問 答
別府大学新学生寮

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。

新築の学生寮、ファンビレッジ寮が竣工しました。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。門限は 23 時、放課後のアルバイトも可能です。

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、考古学・文化財科学コースの 3 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。

研修旅行があると聞いたのですが？

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

史学・文化財学科では、国内研修と海外研修を 1 年ごとに交
代で実施しています。
2019 年 9 月 3 日〜9 日に、本学科の学生36名が国外研修で北
イタリアと南フランスに行きました。北イタリアではフィレン
ツェ、ヴェネツィア、ミラノを訪れ、中世の建築や美術にふれま
した。南フランスではニーム、オランジュ、アヴィニョンを訪れ、
ポン = デュ = ガールなど古代ローマの遺跡や中世の旧教皇庁を
見学しました。有名な建造物や遺跡を現地に行って直接見るこ
とで、多くのことを学ぶことができました。また、海外の言葉
や生活文化にもふれ、貴重な経験を得ることもできました。

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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渡辺 智恵美 教授
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飯坂 晃治 准教授
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「中世の記憶をたずねて
-ムラ歩きのすすめ -」

専任講師 赤松秀亮

令和 2 年度は、コロナ・ウィルスの流行で日程が変更される可能性があります。
ご参加の際には、必ず別府大学 Web サイトにて日程をご確認ください。

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
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連続だ︒

史学・文化財学科

部
学
文
学
別府大 化財学科
史学・文

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。

従来の歴史学では、政府ないし議会が作成した公文書や有名
な歴史家が著した歴史書などが信頼できる史料として用いら
れ、日記や手紙など個人が書いた文書は信頼に欠けるものと
されてきました。しかし最近の歴史学では、そうした個人の
文書（エゴ・ドキュメント）が重要な史料として扱われています。
例えば近世および近代のイギリスでは救貧法が施行されます
が、その救貧法に改革を迫っていったのは、当局に窮状を訴
えた貧民の手紙であったと近年指摘されています。このよう
に最近の歴史学は、エゴ・ドキュメントに書き手の行為の動
機を探り、そこに歴史を動かす主体を見いだそうとしていま
す。みなさんの個人的な日記や、あるいは S NSでのつぶやき
なども、将来は重要な史料になるかもしれません。

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。

最新の武器が普及すると、次は、その武器に対抗するよ
うに防御施設が発達します。鉄砲や大砲が大々的に用いら
れていくようになると、ヨーロッパでは、” 城ー castle” は
” 要塞ー fort” へと変容して行きます。鉄砲・大砲の普及が、
物流経済・軍隊・施設等様々な面に影響を与え始めます。
これを” 軍事革命” といいます。日本では、16 世紀の中頃
に鉄砲が伝来・普及しました。それと同時に山城が石垣の
城へと変容していきます。その後、日本において、城の攻
撃施設として考えだされたのが多聞櫓でした。写真は、マ
ルタ共和国のバレッタという要塞都市の日本でいうところ
の” 多聞櫓” にあたる施設です。マルタ騎士団とオスマン＝
トルコ軍との戦いの中で用いられました。

学問の底無し沼にハマる

エゴ・ドキュメント
「個人の語り」

謎の国、日本

西洋の多聞櫓

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15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。

歴史の謎を解く

青銅器は金色

古文書、考古資料、科学分析、

？
？

青銅器は、青い錆が付いていますので青く見えます
が、もともとは金色をしていました。青銅器が日本列
島に初めて渡来したのは弥生時代のはじめのこと。コ
メ作りと共に韓半島から伝わり、有力者の墓に副葬し
たり、ムラのマツリで使用されました。やがて、日本
列島でも青銅器の生産が始まりました。最初の生産地
は九州地方でした。
最古の国産青銅器はどれなのか？別府大学では文部
科学省の研究補助金を受けて他の大学には無い、文学
部ではめずらしい3 Dスキャニングレーザー計測システ
ムと高精度3 Dプリンターを導入しました。現在、古い
青銅器の鋳型を計測し、3 Dプリンターで打ち出してレ
プリカを作り、研究を続けています。

美しき古代職人技術

鉄砲伝来は 1543 年。では大砲伝来は？この問いに答えられる人はいま
せん。日本への鉄砲伝来は、ポルトガル人からとされていますが、彼らは
中国船に乗ってきました。ポルトガル勢力との交易は、南蛮交易と呼ばれ
注目されます。しかし、より多くの交易品をもたらしたのは、倭寇船だっ
たのです。
日本に伝わった大砲には、一足早く大砲が伝わった東南アジアからの影
響が強いという事が分かってきました。日本の歴史的事象を究明するため
には、海外へ調査に行かなければならないのです。
大砲の金属を化学分析をしてみると材料は中国、そうか金属組成は東南
アジア的だな。錫や亜鉛が入ってくるのか。。。紋様はヒンドゥー教的なも
のにイスラム教的な紋様が入ってくる。そうか、マジャパイト王国の時代に
イスラム教が入ってくるのか。。。1524 年には、ポルトガルがジャワ島西部
に要塞を作り、これがジャカルタになっていくのか。。。えっ、命令したの
はヴァスコ = ダ = ガマだって。。。あなたも学問の沼にハマってみませんか？

耳環（耳飾り）は古墳時代後期に出土する金属製遺
物です。○状の環に装着するための切れ込みを入れた
だけの単純な形ですが、自然科学的調査（材質分析や
顕微鏡観察）を実施すると、アマルガム技法※と呼ば
れる方法でめっきしたことや、「中空耳環」と呼ばれる
パイプ状の耳環の製作技法などが見えてきます。写真
は中空耳環をX線 CT 撮影した画像ですが、銅の薄板を
パイプ状にするときに貼り合わせた痕跡が確認できま
す。もちろんこの痕跡は肉眼では見えません。
※水銀の中に金粉を混ぜて表面に塗り、加温して水銀を蒸
発させる方法で、奈良の大仏様もこの方法で金めっきさ
れていました。

考古学

アウトドア派

民俗学

歴史考古学

環境歴史学

インドア派

分析科学

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
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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
読み解いていきます。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。
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。

