっすぐな視線を注いでくれています。教員

にとってこれ以上の幸福はありません。卒

業論文の指導をするなかで、あるいは研究

室を訪 ねてくる学 生の話に耳を 傾けなが

ら、奈良での研究テーマも見つけられそう

な気がしています。

日本、さらには地球の各地から奈良大学

に集い、人生の大切な時間を共有すること

を通じて、それぞれの成長を実現していき

ましょう。

曼殊院にて博物館で担当した特別展図録の
1冊

敦賀市立博物館での「吉継Café」

1954年、神奈川県横浜市生まれ。
中央大学文学部史学科卒業、同大学院文学研究科
単位取得満期修了。
敦賀女子短期大学（のちの敦賀短期大学）専任教
員、敦賀市立博物館長を経て、2018年に奈良大学文
学部史学科に着任。博士（史学）。
主な著書は『武家権力と使節遵行』（同成社、2015
年）、『大谷吉継』（戎光祥出版、2016年 ）、『「関ヶ原」
を読む　戦国武将の手紙』（同成社、2018年）など。

外岡 慎一郎 TONOOKA  Shin-ichiro
教授

こしかた

ゆくすえ

書籍写真／ (左)『武家権力と使節遵行』、(右)『「関ヶ原」を読む』

日本史 中世
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小 学生の頃 から、単なる「歴 史 好き」で、

根っこのところでは、今も大して変わっては

いないのですが、同時に、とても「頭デッカ

チ」な人間でもありましたので、大学生にな

る頃には、「歴史なんかやって、何の意味が

あるんだ？」とか、「歴史学は世の中の役に

立ってるのか？」といった、とても「青臭い」こ

とを考えながら、歴史の勉強に熱中していま

した。いま振り返ると、小っ恥ずかしくなるよ

うな発言を、周囲にふりまいてきたような気

もいたします。

ですが、そんな「青臭い」生き方をしてきた

自分のことを、一方では、「まんざらでもな

い」と思っている自分もいます。なぜなら、

（堅苦しくいえば）「歴史研究の現代的な存

在意義とは何か」という問いかけは、歴史学

者にたえず突きつけられる、永遠の課題で

もあるからです。

ですから、大学の授業で、「昔のことなん

か知って、何の意味があんねん」と毒づいて

きたり、悶々としているようなレポートに出く

わすと、とてもうれしくなりますし、自分もな

るべく、「なぜ今さら、昔のことを勉強する必

要があるのか」ということを意識しながら、

専門とする江戸時代の講義をするようにし

ています。

こんな感じで、「青臭く」生きてきたことも

あって、研 究の対 象も、「差別」（賤 民）や「貧

困」といった、「いかにも」現代的な課題と関

わりそうなテーマを選び続けてきました。

「差 別」や「貧 困」の歴 史を 考える、という

と、「いかに当時の差別・貧困はひどかった

か」とか、「いかに人びとは、そのひどい差別と

貧困に立ち向かっていったのか」ということを

追い求める研究、と思われるかもしれません。

ですが私はむしろ、差別「される」側が、逆

に差別を積極的に肯定し、それを他人に押

しつけて自分の地位向上を目指すとか、「貧

乏な の は、おまえの 努 力 が足りな い せ い

だ！」と責められる「貧しい」人たちほど、自

分たちを苦しめる「自己責任」論に傾倒する

といった、一見すると、とても矛盾した行動

をとる人びとの姿に関心をいだきますし、共

感もおぼえます。

世の中みんな、「きれいごと」の世界だけ

で 生きてなくて、自分で自分の首をしめた

り、いろいろもがきながら生きている、だか

ら歴史もそんな「スパッ！」と割り切れるほ

ど、単純なものではないよね、という思いが

そこにはあります。

史学科に入れば、最後、卒業論文を書かな

ければなりません。

そこにいたるまでには、何をテーマにする

かとか、どんな史料やデータを集めるかと

か、大変なことがいっぱいあります。

でもそこで、右往左往したり、壁にぶつかっ

たり、悩んだりすることそのものが大事なの

であって、その苦労の先には、必ず自分なりの

「歴史の面白さ」がみえてくるはずです。ああ

でもない、こうでもないと悩み抜く学生が、わ

たしは大好きです。

そんな皆さんの「悪戦苦闘」ぶりを、わたし

たち史学科の教員は、いくらでもサポートして

いきますので、「歴史が大好き！」という人も、

「よくわからんけど、いっぺん歴史のこと考え

てみよか」という人も、是非史学科へどうぞ！

こういう「蔵持ち」の旧家を見つけると、ドキドキします（奈良県斑鳩町にて）

家族旅行にかこつけて、史跡めぐりも（首里城にて、子どもを肩車して）

町・村歩きも好き！（大分県臼杵にて、研究者仲間と）

1973年、福岡県久留米市生まれ。アメリカ・テキサ
ス州～愛知県名古屋市育ち。立命館大学文学部卒
業、大阪大学大学院文学研究科博士後期課程修了。
博士（文学）。2011年、奈良大学文学部史学科に着
任。主な著書・論文に、『近世三昧聖と葬送文化』（塙
書房、2010年）、『近世史研究と現代社会』（共著、清
文堂出版、2011年）、「貧困と自己責任の近世日本
史」（人文書院、2017年）など。

木下 光生 KINOSHITA Mitsuo
教授

書籍写真／（左）「近世三昧聖と葬送文化」
　　　　　（右）「貧困と自己責任の近世日本史」

青臭い、のが好き

悩み抜く学生、が好き

矛盾だらけの人びと、が好き
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町・村歩きも好き！（大分県臼杵にて、研究者仲間と）

1973年、福岡県久留米市生まれ。アメリカ・テキサ
ス州～愛知県名古屋市育ち。立命館大学文学部卒
業、大阪大学大学院文学研究科博士後期課程修了。
博士（文学）。2011年、奈良大学文学部史学科に着
任。主な著書・論文に、『近世三昧聖と葬送文化』（塙
書房、2010年）、『近世史研究と現代社会』（共著、清
文堂出版、2011年）、「貧困と自己責任の近世日本
史」（人文書院、2017年）など。

木下 光生 KINOSHITA Mitsuo
教授

書籍写真／（左）「近世三昧聖と葬送文化」
　　　　　（右）「貧困と自己責任の近世日本史」

青臭い、のが好き
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矛盾だらけの人びと、が好き
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愛媛県で生まれ、高校までは海に近いとこ

ろで育ちました。大学生になって、はじめて一

人暮らしをはじめたのが京都で、それからい

ままで関西で暮らしています。今では関西で

の生活の方が長くなりました。

愛媛県は、弘法大師の信仰が盛んで、空海

ではなく、「御大師様」と親しみと敬意をこめ

て呼んでいます。近くには四国遍路の札所に

なっている国分寺もあり、小学校の遠足や写

生大会などでも国分寺に行っていました。

歴史も興味があったのですが、最初は瀬戸

内水軍のことを勉強したいと思っていました。

ところが、京都で歴史の勉強を始めると、京

都にはあちらこちらに歴史を刻んだ場所があ

ることを知り、すっかり京都の町と文化には

まってしまいました。

それ以来、京都を中心に、京都の文化とそ

れを支えてきた人、社会の研究を続けてきま

した。

京都の歴史や文化の勉強は難しいことも多

く、いまだにわからないこと、知らないこと

ばかりです。よそものに京都のことがわかる

のか、と思うこともあります。

関西に暮らすようになって、それまで愛媛

で当たり前だと思っていたことが、関西で通

用しなかったりして、地域によって文化や習

慣、言葉に違いがあることを実感しました。

こうした違いが、ひとつの文化だとしたら、違

いに気づくことができる、よそ者にしかでき

ないこともあるかもしれないと思っています。

もちろん、地元の人にしかできない研究もあ

ると思います。

私は、博物館での仕事も長かったので、古

文書以外にも絵画などの多様な資料を扱う

機会に恵まれました。博物館の展示では、古

文書というのはなかなか読んでもらえないも

の。史料としての重要性がなかなか伝わらな

いのです。そこで、絵画や古地図、現在の様

子を伝える写真や映像、パネルなどを組み合

わせて展示を構成します。こうすることで、史

料の読みも深まることがありました。

また、私自身の研究対象が芸能や信仰と

いう「かたち」に残らないものを対象にして

いますので、文献資料から芸能や宗教をとり

まく環境や社会の意識を理解するうえで、絵

画や文学作品・古地図・民俗を積極的に過

去の人びとを知るための「史料」として活用

しようとしてきました。

私自身は文献資料をより深く読みこんでい

くためにも、こうした多様な資料を組み合わ

せて考えるトレーニングを積むことができた

のは博物館での経験があったからだと思って

います。

京都での生活を通して、それまで知らな

かった歴史の面白さに気づいたこともあり、

私自身の研究は現在の景観や習慣などを出

発点にしています。そして、文献資料と多様

な資料を組み合わせ、わたしたちの身の回り

にある「あたりまえ」に見えることを「歴史」

を通して見直して見ることで、新しい発見や

驚きと何度も出会うことができました。

奈良という魅力的な町で歴史の勉強をする

みなさんと、今度は奈良でそういった経験を

してみたいと思っています。

近江八幡市で見つけた伊勢大神楽 京都市で石造物の調査中

山王祭調査中

1970年愛媛県生まれ。 立命館大学文学部卒業、大
谷大学大学院文学研究科博士後期課程中退。 博
士（文学・奈良大学）。博物館学芸員、資料館嘱託を
経て、2014年奈良大学着任。 著書に『近世勧進の
研 究』（法 藏 館）、『まちかどの 芸 能 史』（解 放 出 版
社）、『京都地蔵盆の歴史』（法藏館）、『歴史学で卒
業論文を書くために』（創元社）、『近世京都寺社の
文化史』（法藏館）など。

村上 紀夫 MURAKAMI Norio
教授

書籍写真／（左）「近世勧進の研究」、（右）「近世京都寺社の文化史」

愛媛と京都

多様な資料を
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もちろん、地元の人にしかできない研究もあ
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私自身は文献資料をより深く読みこんでい

くためにも、こうした多様な資料を組み合わ

せて考えるトレーニングを積むことができた
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かった歴史の面白さに気づいたこともあり、

私自身の研究は現在の景観や習慣などを出

発点にしています。そして、文献資料と多様

な資料を組み合わせ、わたしたちの身の回り

にある「あたりまえ」に見えることを「歴史」

を通して見直して見ることで、新しい発見や

驚きと何度も出会うことができました。

奈良という魅力的な町で歴史の勉強をする

みなさんと、今度は奈良でそういった経験を
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歴史の勉強は苦手でした。奈良市で生ま

れ育ち興味はあったのですが、試験となる

と点数がとれません。教科書の内容が頭に

入らないのです。歴史事典や年表などをひ

らけばすぐにわかる人名や年号をなぜ覚え

なければならないのか―この問いに対する

納得のできる答えをみいだせないうちは、

試験のための勉強をする気にならなかった

のです。

高校生になっても状況は同じ。日本史の

先生は、中世芸能史のすぐれた研究者でも

あり、授業はおもしろく熱心に聞いていた

のですが、点数はいつもみじめでした。高校

３年生の６月、中世にさしかかった日本史

の授業は、いっこうに前に進みません。先生

が各地の史料を紹介しながら細かく話すか

らです。荘園制崩壊過程の説明はとくに詳

しく、のちに大学で本格的に歴史を学ぶよ

うになってから、最新の研究成果にもとづ

いた高度な授業であったことが分かりまし

たが、もちろん、高校生にそんなありがたみ

が理解できるはずもありません。

しかし、分からぬままに聞いているうち

に、頭のなかに一条の光が射しこむような

気がしました。日々の暮らしを少しでも向

上させようと努める多くの人びとの力が、社

会のしくみをゆっくりと、でも確実に変えて

いく、歴史の巨大な歯車がまわる音を聞い

たように感じたのです。その時、歴史の学び

とは記憶という作業なのではなく、深く考

える過程にこそあるのだと気づき、中学生

以来の問題が一気に氷解したように思いま

した。大学で歴史を学ぼうと決意させる一

瞬でした。

希望通りに大学では日本史を専攻したの

ですが、研究するとはどういうことか、どう

にもイメージがわきません。学問には向い

ていないと考え、奈良県の県立高校の教員

になりました。かつての自分のような歴史

は好きだけれど、点数は取れないという生

徒を何とか支えたいと思ったからです。

15年間高校の教壇に立ったころ、奈良県

教育委員会が部落差別の歴史について地

域の史料にもとづいて解明を進めるべきだ

と考え、そのために設置した研究施 設（同

和問題関係史料センター）に異動しました。

そこで奈良県内各地の旧家や寺社に残さ

れた古文書の調査にたずさわったのです

が、この仕事がめっぽうおもしろかった。わ

くわくしながら23年、いつの間にか定年退

職まで勤めることになりました。

大学院に進まなかったので 特定の先生

について学んだ 経 験はもてませんでした

が、調査先で地域の風習や慣行などについ

て教えてくれた人びと、差別をうけるつらさ

を語ってくれた人びとが、私にとってかけが

えのない学問上の師匠となりました。

華やかな表 通りを歩くよりも、路地の匂

いをかいだり、横丁のささやきに耳をすま

すほうが、自分には似合っているようです。

奈良大学で学ぶ皆さんにも、そうした小さ

な声を聞く楽しみを伝えることができれば

と考えています。

そして、いたって微力なのですが、今なお

克服できない差別や排除、忌避などの社会

現象を解明するための研究を続けていき

たいと思っています。

ノルマンディ海岸

女紅場跡

古文書 出雲民芸館

1954年生まれ。京都大学文学部史学科国史専攻卒
業。奈良県の県立高校教員を経て、奈良県立同和
問題関係史料センターで勤務。京都大学、奈良女
子大学、同志社大学の非常勤講師ののち2020年奈
良大学着任。著書（いずれも共著）に『近代日本と
水平社』（解放出版社）、『川西町史』（川西町）、『な
らの女性生活史　花ひらく』（奈良県）など。

井岡 康時 IOKA Yasutoki
教授

書籍写真／ (左)『近代日本と水平社』、(中)『川西町史』、(右)『ならの女性
生活史　花ひらく』

歴史「学」との出会い

小さな声に耳をすます
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歴史の勉強は苦手でした。奈良市で生ま

れ育ち興味はあったのですが、試験となる
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納得のできる答えをみいだせないうちは、

試験のための勉強をする気にならなかった

のです。

高校生になっても状況は同じ。日本史の

先生は、中世芸能史のすぐれた研究者でも

あり、授業はおもしろく熱心に聞いていた

のですが、点数はいつもみじめでした。高校

３年生の６月、中世にさしかかった日本史

の授業は、いっこうに前に進みません。先生

が各地の史料を紹介しながら細かく話すか

らです。荘園制崩壊過程の説明はとくに詳

しく、のちに大学で本格的に歴史を学ぶよ

うになってから、最新の研究成果にもとづ

いた高度な授業であったことが分かりまし

たが、もちろん、高校生にそんなありがたみ

が理解できるはずもありません。

しかし、分からぬままに聞いているうち

に、頭のなかに一条の光が射しこむような

気がしました。日々の暮らしを少しでも向

上させようと努める多くの人びとの力が、社

会のしくみをゆっくりと、でも確実に変えて

いく、歴史の巨大な歯車がまわる音を聞い

たように感じたのです。その時、歴史の学び

とは記憶という作業なのではなく、深く考

える過程にこそあるのだと気づき、中学生

以来の問題が一気に氷解したように思いま

した。大学で歴史を学ぼうと決意させる一
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ですが、研究するとはどういうことか、どう

にもイメージがわきません。学問には向い

ていないと考え、奈良県の県立高校の教員
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と考えています。
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克服できない差別や排除、忌避などの社会

現象を解明するための研究を続けていき
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ノルマンディ海岸

女紅場跡

古文書 出雲民芸館

1954年生まれ。京都大学文学部史学科国史専攻卒
業。奈良県の県立高校教員を経て、奈良県立同和
問題関係史料センターで勤務。京都大学、奈良女
子大学、同志社大学の非常勤講師ののち2020年奈
良大学着任。著書（いずれも共著）に『近代日本と
水平社』（解放出版社）、『川西町史』（川西町）、『な
らの女性生活史　花ひらく』（奈良県）など。

井岡 康時 IOKA Yasutoki
教授

書籍写真／ (左)『近代日本と水平社』、(中)『川西町史』、(右)『ならの女性
生活史　花ひらく』

歴史「学」との出会い

小さな声に耳をすます
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いつから、どうして「歴史」に興味をもちは
じめたのか？自分自身の歴史をふりかえると、
小学生のころに父と一緒に、NHK大河ドラマ
を観るようになってからです。私がはじめて
観たのは、徳川家康を描いた作品でした。で
すので、もともとは日本史上の中世・戦国時
代が一番好きでしたね。人が社会と時代を動
かし、新しい世を切り開いていくドラマにハ
マった、というところでしょうか。

その後、中学生・高校生になっても、歴史へ
の興味・関心自体は変わりません。ただ、自分
が生きている今に最も近い時代、つまり、近
代・現代の歴史にひかれていきます。加えて、
世の中で日々起こっている出来事、とくに日本
の政治外交・経済、国際政治経済に関するこ
とに目をひかれるようになりました。

大学に進学してからは、20世紀の日本の政
治外交史や国際政治史を学ぶゼミナールに
入りました。大学生のころ、後世の歴史家に
よって書かれた研究書だけでなく、過去のさ
まざまな史料を読んでみることを通じて、過
去の実像にせまる面白さを教わりました。

史料に「こんなことが書いてあるんだ」「そ
うだったんだ」「思い違いをしていた」と新た
な発見があったとき、本当に楽しいものです。
　その一方で、「どうして？」「また分からなく
なった」と新たな疑問を持つことも増えまし
た。こうして、「もっと学びを深めたい」と思う
ようになっていきました。

それから時がたって今、奈良大学文学部史
学科の教員の1人として、「史料講読」「史学演
習」というゼミナールで、学生と一緒に現代史

を学び、調査・研究する日々を送っています。
私が奈良大学に着任したのは、2012年（今

からすれば、まだ平成！）のことです。はじめて
受けもったゼミ生と接すると、「そんな人名や
事項も知っているなんて、すごいなぁ」と驚か
されました。また、こちらが教わったり、気づ
かされたりすることも少なくありません。着
任1年目の驚きと喜びは今なお忘れられま
せんね。

本学に着任して以降、私自身もまだまだ不
勉強ながら、奈良の現代史、および、奈良から
学び・問う世界・アジア・日本の現代史を意識
しています。奈良は古代以来、外国との交流
が盛んな国際性豊かな歴史をもっています。
そんな奈良の地で、「世界の中の日本」「アジ
アの中の日本」の現代史を学び・問い・探求
する時間を、学生の皆さんと一緒に分かち
合っていければと考えています。

学生と史料に触れる

下の「奈良観光案内図」の裏面

「紀元二千六百年記念 奈良観光案内図」

1975年、富山県高岡市生まれ。大阪大学法学部卒
業、大阪大学大学院法学研究科博士後期課程単位
取得退学。大阪大学法学部助手などを経て、2012年
に奈良大学に着任。博士（法学）。主な著書・論文に

『日本政治 過去と現在の対話』（共著、大阪大学出版
会、2005年）、『加西市史　第二巻　本編2近世・近
現代』（共著、加西市、2011年）、「第一次世界大戦と
日本 の 経 済 外 交」（『奈 良 史 学』第30号、2013年）
など。

森川 正則 MORIKAWA Masanori
准教授

書籍写真／（左）「日本政治 過去と現在の対話」、（右）「加西市史　第二
巻 本編2近世・近現代」

現代史に関心を持ちはじめる

政治外交史を中心に学びを深める

世界、アジア、日本、そして、奈良のこと

18 19

ンアリトスヒの人13２

Department of History, Faculty of Letters, Nara UniversityDepartment of History, Faculty of Letters, Nara University

日本史 現代



いつから、どうして「歴史」に興味をもちは
じめたのか？自分自身の歴史をふりかえると、
小学生のころに父と一緒に、NHK大河ドラマ
を観るようになってからです。私がはじめて
観たのは、徳川家康を描いた作品でした。で
すので、もともとは日本史上の中世・戦国時
代が一番好きでしたね。人が社会と時代を動
かし、新しい世を切り開いていくドラマにハ
マった、というところでしょうか。

その後、中学生・高校生になっても、歴史へ
の興味・関心自体は変わりません。ただ、自分
が生きている今に最も近い時代、つまり、近
代・現代の歴史にひかれていきます。加えて、
世の中で日々起こっている出来事、とくに日本
の政治外交・経済、国際政治経済に関するこ
とに目をひかれるようになりました。

大学に進学してからは、20世紀の日本の政
治外交史や国際政治史を学ぶゼミナールに
入りました。大学生のころ、後世の歴史家に
よって書かれた研究書だけでなく、過去のさ
まざまな史料を読んでみることを通じて、過
去の実像にせまる面白さを教わりました。

史料に「こんなことが書いてあるんだ」「そ
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を学び、調査・研究する日々を送っています。
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史学科は文献を使って歴史を研究する学

科です。そこに所属しているので、子どもの頃

から本の虫だったのだろうと思われるかもし

れませんが、実は本の虫ではなく、本より虫で

した。ハエの生け捕りに熱中したり、虫をひっ

くり返してお腹を観察したり。虫に飽きたら

ショベルカー…と、要するにおとなしく絵本

を読んでいる子ではありませんでした。

そんな私は、中学校でステキな先生に出会

いました。頭がよくてきりりとしたカッコいい

女性でした。その先生が東洋史の出身だった

ので、わたしも素直に、「中国史をやる！」と心

に誓ったのでした。高校になって、中国関係

の本を読むうち、「中国はヘンな国だ」という

思いが強くなり、ヘンなもん好きの私は、その

まま大学へまっしぐら。

大学に入って、最初は商人の研究をした

かったのですが、史料が乏しく断念しました。

困っている私に先生が貸して下さったのが、

労榦氏の『居延漢簡考釈』でした。今思えば、

これが私と木簡との初めての出会いでした。

この本には木簡の写真は載っていませんの

で、木簡を見た、わけではないのですが、とに

かくこれが出発点となりました。その結果、交

通制度に興味をもち、亭という、警察兼宿屋

のような機関をテーマに卒論を書くことにな

りました。しかし、大学院に進学してからも、

商人への想い断ちがたく、「洛陽の商人の子

で、暗算の天才、漢の武帝の財務官僚として

活躍した桑弘羊を研究しよう」と意気込んで

いました。が、やはり商人研究の壁を破ること

はできず、結局修士論文は、『塩鉄論』という

書物の成立の経緯と意味を考えたものとな

りました。この書は、塩鉄会議といわれる会

議の内容を、上奏文や議事録その他さまざま

な記録や文書を材料として、会話体でまとめ

たものです。この会議では、塩鉄の専売など

武帝時代の政策が議論されたのですが、その

時政府代表として、若手官僚予備軍と論戦し

たのが桑弘羊だったのです。つまり、商人・桑

弘羊ではなく、官僚・桑弘羊とおつき合いし

たのです。

こんなわけで卒論も、修論も当初の想いを

遂げることなく終わってしまいました。しか

し、木簡と文書の作成・編纂という、今の研究

テーマそのものに関わっていたことは、我な

がら興味深く思います。

大学で仕事をするようになってからも、「私

の専門は経済史です」とか「法制史です」など

といえるような専門分野もなく、ただその時

興味を覚えたものを勉強する、という風でし

た。お墓に書かれた絵の意味や、遺言のこと

を調べたり、妻や子が夫や父の罪に連坐する

理由、古代における衣料生産の意味…など、

まとまりがありません。ただ、テーマはいろい

ろですが、文献だけでなく、資料としてモノを

扱っていることが共通しています。具体的に

は木簡や石刻です。やっぱり本より虫、いえモ

ノに興味があるのだと思います。

出土文字資料は、編纂史料とは違って、「予

期せず現在まで残った」ものですから、それ

だけ生の姿を伝えてくれています。見張り台

から落ちたから休むとか、給料が未払いだか

ら早く払ってほしいとか、職務怠慢だと叱ら

れたり…現在と同じような日常のさまざまを

知ることができるのです。

文献史料、木簡、石、その他の考古資料が

発する声に耳を傾けながら、古代人の考え方

をさぐり、現代中国を理解する手がかりとし

たい、そんな気持ちで、これからもまとまりな

くも楽しく勉強していくつもりです。

湖南省長沙の嶽麓書院

中国山東省での石刻調査

臨沂県の孔廟

1958年、大阪府生まれ。神戸大学文学部卒業、京都
大学大学院文学研究科単位取得後退学。現在奈良
大学文学部史学科教授。専門は中国古代史。主な著
書・論文：『中国人物列伝』（恒星出版、共著）、「秦漢
時代における家族の連坐について」（『江陵張家山
二四七号墓出土漢律令の研究』朋友書店）「秦漢時
代の石刻資料」（『古代文化』43－3）など。

角谷 常子 SUMIYA Tsuneko
教授

これまで

中国古代史研究のはじまり
そして今

書籍写真／（左）「中国人物列伝」、（右）「シルクロード学研究 Vol.22：古
シルクロードの軍事・行政システム ー河西回廊を中心にして」（共著）
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史学科は文献を使って歴史を研究する学

科です。そこに所属しているので、子どもの頃

から本の虫だったのだろうと思われるかもし

れませんが、実は本の虫ではなく、本より虫で

した。ハエの生け捕りに熱中したり、虫をひっ

くり返してお腹を観察したり。虫に飽きたら

ショベルカー…と、要するにおとなしく絵本

を読んでいる子ではありませんでした。

そんな私は、中学校でステキな先生に出会

いました。頭がよくてきりりとしたカッコいい

女性でした。その先生が東洋史の出身だった

ので、わたしも素直に、「中国史をやる！」と心

に誓ったのでした。高校になって、中国関係

の本を読むうち、「中国はヘンな国だ」という

思いが強くなり、ヘンなもん好きの私は、その

まま大学へまっしぐら。

大学に入って、最初は商人の研究をした

かったのですが、史料が乏しく断念しました。

困っている私に先生が貸して下さったのが、

労榦氏の『居延漢簡考釈』でした。今思えば、

これが私と木簡との初めての出会いでした。

この本には木簡の写真は載っていませんの

で、木簡を見た、わけではないのですが、とに

かくこれが出発点となりました。その結果、交

通制度に興味をもち、亭という、警察兼宿屋

のような機関をテーマに卒論を書くことにな

りました。しかし、大学院に進学してからも、

商人への想い断ちがたく、「洛陽の商人の子

で、暗算の天才、漢の武帝の財務官僚として

活躍した桑弘羊を研究しよう」と意気込んで

いました。が、やはり商人研究の壁を破ること

はできず、結局修士論文は、『塩鉄論』という

書物の成立の経緯と意味を考えたものとな

りました。この書は、塩鉄会議といわれる会

議の内容を、上奏文や議事録その他さまざま

な記録や文書を材料として、会話体でまとめ

たものです。この会議では、塩鉄の専売など

武帝時代の政策が議論されたのですが、その

時政府代表として、若手官僚予備軍と論戦し

たのが桑弘羊だったのです。つまり、商人・桑

弘羊ではなく、官僚・桑弘羊とおつき合いし

たのです。

こんなわけで卒論も、修論も当初の想いを

遂げることなく終わってしまいました。しか

し、木簡と文書の作成・編纂という、今の研究

テーマそのものに関わっていたことは、我な

がら興味深く思います。

大学で仕事をするようになってからも、「私

の専門は経済史です」とか「法制史です」など

といえるような専門分野もなく、ただその時

興味を覚えたものを勉強する、という風でし

た。お墓に書かれた絵の意味や、遺言のこと

を調べたり、妻や子が夫や父の罪に連坐する

理由、古代における衣料生産の意味…など、

まとまりがありません。ただ、テーマはいろい

ろですが、文献だけでなく、資料としてモノを

扱っていることが共通しています。具体的に

は木簡や石刻です。やっぱり本より虫、いえモ

ノに興味があるのだと思います。

出土文字資料は、編纂史料とは違って、「予

期せず現在まで残った」ものですから、それ

だけ生の姿を伝えてくれています。見張り台

から落ちたから休むとか、給料が未払いだか

ら早く払ってほしいとか、職務怠慢だと叱ら

れたり…現在と同じような日常のさまざまを

知ることができるのです。

文献史料、木簡、石、その他の考古資料が

発する声に耳を傾けながら、古代人の考え方

をさぐり、現代中国を理解する手がかりとし

たい、そんな気持ちで、これからもまとまりな

くも楽しく勉強していくつもりです。

湖南省長沙の嶽麓書院

中国山東省での石刻調査

臨沂県の孔廟

1958年、大阪府生まれ。神戸大学文学部卒業、京都
大学大学院文学研究科単位取得後退学。現在奈良
大学文学部史学科教授。専門は中国古代史。主な著
書・論文：『中国人物列伝』（恒星出版、共著）、「秦漢
時代における家族の連坐について」（『江陵張家山
二四七号墓出土漢律令の研究』朋友書店）「秦漢時
代の石刻資料」（『古代文化』43－3）など。

角谷 常子 SUMIYA Tsuneko
教授

これまで

中国古代史研究のはじまり
そして今

書籍写真／（左）「中国人物列伝」、（右）「シルクロード学研究 Vol.22：古
シルクロードの軍事・行政システム ー河西回廊を中心にして」（共著）
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関東平野の南端、都市と田園の中間地帯に

生まれました。祖父の墓が鎌倉にあったこと

もあって、物心ついたころから源平の物語が

好きでした。平家の公達が落ちのびてゆく西

国の海の風景に憧れて育ちました。

東洋史に興味をもったきっかけは、NHKの

特集「シルクロード」あたりではないかと思い

ます。中学の修学旅行で行った薬師寺や法隆

寺の大陸的なたたずまいにも影響されまし

た。また、高校時代に半知半解のまま憶え込

んだ世界史の教科書からも、日本の歴史が、

より広い世界的な文明史に連なるものだとい

う予感を得たような気がします。

大学では東洋史を専攻すると決めたもの

の、しっかり勉強というよりは、読みたい本を

読みたい程度にゆるりと読んで過ごしていた

ので、若干落ちこぼれ気味。劣勢挽回を期し

て逃げるように中国に留学しました。

当時の中国は、社会全体が平均的な貧しさ

と未来への希望とを共有していた時代です。

シルクロードの入口の蘭州という町で、中国

屈指と謳われた大気汚染に苛まれながら、拉

麺と唐辛子を糧に二年間を過ごしました。語

学習得が第一の目的でしたが、留学を通じて

得た経験や友人は一生の財産になりました。

帰国・復学後は、中国社会の構造的特質を

究明云々と意気込んで、研究の道を志したの

ですが、何から手を付けてよいのやら。大学

の授業なんて何の役に立つのか、とくすぶって

いたところ、心配してくれた師匠に明清時代

の史料を読むことを勧められました。心を入

れ替えて授業に取り組むうち、漢文史料の読

み方と中国社会を学術的に理解する要領を

多少なりとも体得できたような気がします。

このころ、例によって散漫な読書生活の中で、

海を生活の場とする人々に関する古今の記述

に触れました。そして、日本史と世界史との接

点という長年の関心と中国社会に対する新た

な関心とが、「倭寇」という主題において交差

するのを感じ、今に至るまで、「倭寇」に関する

史料を集中して読んでいます。

このような経緯から、私は「倭寇」を専門に

しています。厳密に定義するなら、16世紀の中

国沿海部で発生した「倭寇」と呼ばれる現象

について、主にこれと関わる明代中国の社会

的特質を探り、その要因を明らかにする、と

いうことになります。当時の史料の中では、や

くざ同然の地方の顔役が在地の政治を取りし

きり、密輸に携わる悪徳商人が袖の下から貪

官汚吏の懐を肥やし、治安維持のため配備さ

れた兵士が海賊と手を組んで反乱を起こすと

いった、ある種何でもありの世界が展開しま

す。ここに西日本沿海部や東南アジア海域、

それにインド洋やヨーロッパ諸地域から流入

する海賊まがいの商人たちが活躍する余地が

生じるわけです。それにしても、中国王朝の管

理主義的な体制のもとで、このような無法状

態がどうしてまかりとおるのでしょうか。これ

が私の研究の中核部分です。

皆さんの中に、東洋史などはひたすら漢文

に向かい合うだけの、モノトーンで退屈な分

野だと思っている人はいませんか？確かに、

漢文は字面だけ見ていても何も面白くないか

も知れません。でも、本当につまらないかどう

か決めつけてしまう前に、一度自分自身で読

んでみてはどうでしょう。私個人は、漢文史料

を読むことで現れてくる世界は、日本史や西洋

史に劣らず精彩に富むものと感じています。

荘 麗、盛 大、幽 遠、高 雅、悲 壮、滑 稽、猥 雑、古

朴……。東洋文明および東洋社会のあらゆる

側面に説き及ぶ漢文東洋史の世界は、日本史

や西洋史を「世界史」とつなげるためには不可

欠の溶媒です。専門の研究者にとっても、ま

だまだ未知のフロンティアが広がる漢文文献

の森。皆さんの訪れを静かに待っています。

1975年神奈川県生まれ。京都大学文学部卒業、
同文学研究科博士後期課程修了。博士（文学）。京
都大学人文科学研究所助教を経て、2016年奈良
大学文学部に着任。主な論文に「乍浦・沈荘の役
再考」（『「倭寇図巻」「抗倭図巻」をよむ』勉誠出版）

「舶主王直功罪考（上・下）」（『東方学報』85・90）、
「ムラカ王国の勃興」（『南蛮・紅毛・唐人』思文閣

出版）など。

山崎 岳 YAMAZAKI Takeshi
准教授

生い立ち

学生時代

四十にして惑わず

歴史好きなキミへ

インドネシア・スマランの華人街にある仏教寺院 
Klenteng Tay Kak Sie （大覚寺）

中国福建省南部の海岸風景
書籍写真／（左）『南蛮・紅毛・唐人― 16・17世紀の東アジア海域―』、

（右）『「倭寇図巻」「抗倭図巻」をよむ』

東洋史 近世以降
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関東平野の南端、都市と田園の中間地帯に

生まれました。祖父の墓が鎌倉にあったこと

もあって、物心ついたころから源平の物語が

好きでした。平家の公達が落ちのびてゆく西

国の海の風景に憧れて育ちました。

東洋史に興味をもったきっかけは、NHKの

特集「シルクロード」あたりではないかと思い

ます。中学の修学旅行で行った薬師寺や法隆

寺の大陸的なたたずまいにも影響されまし

た。また、高校時代に半知半解のまま憶え込

んだ世界史の教科書からも、日本の歴史が、

より広い世界的な文明史に連なるものだとい

う予感を得たような気がします。

大学では東洋史を専攻すると決めたもの

の、しっかり勉強というよりは、読みたい本を

読みたい程度にゆるりと読んで過ごしていた

ので、若干落ちこぼれ気味。劣勢挽回を期し

て逃げるように中国に留学しました。

当時の中国は、社会全体が平均的な貧しさ

と未来への希望とを共有していた時代です。

シルクロードの入口の蘭州という町で、中国

屈指と謳われた大気汚染に苛まれながら、拉

麺と唐辛子を糧に二年間を過ごしました。語

学習得が第一の目的でしたが、留学を通じて

得た経験や友人は一生の財産になりました。

帰国・復学後は、中国社会の構造的特質を

究明云々と意気込んで、研究の道を志したの

ですが、何から手を付けてよいのやら。大学

の授業なんて何の役に立つのか、とくすぶって

いたところ、心配してくれた師匠に明清時代

の史料を読むことを勧められました。心を入

れ替えて授業に取り組むうち、漢文史料の読

み方と中国社会を学術的に理解する要領を

多少なりとも体得できたような気がします。

このころ、例によって散漫な読書生活の中で、

海を生活の場とする人々に関する古今の記述

に触れました。そして、日本史と世界史との接

点という長年の関心と中国社会に対する新た

な関心とが、「倭寇」という主題において交差

するのを感じ、今に至るまで、「倭寇」に関する

史料を集中して読んでいます。

このような経緯から、私は「倭寇」を専門に

しています。厳密に定義するなら、16世紀の中

国沿海部で発生した「倭寇」と呼ばれる現象

について、主にこれと関わる明代中国の社会

的特質を探り、その要因を明らかにする、と

いうことになります。当時の史料の中では、や

くざ同然の地方の顔役が在地の政治を取りし

きり、密輸に携わる悪徳商人が袖の下から貪

官汚吏の懐を肥やし、治安維持のため配備さ

れた兵士が海賊と手を組んで反乱を起こすと

いった、ある種何でもありの世界が展開しま

す。ここに西日本沿海部や東南アジア海域、

それにインド洋やヨーロッパ諸地域から流入

する海賊まがいの商人たちが活躍する余地が

生じるわけです。それにしても、中国王朝の管

理主義的な体制のもとで、このような無法状

態がどうしてまかりとおるのでしょうか。これ

が私の研究の中核部分です。

皆さんの中に、東洋史などはひたすら漢文

に向かい合うだけの、モノトーンで退屈な分

野だと思っている人はいませんか？確かに、

漢文は字面だけ見ていても何も面白くないか

も知れません。でも、本当につまらないかどう

か決めつけてしまう前に、一度自分自身で読

んでみてはどうでしょう。私個人は、漢文史料

を読むことで現れてくる世界は、日本史や西洋

史に劣らず精彩に富むものと感じています。

荘 麗、盛 大、幽 遠、高 雅、悲 壮、滑 稽、猥 雑、古

朴……。東洋文明および東洋社会のあらゆる

側面に説き及ぶ漢文東洋史の世界は、日本史

や西洋史を「世界史」とつなげるためには不可

欠の溶媒です。専門の研究者にとっても、ま

だまだ未知のフロンティアが広がる漢文文献

の森。皆さんの訪れを静かに待っています。

1975年神奈川県生まれ。京都大学文学部卒業、
同文学研究科博士後期課程修了。博士（文学）。京
都大学人文科学研究所助教を経て、2016年奈良
大学文学部に着任。主な論文に「乍浦・沈荘の役
再考」（『「倭寇図巻」「抗倭図巻」をよむ』勉誠出版）

「舶主王直功罪考（上・下）」（『東方学報』85・90）、
「ムラカ王国の勃興」（『南蛮・紅毛・唐人』思文閣

出版）など。

山崎 岳 YAMAZAKI Takeshi
准教授

生い立ち

学生時代

四十にして惑わず

歴史好きなキミへ

インドネシア・スマランの華人街にある仏教寺院 
Klenteng Tay Kak Sie （大覚寺）

中国福建省南部の海岸風景
書籍写真／（左）『南蛮・紅毛・唐人― 16・17世紀の東アジア海域―』、

（右）『「倭寇図巻」「抗倭図巻」をよむ』

東洋史 近世以降
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四国の高松の高校から古都京都や奈良に

あこがれて京都の大学にきたのですから歴史

研究に興味があったには違いないのですが、

日本史や中国史やヨーロッパ史ではなくて西

南アジア史研究室所属の学生になったのは

なぜだったのかということについて記憶は定

かではありません。西アジアは空間的にとて

もひろく、5千年も前から文字で書かれた歴史

があります。４年生になってもなにをどこから

どのように勉強すればよいかよくわからなく

て、「卒論はどう書けばいいのでしょう」と主

任教授に相談に行きました。そこで「これを読

みなさい」とすすめられたのが、16世紀の中

央アジアでペルシア語によって書かれた歴史

書 のミール ザー・ハイダル『ターリー ヘ・ラ

シーディー』の英訳でした。この著作はミール

ザー・ハイダルの回想録で当時の歴史が描か

れているのですが、文学としても通用するぐら

い面白い本でした。まさに「事実は小説よりも

奇なり」ということを実感しました。後にこの

本を日本語に翻訳してみたいと教授に言った

ら、「もっと勉強しないと日本人にわかるよう

に翻訳するのは無理だね」といわれました。た

しかにある作品を本当に理解するためにはそ

の背景を理解しなければなりませんでした。

なんとか卒論にまとめましたが、なんだかつ

まらないことを書いてしまったという思いが

残りました。しかし、今に至るまで、この本よ

り面白い歴史書にはお目にかかったことはな

く、それを読み終えた時のような心躍る感動

をもう一度味わいたいと思っています。もしか

したらこれは高等学校の修学旅行をもう一度

おこなうことを夢見るみたいな妄想にすぎな

いのかもしれませんが。

そのときから、生意気にも歴史研究は感動

ではじまらなければならないと公言し、世界

は広く歴史は長いのだからきっとそういった

テーマはいくらでもあるに違いないと信じ込

み、西アジア史･中央アジア史に限らずいろん

なことを研究しようとしてきました。主体的に

興味が引かれること、自分の心の琴線に触れ

るものがあることを大事にしてきました。歴史

論文を書くとはその感動を現在に伝えること

でなければならないと思っています。

さて、このスタンスがすこし変化しはじめ

たのは1996年4月から一年間エジプトのカイ

ロに滞在したことがきっかけでした。家族と

一緒に赴任しましたからさまざまなレベルの

社会的体験をしました。ピラミッドなどのエジ

プトの古代遺跡･遺物の現物の鑑賞は日常で

した。文化人類学者に連れられてナイル川デ

ルタの村を調査のために訪ねたこともありま

した。エジプト滞在で、現物に接して見たり聞

いたりすること、つまり実体験がいかに大事

であるかということを学びました。

エジプトから帰ったその年から海外での調

査研究に応募し始めました。以来、中央アジ

アの文書研究、シリア共和国のキリスト教の

実態研究、現存するイスラム神秘主義教団の

実態研究、モンゴル時代の写本研究など、そ

の場に行って見てはじめてはじまる調査研究

を行ってきました。これら調査の内容やその

成果は授業やゼミでお話ししましょう。

今思えば、はじめに述べた『ターリーヘ・ラ

シーディー』を読んだことは私にとってきっか

けとなる体験だったのです。私は、みなさん

に、私の恩師がさりげなく私にしてくださった

ようにきっかけとなるような体験を与えるこ

とができたらいいなと思っています。

1953年、高知県高知市生まれ。京都大学文学部史学
科西南アジア史専攻卒業、同大学院を修了し、1989年
から奈良産業大学に勤務。2017年から京都大学大学
院アジア・アフリカ地域研究研究科特任教授をへて
2019年奈良大学文学部史学科に着任。　
主な著書は『マウラーナー・シャイフとして知られる弟
子編著『15世紀中央アジアの聖者伝 マカーマーテ・
ホージャ・アフラール』 』（ペルシア語テキスト･訳注）

（東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所イス
ラム文化研究叢書第78・80集、2004・2005年）、『モンゴ
ル帝国の軍隊と戦争』（山川出版社、2013年）など。

川本 正知 KAWAMOTO Masatomo
教授

きっかけ

それから

調査研究をはじめる

マアルーラ村のマール・タクラ修道院この写真の真中あたりの家をかりて一ヵ月ほど滞在した

マアルーラ村遠景2007年のシリアのキリスト教調査で訪れたマアルーラ村

書籍写真／ (左)『モンゴル帝国の軍隊と戦争』（右）『マウラーナー・シャ
イフとして知られる弟子編著『15世紀中央アジアの聖者伝 マカーマー
テ・ホージャ・アフラール』 』（ペルシア語テキスト）

東洋史 西アジア・中央アジア
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四国の高松の高校から古都京都や奈良に

あこがれて京都の大学にきたのですから歴史

研究に興味があったには違いないのですが、

日本史や中国史やヨーロッパ史ではなくて西

南アジア史研究室所属の学生になったのは

なぜだったのかということについて記憶は定

かではありません。西アジアは空間的にとて

もひろく、5千年も前から文字で書かれた歴史

があります。４年生になってもなにをどこから

どのように勉強すればよいかよくわからなく

て、「卒論はどう書けばいいのでしょう」と主

任教授に相談に行きました。そこで「これを読

みなさい」とすすめられたのが、16世紀の中

央アジアでペルシア語によって書かれた歴史

書 のミール ザー・ハイダル『ターリー ヘ・ラ

シーディー』の英訳でした。この著作はミール

ザー・ハイダルの回想録で当時の歴史が描か

れているのですが、文学としても通用するぐら

い面白い本でした。まさに「事実は小説よりも

奇なり」ということを実感しました。後にこの

本を日本語に翻訳してみたいと教授に言った

ら、「もっと勉強しないと日本人にわかるよう

に翻訳するのは無理だね」といわれました。た

しかにある作品を本当に理解するためにはそ

の背景を理解しなければなりませんでした。

なんとか卒論にまとめましたが、なんだかつ

まらないことを書いてしまったという思いが

残りました。しかし、今に至るまで、この本よ

り面白い歴史書にはお目にかかったことはな

く、それを読み終えた時のような心躍る感動

をもう一度味わいたいと思っています。もしか

したらこれは高等学校の修学旅行をもう一度

おこなうことを夢見るみたいな妄想にすぎな

いのかもしれませんが。

そのときから、生意気にも歴史研究は感動

ではじまらなければならないと公言し、世界

は広く歴史は長いのだからきっとそういった

テーマはいくらでもあるに違いないと信じ込

み、西アジア史･中央アジア史に限らずいろん

なことを研究しようとしてきました。主体的に

興味が引かれること、自分の心の琴線に触れ

るものがあることを大事にしてきました。歴史

論文を書くとはその感動を現在に伝えること

でなければならないと思っています。

さて、このスタンスがすこし変化しはじめ

たのは1996年4月から一年間エジプトのカイ

ロに滞在したことがきっかけでした。家族と

一緒に赴任しましたからさまざまなレベルの

社会的体験をしました。ピラミッドなどのエジ

プトの古代遺跡･遺物の現物の鑑賞は日常で

した。文化人類学者に連れられてナイル川デ

ルタの村を調査のために訪ねたこともありま

した。エジプト滞在で、現物に接して見たり聞

いたりすること、つまり実体験がいかに大事

であるかということを学びました。

エジプトから帰ったその年から海外での調

査研究に応募し始めました。以来、中央アジ

アの文書研究、シリア共和国のキリスト教の

実態研究、現存するイスラム神秘主義教団の

実態研究、モンゴル時代の写本研究など、そ

の場に行って見てはじめてはじまる調査研究

を行ってきました。これら調査の内容やその

成果は授業やゼミでお話ししましょう。

今思えば、はじめに述べた『ターリーヘ・ラ

シーディー』を読んだことは私にとってきっか

けとなる体験だったのです。私は、みなさん

に、私の恩師がさりげなく私にしてくださった

ようにきっかけとなるような体験を与えるこ

とができたらいいなと思っています。

1953年、高知県高知市生まれ。京都大学文学部史学
科西南アジア史専攻卒業、同大学院を修了し、1989年
から奈良産業大学に勤務。2017年から京都大学大学
院アジア・アフリカ地域研究研究科特任教授をへて
2019年奈良大学文学部史学科に着任。　
主な著書は『マウラーナー・シャイフとして知られる弟
子編著『15世紀中央アジアの聖者伝 マカーマーテ・
ホージャ・アフラール』 』（ペルシア語テキスト･訳注）

（東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所イス
ラム文化研究叢書第78・80集、2004・2005年）、『モンゴ
ル帝国の軍隊と戦争』（山川出版社、2013年）など。

川本 正知 KAWAMOTO Masatomo
教授

きっかけ

それから

調査研究をはじめる

マアルーラ村のマール・タクラ修道院この写真の真中あたりの家をかりて一ヵ月ほど滞在した

マアルーラ村遠景2007年のシリアのキリスト教調査で訪れたマアルーラ村

書籍写真／ (左)『モンゴル帝国の軍隊と戦争』（右）『マウラーナー・シャ
イフとして知られる弟子編著『15世紀中央アジアの聖者伝 マカーマー
テ・ホージャ・アフラール』 』（ペルシア語テキスト）

東洋史 西アジア・中央アジア
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子どものころ、兄か姉の持っていた世界史地

図帳をぱらぱらめくると、回りの諸王国の消長

をよそに、「ビザンツ帝国」というのがいつまで

も続いているのが目にとまりました。調べる

と、これは「ローマ帝国」だというではありませ

んか。「古代」が終わっても続いている「ローマ

帝国」。これはいったい何かということが気に

なって、とうとう今に至るまで勉強することに

なってしまいました。ビザンツ帝国とは、330年

にコンスタンティノープルに首都を移し、1453

年にその首都がオスマン帝国に攻め落とされ

るまで続くローマ帝国のことなのですが、私は

その初期の、「古代末期」と言われる時代に関

心を抱いて研究を続けてきました。

「古 代 末 期」という の は、一 言 で 言うと

「ローマ帝国滅亡の時代」です。18世紀のイギ

リスの歴史家エドワード・ギボン以来、ローマ

帝国は「文明の衰亡」の典型事例として人口

に膾炙してきました。そして、ギボンはビザン

ツ帝国滅亡の1453年まで描いたのですが、そ

の後の歴史家はゲルマン民族の移動と西方

のローマ支配の終焉で古代は終わったと考

えてきました。「古代末期」とは、この民族移

動をはさんで、キリスト教の台頭 からイス

ラームの登場に至る、3世紀から7世紀ごろま

での時代を指します。

この時代は「帝国」というインフラが動揺

し、古代都市の威容を示す公共建造物も多く

の地域で放棄されました。しかし、他方で新

たな建設もあり、よく見ると新たな生活が始

まっていました。4世紀のエジプトの砂漠で始

まったキリスト教の修道制は、古代の文化を

形を変えて継承しながら、ローマ帝国の国境

線よりずっと広く、北はアイルランドから南は

エチオピアやアラビアに至るまで広まって、

各地域の中世文化形成に寄与しました。

そこで、近 年 で は「古代 末 期」は「文 明 衰

亡」の時代でなく、持続的な文化「変容」の時

代として再評価されてくるようになってきまし

た。私はこのような「古代末期」研究の流れの

なかで、女性巡礼や「蛮族」とされた人々に注

目し、研究を進めています。そのような研究

は、古い時代を扱いながらも、経済危機や自

然災害で「衰退」の時代に入ったと言われる

今を生きる指針にもつながると私は考えてい

ます。帝国は滅びても人間の文化に終わりと

いうことはなく、継続し、次の時代に開花す

る何かが常に育まれてきたのです。

私自身の専攻は上記のように「古代末期」

ですが、演習では古代オリエントから中世の

終わりまで幅広い時代が担当です。今年も、

古代エジプトのアクエンアテンの宗教改革か

ら百年戦争まで、皆思い思いの時代と地域を

テーマに卒論を執筆しました。演習担当者の

役割はそのサポート係ということでしょうが、

何しろ日本でいえば縄文時代から室町時代

まで、しかも地域も広大で多様なわけですか

ら、こちらの知識は全く及びません。しかし、

学生はそれぞれ自分でしっかり勉強して発表

してくれています。自由な発表と質疑応答の

場を提供―とりあえずはこの条件がクリアさ

れるよう毎年心がけています。

奈良で西洋史というと誘うこちらも考えて

しまうのですが、そんな常識に挑戦したい、こ

ちらにきてから西洋史を勉強する気になった

という学生も案外いて、勇気づけられます。も

し挑戦してみたくなったら、ぜひ来てくださ

い。待っています。

トルコ南東部アヤ・テクラ遺跡の前で

ストーンヘンジの前で

同大学ペリカン像の下でオックスフォード大学コーパス・クリスティ・カレッジ庭園にて

1958年、兵庫県生まれ。同志社大学文学部卒業後、
同大学院へ。大阪市立大学にて日本学術振興会特
別研究員（PD）。関西大学、同志社大学などの非常
勤講師を経て2005年より本学史学科に専任講師と
して着任。2010年度前期にオックスフォード大学に
て研修。同年8月アムステルダム国際歴史学会「諸帝
国の滅亡」セッションにて「ローマ帝国の滅亡」につ
いて発表。共著に『岩波講座世界歴史』第19巻『移動
と移民』、『地中海世界史』第4巻『巡礼と民衆信仰』、

『ジェンダー史叢書』第7巻『人の移動と文化の交差』
など。訳書にピーター・ブラウン著『古代末期の形
成』、共訳に『ビザンツ：驚くべき中世帝国』など。

足立 広明 ADACHI Hiroaki
教授

滅亡しないローマ帝国

古代末期という時代

古代中世の西洋史演習

書籍写真／（左）「岩波講座世界歴史 第19巻：移動と移民」、（中央）「古代
末期の形成」、（右）「ビザンツ：驚くべき中世帝国」

西洋史 古代・中世
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子どものころ、兄か姉の持っていた世界史地

図帳をぱらぱらめくると、回りの諸王国の消長

をよそに、「ビザンツ帝国」というのがいつまで

も続いているのが目にとまりました。調べる

と、これは「ローマ帝国」だというではありませ

んか。「古代」が終わっても続いている「ローマ

帝国」。これはいったい何かということが気に

なって、とうとう今に至るまで勉強することに

なってしまいました。ビザンツ帝国とは、330年

にコンスタンティノープルに首都を移し、1453

年にその首都がオスマン帝国に攻め落とされ

るまで続くローマ帝国のことなのですが、私は

その初期の、「古代末期」と言われる時代に関

心を抱いて研究を続けてきました。

「古 代 末 期」という の は、一 言 で 言うと

「ローマ帝国滅亡の時代」です。18世紀のイギ

リスの歴史家エドワード・ギボン以来、ローマ

帝国は「文明の衰亡」の典型事例として人口

に膾炙してきました。そして、ギボンはビザン

ツ帝国滅亡の1453年まで描いたのですが、そ

の後の歴史家はゲルマン民族の移動と西方

のローマ支配の終焉で古代は終わったと考

えてきました。「古代末期」とは、この民族移

動をはさんで、キリスト教の台頭 からイス

ラームの登場に至る、3世紀から7世紀ごろま

での時代を指します。

この時代は「帝国」というインフラが動揺

し、古代都市の威容を示す公共建造物も多く

の地域で放棄されました。しかし、他方で新

たな建設もあり、よく見ると新たな生活が始

まっていました。4世紀のエジプトの砂漠で始

まったキリスト教の修道制は、古代の文化を

形を変えて継承しながら、ローマ帝国の国境

線よりずっと広く、北はアイルランドから南は

エチオピアやアラビアに至るまで広まって、

各地域の中世文化形成に寄与しました。

そこで、近 年 で は「古代 末 期」は「文 明 衰

亡」の時代でなく、持続的な文化「変容」の時

代として再評価されてくるようになってきまし

た。私はこのような「古代末期」研究の流れの

なかで、女性巡礼や「蛮族」とされた人々に注

目し、研究を進めています。そのような研究

は、古い時代を扱いながらも、経済危機や自

然災害で「衰退」の時代に入ったと言われる

今を生きる指針にもつながると私は考えてい

ます。帝国は滅びても人間の文化に終わりと

いうことはなく、継続し、次の時代に開花す

る何かが常に育まれてきたのです。

私自身の専攻は上記のように「古代末期」

ですが、演習では古代オリエントから中世の

終わりまで幅広い時代が担当です。今年も、

古代エジプトのアクエンアテンの宗教改革か

ら百年戦争まで、皆思い思いの時代と地域を

テーマに卒論を執筆しました。演習担当者の

役割はそのサポート係ということでしょうが、

何しろ日本でいえば縄文時代から室町時代

まで、しかも地域も広大で多様なわけですか

ら、こちらの知識は全く及びません。しかし、

学生はそれぞれ自分でしっかり勉強して発表

してくれています。自由な発表と質疑応答の

場を提供―とりあえずはこの条件がクリアさ

れるよう毎年心がけています。

奈良で西洋史というと誘うこちらも考えて

しまうのですが、そんな常識に挑戦したい、こ

ちらにきてから西洋史を勉強する気になった

という学生も案外いて、勇気づけられます。も

し挑戦してみたくなったら、ぜひ来てくださ

い。待っています。

トルコ南東部アヤ・テクラ遺跡の前で

ストーンヘンジの前で

同大学ペリカン像の下でオックスフォード大学コーパス・クリスティ・カレッジ庭園にて

1958年、兵庫県生まれ。同志社大学文学部卒業後、
同大学院へ。大阪市立大学にて日本学術振興会特
別研究員（PD）。関西大学、同志社大学などの非常
勤講師を経て2005年より本学史学科に専任講師と
して着任。2010年度前期にオックスフォード大学に
て研修。同年8月アムステルダム国際歴史学会「諸帝
国の滅亡」セッションにて「ローマ帝国の滅亡」につ
いて発表。共著に『岩波講座世界歴史』第19巻『移動
と移民』、『地中海世界史』第4巻『巡礼と民衆信仰』、

『ジェンダー史叢書』第7巻『人の移動と文化の交差』
など。訳書にピーター・ブラウン著『古代末期の形
成』、共訳に『ビザンツ：驚くべき中世帝国』など。

足立 広明 ADACHI Hiroaki
教授

滅亡しないローマ帝国

古代末期という時代

古代中世の西洋史演習

書籍写真／（左）「岩波講座世界歴史 第19巻：移動と移民」、（中央）「古代
末期の形成」、（右）「ビザンツ：驚くべき中世帝国」

西洋史 古代・中世
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大学では史学科に進んだのですが、そのな

かでも少し異色の現代史という、対象とする

時代は20世紀を中心にしながら、日本史、東

洋史、西洋史が分け隔てられていない専攻に

所属しました。専門はイギリス近現代史です

が、なかでも第二次世界大戦後のイギリスが

政治や経済面でいかに世界とかかわってきた

のか、あるいは旧植民地や英連邦諸国との関

係をいかに取り結んできたのかを研究対象に

しています。

現在のイギリス（連合王国それ自体が解体

するかもしれませんが）をみていると、かつて

の帝国としての姿は消え去ったにも関わらず、

世界規模で政治的・軍事的影響力を行使しよ

うとしていますし、EU離脱があったように

「ヨーロッパの一員」なのか常に議論が生じて

います。また、ロンドンに出張するたびに痛

感するのですが、モノの取引、資金の動き、

情報・学問・アイデアの広がりといった点でイ

ギリスは、グローバル化する世界潮流を先導

する立場にあります。現在においても、その

国家戦略やアイデンティティを規定しているイ

ギリスがもつグ

ロ ーバ ル・コ ネ

クションの歴史

を考えることが

私の研究にとっ

て基本的関心と

いえます。

普段の研究で

は、新聞や雑誌、

風 刺 画 や ポ ス

ター、当時の人々

の日記や手紙（最近はインタビュー記録も活用

します）、閣議録など政府内で生み出された文

書（暇な会議もあったのでしょうね。1940年代

のある有力官僚の落書きがあるペーパーなん

かにも出くわします）を中心に、様々な史料を

読み、分析し、ストーリーを組み立てています。

またそれら史料を入手したり、研究者と議論す

るために、イギリスのみならずシンガポールや

インド、アメリカなど世界中に出かけるように

なっています。

いまの日本において、イギリス・イギリス帝

国を中心に西洋近現代史を研究し、また教え

る意味として次のようなことを意識していま

す。良くも悪くも、近現代の世界史は、西洋の

拡大とそれに対するリアクションが基調となっ

てきました。そして、現代のグローバリゼーショ

ンという状況にたどり着き、非ヨーロッパ世界

の「巻き返し」がはじまる人類史上の大きな

転換点に立っています。近現代史を理解する

ことで、この転換を広い視野で、冷静にみる

ことができるようになると思います。

奈良大学に着任して、毎日を気持ちよく過

ごしています。とても豊かで落ち着いた環境

のなか、本や史料を読み、思索し、同僚や学

生たちと語らうことができているからです。大

学生になる皆さんも、騒がしい肥大化だけが

続く大都市、とりわけ首都圏の大学で経験す

るのはきっと難しい、こうした豊かで落ち着い

た時間を過ごす一度きりのチャンスを逃さない

でください（それこそ一極集中の時代です。

いつの日か否が応でも、東京で働くときはやっ

てくるでしょう）。皆さんはまだ飲んだことは

ない（！）と思いますが、スコッチウイスキー

のあの琥珀色と香りは、蒸留したての無色透

明の液体が、年月をかけてじっくりと樽のなか

で熟成されることで得られるのです。樽材の

種類や蒸留所の気候風土によって、その色や

香りには無限のヴァリエーションが生まれま

す。奈良大学で歴史を学ぶ皆さんが、幅広い

視野とオンリーワンのこだわりをもち、こころ

豊かな大人になるよう4 年間の「熟成」をお手

伝いしたいと願っています。「輸出か死か」―
北米向けスコッチウイスキー
輸出促進を訴えるポスター（1948年）

イギリス内閣のインド洋情勢に関する
秘密報告書（1971年）

オーストラリア国立公文書館

1973年、大阪府生まれ。 京都大学文学部卒業、京都
大学大学院文学研究科博士後期課程修了。 博士

（文学）（京都大学）。 帝京大学短期大学専任講師、
帝京大学総合教育センター専任講師を経て、2014
年奈良大学文学部に着任。 主な著書に『イギリスと
アメリカ』（共著、勁草書房）、『コモンウェルスとは何
か―ポスト帝国時代のソフトパワー』（共著、ミネ
ルヴァ書房）、訳書に『ティムール以後』（上・下）（共
訳、国書刊行会）など。

山口 育人 YAMAGUCHI Ikuto
教授

何を研究しているのか

書籍写真／（左）「オックスフォード ブリテン諸島の歴史10巻 20世紀」、
（中央）「The Transformation of the International Order of Asia」、（右）
「コロンボ・プラン」

歴史を学んで
こころ豊かな大人に「熟成」を

「現実と向き合う歴史」としての
西洋近現代史
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私は兵庫県で生まれ、大阪で育ちました。

大学・大学院と同志社大学に所属し、2003

年に同志社大学から博士号（文化史学）を取

得しました。その時の博士論文を元に出版

した本が、『封印されたヒロシマ・ナガサキ：

米核 実 験と民間防 衛計画』（凱 風社、2008

年。2013年に新訂増補版）です。アメリカ政

府がどのように広島・長崎への原爆、米国内

やマーシャル諸島で実施してきた核実験に

ついての情報をコントロールしてきたかを

追跡した本です。この本を含めて私の研究

は、主に米国立公文書館の史料に依拠して

います。

米国立公文書館とはNARA(アメリカ国立

公文書記録管理局: National Archives and 

Records Administration)が 管 理 する、アメ

リカ連邦政府の公文書を保管している機関

です。公文書管理局は「人びとが記録遺産か

ら発見し、使用し、学ぶことを保証するため、

私たちの政府の文書を保護し保全すること

によって、アメリカの民主主義に仕えます」

とうたっています。

このような米公文書館なのですが、全ての

文書を公開しているわけではありません。私

がよく利用する史料で、アメリカの核実験を

管轄していたアメリカ原子力委員会の資料

があります。2003年の暮れにアメリカ原子

力委員会のビキニ環礁で実施された核実験

についての文書を調査していました。すると

一つの封筒が出てきました。封筒の中には

「国家安全保障上の理由によりこの文書は

抜き取っています」と書いた紙切れが一枚

入っていました。私はそこで、この文書を情

報公開請求してみることにしました。その半

年後、公文書館から文書が開示されたとの

手紙が送られてきました。その中身は写真

で、複製の費用を払って入手することができ

ました。そして届いたの は、1954年 にマー

シャル諸島ビキニ環礁で実施された米核実

験で被ばくした人々の写真でした。この写真

では、子どもたちにまで脱毛と紫斑が見ら

れ、広島・長崎の被爆者と同じような症状が

出ています。「国家安全保障上」の理由で隠

されていたのは、本来隠されてはいけない

人々の写真だったのです。

米国首都ワシントンD.C.にある米国立公

文書館I の前には銅像があり、「過去の遺産

は未 来に実りをもたらす種（The heritage 

of the past is the seed that brings for 

the harvest of the future）」、そ し て「永 遠

の 監 視 は自由の 代 償（Eternal vigilance is 

the price of 

liberty）」とい

う言葉が刻ま

れて い ま す。

負の遺産であ

ろうとしっか

りと公文書を

残 し、未 来 の

た め、自 由 の

ために永遠に監視する、米国立公文書館の

ような存在は重要です。また、自由と民主主

義の下では、市民は監視される対象なので

はなく、政府こそが監視される対象なのだと

いうことです。政府の公式発表や、都合の良

い情報は簡単に手に入ります。しかし、隠さ

れた情報や都合の悪い情報は、粘り強く追

及しないと手に入れることができません。歴

史学研究は大変ですが、それだけにかけが

えのない史料と出会えます。未来への実り

のために、過去をしっかりと検証しましょう。

兵庫県生まれ。同志社大学文学部文化学科卒業、
同志社大学文学研究科文化史学専攻博士号取得。
明治学院大学国際平和研究所研究員、名古屋大学
大学院法学研究科研究員などを経て、2020年本学
着任。著書に『封印されたヒロシマ・ナガサキ：米
核実験と民間防衛計画』（凱風社、2008年。2013年
に新訂増補版）がある。

高橋 博子 TAKAHASHI Hiroko
教授

書籍写真／『封印されたヒロシマ・ナガサキ：米核実験と民間防衛計画』

隠されたヒバクシャ

政府公文書は検証の対象

環太平洋史 近現代
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ここでは、史学科で所蔵していて、他の大
学にはあまりないものをご紹介しましょう。
それが、「年画」です。

年画というのは、中国の人々が、新年を迎
えるために貼る飾りものの一種です。神様の
姿や、縁 起のいい図柄、芝 居の 一場面など
が、よくあるテーマで、多色の木版画で作られ
ていましたが、最近では印刷のものの方が多
くなりました。

年画の産地は中国各地にありますが、史学
科では、天津近郊の楊柳青、山東半島の濰坊
などで作られた年画を多数所蔵しています。
そこには、中国の民衆の願望が描かれている
ものが少なくなく、文献では知ることのむつ
かしい中国社会の姿を、知ることができます。

下に掲載したのは、高級官僚になるための試験である科挙の合格者が
町を練り歩くシーン、合格通知が家にとどいたシーン（この家は三代続けて
合格者を出しました）、上のものはたくさんの神様が書かれている暦のた
めの年画で、使い回しができるように、暦の部分は白いままです。

色あざやかな画面にこめられた、人々の願いの声をお聞きいただければ
と思います。

32 Department of History, Faculty of Letters, Nara University



多彩な
ゼミナール

● 

高
橋
ゼ
ミ

● 

山
口
ゼ
ミ

● 

足
立
ゼ
ミ

● 

川
本
ゼ
ミ

● 

山
崎
ゼ
ミ

● 

角
谷
ゼ
ミ

● 

森
川
ゼ
ミ

● 

井
岡
ゼ
ミ

● 

村
上
ゼ
ミ

● 

木
下
ゼ
ミ

● 

外
岡
ゼ
ミ

● 

河
内
ゼ
ミ

● 

渡
辺
ゼ
ミ

３
史
学
科
蔵
の
史
料
①

年画

ここでは、史学科で所蔵していて、他の大
学にはあまりないものをご紹介しましょう。
それが、「年画」です。

年画というのは、中国の人々が、新年を迎
えるために貼る飾りものの一種です。神様の
姿や、縁 起のいい図柄、芝 居の 一場面など
が、よくあるテーマで、多色の木版画で作られ
ていましたが、最近では印刷のものの方が多
くなりました。

年画の産地は中国各地にありますが、史学
科では、天津近郊の楊柳青、山東半島の濰坊
などで作られた年画を多数所蔵しています。
そこには、中国の民衆の願望が描かれている
ものが少なくなく、文献では知ることのむつ
かしい中国社会の姿を、知ることができます。

下に掲載したのは、高級官僚になるための試験である科挙の合格者が
町を練り歩くシーン、合格通知が家にとどいたシーン（この家は三代続けて
合格者を出しました）、上のものはたくさんの神様が書かれている暦のた
めの年画で、使い回しができるように、暦の部分は白いままです。

色あざやかな画面にこめられた、人々の願いの声をお聞きいただければ
と思います。

32 Department of History, Faculty of Letters, Nara University



35

ルーナミゼな彩多３

34

渡辺ゼミでは、日本古代の飛鳥時代・奈良時
代・平安時代を学びます。律令格式六国史を
基本としながら、木簡などの出土文字資料や
正倉院文書などさまざまな特色ある史料も
使って、新しい日本古代史を描くことを目標と
しています。

ゼミは、日本古代史の概説書と定評のある
論文を素材として、みんなで議論しながら進め
ています。広い視野に立って史料を読み解く
力を養いながら、各自の研究テーマを深めて
いきます。　

奈良で日本古代史を学ぶ利点は、その気に
なればすぐに、歴史が繰り広げられたその場に
立って、古代人たちと空間を共有できることで
す。これは歴史を学ぶ者にとって何物にも代え
難い経験となるでしょう。是非奈良の地にある
奈良大学で日本古代史を学ぶ楽しさを味わっ
てください。

渡辺ゼミ

新しい日本古代史を描こう！！

「特別史跡・世界遺産 平城宮跡」（写真提供　奈良文化財研究所）

教室でおこなうゼミは、古文書
など文字で書かれた史料と真剣に
にらめっこ。しかし、それだけでは
歴史を体感することはできません。
教室を飛び出し、お寺や神社、ある
いは史跡や城跡と方々にでかけて
います。写真や知識としてだけ知っ
ていたところに自分の足で立って
みることも大事にしています。

河
内
ゼ
ミ 現地に立って歴史を体感しよう!!

復元された天守閣

ゼミの風景

伏見の町を歩く 鞍馬の山にも登りました

城跡も登ってみないと険しさはわかりません

神社では手を合わせて
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木下ゼミは、「江戸時代で卒論を書きたい！」と思っている学生たちの集まりです。それぞれのテーマ設
定はもちろん自由。「ペット」に「ファッション」、「畳」に「水」、「下屎」に「食文化」と、教員を「おお～」
とうならせるような柔らかい発想のテーマが、いつも目白押しです。

また史料講読では、「ホンモノの史料に触ってナンボ！」という姿勢から、史学科が所蔵する近世古文書
の現物に触れながら、江戸時代のくずし字が読めるよう、毎週特訓しています。

柔らかい発想で江戸時代を斬れ !

史料講読は、和気あいあいとした雰囲気 フィールドワークにも出かけます！（写真は宇陀松山）

木下ゼミ

武家社会と荘園制社会というふたつのモードが並
走しているのが中世という時代。広くとれば、9 ～ 10世
紀から17世紀初頭まで。おもに文字史料によって歴史
事象を検証できる時代を歴史（有史）時代と呼ぶこと
がありますが、日本の場合、歴史時代の半分以上が中
世ということになるのかもしれません。

奈良の東大寺や興福寺は固有の武力を有する巨大
荘園領主であるとともに、顕密仏教の拠点として中世
の知と思考をリードする存在でした。それ故に武家も
また個性ある成長のあとをのこし、歴史に名をのこす
多くの逸材を輩出しています。

さて、史学科はおもに文字史料を素材にして研究す
るスタイルを学び実践する学科です。中世固有の文字
使い、筆記法、文法、その他、現代社会で通用している
かたちとは大きく異なる文字、文章を読む作業はなか
なか困難です。しかし、これを克服していけば、過去に
生きた人びとの話を聴くことができます。何を見、何を
聞き、何を想い、何を願い、何を伝えようとしているの
か、しっかりと受け止めていきたいものです。

ゼミでは、それぞれの研究テーマを携えた学生が、
口頭報告を重ねながら構想を構造に変え、卒業論文
を完成させていきます。日本列島各地から学生は集
まっていますので、奈良への地元愛に満ちた研究テー
マもあれば、個性豊かな人物や謎に包まれた事件に
テーマを求める研究もあります。なかには、この研究
をするために奈良大学に来ましたという学生もいて、
頼もしい限りです。

もうひとつ。ゼミには大きな楽しみがあります。ゼミ
での討論や研修旅行などを契機に、懇親、懇談の場は
広がり、生涯を通じての友情を育んでいくことも少なく
ありません。

奈良でわれわれと一緒に学びましょう。

授業風景

外岡ゼミ

日本中世史を研究する学生が集うゼミです。

Department of History, Faculty of Letters, Nara UniversityDepartment of History, Faculty of Letters, Nara University



36 37

ルーナミゼな彩多３

木下ゼミは、「江戸時代で卒論を書きたい！」と思っている学生たちの集まりです。それぞれのテーマ設
定はもちろん自由。「ペット」に「ファッション」、「畳」に「水」、「下屎」に「食文化」と、教員を「おお～」
とうならせるような柔らかい発想のテーマが、いつも目白押しです。

また史料講読では、「ホンモノの史料に触ってナンボ！」という姿勢から、史学科が所蔵する近世古文書
の現物に触れながら、江戸時代のくずし字が読めるよう、毎週特訓しています。

柔らかい発想で江戸時代を斬れ !

史料講読は、和気あいあいとした雰囲気 フィールドワークにも出かけます！（写真は宇陀松山）

木下ゼミ

武家社会と荘園制社会というふたつのモードが並
走しているのが中世という時代。広くとれば、9 ～ 10世
紀から17世紀初頭まで。おもに文字史料によって歴史
事象を検証できる時代を歴史（有史）時代と呼ぶこと
がありますが、日本の場合、歴史時代の半分以上が中
世ということになるのかもしれません。

奈良の東大寺や興福寺は固有の武力を有する巨大
荘園領主であるとともに、顕密仏教の拠点として中世
の知と思考をリードする存在でした。それ故に武家も
また個性ある成長のあとをのこし、歴史に名をのこす
多くの逸材を輩出しています。

さて、史学科はおもに文字史料を素材にして研究す
るスタイルを学び実践する学科です。中世固有の文字
使い、筆記法、文法、その他、現代社会で通用している
かたちとは大きく異なる文字、文章を読む作業はなか
なか困難です。しかし、これを克服していけば、過去に
生きた人びとの話を聴くことができます。何を見、何を
聞き、何を想い、何を願い、何を伝えようとしているの
か、しっかりと受け止めていきたいものです。

ゼミでは、それぞれの研究テーマを携えた学生が、
口頭報告を重ねながら構想を構造に変え、卒業論文
を完成させていきます。日本列島各地から学生は集
まっていますので、奈良への地元愛に満ちた研究テー
マもあれば、個性豊かな人物や謎に包まれた事件に
テーマを求める研究もあります。なかには、この研究
をするために奈良大学に来ましたという学生もいて、
頼もしい限りです。

もうひとつ。ゼミには大きな楽しみがあります。ゼミ
での討論や研修旅行などを契機に、懇親、懇談の場は
広がり、生涯を通じての友情を育んでいくことも少なく
ありません。

奈良でわれわれと一緒に学びましょう。

授業風景

外岡ゼミ

日本中世史を研究する学生が集うゼミです。

Department of History, Faculty of Letters, Nara UniversityDepartment of History, Faculty of Letters, Nara University



38 39

ルーナミゼな彩多３

声なきに聞き、形なきに見る　いざ、歴史の現場へ！

日本の近代警察の基礎を築いた川路利良という人は、警察の捜査にとって大切なことは、「声なきに
聞き、形なきに見る」ことだと述べているそうです。かすかな声にも耳をすまし、おぼろげな形から姿
を見定める努力をする―こうした姿勢によって真実に迫ることができるのだと、川路は主張したいの
でしょう。

これは歴史研究の方法としても適用できそうです。捜査一課の刑事になったつもりで、史料の背後
や行間に秘められている声や姿を引き出し、過去の姿を再現してみませんか。

井岡ゼミは日本近代史、江戸時代の終わりから大正時代の初めころまでが対象です。史料をしっか
り読み込むことと、歴史の現場を歩いて体験してみることを重視しています。ともに歴史研究の世界
に踏み出しましょう。

ゼミの風景

読み、歩き、考えよう！

村上ゼミは、日本近代文化史を学びます。近代文化史では、活字の史料とくずし字の史料の両方を読
める必要があり、講読ではそれを前期と後期に分けて読み進めていきます。演習では、それぞれが卒業
論文に向けて調べてきたことを発表しますが、テーマが色とりどりで、新撰組などの人気のあるテーマを
選ぶ人もいれば、京都の庭師やだんじり祭礼文化など、一風変わったテーマを選ぶ人もいます。

勉強以外にも、2～4 回生の交流会を開いたり、ゼミ旅行を計画したりして、同学年だけでなく、上下
の学年でも交流をしています。せっかくの大学生活なのだから、教員の押し付けではなく、それぞれが
学びたいことを学んでもらい、よき大学生活の思い出となるようなゼミにしていきたいという村上先生の
意志のもと、各自がのびのびとゼミでの勉強を楽しんでいます。

ゼミ合宿（2019年度 岡山・倉敷） ゼミの風景

村上ゼミ 井岡ゼミ
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　このゼミナールは「現代史」、おもに日本、日本が
位置する東アジア・太平洋地域を対象とします。扱う
年代・時期は 1910 年代以降で、日本の元号でいえば
大正期（大正元年は 1912 年）以降になります。その
大半は 20 世紀にあたり、世界史的に見れば、第一次
世界大戦（1914 ～ 18 年）、第二次世界大戦（1939
～ 45 年）、冷戦（1940 年代後半～ 1989 年）のころ
ですね。
　他のゼミも同じですが、ゼミの授業として「史料講
読」と「史学演習」があります。そのうち、「史料講読」
という授業では、歴史を学び・探求する上で欠かせな
い “ 材料 ”、すなわち、「史料」を扱います。ここでは、
その一例をご紹介します。
　この冊子を手に取ってくださっている皆さんは、『こ
の世界の片隅に』（片渕須直監督作、2016 年）とい
うアニメーション映画を存じですか？この映画で描かれ
ているのは、第二次世界大戦期のことです。劇中では、
空高く飛んでいるアメリカ軍機から “ あるモノ ” がヒラ
ヒラと舞いおりてくる描写があります。このページに載

せているのは、教員が個人で入手した “ あるモノ ” で、
「伝単」といいます。史料講読の授業で取りあげて、

ゼミ生のみんなと一緒に読み解いてみました。そのほ
か、教員紹介のページのところに載せている「奈良観
光案内図」も、史料講読の授業で取りあげています。

世界とアジアの中の日本、そして、奈良の現代史を探っていこう！

史料講読の授業風景

森川ゼミ

パワーポイントを使った研究発表

角谷ゼミ

● 中国古代の神々の特徴
● 始皇帝暴君説の再検討
● 三国時代の蜀の独自性
● 漢代の外戚
● 後漢における宦官
● 半両銭の歴史的意義
● 匈奴の経済活動について

角谷ゼミのみんなは
こんな卒論を書いています。

角谷ゼミでは、学生が自分の
興味のあるテーマを選んで、それ
をとことん追 求していきます。

「楽しく、自分の手でつかもう！」
がモットーです。おもしろいと、
もっと知りたくなり、知ると楽し
くなる、するとさらに…。是非「知
の快感」を味わってください。

へえ～おもしろ～い！全てはここから始まります。
歴史は過去から現在を考える学問。 新しい“今”をみつけましょう。

ゼミの風景古代中国の貨幣

「伝単」といわれる
ものです
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学而時習之　不亦説乎

山崎ゼミ

● 「中国宋代都市における下層民に対する政策について」
● 「朝鮮王朝時代の初等教育について」
● 「明清交替期における朝鮮の対外関係について」
● 「アヘン戦争前夜における清朝のアヘン議論と政策について」
● 「日露戦争以後の日本における『満鮮史』研究」
● 「日本領有初期の台湾におけるアヘン問題について」

山崎ゼミのみんなはこんな卒論を書いています。

東洋史のゼミは10世紀あたりを境として二部に分か
れています。このゼミに集まっているのは後半の時代
を研究対象とする三四回生で、段階を踏みながら調
査・研究・発表・討論の訓練を積んでいます。四回生は
特に卒業論文の提出が最重要課題ですので、卒論作成
のための作業が中心になります。

個々人の研究主題には特に制限を設けていません。
私も中国史ないし東アジア史の立場からできる限りの
助言はしますが、最終的には自分の関心を大事にして
ください。どんな主題を選ぶにせよ、最後に達成感を
得られるかどうかは、皆さんの努力次第です。

授業では、私もゼミ生諸君と同じく、皆さんの発表か
ら学ばせてもらうことになります。あまり気張らず、た
だしあくまで真剣に、それぞれの発表を通じて東洋の
諸文明に対する理解を共有していきましょう。

標記の言葉は有名な『論語』冒頭の一節です。孔子は
またこうも言っています。「これを知る者はこれを好む
者に如かず。これを好む者はこれを楽しむ者に如か
ず。」歴史とは、まず何より楽しむものです。知識も、知
りたいという意欲も、すべては楽しみから生まれてきま
す。多少の努力にかえて、そんな楽しみをともに享受で
きるのは、また説ばしいことではないでしょうか。

川本ゼミは中央アジア史･西アジア史の根本資料を
読んでいくゼミです。

今年度のゼミでは、中央アジアの歴史ムガル朝の創
始者ザヒール・アッディーン･バーブル（1483-1530）の回
想録『バーブル・ナーマ』を初めの「フェルガナの章」か
らじっくりと読んでいきます。

『バーブル・ナーマ』は15-16世紀の中央アジア・アフ
ガニスタン･インドの諸状況をつたえるもっとも基本的
な同時代史料です。この史料が残されていなければわ
れわれが当時の歴史を再現することは不可能でした。
こういう史料を根本史料といいますが、根本史料にあ

る程度触れ、その感触をつかんでいなければ論文をい
くら読んだところで一つの時代の歴史はわからないの
です。根本史料に親しむことが歴史研究の第一歩です。

『バーブル・ナーマ』はアラビア文字で表記された
チャガタイ・トルコ語で書かれています。バーブルのト
ルコ語の表現は非常に簡明でわかりやすく、さらに
バーブル (著)、 間 野 英二（翻 訳）　『バーブル・ナーマ 
1~3: ムガル帝国創設者の回想録』平凡社東洋文庫、
2014-15というすぐれた翻訳があります。日本語の訳文
はその文体を見事に伝えていて私たちはすぐれたトル
コ語文学の古典に簡単に触れることができるのです。

よろこ

未知の世界の歴史への冒険にチャレンジ

川本ゼミ
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足立ゼミ

エジプトからルネサンスまで古代の世界を旅するゼミです!

卒業生と

史料講読の風景

京都ギリシアローマ美術館にて

● ヘロドトスの歴史叙述と「キュクロス」観
● 西洋絵画とマニエリスムについて
● 古代ギリシア女性史
● 剣闘士とローマ帝国
● ヒクソスのエジプト支配について
● アクエンアテンの宗教改革
● 鷲の紋章とヨーロッパ王権
● イベリア半島とレコンキスタ

足立ゼミのみんなはこんな卒論を書いています。

こんにちは、足立ゼミです！ 私たちのゼミでは二年
間の講読で基本的な英文の文書を読めるよう練習を
し、ゆったりとした雰囲気で自由にテーマを選び発表
します。エジプト文明から中世のキリスト教美術まで
様々なテーマを持つ人がいるので、発表は驚きの連
続です！時にはゼミ内でコンパを行い、皆でわいわい
楽しんでいます。

毎年秋に京都のギリシア・ローマ美術館に出かけ、
ゼミ生同士の親交を深める面白い行事もあります。

ゼミの風景

● 英国王室とイギリス外交
● アメリカ独立革命と黒人奴隷
● 18世紀ハプスブルク帝国の文化政策
● パレスチナ和平とオスロ合意
● ナポレオン伝説
● 戦間期イギリス女性と労働
● 世界史のなかの砂糖と茶

山口ゼミのみんなはこんな卒論を書いています。

　「バイト代から税金が天引きされていたけど、源泉徴収ってなぜ始まったの？」「経済成長率1％が「高
成長」だった時代があったの？」「イギリス料理がまずくなったのはいつから？」「100年前、パスポート
発行の際どうやって本人確認をしていたの？」「教員免許ってどこの国が最初に？」「祝日っていつから始まっ
た？」「他人がやっているスポーツ競技をお金を払って観戦するなんて昔からあったこと？」
　西洋近現代史を学ぶ山口ゼミで、こんな疑問から学びをはじめませんか。歴史を知って、豊かな感性
とオンリーワンのこだわりをもって社会に羽ばたきましょう。

山口ゼミ
パスポートをもって飛行機に乗り込まなくても、
広い「世界」と多様な文化を知ることができます！
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高橋ゼミ

知れば知るほど、もっと知りたくなる。

ゼミの風景

外務省重光アリソン会談文書

これまで演習では、核関連のドキュメンタリー
番組・映画、2020年11月に実施されたアメリカ大
統領選挙や2021年1月に発効した核兵器禁止条
約に関連する映像を視聴し、歴史的視野から議論
してきました。そして、できるだけ一次資料や証
言にあたって調査し、裏付けてゆくことの重要性
を伝えてきました。

卒業論文作成のためには、作成者の問題意識・
視点・構想、先行研究の把握、文献・史料収集、文
献・史料分析、そして、先行研究を適切に参照し、
適切に引用しつつ、論文を完成させる総合的な力
が必要です。また、他の受講者の報告や意見を聴
いたうえで、建設的な議論を行うことは、論文の
質を高めてゆくことにつながります。演習では学
生が、先行研究や史料に基づきつつ、それぞれの
視覚からの主体的な報告を行い、活発な議論が交
わされています。

知れば知るほど、もっと知りたくなる。それこ
そが歴史の探求です。

史
学
科
蔵
の
史
料
②

藍鹿洲全集

写真は、清朝時代に出版された『藍鹿洲全集』という本です。
木版で印刷された24冊の本が、書名を彫刻した頑丈な木箱の中に収納

されています。光緒５年（1879）に刊行されました。
この本の著者藍鼎元（1680－1733）は、清朝時代の官僚で、出身地の福

建省やその隣にある広東省、さらに台湾で活躍しました。
彼の著作でとくに有名なのは、この全集にも収められている「鹿洲公案」

２冊で、第五代皇帝の雍正帝に抜擢されて、現在の広東省潮陽県という所
の知事として活躍した２年間の地方行政の記録です。

この本には、地方の官庁での小役人たちの利権をめぐる策謀や、地域の
ボスたちとの駆け引きが書かれていて、中国の地域社会の実像を伝えるも
のとして知られています。とくに、宮崎市定さんが、この本の翻訳を出版し
て、我が国でも有名になりました。

宮崎さんの翻訳は平凡社の東洋文庫に入っていて、広く知られています
が、原本を所蔵する機関は多くはありません。
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歴史を学ぶためには、それぞれのテーマに合った研究材料＝「史料」の
活用が、基礎になります。史学科では、全員が「講読」という科目で、それ
ぞれの希望する分野の「史料」を読むためのノウハウを学びます。さら
に、史料の「実物」を使って、その取り扱いを学ぶのが「史料研究」です。

現在おこなわれている内容は、戦国時代や江戸時代の古文書の解読、
中国の木簡や石刻の取り扱い方、さらに普通の授業では学べない文字や
言語の基礎などです。

もう少し具体的に書いていきますと、
日本史史料研究では、史学科が所蔵している江戸時代、場合によって

は戦国時代の古文書の実物を手にとって、その取り扱い方法、調査方法
を学びます。もちろん読み方も。

東洋史史料研究では、甲骨・木簡のレプリカや、石碑の拓本を用いて、
出土文字資料をどのようにして歴史研究に活用するかを学びます。

西洋史史料研究では、西洋の古典となった古代ギリシア語やラテン語
に触れます。最初に簡単な文法を勉強し、次に実際の史料を読んでみま
しょう。

できるだけオリジナルな材料で、それが無理ならレプリカを用いて、
「実物」から歴史を学ぼうというのが、史学科のプリンシプルですから、
「実習」は、それがいちばん実現されている授業だと、私たちは考えてい

ます。

史
料
研
究

幕末維新期を生きた人物の書簡

手紙は、差出人と受け取った本人がお互いにわかりあえれば用を足すの
で、親しい者同士であればあるほど、氏名がきちんと書かれていません。ま
た、月日は書かれていても、年が省略されていることが多いのもその特徴
です。それでは、この手紙の差出人の「梨堂」、受取人の「龍山人」とは誰の
ことでしょう。また、十二月二十七日とは何年の十二月のことでしょうか。
そもそもここまですらすらと読めたらたいしたものです。

ちなみに「梨堂」は、幕末には尊王攘夷運動で活躍し、明治維新後ただ
一人太政大臣を務めた人物の雅号です。史学科に来れば、ここに書かれて
いるような文字が読めるようになりますよ。

史
学
科
蔵
の
史
料
③
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史
料
研
究

幕末維新期を生きた人物の書簡

手紙は、差出人と受け取った本人がお互いにわかりあえれば用を足すの
で、親しい者同士であればあるほど、氏名がきちんと書かれていません。ま
た、月日は書かれていても、年が省略されていることが多いのもその特徴
です。それでは、この手紙の差出人の「梨堂」、受取人の「龍山人」とは誰の
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いるような文字が読めるようになりますよ。

史
学
科
蔵
の
史
料
③
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富田林市寺内町の旧家

旧陸軍第四師団司令部庁舎（大阪城公園内）にて

見学会 史学科では毎年、見学会を開催してい
ます。奈良はもちろんのこと、バスで大阪
や京都 方 面にも足をのばし、各地の史
跡・寺院、神社、博物館を見学します。

大津市歴史博物館・日吉大社・石山寺・伊勢神宮・三重県立総合博物館・萩博物館・
萩城下町・松陰神社・神戸市立博物館・神戸居留地・異人館・大阪道頓堀・大阪歴史
博物館・京都国立博物館・大仏殿跡・三十三間堂・高野山・姫路城＆城下町　他

▶ 過去３年に
　訪れたところ

51Department of History, Faculty of Letters, Nara University

前期と後期の年2回、外部の講師をお招
きして、特別講演会を実施しています。普段
は聞けない深い話を聞くことで、歴史に関
する視野が広がります。

史学会
特別講演会

体験ツアーは、史学会の主催で年数回
実施しており、主に近畿圏内にある国宝や
重要文化財などを見て回っています。現地
で実物を見て、触れることによって歴史の
理解をより深めることができます。

体験ツアー

史学会は、毎年1つのテーマに沿った展
示物・立て看板・レジュメを作成していま
す。これらを多くの人に見てもらうことで、
歴史に少しでも興味を持ってもらえるよう、
日々準備に取り組んでいます。

卒業生、教員のほか外部投稿に
より、日本史、東洋史、西洋史の各分
野から専門的な学術論文を集め、
発行しています。史学会と史学科の
年間行事、卒業論文一覧なども掲
載しています。

青垣祭

雑誌『奈良史学』

共同研究室にはいろいろな辞書
や資料、パソコンと輪転機があり、で
演習・講読の発表レジュメの作成に
使います。わからないことがあって
も、学生委員が丁寧に教えてくれま
す。また、史学会の行事の準備にも
使われます。

共同研究室

史学会主催の行事を計画・立案
するほか、学科の教員や学生みん
なのサポートをしてくれます。楽し
いメンバーがそろっているので、な
んでも相談してください。

学生委員
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史
学
科
蔵
の
史
料
④

大和名所図絵

寛政3年（1791）出版。文字通り、大和の名所を詳しく紹介した、当時
のガイドブックです。写真は、「春日御茶屋」の風景。観光客が、奈良の
鹿とたわむれるのは、今も昔も変わらぬよう。

伊達政宗書状

独眼竜の呼び名で有名な東北の戦国大名、伊達政宗の書状（手紙）。
ときに政宗、24歳。前年の天正17年（1589）に会津の芦名氏をほろぼし、南
奥州を征服しました。しかし、この天正18年（1590）６月には豊臣秀吉の
軍門にくだることになりました。この書状を出したころは、秀吉に従う
かどうか苦悩していた時期にあたります。水鳥の「セキレイ」のかたち
に似た花押（直筆のサイン）の部分だけが政宗直筆。『仙台市史 資料編
10 伊達政宗文書Ⅰ』にもおさめられている著名な史料です。

史
学
科
蔵
の
史
料
⑤

イコンとパピルス

奈良大学史学科にはさまざまな史料が収蔵されていますが、西

洋史関係でも珍しいものがあります。ロシアの19世紀のイコンと6

世紀のエジプトのパピルスはいずれも本物です。イコンとは聖画像

とも訳され、東方正教世界で熱心に崇敬される宗教絵画のことで

す。イエス・キリストや聖母子、いろいろな聖人の画像が描かれ、お

守りのような役割も果たします。写真は聖母子像で、母マリアと幼

子イエスの構図は大変好まれ、深い信仰心を表しています。ほかに

本学にはロシアの守護聖人ニコラオスのイコンがあります。

もうひとつの写真はローマ時代末期のエジプトのパピルス文書

です。エジプトのパピルスと言うとヒエログリフ（象形文字）の書か

れたファラオ時代のものを想像するでしょうが、それと比べると新

しく、紀元後6世紀のものと推定されています。それでも聖徳太子よ

り少し前の時代のものです。エジプトではプトレマイオス朝の女王

クレオパトラが前30年に敗死してから、7世紀のなかばにイスラー

ムの軍勢に占領されるまで、700年近くローマン・エジプトの時代

が続きます。本学所蔵のパピルスはこのローマン・エジプトの最後

の繁栄の時代、ユスティニアヌス帝時代のものとされ、当時の公用

語であるギリシア語で書かれた借用書で、大変貴重なものです。
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ッ
プ

※上記の駅名に付記した時間は、
　高の原駅までの乗車時間です。
　乗り換え等にかかる時間は含んでいません。

神戸
三宮

新大阪

京都 32分

近鉄奈良

大和八木

大阪

難波

鶴橋

天王寺

JR 奈良

至 新神戸

至 

和
歌
山

JR・新幹線

至 名古屋・東京

43分

33分
73分

高の原
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西大寺

関西
空港

大阪
難波

近鉄京都線

特急約25分・急行 約32分

阪神本線・阪神なんば線・近鉄奈良線

快速急行 約69分

近鉄奈良線

快速急行・急行 約29分

バス　約5分

徒歩　約18分

奈良交通バス「奈良
大学構内」行き、また
は「学園前駅」行き

約16分

近鉄京都線近鉄奈良線JR環状線

急行・普通 約4分快速急行・急行 約23分

京
都
駅

大
和
西
大
寺
駅

神
戸
三
宮
駅

鶴
橋
駅

大
阪
難
波
駅

高
の
原
駅

奈
良
大
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駅

●高の原駅より、バスターミナル
①のりばから奈良交通バス「奈
良 大 学 構 内」行 き に 乗 車 約 ５
分、「奈良大学構内」下車。または

「学園前駅」行きに乗車約５分、
「奈良大学」下車。

●試験日には、高の原駅から奈良
大学まで臨時直行バスを無料
運行します。

●夏季・冬季・春季の大学休業中
は「奈良大学構内」行きバスは
運休となりますが、「学園前駅」
行きバスは運行されますので、
休業期間中はこちらをご利用
ください。

高の原駅より
約５分

高の原駅より
約18分

奈良大学バス停

高の原駅
バスターミナル
①のりば

奈良大学構内バス停

り通
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線
都
京
鉄
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大
西
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大
至

原
の
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都
京
至

イオンモール高の原

サンタウンプラザ
　（すずらん館／ひまわり館）

ローソン

高の原中央病院

公園
ならやま歯科
クリニック

無駄なことを考え抜く

 

―それが未来への近道

強力無比な教員と学科構成

　歴史学は、実学ではありません。歴史に詳しくなったって、就職に役立つ資格がとれるわけではあ
りませんし、会社の仕事でも、歴史の知識なんて、何の役にも立ちません。その意味で歴史学は、
無駄なことを考え続ける学問だといえるでしょう。
　ですが、その無駄なことを徹底的に考え抜いた学生こそ、最後には企業や公務員、教員への就職、
あるいは大学院進学など、自分の未来を、自分の力で、しっかりと切り拓いてもいます。どうしてな
のでしょうか。
　それは歴史学が、結局のところ 社会を考える学問だからであり、それに没頭した学生もまた、
いつの間にか、自分なりに社会をみつめる力を養っているからです。自分をとりまく社会を、広く、
深く考え抜ける力があれば、どの世界、どの業種に行っても通用するのは当たり前です。ですから、
無駄なことを一所懸命４年間考え続けた学生こそ、最後は勝つのです。

むかしの研究は、いまとこれからの自分のためにある！

奈良大学奈良大学

日本史の全時代の教員が揃っている大学

日本史、東洋史、西洋史の教員が揃っている大学

関西で、史学系のコースがある大学　※国公立、関関同立は除く。

日本史・東洋史・西洋史、
イスラーム世界史・環太平洋

世界史の教員がきちんと揃って
いて考古・美術、地理、国文が、

独立学科として揃っている大学

他学科では、こんなことも学べます
文化財学科 古墳研究の最新成果

中世・近世の城郭
日本の絵画・彫刻の歴史

歴史地理学
近世の城下町と陣屋町
戦後の都市・農村の問題

『万葉集』と『古事記』
江戸時代の草双紙・読本
明治・大正・昭和の文学と文化

地理学科

国文学科

　史学科の売りは、なんと言っても、多彩で豊富な教員陣です。
関西で歴史学を学べる大学は数あれど、

① 日本史、東洋史、イスラーム世界史、西洋史、環太平洋世界史の
　 教員が ひとつの学科の中できちんと揃っている
② 日本史に、古代、中世、近世、近現代の、各時代の
　 専門教員がいる
③ 考古学や美術史、地理学、国文学といった、歴史学と
　 関連する学問分野が、独立学科としてきちんと揃って
　 いて、その授業を受けられる

という３つの条件が整っているところが、奈良大学です。
　こんなぜいたくな環境で、大学生活の４年間、
思いっきり、好きなだけ歴史研究に没頭してみま
せんか？
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京都 32分

近鉄奈良

大和八木

大阪

難波

鶴橋

天王寺

JR 奈良

至 新神戸

至 

和
歌
山

JR・新幹線

至 名古屋・東京

43分

33分
73分

高の原

大和
西大寺

関西
空港

大阪
難波

近鉄京都線

特急約25分・急行 約32分

阪神本線・阪神なんば線・近鉄奈良線

快速急行 約69分

近鉄奈良線

快速急行・急行 約29分

バス　約5分

徒歩　約18分

奈良交通バス「奈良
大学構内」行き、また
は「学園前駅」行き

約16分

近鉄京都線近鉄奈良線JR環状線

急行・普通 約4分快速急行・急行 約23分

京
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駅
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駅
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良
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駅

●高の原駅より、バスターミナル
①のりばから奈良交通バス「奈
良 大 学 構 内」行 き に 乗 車 約 ５
分、「奈良大学構内」下車。または

「学園前駅」行きに乗車約５分、
「奈良大学」下車。

●試験日には、高の原駅から奈良
大学まで臨時直行バスを無料
運行します。

●夏季・冬季・春季の大学休業中
は「奈良大学構内」行きバスは
運休となりますが、「学園前駅」
行きバスは運行されますので、
休業期間中はこちらをご利用
ください。

高の原駅より
約５分

高の原駅より
約18分

奈良大学バス停

高の原駅
バスターミナル
①のりば

奈良大学構内バス停

り通
大ま

やら
な

線
都
京
鉄
近

寺
大
西
和
大
至

原
の
高

都
京
至

イオンモール高の原

サンタウンプラザ
　（すずらん館／ひまわり館）

ローソン

高の原中央病院

公園
ならやま歯科
クリニック

無駄なことを考え抜く

 

―それが未来への近道

強力無比な教員と学科構成

　歴史学は、実学ではありません。歴史に詳しくなったって、就職に役立つ資格がとれるわけではあ
りませんし、会社の仕事でも、歴史の知識なんて、何の役にも立ちません。その意味で歴史学は、
無駄なことを考え続ける学問だといえるでしょう。
　ですが、その無駄なことを徹底的に考え抜いた学生こそ、最後には企業や公務員、教員への就職、
あるいは大学院進学など、自分の未来を、自分の力で、しっかりと切り拓いてもいます。どうしてな
のでしょうか。
　それは歴史学が、結局のところ 社会を考える学問だからであり、それに没頭した学生もまた、
いつの間にか、自分なりに社会をみつめる力を養っているからです。自分をとりまく社会を、広く、
深く考え抜ける力があれば、どの世界、どの業種に行っても通用するのは当たり前です。ですから、
無駄なことを一所懸命４年間考え続けた学生こそ、最後は勝つのです。

むかしの研究は、いまとこれからの自分のためにある！

奈良大学奈良大学

日本史の全時代の教員が揃っている大学

日本史、東洋史、西洋史の教員が揃っている大学

関西で、史学系のコースがある大学　※国公立、関関同立は除く。

日本史・東洋史・西洋史、
イスラーム世界史・環太平洋

世界史の教員がきちんと揃って
いて考古・美術、地理、国文が、

独立学科として揃っている大学

他学科では、こんなことも学べます
文化財学科 古墳研究の最新成果

中世・近世の城郭
日本の絵画・彫刻の歴史

歴史地理学
近世の城下町と陣屋町
戦後の都市・農村の問題

『万葉集』と『古事記』
江戸時代の草双紙・読本
明治・大正・昭和の文学と文化

地理学科

国文学科

　史学科の売りは、なんと言っても、多彩で豊富な教員陣です。
関西で歴史学を学べる大学は数あれど、

① 日本史、東洋史、イスラーム世界史、西洋史、環太平洋世界史の
　 教員が ひとつの学科の中できちんと揃っている
② 日本史に、古代、中世、近世、近現代の、各時代の
　 専門教員がいる
③ 考古学や美術史、地理学、国文学といった、歴史学と
　 関連する学問分野が、独立学科としてきちんと揃って
　 いて、その授業を受けられる

という３つの条件が整っているところが、奈良大学です。
　こんなぜいたくな環境で、大学生活の４年間、
思いっきり、好きなだけ歴史研究に没頭してみま
せんか？
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