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（Course Code / Course Title） 

聖書考古学                       新座(Niiza) 

(Biblical Archaeology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「考古学」は「聖書」をどう説明できるのか 

担当者名 

（Instructor） 
宮崎 修二(MIYAZAKI SHUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 
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２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CMP2100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降 1 年次入学者対象科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「聖書」という宗教文書の理解に考古学はどのような役割を果たすのか。考古学調査に対して、聖書信仰はどのような影響を与え

てきたのか。両者の関係の歴史を辿りながら、聖書研究、考古学研究、西アジア古代史研究の将来を展望する。 

 

What role does archeology play in understanding of the Bible as a religious document? What has the Biblical faith made influence 

to archaeological research? Tracing the history of Biblical archaeology , we will look forward to the future of the studies and 

researches of Bible, archaeology, and ancient western Asian history. 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義形式で、聖書思想、イスラエル史研究、考古学調査の関係をそれぞれの立場から多角的に検討していく。それぞれの分野に

ついての入門的な知識にも触れていく。 

準備や復習のために指定された文献を多く読むことが望まれる。 

 

We will examine the relationship between Bible thought, Israeli history research, and archaeological research from various points 

of view. We will also deepen our knowledge about each field. Students must read assigned books and articles for preparation and 

review.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、「聖書考古学」とはなにか 

2. 聖書における歴史と考古学 （１）「聖書」という書物について 

3. 聖書における歴史と考古学 （２）歴史的・地理的概観 

4. ノアの洪水と聖書考古学の可能性 ノアの方舟は丸かった？ 

5. 聖書考古学の歴史（１）前史と黎明期 

6. 聖書考古学の歴史（２）方法論の進展 

7. 聖書考古学の歴史（３）考古学的思考の変遷とイスラエルの考古学 

8. イスラエルの起源から見る聖書と考古学（１）時代像 

9. イスラエルの起源から見る聖書と考古学（２）聖書解釈と考古学 

10. 聖書時代の文化的考察の諸相（１）アブラハムは実在したのか？ 

11. 聖書時代の文化的考察の諸相（２）「ヤハウェと彼のアシェラ」 

12. 古代イスラエル宗教と考古学 聖所と祭具 

13. 古代イスラエル宗教と考古学 「契約の箱」の考古学 

14. 古代史の中の「聖書」の地：「海の民」と「1200 年問題」 

 

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

「テキスト」に指定した書籍のうち、少なくとも長谷川『聖書考古学』を学期中に各自通読すること。学期中にも随時、読むべき文献

が指定される。 

講義をもとに、簡単なテストを随時（時間外：ウェブ上で）行うことも試みたい。評価は「中間課題」に含める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/中間課題１(10%)/中間課題２(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 長谷川修一、2013、『聖書考古学』、中央公論新社 (ISBN:978-4-12-102205-9) 

2. 黒田裕、2018、『今さら聞けないキリスト教 聖書・聖書朗読・説教編』、教文館 (ISBN:978-4-7642-9979-5) 

3. 長谷川修一、2021、『遺跡が語る聖書の世界』、新教出版社 (ISBN:978-4-400-22331-4) 

4. 月本昭男、1994、『目で見る聖書の時代』、日本基督教団出版局 (ISBN:978-4818401938) 

 

参考文献（Readings） 



1. J. Ebeling et al., eds.,. 2017. The Old Testament in Archaeology and History. Baylor University Press (ISBN:9781481307390) 

2. Jonathan S. Greer et al. 2018. Behind the Scenes of the Old Testament: Cultural, Social, and Historical Contexts. Baker 

Academic (ISBN:978-0801097751) 

3. Mario Liverani. 2014. The Ancient Near East: History, Society and Economy. Routledge (ISBN:9780415679060) 

4. William H. Stiebing Jr.. 2017. Ancient Near Eastern History and Culture. Routledge (ISBN:978-1138082403) 

5. Raphael Greenberg. 2019. The archaeology of the Bronze Age Levant : from urban origins to the demise of city-states, 3700-
1000 BCE. Oxford Uni Press (ISBN:9781107111462) 

6. I・フィンケル、2018、『ノアの箱舟の真実──「大洪水伝説」をさかのぼる』、明石書店 (ISBN:978-4750346083) 

7. E・クライン、2018、『B.C.1177』、筑摩書房 (ISBN:978-4480858160) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

本科目は、担当教員の実務経験、または実務に従事するゲスト・スピーカーの招聘講義等を活かした授業である。 


