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授業の目標（Course Objectives） 

１．近代の西洋社会におけるさまざまなマイノリティ集団が、社会の中でどのような位置づけに置かれていたのか、時代を通して

どう変化したのかを理解する。 

２．近代において形成された概念や思想が、我々の現代社会にどのような影響を与えているかを考える。 

 

1. Understand the historical processes and their reasons of the establishment of the new modern social systems under the 

influence of Religions and Siences. 

2. Consider how these institutions and ideas affect the modern society at this time. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この授業では近世末期から近代にかけてのフランスを中心にして、さまざまな「マイノリティ」集団がホスト社会のなかで受容さ

れたり、区別（差別）されたりする歴史を扱う。啓蒙思想においては宗教的寛容の精神や人権という概念が発展していき、フランス

革命では宗教や身分による差別が撤廃されていった。その一方で、近代科学の発展は人種や性別についての様々な思想を発

達させていき、あらたな種類の差別を生み出していった。歴史における様々な事象・思想をもとにして、これらの特徴を考える。 

 出席者には各回の授業の最後に、リアクション・ペーパーや課題を提出してもらいます。課題を通して積極的に授業に参加する

ことが求められます。 

※ 現時点では対面の授業を想定していますが、状況次第でオンライン授業になる可能性があります。授業の進め方については

第一回の授業で説明しますので、必ず出席するようにしてください。 

 

In this class, we will deal with the history of the acceptance and distinction (discrimination) of various minority groups in 

european societies, with a focus on France of 18th-19th centuries. The  ideas of tolerance of religions and the concept of 

human rights were developed in the philosophies of Enlightment, and the French Revolution abolished discrimination based on 

religion and status. On the other hand, the development of modern science led to the development of various ideas about race 

and gender, which in turn led to new types of dinstinction. We will consider these characteristics based on various events and 

ideas in Modern european history. 

Attendees will be asked to submit reaction papers or assignments at the end of each class. Students are expected to actively 

participate in the class through assignments. 

 

 Notification   

The class will be taught in a Face-to-Face classe, but there is a possibility that the class will be taught Online. The style and 

schedule of classes will be explained in the first class, so please be sure to attend. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 啓蒙思想：理性と宗教的寛容の精神 

3. フランス革命と人権宣言 

4. フランスにおけるユダヤ人とその解放 

5. 帝政期から政教分離法までの宗教管理体制 

6. 近代科学と実証主義 

7. ユダヤ教徒社会の「近代化」 

8. フランス革命と女性 

9. 近代ヨーロッパ社会と女性 

10. 人種主義１ 

11. 人種主義２ 

12. 反ユダヤ主義とドレフュス事件 

13. 小テスト 

14. まとめ 

 



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

授業の履修にあたっては、高校世界史程度の知識をもっていると理解しやすいが、必須ではない。 

授業後には授業資料を復習し、疑問に思った部分は参考文献を読んで理解しておくこと。また、疑問に思った専門用語について

は、積極的に自主学習しておくことがのぞましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の課題(複数回)(60%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 柴田三千雄・樺山紘一・福井憲彦編、1996 年、『《世界歴史大系》フランス史２ １６世紀～１９世紀なかば』、山川出版社 

(ISBN:978-4634461000) 

2. 平野千果子（編著）、2019 年、『新しく学ぶフランス史』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623085989) 

3. 田村愛理、1997 年、『世界史のなかのマイノリティ』、山川出版社 (ISBN:978-4634345300) 

4. パトリック・ヴェイユ著、宮島喬他訳、2019 年、『フランス人とはなにか』、明石書店 (ISBN:978-4750347998) 

上記の参考文献は一部。各回の授業で紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 


