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2.歴史・考古学メジャー
★入門

書名

著者 南塚信吾 刊行年 2007年

出版社 岩波書店（岩波ブックレット） 価格 480円

コメント

★入門

書名

著者 小田中直樹 刊行年 2004年

出版社 ＰＨＰ研究所 価格 680円

コメント

★入門

書名

著者 渡部竜也 刊行年 2019年

出版社 清水書院 価格 1,100円

コメント

★入門

書名

著者 佐伯眞一 刊行年 2017年

出版社 平凡社新書 価格 950円

世界史なんていらない？

みなさんは高校の時，世界史の教科書を最初から最後まで勉強しましたか。「なぜ世界史が
必修なんだろう？」「日本人なのだから日本史こそ必修にすべきだ」そう考える人もいるかもし
れません。本書は世界史が嫌われる原因の分析から始まって，日本に生きる者にとっての世
界史を学ぶ意味についてやさしいことばで語っています。世界史の問題は歴史に関心を持
つすべての人に考えてほしいと思います。

歴史学って何だ？

「パパ、歴史は何の役に立つの」という子供の素朴な問いかけから始まり、歴史書と歴史小説
の違い、「従軍慰安婦論争」の問題点、高校世界史教科書と歴史学など身近なトピックを取り
上げて｢歴史学とは何か｣「歴史学という学問は果たして成立するのか」という難問に切り込ん
でいきます。分かりやすい語り口で論点が整理されていますので、歴史・考古学メジャーに進
むことを考えている人はもちろん、歴史学に少しでも関心のある人に読んでもらいたい好著
です。

Doing History：歴史で私たちは何ができるか？
　歴史総合パートナーズ⑨

2022年度から高等学校では「歴史総合」という科目が「必修」科目となります。それを意識して
一応高校生向けに書かれたシリーズの1冊。皆さんは小学校の時から学校で歴史を学んでき
たわけですが、この本では、なぜ私たちは歴史を学ぶのか、歴史を学ぶことで私たちは何が
できるのかが正面から語られます。著者は「社会科教育」の専門家で、実は「歴史学」にはか
なり批判的なスタンスをとっています。歴史学を専攻しようと考えている人はもちろんのこと、
そうでない人も歴史を学ぶ意味について一度はじっくり考えてほしいと思います。

「武国」日本
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コメント

★入門

書名

著者 松澤裕作 刊行年 2018年

出版社 岩波ジュニア新書 価格 864円

コメント

★入門

書名

著者 田中琢･佐原真 刊行年 1993年

出版社 岩波新書 価格 593円

コメント

★入門

書名

著者 角山栄 刊行年 1980年

出版社 中公新書 価格 1000円

コメント

★入門

書名

著者 吉田裕 刊行年 2017年

生きづらい明治社会――不安と競争の時代

一昨年は明治維新150年ということで、日本全国でこれを顕彰する様々なイベントが開催され
ました。しかし、明治時代とはそもそもどのような時代だったのでしょうか。当時生きていた、一
般庶民の目線に立って考えるのが本書です。

考古学の散歩道

エッセイのような語り口、しかしそこにあふれ出す教養の泉を見いだすことができるだろう。著
者は日本考古学の中枢で活躍した巨星二人であるが、この書は、外国人向けに日本の文化
と歴史を紹介した英文記事の執筆をきっかけとして企画されたもので、読むために専門知識
はほとんど必要ない。現代の様々な事象を過去の事実と結びつける巧みな叙述は、この著
者ならではのものである。そこで気づくだろう。著者のメッセージが、過去ではなく、すべて現
代社会に向けられていることに。「宝探し」とはちがう本物の考古学を目の当たりにする。

茶の世界史 ー 緑茶の文化と紅茶の社会 ー

植物的には同じ葉っぱなのに、世界的に広まった紅茶文化と、世界に広まり損ねたローカル
な日本茶文化の、その運命の違いはどこから来たのでしょうか。ちょっとした文化の差異の背
後にある、大いなる世界史の流れをひもときます。

アジアには歴史を通じて、「文」で世の中を治める、いわゆる「文治」の思想が主流でした。実
は日本でも「文治」の考えが主流で、「武」が「文」に勝る、「『武国』日本万歳！」「日本の伝統
は武士道だ！」「侍ジャパン！」「日本はいくさ厳しき国！」のような考え方が現れるのは、江
戸時代に入ってからのようです。なんでそうなってしまったのか？戦争と侵略に突き進む大
日本帝国の歴史や、日本人の美徳の根源を武士に求める現代人の意識は、ここからしか語
れません。

日本軍兵士――アジア・太平洋戦争の現実
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出版社 中公新書 価格 820円

コメント

★入門

書名

著者 渡辺尚志 刊行年 2008年

出版社 柏書房 価格 ２３１0円

コメント

★入門

書名

著者 オックスファム・インターナショナル 刊行年 2003年

出版社 筑摩書房 価格 1050円

コメント

★入門

書名

著者 的場昭弘 刊行年 2015年

出版社 祥伝社新書 価格 886円

コメント

日中戦争からアジア太平洋戦争に動員され、戦死した日本軍の軍人・軍属は約230万人と言
われています。その死因の多くは、戦闘を直接の原因とするものではなく、餓死や海没死、
戦場での自殺などが大きな位置を占めていました。本書は、兵士の目線から、日本軍の軍事
思想や戦争と軍隊の現実をえぐり出すものです。

百姓の力―江戸時代から見える日本－

日本近世社会の特徴を人口の圧倒的多数を占めた「村」の「百姓」のあり方から論じた一般
書です。本書では、村共同体のありかたや、土地を「所有」するということ、小百姓・豪農・村・
地域社会などをキーワードに、近世から近代にかけての日本社会の動きを簡潔によく論じて
いると思います。

コーヒー危機 ー 作られる貧困 ー

ちょっとスタバでコーヒーを飲みながら待ち合わせを･･･。あなたはその一杯のコーヒーの味
が、実はどんどんマズくなって行っているのを知っていますか？　また、その一杯が、生産者
を貧困に追いやっているのを知っていますか？　1990年代以降グローバリズムが生み出す
新たな南北問題を告発し議論を呼んだ、話題の一冊です。

大学生に語る資本主義の200年

「資本主義」「社会主義」、現代世界を動かしている仕組みというのは、いったいどのように成
立したのか。そして、現代世界はどこへ向かおうとしているのか、未来を考えるためには過去
を知らなければなりません。近現代の世界史は「資本主義」の歴史でもあります。今こそ「資
本主義」とは何なのか、学んでみましょう。
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★入門

書名

著者 荒松雄 刊行年 1977年

出版社 岩波書店 価格 760円

コメント

★入門

書名

著者 柳父章 刊行年 1982年

出版社 岩波新書 価格 735円

コメント

★入門

書名

著者 池上彰　増田ユリヤ 刊行年 2014年

出版社 ポプラ新書 価格 780円

コメント

★入門

書名

著者 川北稔 刊行年 1996年

出版社 岩波書店 価格 780円

コメント

★入門

書名

著者 山田利明 刊行年 1999年

出版社 大修館書店　あじあブックス 価格 1600円

「恋愛」や「社会」、「個人」などといった、私たちにはごくあたりまえの日本語は、実は昔から
あったわけではありません。幕末から明治初期にかけて人工的に作りだされた、外来語の翻
訳なのです。この本は、私たち現在の日本人の言語文化のひとつの起源としての近代という
時代を、さまざまな文学や名著とともに描き出した、古典的名著です。

ヒンドゥー教とイスラム教

世界で９億人が信仰するヒンドゥー教と13億人が信仰するイスラーム教。ふたつは多神教と
一神教というまったく異なる宗教でありながら、南アジアにおいては長い間共存してきました。
未来の国際社会における多文化理解のヒントとも言うべき、南アジアの中世を概観します。

翻訳語成立事情

世界史で読み解く現代ニュース

中国と日本の領土問題、中東・ウクライナ情勢、イランの核問題、地球温暖化といった現代の
国際問題を、平易な日本語と高校程度の世界史の知識で読み解きます。歴史学の有用性を
実感できる一冊。

砂糖の世界史

茶や綿織物とならぶ「世界商品」砂糖。身近なモノを題材に、近現代史をダイナミックに描く
名著。

中国学の歩み ー 二十世紀のシノロジー －
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コメント

★入門

書名

著者 文藝春秋編 刊行年 2019年

出版社 文藝春秋（文春新書） 価格 880円

コメント

★★基礎

書名

著者 Ｅ・Ｈ・カー 刊行年 1962年

出版社 岩波新書 価格 650円

コメント

★★基礎

書名

著者 田中琢 刊行年 2015年

出版社 岩波現代文庫 価格 1404円

コメント

引退宣言しても、ほどなく復帰するのは、スポーツ選手でも政治家でもよくあるが、現代の日
本を代表する考古学者で、埋蔵文化財保護のトップとして活躍した著者の田中琢氏は、文
化庁を退職するとほどなく、すっかり引退してしまった。尊敬する考古学者V・G・チャイルドが
そうであったように、真に誠実に仕事ができるのは、65歳あたりまでと思うところがあったよう
だ。そんな著者の現役時代のエッセイ集成には、軽妙な文章の行間に、その時々を精一杯
悩み抜いて駆け抜けた考古学者の生き様と、魂のこもったメッセージがある。

それまで専ら文献史料によって進められてきた中国学研究は、20世紀に入るや甲骨文字や
敦煌文書等の発見によりアプローチの幅を一気に広げた。その後の中国学の発展を、中国・
日本・欧米のそれぞれについて概観する。コンピュータの活用等、これからの展開を睨んだ
記述も含む。「高校世界史」から踏み出す「最初の一歩」として好適。

世界史の新常識

世界史を知らないと今の世界の動きを理解することはできません。社会人になってから改め
て気が付く人が多いためか、本書のような「世界史学び直し本」は結構な数出版されていま
す。何となく世界史に関心はあるけれど、何をテーマにして研究したらよいかわからない人は
手に取って面白そうなところから読んでみましょう。読む時の注意点を一つ。本書には様々な
人が文章を寄せていますが、どんな人が文章を書いているのかチェックすること。

歴史とは何か

「いまだ」と「いきなり」という2つの感慨をもって勧める書。歴史とは「現在と過去との間の尽き
ることを知らぬ対話」は高尚に聞こえるが、周到な議論の展開は50年たってもまだ通用する。
頻出するヨーロッパ人の名前は場合によっては無視してもよい。「過ぎてしまったものはしょう
がない」という観点がやや強い書。しかし、とぼとぼ歩く現在の個々人が歴史の中にあること
＝歴史の子であることを説いている。

考古学で現代を見る
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★★基礎

書名

著者 網野善彦 刊行年
初1991、文庫
化2005

出版社 ちくま学芸文庫 価格 1260円

コメント

★★基礎

書名

著者 阿部謹也 刊行年 1988年

出版社 ちくま文庫 価格 756円

コメント

★★基礎

書名

著者 山崎朋子 刊行年 2008年
出版社 文藝春秋 価格 750円

コメント

★★基礎

書名

著者 三田村泰介 刊行年
2012年（新
書），2003（文
庫）

出版社 中央公論新社 価格

中公新書版
907円，中公文
庫BIBLIO版
960円

日本の歴史をよみなおす

　歴史学について、諸君はおもに教科書に書かれた歴史を学んできたはずである。大学に
入って学ぶ歴史は、教科書のなかにでてくる歴史のイメージとは、まったく違うもののはずで
ある。教科書があつかっているのは、国家の制度や政治家の人名の歴史である。しかし、人
間の社会というものは、役所がきめる法律や政治家だけで成り立っているものではない。地
域ごとには人の暮らしというものがあり、それぞれに多様な文化や習慣をもって暮らす日常が
ある。そういうものに着目して日本史をながめてみると、どんなものが見えてくるのか。本書を
読めば、教科書にはない新しい日本史像がでてきて、驚きの連続になるばずである。

ハーメルンの笛吹き男

13世紀ドイツの小さな町にふと現れた不思議な男と、その男に連れられて忽然と消えた子供
たち。史料をもとに、過去に実際に起こった不可解な事件の全貌と、その事件が伝説化され
てゆく過程をつきとめます。そして、その中で明らかになって行く、当時の人々のすがたを描
き出します。ドイツ中世社会史の不朽の名作。

サンダカン八番娼館

戦前、日本からアジア各地に売春婦として送られた「からゆきさん」と呼ばれる女性たちがい
ました。この本は、のちに聞き取り調査を行い、それまで知られていなかった民衆史の一端を
明らかにしたもので、近代日本の「裏」の歴史に迫った女性史研究の古典的名著です。

宦官 ― 側近政治の構造 －
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コメント

★★基礎

書名

著者 白石典之 刊行年 2006年

出版社 中央公論新社 価格 760円

コメント

★★基礎

書名

著者 宮﨑市定 刊行年
1963年（新
書），2003（文
庫）

出版社 中央公論新社 価格

中公新書版
734円，中公文
庫BIBLIO版
960円

コメント

★★基礎

書名

著者 瀬畑源 刊行年 2018年

出版社 集英社 価格 740円

コメント

★★基礎

書名

著者 上田誠二 刊行年 2018年

皆さんも苦労してくぐり抜けてきたはずの受験戦争，試験地獄のルーツは中国にあった！本
書は中国の試験制度「科挙」の全貌を明らかにする古典的名著です。試験とは一体何か，そ
もそも人間を試験によって選抜するとはどういうことか，深く考えさせられます。

男でも女でもない第三の性として皇帝に仕えた宦官（かんがん）。本書は日本にはついに導
入されなかったこの制度の全貌を伝えるこれまた古典的名著。中国史の裏側をたくさん覗く
ことができます。制度としては導入されなかったとはいえ，「宦官的」人間は本当に存在しな
いだろうか。『蒼穹の昴』参考文献。

チンギス・カン

誰もが名前だけは知っている歴史上の超有名人チンギス・カン（「あれ，チンギス・ハーンじゃ
ないの？」「ジンギス・カンとも言うけれど」という人，答えは本書冒頭にあります）。でも，その
実像は？本書は「チンギス・カン考古学」を専門に掲げる著者が，現地での発掘成果に基づ
いて書き下ろした伝記本。「考古学」が文字のない古い時代の専売特許ではないことにも気
付かされます。

科挙 ― 中国の試験地獄 －

公文書問題 日本の「闇」の核心

海外に派遣された自衛隊員の活動記録の紛失、豊洲市場、森友、加計学園の問題にかか
わる巨額の税金投下、厚労省の統計不正など、公文書の破棄や隠蔽、そして捏造といった
事態が行政の中枢で常態化しています。「正確」な記録を作り、後世に伝えるという人びとの
営みが軽視される昨今、民主主義と歴史学の地盤が大きく揺らいでいることに気づかされま
す。

「混血児」の戦後史
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出版社 青弓社 価格 1600円

コメント

★★基礎

書名

著者 檀上 寛著 刊行年 2020年

出版社 筑摩書房(ちくま学芸文庫) 価格 1320円

コメント

★★基礎

書名

著者 小田中直樹著 刊行年 2020年

出版社 日経ＢＰ 価格 1760円

コメント

アジア・太平洋戦争に敗れた後の日本では、日本女性と外国兵士の間に多くの「混血児」が
生まれました。彼・彼女らは、戦後という時代を、いかなる社会的境遇の下に、どのように生き
たのでしょうか。神奈川県藤沢市の乳児院エリザベスサンダースホームや聖ステパノ学園に
おける混血児教育の実践を中心に据え、各時代の混血児についての語られ方にも目を配り
ながら、排除と包摂の戦後史を描き出します。

感染症はぼくらの社会をいかに変えてきたのか

感染症については「素人」を自任する歴史家が、真摯な態度で感染症と人類の関係につい
て世界史を振り返り、「概説」した良書。平易な語り口による文章と章毎に付された丁寧なブッ
クガイドを参考に「ポストコロナ」の時代を見通したい。ISBN:978-4296107049

明の太祖　朱元璋

明の創業者である朱元璋の伝記本。モンゴルを北に放逐し、漢民族王朝を復活させた英雄
として捉えられがちな孤独な皇帝の素顔を活写する。何の罪もない10万を超える知識人とそ
の家族・一族を殺戮した彼は本当に英雄なのか。皆さん自身で考えてみてほしい。
ISBN:978-4480510051
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