
■AC317 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC317／史学講義 １７ 

(Lectures on History 17) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
世界大戦とヨーロッパ 

担当者名 

（Instructor） 
梅原 秀元(UMEHARA HIDEHARU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

両大戦について、医学・医療の側面から検討することで、戦争の実態や、戦争が私たちの身体に及ぼす影響について理解する。 

それに基づいて、近現代の社会における人間の価値づけと、その意味について考えることができようになる。 

 

The lecture deals with the two world wars from the medical aspect. This allows you to understand the reality of war and its 

(after) effects on our mind and body. 

On this basis, people discuss the value of man in modern society and what it means to us.  

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、医学史の視点から、二つの大戦を取り上げる。その際にドイツに焦点を絞る。まず初めに両大戦の社会経済史的な

条件を素描する。その後、医学史からいくつかのトピックーコレラ、社会衛生学、医学と人口論・政策―について検討する。これら

を踏まえて、第一次世界大戦の事例を使いながら、戦争と医学の関係について考える。第二次世界大戦の部分では、いわゆる

ナチ医学、特に精神疾患の患者と障害者に対する強制断種と「安楽死」（大量殺害）およびそれらへのドイツ精神医学の参加とド

イツ（医学）史への影響について分析する。 

これらの事例に基づいて、最後に、私たちの社会における人間と人間の命の価値について議論する。 

 

This lecture deals with the history of the two world wars from the perspective of medical history. In addition, her focus will be 

on Germany. The lecture first outlines the social and economic history of the world wars. Then some topics from the history of 

medicine - cholera and public health, social hygiene, medicine and population theory and politics. Based on this, the lecture 

explores relations between medicine and war using the example of the First World War. The Part of the Second World War 

analyzes so-called Nazi medicine, above all forced sterilization and "euthanasia" against psychiatric patients and the disabled. 

as well as the participation of German psychiatry in it and its (after) effect on German (medical) history. Based on the examples, 

the value of man and human life in our society is discussed.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンティールング（講師紹介； 講義の構成； 講義全体への導入） 

2. １９世紀ドイツの社会経済史（１） 

3. １９世紀ドイツの社会経済史（２） 

4. コレラをめぐって－１９世紀のドイツにおける公衆衛生の成立と展開 

5. 社会衛生学の登場－公衆衛生・社会福祉ネットワークの確立 

6. 第一次世界大戦と医学－戦争と医学（１） 

7. 第一次世界大戦と医学－戦争と医学（２） 

8. 第一次世界大戦と医学－戦争と医学（３） 

9. 民主主義から独裁へ １９１９－１９４５年のドイツ 

10. １９００年前後のドイツにおける人口論をめぐって 

11. 治療と絶滅 ナチスドイツと医学（１） 

12. 治療と絶滅 ナチスドイツと医学（２） 

13. 治療と絶滅 ナチスドイツと医学（３） 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各講義で参考文献を挙げる（レジメにも書いてある）ので，興味のあるものを各自で収集し，熟読してくること。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(90%)/リアクションペーパーの提出状況および内容(10%) 

詳細は、講義の第１回目で説明する。 

 

テキスト（Textbooks） 



これというテキスト(教科書）はない。講義中に参考文献を紹介するので、興味がある者は、それを大学図書館などで手に取って

読んでみてほしい。  

 

参考文献（Readings） 

1. 矢野久/アンゼルム・ファウスト、2001、『ドイツ社会史』、有斐閣コンパクト 

2. 若尾祐司/井上茂子、2005、『近代ドイツの歴史 １８世紀から現代まで』、ミネルヴァ書房 

3. 田野大輔, 柳原伸洋、2016、『教養のドイツ現代史』、ミネルヴァ書房 

4. 中野智世/木畑和子/梅原秀元/紀愛子、2021、『「価値を否定された人々」 ナチス・ドイツの強制断種と「安楽死」』、新評論 

講義中に配布する資料に詳細な参考文献リストをつけるので、その中から自分で興味をもったものを手に取ってほしい。 

また、随時、質問に応じているので、担当講師に気軽に質問してほしい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講義では，ドイツを事例に、医学・医療を通じて両大戦が私たちの心身と声明に対してどのような影響を与えたのかを検討して

いる。 

ドイツに関心のある学生，こうした問題に関心のある学生はもちろん，なんとなく寄ってみたという学生も大歓迎である。素材を講

義という形で提供するので，みんなでいろいろと考えてみたい。歴史の知識がなくても大丈夫なようにするので，ちょっと覗いてみ

てほしい。   

 

注意事項（Notice） 

 


