
　初夏の京都嵐山といえば、修学旅行の名所ですが、この 5月末の日曜日に、嵐山から桂川に沿って下流方向に歩きました。
朝のうちは少し曇っていたものの、やがて晴れ間が広がって気温も高くなりました。この日は観光ではなくて、京都上賀
茂にある総合地球環境学研究所（地球研）の研究計画の一環で、地球研の科学者の方々や奈良・名古屋・東京など各地の
大学の日本史・考古学の方々と一緒に、桂川から水を取って右岸（西側）の水田を灌漑する用水路をたどったのです。

　この用水路はいくつかの系統に分かれていますけれども、最も古
い部分は 5 世紀に渡来人の秦氏が造ったとされる由緒ある用水路で
す。用水路は、参詣のお客さんたちで賑わう松尾大社の境内をとおっ
て、南へと下っていきます。現在、付近一帯は、かつての水田の広
がる景観を失って、古くからの集落の間を埋めるように、新しい戸
建て住宅や大規模なマンションなどが建てられています。用水路も
その住宅の間を縫うように流れていきますので、もし、この用水路
を詳しく研究された向日市文化資料館の方に案内していただかな
かったら、道に迷っていたことでしょう。

　桂川右岸のもう少し下流には桂離宮がありますが、松尾大社と桂
離宮の間は、東寺（教王護国寺）の所領だった荘園がいくつか位置
していて、東寺に古文書が伝えられていますので、南北朝期から室町・
戦国期の村々の様子を研究できる恰好の地域です。今回は私も文書
や研究論文を事前に勉強しておりましたので、室町時代の絵図と現
状とを比べて、用水路の成り立ちや桂川の流れの変化などについて、
参加者の方々と議論することができました。

　最近、地球研の科学者の方々は、樹木の年輪の成分を分析して、
日本の夏の気温や降水量の変動を過去 2000 年以上にわたって一年ご
とに明らかにされています。私の専門は日本中世史で、主に荘園や
村の生活について研究しています。中世の人々の日常生活は、気候
の僅かな変動でおこる凶作や飢饉、洪水などの災害に大きく影響さ
れていたと考えられます。この日の用水路を歩く巡検も、科学者の
気候分析と歴史学の古文書読解とを現地で総合するための、試みの
一環でした。

京都桂川を歩く   　

用水路の分岐点。この分岐点は室町時代の絵図にも載っている。
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　写真は、大学から歩いて 15 分ほどの鷹塚 ( たかのつか ) 古墳。実相寺古墳群の中の一基。別府大学
文化財研究所の調査を受けて、実は大分県最大の石室を持つ古墳であることが判明し、突如として市指
定を経て大分県指定の文化財となった。平成 26 年度には、国の指定史跡とすべく委員会が設置された。

　発掘調査は、平成 20 ～ 24 年の間、代々の考古学研究室室員の手によっておこなわれた。写真は、
石室（玄室）への入口（羨道）が開通した際に撮影したもの。石室奥には、ランタンが光っている。
みんな顔を土ぼこりで真っ黒にしながら楽しく掘った。笑ってばかりいた学生は、口の中まで真っ黒
になった。調査参加者の結婚式等へ行くと、いつも、この調査の話で盛り上がる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（考古学･文化財科学コース　上野淳也）
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第１回オープンキャンパスを終えて 白峰 旬

　４月２６日（日）に第１回オープンキャンパスが実施されました。

　当日は全体説明会のあと、史学・文化財学科志望の高校生１１名
とその保護者が３３号館（附属博物館）に移動して、佐藤孝裕教授（専門は中南米古代史）
の模擬授業「ユネスコ世界遺産で学ぶマヤ文明」と上野淳也准教授（専門は歴史考古学）
の模擬授業「日本の城と大砲－西洋の城塞は江戸時代の城に影響をあたえたのか－」
を受けました。
　２人の先生の模擬授業は画像も多く使用されて、高校生、保護者ともに大変興味深
く受講していました。

【当日の時程】
１０時４５分～５５分　学科紹介
１０時５５分～１２時　模擬授業
１２時～昼食
１３時～１４時３０分　３３号館附属博物館の見学と発掘現場の見学

【７・８月のオープンキャンパス】
　本学のオープンキャンパスは、７月２０日（月・祝）・８月１６日（日）にも行われ
ました。詳細は次号で紹介いたします。

発掘現場で説明する下村智先生発掘現場で説明する下村智先生

第 2次オリエンテーションを終えて 1年生担任 松森 武嗣

　去る 5 月 26 日（火）に、毎年恒例の行事である、
新入生を対象とした第 2 次オリエンテーションを実
施した。今年の研修先は竹田市と豊後大野市にある歴史的名所で、そ
れぞれ 3箇所ずつ見学して廻った。
　早朝 8 時 30 分、大学バス 3 台に分乗して出発し、午前中には竹田市
内にある岡城阯、歴史資料館と旧竹田荘を見学した。岡城は別名臥牛城
と呼ばれ、近世城郭史上特異な城としても有名な国指定史跡であり、瀧
廉太郎が作曲した「荒城の月」のモチーフとなった城跡でもある。天然
の濠の役目を果たす 2 つの川が合流する台地の上に築かれているため、
天空の城といった趣を醸していた。武具類の出土品、江戸時代後期の画
家田能村竹田の書画、瀧廉太郎、朝倉文夫や広瀬武夫らの資料などが展
示されている歴史資料館を見下ろす、近接した高台にある国指定史跡の
旧竹田荘には、田能村竹田の使い古した筆を供養した筆塚などが残って

いた。そこから 5 分ほどの昼食の場所へ城下を移動した。現在は竹田市公民館の分館となっているが、かつては料亭一味
楼という由緒ある建物である。60 畳弱の畳敷きの 2 階和室で、長方形の折りたたみ式ローテーブルを何台も並べて、解
放感溢れる雰囲気のなかで弁当をいただいた。英気を養って再び駐車場まで戻り、豊後大野市内を目指した。大野川水系
緒方川にある原尻の滝は日本の滝百選にも選ばれて、「東洋のナイアガラ」とも称えられており、上流には沈下橋、下流
には滝見橋が架けられ、滝の周りを一周する遊歩道が整備されていた。県指定史跡の道ノ上古墳は、古墳時代前期の 5 世
紀初頭頃の築造年代と推定された前方後円墳で、後円部頂上には社殿跡があった。最後に訪ねた「岩権現」と呼ばれる菅
尾磨崖仏は 100 段ほどの石段の上にあり、仏世界の北方を守る神様である多聞天が、千手観音、薬師如来、阿弥陀如来、
十一面観音の 4体の仏を護衛している構図で、全体的に色褪せた朱色の色彩が、往時を偲ばせてくれた。
　当日は、5月では珍しい最高気温 31.2 度の真夏日でしたが、全員無事に 17 時に帰着した。県外のみならず、県内出身
の学生も、県内の史跡に改めて知見を深めることができ、歴史に触れる喜びを感じていたようだ。
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　史学･文化財学科では、学科の取り組みや “現在” をお知らせするためにニュースレターを発刊す
ることになりました。みなさまに学科の特色やさまざまな取り組み、教員や学生、そして学科の新
鮮な情報を年 3回程度お届けする予定です。どうぞご期待ください！

　今回は第 1号ということで、学科の沿革とカリキュラムについて少しお話ししたいと思います。
　史学･文化財学科は 1963 年、別府大学に史学科が増設されたのが始まりと
なります。その後 1996 年に文化財学科が創設され、史学科および文化財学
科として歴史学系（世界史･日本史）と文化財学系（考古学･文化財科学・民
俗学および環境歴史学）に分かれますが、2009 年の大学改組により史学･文
化財学科として再出発いたしました。また、専門職や研究者を養成する機関
として、大学院（歴史学専攻・文化財学専攻）を併設しております。　
史学科創設以来、多くの専門職（文化財担当職員や博物館学芸員、アーキビ
ストなど）を含む公務員や教員、研究者を輩出し、その活躍は九州内はもと
より、全国に広がっています。また、これらの卒業生と在校生は『史学研究会』
を通して繋がっており、毎年開催される史学研究会大会や学生部会の研究室
発表会、同窓会で交流できるシステムができあがっています。

　つぎに学科のカリキュラムについてご紹介致します。
史学･文化財学科は「世界史」、「日本史・アーカイブズ」、「考古学・文化財科学」、「環境歴史学・文化遺産」学の 4 つのコー
スに分かれています。これらのコースには、他大学にはないユニークな専門分野、別府大学でしか学べないことがたくさんあ
ります。また、歴史の横軸となる地域の守備範囲は幅広く、日本はもとよりヨーロッパから中国、東南アジア、果てはラテン
アメリカまで、縦軸となる時代の守備範囲は先史考古の時代から中世、近現代、そして まさに現在まで、グローバルに展開
しています。学生達はその中を自由に、縦横無尽に泳ぎまわりながら学問を楽しみ、キャンパスライフを満喫しています。
以下、それぞれのコースについてもう少し詳しく説明します。
　「世界史コース」は 4 人の教員が担当しています。西洋史、東洋史、アジア史、マヤ文明史を文献史料や文化人類学的資料
を用いて研究し、場合によっては考古学的なアプローチも視野に入れています。隔年で実施されている海外研修は、これらの
学問の実地体験にも繋がっています。
　「日本史・アーカイブズ」コースは、古代・中世史、近世史、近現代史があります。また現代の行政文書などを保存管理するアー
カイブズ学という分野があり、このコースでは文書を管理する “アーキビスト” という資格が取得できます。この資格は近年
認知度が高まってきており、今後ニーズの高まる分野でもあります。最近、第二次世界大戦にかかる記録や外交文書の記録が
公開されるようになった陰にはアーキビストの存在があります。
　「考古学・文化財科学コース」には 3 名の考古学担当教員と 1 名の文化財科学担当教員がいます。「別府大学の考古学」は、
長い歴史と伝統の中で培われてきたノウハウを活かして現在も多くの専門技術者（発掘担当）を世に送り出しています。文化
財科学は比較的新しい学問ですが、分析などの自然科学的な方法を用いて物言わぬ文化財から様々な情報を引き出して研究に
役立てるともに、壊れてしまった文化財を元の状態に戻す保存修復という分野を担っています。この分野も九州で本格的に学
べるのは別府大学だけです。
　「環境歴史学・文化遺産学コース」は 2 名の教員が担当しています。“トトロから妖怪まで！” のキャッチフレーズの下、わ
が国の民俗についての研究や人間と自然が共存しながら育ててきた” 今も生きて人々が生活している遺跡” を研究するために、
日々学生とともにフィールドを駆け回っています。また、大分県の特色である磨崖仏などの石造文化財を研究することもでき
ます。
　紙面の関係で充分に紹介しきれませんが、別府大学の教育は「学生と教員が一体となって学ぶ」ことが特色の一つです。また、
大学に博物館を設置しており、学生達はそれぞれのコースで学んだことを生かしながら学芸員の資格取得のために頑張ってい
ます。どうぞみなさま、オープンキャンパスや公開講座などの機会に別府大学をご訪問いただき、ご自身の目と肌で別府大学
を体感してください。“歴史のとびら” を開き、一体となって共に学んで行きましょう！

学科長　渡辺 智恵美

世界史コース

■山本晴樹（西洋史）　

■友永 植（東洋史）　

■利光正文（東南アジア史）

■佐藤孝裕（中央アメリカ史）

日本史･アーカイブズコース

■田村憲美（中世）　

■白峰 旬　( 近世 )　

■豊田寛三（近世） 

■針谷武志
　（アーカイブズ学･近現代）

考古学・文化財科学コース

■下村 智（考古学）　

■田中祐介（考古学）　

■上野淳也（考古学）　

■渡辺智恵美（文化財科学）

環境歴史・文化遺産学コース

■段上達雄（民俗学）　

■飯沼賢司（環境歴史学）

教養科目

■松森武嗣（社会学）　

■藤森千博（英語学）

ごあいさつ
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