問 答

日本史と世界史のどちらにも興味が
ありますが、どちらを専攻するか
まだ決められません。

すぐに決める必要はありません。
史学・文化財学科には、日本史・アーカイブズコース、世
界史コース、環境歴史・文化遺産学コース、考古学・文化財
科学コースの 4 つがありますが、実際にコースを選択するの
は 3 年生からになります。最初の 2 年間は、異なる国、時代、
分野を幅広く学び、自分が本当に興味のあることを見つけて
から 3 年次にコースを専攻することができます。
どうしても、1 つのコース（主コース）に絞り込めない場
合は、主コースとは別にもう 1 つのコース（副コース）を専
攻にすることもできるので、日本史と世界史、日本史と考古
学など、複数の分野を同時に専攻することができます。

考古学研究室 遺跡探訪旅行
考古学研究室では、毎年、遺跡探訪の旅行へ出かけます。
参加者は多くて 30 人を超えます。
昨年度は、9 月初旬から飛鳥と河内飛鳥へ行きました。引
率は、下村智教授と玉川剛司文化財研究所研究員。本学卒業
生の事務局員 2 名も、飛び入り参加しました。
旅は、まず船で大分港から神戸港へ。初日は飛鳥〜橿原を
巡り 1 泊、2 日目は大和古墳群と東大寺や興福寺などの仏閣。
3 日目は、OB の働く旅行会社にバスを手配してもらい、大
阪の博物館や様々な古墳群の見学。4 日目は自由行動で、夕
方南港に集合して船に乗り、翌朝、別府港に帰着。
とても雰囲気の良い研修旅行でした。
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オープンキャンパス情報
「土器が語る人類史」

現在建設中の新学生寮への入居が可能となります。鉄筋コ
ンクリート造の 4 階建てで、部屋数は 100 室！各部屋に机、
椅子、ベッド、ユニットバス、シャワー、トイレ、収納、そ
してエアコンも完備です。各階には、談話室だってあります。
防犯対策にも気を使っており、防犯カメラが設置され、非接
触カードキーによる「玄関」ー「各階フロア入り口」ー「自室」
と 3 重施錠の構えをとっています。

経済的に苦しいのですが、
すか？
学業とアルバイトは両立できま

多くの人が両立してやっています。
また、各種奨学金・奨学生制度も
あります。
大学では、自由な時間が多いので、その時間を使ってアル
バイトすることで、家計への負担を減らすことができます。
学業と両立できるか心配な面もあるかと思いますが、アルバ
イトをすることによって社会経験が積めるので、学生の間に
何らかのアルバイトをしておくことをお勧めします。
大学でのアルバイトは、温泉施設の係員、スーパーのレジ
などのほか、九州内での発掘調査補助など、史学・文化財学
科ならではのものもあります。
より学業に専念したい人は、奨学生制度を利用したり、奨
学金を借りることで、アルバイトの時間を勉強に充てること
ができます。
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7 月 「古代都市ポンペイの市民生活」

田中 裕介 教授

「鬼のフォークロア」

別府大学新学生寮の建設

段上 達雄 教授

8月

飯坂 晃治 准教授

「歴史資料を後世に残すアーカイブズ」
針谷 武志 教授

今年度のオープンキャンパスは、4 月、7 月、8 月に開催する予定です。
日程など、詳細は下記 Web サイトをご覧いただくか入試広報課へお問合せください。

別府大学 文学部 史学・文化財学科
別府大学 文化財研究所

入試広報課

TEL 0977(66)9666 FAX 0977(66)4565
〒874-8501 大分県別府市北石垣 82
URL http://www.beppu-u.ac.jp/cultural/

人生は
謎解きの
連続だ︒
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あらゆる手段を用いて

別府大学の史学・文化財学科には
謎解きのスペシャリストがいる。
史学・文化財学科は、古文書解読、発掘調査、文
化財の修復など、様々な分野の 14 名のスペシャリ
ストを有し、古代から現代までの幅広い時代の研究
領域をカバーしています。
卑弥呼に興味がある人、織田信長や新撰組に興味
がある人、古代ローマに興味がある人、三国志に興
味がある人、どんな人でも、その分野を専門とする
先生について、深く勉強していくことができます。

日本の歴史は謎に満ちています。その謎を解明
しようとする学問が歴史学。日本史の教科書の内
容はもちろん重要ですが、大学に入ってからの歴
史学、つまり歴史 の謎の解明は、各段に面白い。
例えば、邪馬台国がどこにあったのか、いまだに
決着はついてい ないが、決着がついていないか
らこそ、その謎を解明しようとするエネルギーが
生まれる。桶狭間の 戦いで織田信長は兵力的に
劣勢だったのに、なぜ今川義元に勝利できたのか、
この謎もいろいろな側面か ら考える必要がある。
こうした謎の解明は、人から教わるだけではなく、
自分から主体的に調べて考え てみる必要がある。
謎に満ちた日本の歴史を解明するのは君かもし
れません。

つわものどもが夢のあと。

これは、松尾芭蕉が奥州藤原氏について詠んだものとさ
れています。実際、世界遺産平泉の遺跡の発掘調査をする
と、藤原氏の時代の豪壮な遺跡が地中から再び現代に顔を
出し、栄華の跡を伝えます。
発掘調査は、このつわもの達の “夢” を調査・研究する
学問です。武士だけではなく、農民や工人、商人等、過去
に日本列島で一所懸命に生きた人々の “夢” を土の中から
拾い集めるところから、この調査研究は始まります。

刀剣の歴史。両刃が剣で、片刃が刀。剣は真っ直ぐで、刀は曲刀。気候が暖か
すぎて厚い鎧を切ることができない地域では、切り裂く曲刀。分厚い鎧を着るこ
とができる地域では、鎧を叩き割る大剣或いは鎧の隙間を突く細剣。刀剣にも、
いろいろな歴史があります。
では、日本刀は？実は、この中間にあります。分類するとすれば、半曲刀。突
いたり切ったりできる万能の武器。15・16 世紀には、倭寇がこの武器を好み日
本の特産品となりました。この日本刀も歴史と共に形を変えます。平安から鎌倉
時代初期までの刀は長く、鎌倉中期から南北朝期までは停滞し、室町時代から、
徐々に長さを短くしています。反りも大きく反っていたものから、鎌倉末期〜南
北朝期を境に反りが小さくなってゆきます。何故、このような変遷を辿るのか。
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歴史学は “文字” を読み、考古学は形ある “物” を読む。
これは、これまでの歴史の読み方。
しかし、別府大学では、これまでの方法とは異なる
第３の歴史の読み方を提案し続けています。別府大学
歴史文化総合研究センターには、Ｘ線装置、蛍光Ｘ線装
置、電子顕微鏡などの分析機器を取り揃えており、文
学部には似つかわしくない、理科実験室のような教室
が整備されています。
たとえば、弥生時代の青銅器の成分を蛍光Ｘ線装置
を使って分析をし、数値化すると、中国製の青銅器と
日本製の青銅器とでは、その成分に差があることが分
かります。先史時代の遺物だけではなく、戦国時代の
金属物質等も分析してみると新しい大航海時代像が浮
かび上がってきます。
そう、第 3 の目とは、“科学の目” です。

別府大学には、文化財の医学部があります。考
古学・文化財科学コースの中には、保存修復を学
ぶ場が用意されています。この知識は、保存修復
を専門とする学生以外にも身に付けてもらいます。
発掘調査時には、とても貴重なものが予告も無
しに出土します。この場合、数千年あるいは数百
年の眠りから覚めた遺物は、非常に危ない状態に
あります。取り扱いに失敗すると、国民の財産で
ある遺物を破損しかねません。そのような場合、
まず応急処置をおこない、ラボ（保存修復室）へ
搬送し、救急救命処置をとらなければなりません。
その処置は、ＥＲ（救急救命治療室）さながらです。
遺物たちは、それらの処置を経て、ようやく保存
修復の手術台上にのせられるのです。

考古学

アウトドア派

民俗学

分析科学

歴史考古学

環境歴史学

インドア派

皆さんが普段日本史・世界史を勉強する際に使う教科書が、
どのように作られたのか考えた事はありますか？教科書の一行
一行は、歴史学者による古文書・古記録の解読、分析、検証を
経て、はじめて記されます。大学で歴史学を学ぶということは、
このような歴史を記す作業の一端を担うということです。
古文書、すなわち “紙” に “墨” で記された “文字” の情報
量は豊富で、非常に雄弁な資料です。当学科では、古文書や
古記録などの資料を自分で読み解くために必要となる様々な
知識・技術を学び、“資料” を “史料” として育て上げます。また、
これら史料を保管・管理する専門家であるアーキビストの養
成も行っています。
“歴史の消費者” ではなく、“歴史の生産者” となるべき人
材を養成するのが別府大学の歴史学です。将来、あなたの研
究によって教科書の一行が書き換えられることになるかも知
れません。

歴史学

別府大学 文学部 史学・文化財学科

文化財の
お医者さん

イタリア南部にある古代ローマ時代の都市ポンペイは、
紀元後１世紀の火山噴火で火山灰の下に埋もれてしまいま
したが、18 世紀に発見されて発掘がすすむと、神殿や公
共浴場、大小２つの劇場、剣闘士の闘技場などを備えた古
代の都市がほぼそのままのかたちで復元されました。近年
の研究によれば、ポンペイでは紀元前１世紀後半に新旧の
市民が対立し、２つの劇場はそれぞれの市民の集会場、闘
技場は両市民の融和を目的として作られた施設であったと
考えられています。ポンペイの市民生活に関しては、まだ
明らかにすべきことが数多く残されています。

謎の国、日本

日本刀
の歴史

古代都市ポンペイの
市民生活

歴史の謎を解く

歴史を読む第 の 目

古文書、考古資料、科学分析、
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歴史は、文字からのみ明らかにされる訳ではありません。昔の
人々が残した痕跡は様々なところに残されています。それはまる
で、“暗号” のように我々が普段生活する場所に潜んでいるのです。
“アウトドア派”、すなわちフィールドワーク派は、この “暗号”
を見つけに野外に出かけます。考古学者は、発掘調査で実際に昔
の人々が残した大地に穿たれた遺構の配列・配置・土器の形等を
読み解いてゆきます。また、文化財科学は自然科学的な方法を使っ
て“物言わぬ遺跡”から様々な情報を引き出します。遺跡や遺物は、
ただの “昔の人が掘った穴” ではなく、その昔、懸命に生きた人々
からのメッセージ。このメッセージに耳を傾け、その小さな “声”
を聞き取ります。環境歴史学・民俗学では、水田の形や民俗芸能
の中に、昔の人々の思いや考え等を読み取ります。
遺跡や遺物、民具や伝統芸能等のことを “文化財” と呼びます。
フィールドワーク派は、“文字” ほど雄弁ではない、これら “文化財”
の声を聞き分けるトレーニングをおこないます。

