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授業の目標（Course Objectives） 

西・南アジア地域において進行した都市化プロセスを概観し、今日の私たちの大多数にとって当たり前となった、都市へ集住する

現象について理解を深める。 

 

This course provides an overview of the urbanization process that has emerged in West and South Asia and deepens the 

understanding of the phenomenon of living in densely populated cities, which has been taken for granted for most of us today. 

 

授業の内容（Course Contents） 

西・南アジア地域は人類史上はじめて都市が形成された地域である。本講義では農耕牧畜が確立された新石器時代から、都市

化が進む銅石器時代、メソポタミア文明やインダス文明が登場した青銅器時代、そして帝国が出現した鉄器時代までの文化・生

業・社会を紹介する。随所で最新の知見や、講師が直接携わった発掘調査にも触れる。講義を通して、都市が結実していく過程、

ならびに都市が社会の中で果たした役割を概観する。 

 

In West and South Asia, the first cities emerged in the history of humankind. In this course, the lecturer will introduce cultures, 

subsistence, and social organizations from the Neolithic period when farming and pastoralism were established, the Chalcolithic 

period when urbanization proceeded, to the Bronze Age when Mesopotamian and Indus Valley civilizations emerged, and the Iron 

Age when empires appeared. This course will deal with the latest findings and the excavations in which the lecturer has been 

directly involved. Through this course, the lecturer will give a general overview of the urbanization process and cities' roles in 

societies. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 人間と都市（1）考古学からみた都市、西・南アジア地域の地理 

2. 人間と都市（2）西アジアの考古学 新石器時代 

3. 人間と都市（3）西アジアの考古学 銅石器時代 I 

4. 人間と都市（4）西アジアの考古学 銅石器時代 II 

5. 人間と都市（5）西アジアの考古学 青銅器時代 I 

6. 人間と都市（6）西アジアの考古学 青銅器時代 II 

7. 人間と都市（7）西アジアの考古学 鉄器時代 

8. 人間と都市（8）南アジアの考古学 新石器時代 

9. 人間と都市（9）南アジアの考古学 銅石器時代 

10. 人間と都市（10）南アジアの考古学 青銅器時代 I 

11. 人間と都市（11）南アジアの考古学 青銅器時代 II 

12. 人間と都市（12）南アジアの考古学 鉄器時代 

13. 人間と都市（13）西・南アジア地域の考古学 青銅器時代の地域間交流 

14. 人間と都市（14）総括 人類史における都市化 

 

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

不要。授業に参加していれば必要ありません。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回提出のリアクションペーパーの内容(100%) 

毎回のリアクションペーパーを授業実施当日の 15:15 までに Blackboad の所定の提出先に提出すること。このリアクションペー

パーの提出を 2 回欠いた時点で単位修得を認めない。  ／2022 年 4 月 13 日付変更（変更理由：成績基準詳細の追記）【変更

前】筆記試験、レポート試験はありません。積極的な授業の参加を希望します。 

 

テキスト（Textbooks） 

特にありません。 

 



参考文献（Readings） 

1. 小泉龍人、2016、『都市の起源 古代の先進地域＝西アジアを掘る』、講談社選書メチエ (ISBN:9784062586238) 

2. 近藤英夫、2011、『インダスの考古学』、同成社 (ISBN:9784886215413) 

3. Susan Pollock. 1999. Ancient Mesopotamia: The Eden That Never Was. Cambridge University Press (ISBN:9780521573344) 

4. Rita P. Wright. 2010. The Ancient Indus: Urbanism, Economy, and Society. Cambridge University Press (ISBN:9780521572194) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

PowerPoint を使用した講義形式です。 

リアクションペーパーについては、次回授業開始時に適宜フィードバックを行います。 

 

注意事項（Notice） 

 


