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アジア史コース 
――東アジアの新しい歴史像を探究する―― 

 

アジア史コースで学べる分野は？ 

 アジア史コースでは、中国を中心として、朝鮮半島、さらには周辺地域も含めた「東

アジア地域」の歴史と文化を専門的に学習します。 

近年、東アジアと日本とのかかわりは、ますますその重要性を高めています。アジア

史コースは、史料にもとづいて歴史的に物事を見る眼を養い、日本と東アジア世界との

間に現実に起こっていることを正しく把握し、考える力を持った学生を育てることを目

指しています。 

 

文学部アジア史コース カリキュラム（２０２０年度） 

【表Ⅰ】必修演習                         ▲印の先生は非常勤講師 

科目名称 種別 履修形態 配当学期 単位 担当教員 

演習 １（史料研究１） 演習 二年必修 春期 2 ▲石見 清裕 

演習 ２（史料研究２） 演習 二年必修 秋期 2 飯山 知保 

演習 ３（中国古代史１） 演習 必修 春期 2 柿沼 陽平 

演習 ４（朝鮮史１） 演習 必修 春期 2 李 成市 

演習 ５（中国前近代史１） 演習 三年必修 春期 2 飯山 知保 

演習 ６（中国古代史２） 演習 必修 秋期 2 柿沼 陽平 

演習 ７（朝鮮史２） 演習 必修 秋期 2 李 成市 

演習 ８（中国前近代史２） 演習 三年必修 秋期 2 飯山 知保 

演習 ９（アジア地域史） 演習 必修 春期 2 ▲植田 喜兵成智 

アジア史演習（卒論） 演習 四年必修※ 春・秋 4 飯山 知保 

アジア史演習（卒論） 演習 四年必修※ 春・秋 4 李 成市 

アジア史演習（卒論） 演習 四年必修※ 春・秋 4 柿沼 陽平 

アジア史演習（卒論） 演習 四年必修※ 春・秋 4 柳澤 明 

演習（９コマ）→実際に原典に当たり、「史料」から「歴史」を構築する方法を学ぶ。 

卒論演習（2コマ）→各専任教員の指導の下、卒業論文の執筆を行う。 

 網掛・・・各学年次自動登録。 

※・・・履修には、前年度に「卒論仮指導」を受ける必要がある。 

※工藤元男先生は今年度で退職されます。 

 

【表Ⅱ】必修講義                        ▲印の先生は非常勤講師 

科目名称 種別 履修形態 配当学期 単位 担当教員 

特殊講義１（中国古代史） 講義 必修 秋期 2 柿沼 陽平 
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特殊講義２（朝鮮前近代史） 講義 必修 春期 2 李 成市 

特殊講義３（中国前近代史） 講義 必修 春期 2 飯山 知保 

特殊講義４（東アジア近現代史） 講義 必修 秋期 2 柳澤 明 

特殊講義５（中国近現代史） 講義 必修 秋期 2 ▲劉 傑 

アジア史概論１ 講義 必修 春期 2 柿沼・李・飯山 

アジア史概論２ 講義 必修 秋期 2 柳澤・五十嵐・▲石濱 

フィールド歴史学（東アジア） 講義 必修 秋期 2 柿沼・李・飯山 

朝鮮近現代史 講義 必修 秋期 2 ▲三ツ井 崇 

東南アジア史 講義 必修 春期 2 ▲太田 淳 

講義（計 10コマ）→アジアの歴史に関する深い知識を幅広く身に着ける。 

→自動登録されるのは各期に必須演習 1 コマ（2 単位）分のみなので、そのほかの必

修演習・必修講義の履修は計画的に（履修漏れのないように）。 

 

【表Ⅲ】その他アジア史関連の講義                 ▲印の先生は非常勤講師 

科目名 種別 履修形態 学期 単位 担当予定教員 

アジア史学発達史１ 講義 選択 春期 2 ▲佐川 英治 

基礎漢文１ 講義 選択 春期 2 ▲高井 康行 

基礎漢文２ 講義 選択 秋期 2 ▲平林 美理 

アジア・日本文化研究２ 講義 選択 秋期 2 柳澤 明 

アジア社会構造論 講義 選択 春期 2 柳澤 明 

アジアの近代 講義 選択 春期 2 柳澤 明 

内陸アジア史 講義 選択 春期 2 ▲高木 小苗 

アジアの地域・都市の歴史 講義 選択 秋期 2 ▲清水 美里 

アジア地域社会論 講義 選択 春期 2 ▲日吉 秀松 

 

 

卒業論文とは？ 

 学部の勉強の総仕上げは、なんと言っても卒業論文です。卒業論文を制作するために、

四年次の必修として、アジア史演習（卒論）という科目があります。 

これまでの授業では、講義は聞いてノートし、演習は与えられた課題を調べて発表す

る、というものでした。しかし演習（卒論）では、テーマを自分で設定することから始

め、自身で事実を明らかにすることが求められます。問題を設定し、それに関連する文

献をくまなく調べ、信用できる史料を整合的に再構築し、歴史の実相を復原し明らかに

する。そのための技術や視座を、教員の指導や対話を通じて得ることになります。これ

は事実を明らかにしてゆく方法を学ぶことであり、社会に出てからもそれぞれの分野で

普遍的に必要とされる方法です。歴史学の論証の方法は、社会に出てからも活用できる

ツールなのです。 
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◆アジア史コース 専任教員紹介 

 柿沼
かきぬま

 陽平
ようへい

 先生 中国古代史 

 中国を中心とする古代東アジア世界の歴史（おもに９世紀以前）を専門とし

ています。近年はとくに、中国古代の人びとが具体的にどのような経済生活を

営んでいたのかに 

注目し、伝世文献や出土文字資料（簡牘など）、さらには古銭・明器・画像資

料などを駆使して、実態解明に取り組んでいます。 

 李
り

  成市
そ ん し

 先生  東アジア史、朝鮮史 

高句麗、新羅、渤海など、朝鮮半島を中心に、東北アジアの古代史を専門とす

る。碑文、木簡など、出土資料を活用し、社会学や人類学を応用しつつ、朝鮮

史のみならず、日本、中国を含む東アジアという枠組みから歴史を発想する。 

 「歴史は現在の我々と無関係に存在しているのではない」 李先生は、現在

の社会が抱える問題と真摯に向き合うことで、はじめて過去の歴史を問うこと

ができると強調されています。 

 飯山
いいやま

 知保
ともやす

 先生 中国前近代史 

    フィールドワークでの碑刻（石碑とその碑文など）を主な資料として、10~17

世紀の北中国（華北）の文字通りユーラシア大陸を制覇したモンゴル帝国の支

配下で、13~14 世紀の中国社会には、中央アジアの遊牧民、多種多様な人々が

来住し、文化的に非常に多様な状況を形成した。こうした変化が「中国社会」

をいかに変容させ、また後世の「中国社会」を形成したのかを、「中国」「漢民

族」といった概念を再構築しつつ考えています。 

  柳
やなぎ

澤
さ わ

  明
あきら

 先生     清朝史 

現在の中国東北部に起きた満洲族によって17世紀に打ち立てられた「清朝」は、

漢族・モンゴル・チベットなど様々な民族・宗教の上に君臨する多元国家であり、

東アジア国際関係の中心となる「帝国」であった。前近代から近代へのはざまに

あって重要な位置を占め続けたこの王朝のもつ「さまざまな顔」について、主に

民族とその関係を切り口とし、日本・朝鮮半島からロシア・中央アジアに至るま

での広大な地域・言語を視座に含めた検討を行っている。 

◆演習を担当される早稲田大学の専任教員 

石見
い わ み

 清
きよ

裕
ひろ

 先生  隋唐国際関係史 
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◆アジア史コース進級後の主な行事予定 

1~4年生    3月中旬 

2年生     5月初旬 

3年生      9月下旬 

        10月初旬 

      12月上旬 

4年生     12月中旬 

       2月上旬 

     3月中旬 

        3月25日                   

 コース別ガイダンス 

 アジア史エクスカーション◎ 

 卒業論文構想報告会◎ 

 卒業論文計画書提出 

 卒業論文仮指導 

 卒業論文提出 

 卒業論文口述試験（面接） 

 卒業判定 

 卒業式 

 

◎２年生「アジア史エクスカーション」について 

 アジア史コースでは、新たに進級した学部二年生と、東洋史学コースに進学した新大

学院生を対象にエクスカーションを行います。５月９日（土）に行われる予定です。 

 エクスカーションは、首都圏で博物館・美術館などを見学した後、大学で研修を行い

ます。エクスカーションを通じて、学生・院生・先生方が相互に親睦を深めること、ま

た知見を広めることを目的にしています。先生方は、大学院東洋史学コース所属の先生

方が参加されます。 

 

２０１９年度（５月１１日） 

見学先：国立新美術館「トルコ至宝展」 
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◎３年生「卒業論文構想報告会」について 

 アジア史コースでは、毎年９月に３年次生を対象とした「卒論構想報告会」を行いま

す。この報告会では、学生一人一人が卒論でどのようなことをやっていくのかを発表し、

先生方から指導を受けます。そしてこの発表に基づいて、卒論の計画書を作成し、自分

のテーマに近い時代・分野を専門とされる先生に卒論の指導をお願いします。 

 この報告会の後、11月末に卒論の仮指導が行われ、４年次になると卒論を指導してい

ただく先生のゼミ（前述「演習（卒論）」）に属し、定期的に指導を受けます。 

 

  

       ↑学生報告風景            ↑先生からの講評 

 

 

※２０１９年度アジア史コース 卒論提出題目一覧 

「満蒙独立運動に対する関東軍の見解」   「唐代憲宗期の仏教政策について」 

「雑誌メディアにみる中国近代のジェンダー論争」  「孫呉政権と山越」 

「齊の叛将」     「津田左右吉の中国・朝鮮観」 

「蜀漢後期の姜維の動向」    「漢代の「俠」再考」 

「清代雲南土司の生存戦略」    「西晉の「統一」再考」 

「戦前日本のアフガニスタンへの経済進出」  「戦国秦の相邦と丞相」 

「中国朝鮮族のアイデンティティの変容と展望」  「ティムールの宗教政策」 

「明代における武臣と中央政治」  「中国古代における西王母信仰の流行について」 

「『タバリスターン史』における自己認識と叙述姿勢」 「雲中の会盟から見た契丹の外交関係」 
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◆アジア史コースでのまなび 

◎演習補助TAについて 

アジア史コースでは、必修演習のうち3コマに、大学院生を「演習補助TA」として各1

名派遣しています。演習補助TAの院生は、基本的にアジア史コースの卒業生で、演習補

助TAの院生自身の学部時代の経験を元に、ディスカッションの際の牽引役をつとめると

ともに、発表やレポートに向けた調べものの仕方、レジュメの作り方などの基本的な点

についてのアドバイスも行い、同時に教員と学部生の間を取り持つ存在でもあります。

彼らの助けを借りることで効率的に、より深くアジア史を学ぶことができます。 

 

◎アジア諸言語の学習について 

 アジア史コースが学習の対象とする地域は極めて広く、現地ではさまざまな言語が話

されています。興味関心の方向次第では、研究対象となる地域の言語を学ぶ必要が出て

きます。この点、早稲田大学では、文学部の共通科目やグローバル教育センターの科目

などで、アジア史に関連する語学（朝鮮語・モンゴル語・ペルシャ語・アラビア語・

現代トルコ語）を学習する講義が多く設けられており、アジア史を学ぶ上で世界的に

見ても極めて恵まれた環境と言えます。これらの講義を受講することで、より広く・

深くアジアの歴史を学ぶことができます。 

 

◎自主ゼミについて 

 「自主ゼミ」とは、院生による自主的な勉強会のことです。アジア史コースでは、多

種多様な自主ゼミが開かれており、アジア史コースでの学びの基本となる漢文読解の

訓練はもちろん、研究の基礎となる教養や方法論を学ぶ自主ゼミや、満洲語・古代ト

ルコ語などの特殊な言語、アラビア語史料など漢文以外の史料読解方法を学ぶ自主ゼ

ミも開催されております。これらは授業を補完し、また学術交流の場ともなっています。

自主ゼミの多くは学部生（1年生から）の参加・見学を歓迎していますので、興味があ

れば助手までご連絡ください。                  

 

◎連続講演会「アジア史のひろば」について 

文学部アジア史コースでは、主に学部生を対象として、アジア史を身近に感じてもらう

ための連続講演会を開催いたします。講師には、学界やビジネス・教育の現場の第一線で

活躍している方々をお招きして講演していただきます。2016年度・2017年度はそれぞれ春・

秋各2回の計4回行われました。これらの講演を通じて、アジア史コースで学んだことが、

将来学界やビジネス、教育の現場でどのように活用できるのかを知ることができます。 
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アジア史のひろば 過去の講演（※講師肩書は講演当時） 

2018年度 

第一回講演（2018年6月14日（木）4限） 

「エンターテインメントと学問の世界」 

講師 阿部 智里 氏（作家） 

第二回講演（2018年6月25日（月）5限） 

「漫画を支える東洋史の知識と技術〜三国志４コマ『孔明のヨメ。』を中心に〜」 

講師 杜康 潤 氏（漫画家（時々ライター）） 

第三回講演（2018年10月22日（月）5限） 

「日韓の交流は、韓国を学ぶことから始まる」 

講師 柳 美那 氏（韓国国民大学校日本学研究所研究員） 

第四回講演（2018年11月8日（木）4限） 

「ユーラシア史事始め -今のモンゴルで昔のトルコを学ぶ-」 

講師 鈴木 宏節 氏（青山学院女子短期大学助教） 

2019年度 

第一回講演（2019年6月13日（木）4限） 

「陸の風、海の匂い――ユーラシア比較都市史の旅」 

講師 妹尾 達彦 氏（中央大学教授） 

第二回講演（2019年6月24日（月）5限） 

「歴史を見つめる新たな視点を」 

講師 渡辺 延志 氏（ジャーナリスト） 

第三回講演（2019年10月24日（木）4限） 

「中国古代史の面白さ――西周王朝の興亡を例として」 

講師 岡安 勇 氏（法政大学リベラルアーツ兼任講師） 

第四回講演（2019年10月28日（月）5限） 

「大学でアジア史を学ぶ魅力――弁護士の立場から」 

講師 小林 理恵 氏（弁護士） 
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◎コース室（専修室）について 

 39号館４階の2421室にあります。部屋には助手のほか、多くの時間は大学院生が詰め

ています。各種辞書などの基礎工具書、基礎的な史料のほか、関連雑誌やデータベース

閲覧用のＰＣがあり、調べ物に適した環境になっています。もし、演習の準備の進め方

など、アジア史に関する疑問がありましたら、気軽に訪問し、助手または大学院生に質

問してください。 

 

※コース室とは？ 

（１）アジア史関係の授業を選択している方には、 

⇒史料を読むための調べものをするのに最適な場所です。 

（２）発表準備や卒業論文などで相談したいことがある方には、 

⇒先行研究など調べるのにうってつけな場所です。 

（３）院進学を考えている方には、たいてい大学院生がいるので、 

⇒雰囲気を肌で感じられる場所です。 

（４）真剣に院進学を考えている方には、様々な勉強会を開いているので、 

⇒学部生のうちから参加して自分を鍛えられる場所です。 

 

↑コース室の風景。院生・学部生が勉強中です。 

 

↑この建物（39号館）の4階です。お気軽にお越しください！ 
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◆アジア史コース卒業生の主な進路（過去三年の就職・進学先） 

《2016年度》 

  メーカー（１名）・金融（１名）・流通（１名）・マスコミ（１名）・IT関連（２名）・コン

サルティング（１名）・飲食（１名）・公務員（１名） 

《2017年度》 

  メーカー（４名）・金融（２名）・マスコミ（２名）・流通（１名）・商社（１名）・サービ

ス（１名）・教育（１名）・大学院進学（２名） 

《2018年度》 

  コンサルティング（１名）・交通（２名）・人材（１名）・公務員（１名）・ＩＴ（１名）・

銀行（１名）・マスコミ（１名）・大学院（１名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message   「現在」を歴史的にとらえる方法を身につける 

 アジア史コース元教授  工藤 元男 

 東アジア世界に横たわるさまざまな問題について、それがなぜ起こったのかという

問題意識を持ってアジア史を学んでください。歴史学は、過去と現在をつなぐ非常に

ワクワクする学問です。単に過去の失われたものをいつくしむのが歴史学ではありま

せん。過去の止まった一点だけをじっと見る学問でもありません。われわれが目指す

のは、過去が現在にどう結びつくのか、その接点を見出し、それを現代の問題を理解

し、解決するための糧とする学問です。たとえば、前近代の史料に記されていること

が、実は脈々と現在にまで受け継がれている、それを知ることで、問題を立体的に捉

えることができるのです。 

 

 日本と中国や朝鮮半島との間で現在起こっている問題についても、単純に、感情的

に見ているだけでは偏狭なナショナリズムしか生み出しません。歴史学を通して、物

事を複合的な視点から解釈する方法を学びましょう。 
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アジア史の風景 

  

↑突厥の石人       ↑7世紀に新羅の都に造られた 

（キルギス・トクモク）          天文観測台（韓国・慶州） 

  

↑中国古代史を大きく塗り替えつつある  ↑農耕世界と遊牧世界を分ける万里の 

 新資料（出土木簡）           長城（中国・山西省） 

  

↑シルクロードの仏像         ↑中国前近代史研究で大きな役割を果たし

（ウズベキスタン国立歴史博物館）  ている石刻史料（中国・河南省 蘭陵王墓） 

 

アジア史コースについて知りたいときはアジア史コース室まで！  

場所：39号館４階2421号室 直通電話：03-5286-3703（助手 永島 育） 

 


