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（柴田淑枝訳）

名古屋大学大学院文学研究科教育研究推進室は，平成18 年から大学院教育のさらなる高度化・国
際化を目指してワークショップを開催してきているが，その記念すべき第１回のワークショップの
講師を務めていただいたのが，プトレマイオス朝エジプト史の研究を通じて本研究科の周藤芳幸（西
洋史学）と交流のあった J. マニング氏である。当時スタンフォード大学の准教授であった同氏は，
その後イェール大学の古典学部の教授（正式名称は William Kelly & Marilyn Milton Simpson Professor
of Classics and History）に転じて，現在は同学部の大学院教育プログラムの統括にもあたられている。
今回のワークショップでは，スタンフォードとの比較も踏まえて，東部の名門として名高いイェー
ル大学古典学部における大学院教育について講演していただいた。

はじめに

いるからです。我々は，大学院生には，自分のやりた
いことは自分でできるという独立性を期待していま

マニング：本日はお招きいただき，ありがとうござ

す。通常，すでに修士課程を終えた者が入ってきます

います。周藤先生をはじめ，名古屋大学の同僚の皆さ

が，場合によっては，前もって修士の学位を必要とし

んと再会することができ，とても嬉しく思っていま

ないこともあります。修士の学位のない学部からの者

す。今日は，私が現在所属しているイェール大学の古

を入学させることもできます。しかし，ここは競争社

典学部における大学院教育についてご紹介いたします

会ですし，イェールでは学位取得のための期間が非常

が，皆さんが取り組まれようとしている大学院教育改

に短い，通常は５年のため，あらかじめ修士号を持っ

革に少しでも参考になれば幸いです。

ているかどうかで差がついてしまいます。ですから，

さて，はじめにイェール大学の大学院の概要につい

入学する学生の多くは，すでに修士号を持っているこ

てお話ししましょう。イェール大学のキャンパスは，
ニューヨークから車で２時間ほどの距離にあるコネチ
カット州のニューヘイヴンにあります。人文系の事務
は一つにまとまっていますが，古典学部と英語学部に
ついては別です。それらは，大学のもっと別の古くか
らのところにあります。それ以外についてはすべて，
研究科長室や事務室，大学院生をサポートするすべて
の オ フ ィ ス が 一箇所に集中しています。た と え ば
Writing Center では，学生たちは，良い論文の書き方
について訓練を受けられます。多くのアメリカの学生
は，書き方についての学習をしてきていません。です
から，多くの学生は Writing Center に行き，良い英語，
良い論文の書き方などを教えてもらうのです。
教育の哲学については，皆さんはすでによくご存じ
かと思いますが，ちょっとおさらいしておきましょ
う，というのは，ここではちょっと違う意味に用いて
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とが多いです。これが，ここでの基本的な哲学です。

どを教えなければなりません。そういう幅の広さを持

通常は１名，時には２名から指導を受けます。院生

っていなければならないということを，経験を通して

になると，古典，ギリシア語，ラテン語，もしくは古

教えていくのです。この課程を終えた時，そういった

典考古学の中でさらに進んだ学修を行います。そし

経験が就職に役立つと我々は考えています。

て，研究や論文を通して，さらに新しい知識を生み出
していくのです。特に重要なのは，自分の研究テーマ
を自分で着想するという，学生たちの独立性です。

優秀な大学院生の確保

我々は，ヨーロッパとは異なり，これこれのテーマで

新しい学生をリクルートする時間をたっぷりとるの

これこれの論文を書きなさい，などと学生にアドバイ

が，Director of Graduate Studies としての私の仕事なの

スしたりはしません。ヨーロッパの典型的な指導法で

ですが，これはとても重要です。数多くの電子メール

は，取り組むべき課題を学生に与えています。しか

や電話のやり取りを通じて，他大学のプログラムにい

し，アメリカでは独立性が重視されています。

る学生たちに，ぜひイェールに来るよう説得します。

スタンフォードやほとんどのアメリカのプログラム

このイェールのプログラムに適した本当に才能のある

では，TA として教える，ということも求められてい

学生を見極めるための努力もしており，選定には２カ

ます。院生は，経済的扶助の一環としてという意味も

月かかります。１月２月には，入学を許可したいと思

ありますが，授業を２年間行わなければなりません。

う学生のリストがほとんど出来上がってきます。３月

教えなければならないのです。同時に，彼らは論文を

に最終決定をしますが，２カ月間でファイルを選択

仕上げていきます。それには膨大な労力が必要とされ

し，彼らと対話し，面接をしていくのです。

ます。一生懸命に勉強すると同時に，２年間教えると
いう経験もしなければならないのです。

およそ20 名の新しい学生が，我々と面接するため
にイェールのキャンパスにやってきます。この学生リ

アメリカでも，そういうプログラムがないところも

ストをつくるための委員は５名ほどです。そしてもち

あります。たとえばシカゴ大学なんかがそうですが，

ろん，彼らには入学を許可するのでイェールに来るよ

ミシガン大学などでは，院生がそれほどたくさんの授

うにと説得します。それにはさらに２〜３週間かかり

業を受け持たなくてもいいという，何か別のプログラ

ます。なぜなら，たいていこれらの学生は，イェール

ムがあるようです。イェールでは，専門分野の論文を

と競争的関係にある他のいくつかの大学からもオファ

書くだけではなく，学部全体にわたるすべてのコース

ーをもらっているからです。ですから，我々は彼らに

の中での授業経験というポートフォリオを彼らに与え

イェールに来るよう説得するのですが，それには時と

ることが，とても重要だと考えられています。ギリシ

して大変な労力がかかります。ですから，文字どおり

ア語・ラテン語の学生たちは，同時に古代史，哲学な

丸２カ月かかります。４〜５人の新学年の学生のリク
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ルートのために２カ月半ほどかけているのです。実に

に，彼らの履歴についての個人情報を出してもらいま

大変なのですが，それでも本当に重要なことだと思っ

す。何が勉強したいのか，なぜこの分野を勉強したい

ています。

のか，など。試験も行います。GRE（Graduate Record

イェール大学古典学部の大学院は，アメリカ中で唯

Examination）と呼ばれていまして，アメリカではす

一，面接試験を行うところだと思います。今では，面

べての学生が受けなければなりません。こういった情

接がなかったりスカイプなんかで面接を済ませたりし

報のすべてから，学生がどれほど優秀なのかを知って

てしまうところも多いです。しかし，我々は，ニュー

いくのです。すべてが真実とは限りませんが。時に

ヘイヴンに来ていただくことにこだわっています。そ

は，推薦書の内容から，ヨーロッパの大学の関係者か

のための旅費も支払っています。たとえば，古典学部

ら，その人のことを知りたいなと思うことがありま

では約半数の学生がヨーロッパから来ます。多額の費

す。古典や古代史というのはとても狭い世界なので，

用がかかりますし，エキストラな仕事でもあります。

関係者のほとんどすべてが知り合いです。すべての人

でもとにかく，より良い学生を選択するために，ある

と知り合いというわけではないにせよ，ほとんどの人

いは彼らにとっても，感覚的なものだけに頼らずにち

とは知り合いといってもよいでしょう。その知り合い

ゃんとイェールに入学するというより良い決定をする

の人間が，あまり優秀そうではない学生について，非

ためには，それだけのことをする価値があります。こ

常に優秀だと誉める手紙を書いてくることもありま

のプログラムについてもう少しお話ししましょう。

す。ですからこちらも驚くわけです。そういうことも

古典学部は，アメリカの中でも非常に多種多様で

あります。書類上では本当に良く見える学生なのに，

す。組織のあり方でも，授業内容の点でも，夏期研究

教授たちも彼のことを良くいう手紙を書いているの

（夏期プロジェクト）のことについても。良い学生に

に，実際にはそれほど良くなかったということはあり

とって魅力的だと感じてもらえるように，彼らに入学

ます。そのような学生を受け入れるのは，我々にとっ

してもらえるように，そして彼らがこの大学に来たこ

ても良くないし，学生にとっても良くない。無駄遣い

とはとても良い選択だったと感じてもらえるように，

になるわけです。５年間の授業料と給与が与えられる

努力をしています。非効率的なシステムではあります

わけですから大金です。我々は，実質給与となるもの

し，とてもお金のかかるシステムでもあります。しか

を５年間彼らに支払います。それは本当に良いことで

し同時に良いことだと思います。ただ，イェールの中

す。ですから無駄遣いと呼んだわけです。だからこ

でも，このシステムを存続すべきかどうかについては

そ，２〜３カ月をかけてでも，本当に良い学生を獲得

議論があります。

しようとすることは重要なのです。

ハーヴァード大学も学生に面接を行っていました

もちろん，こういった場合には，私はあちらの教授

が，２年前にやめました。それはとても興味深いで

に電話して，もっとよく学生について尋ねますが。こ

す。我々は，面接した方が良い結果が得られると思っ

の学生は本当にあなたが言うほど良い学生なのか，こ

ていますが，本当に意味があるかどうかを議論するこ

のスコアの中のこの得点はなんなのか，とかね。本当

とも無意味ではありません。このシステムを嫌がる人

に注意深く願書を読まなければなりませんし，的確な

もいます。主な理由は仕事が増えるからですし，面接

決定をしなければいけません。しかし完璧にはできま

の時に学生たちが本当のことを言っているかどうかも

せん。面接が良いのは，実際に相手を見た時に，その

定かではないからです。ここまでのところで何かあれ

人についてそれ以上のことが分かることがあるからな

ば。先に進める前に，ご意見やご質問を伺いたいので

のです。まあ，もっとも良い方法は，イェールの院生

すが。

によそからの学生のホストになってもらうことです。

司会：今，学生のリクルートに関していろいろお話

アメリカのほかの地域やヨーロッパ，アジアから学生

を伺いましたけれども。この辺りはだいぶ我々と違う

はやってきますが，院生のアパートメントに同居し，

ので，なかなか質問しにくいところがありますが。

パブに連れて行ってもらったりして付き合い，こちら

Q：おもしろいなと思います。ねらいをつけた学生
たち，とくにヨーロッパからの学生についてお話しさ
れたと思いますが。

では，彼らがどんな学生なのかの報告を受けるので
す。それが実際には最も重要な情報なのですよ。
実際，双方の院生は同世代ですので，彼らが本当に

マニング：そうですね。学生の教授たちからの推薦

優秀なのか，傲慢なのかなどを見抜くことができま

書を，３〜４通ほど提出していただきます。それ以外

す。それに現役の学生として，お互いの文化を良く知
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っていますから相性がいいです。そこが重要です。院

なるのは大学院生なのです。この点は，ご理解いただ

生は２〜３日間彼らと会話し，彼らを案内して歩き，

けると思います。

一緒にビールを飲み，食事をすることで，面接に訪れ

しかし，実を言うと，古典学部では，13 人の教授

た学生のうちでどの学生が好ましいかという報告を返

のうち，３〜４人と私だけでリクルートと面接の仕事

してくれるのです。これが本当に我々の決定の重要な

をします。もっとたくさんいればもっと良くなると思

部分を占めているのです。

うのですが，分かりません。どうしたらいいか，皆さ

Q：日本からの学生の応募はありましたか？

んの方こそお知恵があるかもしれませんね。大学で

マニング：いいえ，でもそうあってほしいもので

は，こういったエキストラな作業のための人員確保の

す。周藤先生と私は，６年間もこのことについて話を

問題が常に付きまとっています。今はこんな感じで

してきました。多くの理由から，私は日本からの留学

す。何かご質問はありますか？

生に来てほしいと思っています。この分野について
は，私どもの方には将来性があると思います。１年間
くらいの留学生なら来たことがあります。でも博士課
程の学生として来ることも，良いことだと思います。
この分野については，各国の希望者に向けてさらに開
かれてほしいと切に願っています。
オックスフォードやケンブリッジの学生も来ます

Q：基本的に日本の大学では，リクルートは筆記試
験によって公平に行っています。
マニング：そうですね。我々の文化よりも良いかも
しれません。公平であるべきです。
司会：ただ，その作業に関わるのは，自発的という
わけではないのですが。
マニング：たぶんイェールでも，自発的ではないで

が，これらは非常に伝統的なところですね。しかし，

すよ。私は好きでやっていますが。Director of Graduate

将来性はアジアにあると思います。本当により多くの

Studies がお願いに行くのです。「この仕事に時間を割

学生が日本から来ることを願っています。イェールで

くことは本当に重要なことだから」って。文字通り来

の経験からいえば，古典学部への日本からの願書は０

週のことなのですが，「ファイルを読み始めるのだけ

です。皆無です。しかし，願書を送ってくれると嬉し

ど手伝ってくれないか」と皆さんに言い始めなければ

いです。よろしくお願いします。その理由の一つは，

いけないんですよ。最終的にはこんなことも言うので

イェールに優秀な学生をほしいからです。これについ

す。「この役目を負ってくれたら自分がほしい学生を

てはもっと語りたいですが，ちょっと夢物語になって

選択できるけど，やらなければ学生を獲得できない

しまうので……。

よ」って。

Q：リクルート作業が非常に大変だということは分
かりました。それに携わっているスタッフの割合とい
うのはどうでしょうか？
マニング：足りません。２人くらいです。２〜３人

古典学部のプログラム
次のトピックに行ってもいいですか？

少しの間，

が私と一緒に作業しています。多くの同僚は何もして

一般的な古典学部の学生についてのお話をしたいと思

いません。というのも，助けを必要としないからで

います。古典学部は古代史も含んでいて，そちらの方

す。各学部で，Director of Graduate Studies がこのプロ

が大きいです。エジプト学，私の分野ですが，それも

グラムの責任を負っています。ですから，そこのスタ

含まれています。大学院のハンドブックには，５ペー

ッフが援助を必要とするかしないかを決定します。

ジ目からそのことが書いてありますが，古典学部には

ほとんどの，というか多くの同僚たちは，良い学生

６つのプログラムがあります：古典文献学，古典学と

を獲得することは非常に重要であると考えています。

古代史，古代美術と考古学，古典学と哲学，古典学と

院生は，コースの中で授業を行うわけですが，その全

比較文学，そして最後に，古典学とルネッサンス研究

体的な安定性については，というかプログラム全体の

です。９ページにあります。プログラムの構成もご覧

評価は，良い院生を獲得できるかどうかにかかってい

いただけます。プログラムの構成という点ではお互い

ます。なぜなら，彼らはやがて学位を取り，ここを出

とてもよく似ています。

て，大学の名声に貢献していくのです。イェールで教

５年で学位が取れることを期待していますが，現在

えることもあるかもしれません。彼らは，将来的には

のところ平均６年かかっています。ですから学生たち

次の学生をリクルートすることに貢献してくれるので

は，我々の期待よりは長くかかっているわけですが，

す。ですから，アメリカ的なシステムの全体的な鍵と

アメリカ中どこでもこんな感じだと思います。おそら
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く，もっと長くかかる者もいるでしょう。この問題に

リシア語とラテン語の授業を受講しなければなりませ

ついては何とかしようとしているところです。

ん。各クラスで，ギリシア語・ラテン語の 1500 行く

今のところ検討すべき問題の１つは，プログラムの

らいのテクストを読まされます。１年生のうちに大量

構成です。たとえば，５ページをご覧ください。１〜

のギリシア語・ラテン語を読まされるのです。各学生

10です。多くの課題が与えられています。３年生と

は，１年生でこれを受講するのですが，ほかにも選択

４年生には，授業をさせることに加えて多くの試験も

科目があります。たとえば古典考古学に進むというな

あります。ハンドブックの最後，33 ページですが，

らば，それに関係するセミナーを受講します。１年生

５年間の基本的な構成を載せておきました。学生たち

では，現代ヨーロッパ言語，フランス語かドイツ語か

に授業や試験でやってほしいことは何なのか，という

イタリア語の読解テストを受けなければなりません。

ことです。１〜５年生までいろいろ，大変に多いで

２年生になると，フランス語，ドイツ語，イタリア語

す。

の２度目のテストを受けなければなりません。２年の

アメリカの大学はそれぞれ非常に異なります。イェ

うちに２つの現代語テストを受けるのです。これら３

ールとスタンフォードはまったく異なるプログラムで

つのうち，１〜２つの言語について受けるのが普通で

すが，バークレー，ミシガン，シカゴというと，これ

す。いいですか？

がまたさらに全く違ってきます。もっと博士課程が長

司会：どうぞ。

いのです。ほぼ倍です。シカゴやバークレーは博士課

マニング：はい。２年生ではコースを取り続けます

程が 10 年近いです。５年どころではありません。イ

が，２年間で14 コースをとります。１つ２つ余分に

ェールが短期のプログラムにできるのは，良いリクル

取る学生もいます。これで不勉強の溝が埋まれば，と

ート術があるからだと思います。ともかく大学ごとに

いうわけです。たとえば，ある事柄について特によく

非常に大きな違いがあります。我々は，５年プログラ

わからないということがあれば，そのコースを受講し

ムをさらに推進していくつもりです。

ます。それは14 の中には数えません。ただ，もしそ

次へ行きましょうか？

１年生では，入学して最初の週に，ギリシア語・ラ

うしたいならそれ以上のコースを取る権利がある，と

テン語のテストを受けて，古典語の語学力評価を受け

いうことです。そして第２言語です。まとめると，１

ます。そこからすでに始まるのです。これらは実際，

〜２年生でコースのほとんどを取ります。そしてフラ

非常に難しいテストで，最初の２年間でギリシア語・

ンス語，ドイツ語，イタリア語の読解テストです。

ラテン語をもっと習得するために，学生たちに一生懸

２年生の夏に，学生たちは最も忙しくなります。ニ

命勉強させるためのツールの１つとなっています。た

ューヘイヴンの図書館で，ほとんどパニックになっ

いていの学生たちは，他専攻の者だからです。ギリシ

て，猛勉強します。いわゆるリーディングリストテス

ア語・ラテン語の勉強を４〜５年続けると，良いレベ

トです。ハンドブックの18 ページの最初に，リーデ

ルに達するのが分かりますが，最初の段階で行われる

ィングリストについて言及しています。これらのリー

このテストでは，全然だめです。不十分なレベルで

ディングリストは，古典テクストの核となるものだと

す。実際，ギリシア語・ラテン語の勉強は，すぐにで

考えています。ギリシア語，ラテン語，考古学，古代

も一生懸命始めなければならないのです。スタンフォ

史，古代哲学に必須のテクストです。何を読むのかと

ードも同じ方法を採っています。古典学ではかなり典

いう違いが強調されています。非常に長いリーディン

型的なやり方です。他専攻，中国・日本文学などで

グリストです。アメリカ中で最も長いリーディングリ

は，どうやっているのか分かりません。同じ方法をと

ストです。良いことだとは思います。これについては

っているのかどうか分かりません。しかし，このやり

後述します。

方は，スタート時点から学生たちを勤勉にするには良

古代史では，ギリシア語・ラテン語をこんなにたく

い方法だと思います。それに彼らはすぐ何でも身につ

さん読ませるということについてはちょっと問題があ

けることができるわけではありませんし。

ると思います。本当にたくさんのリストですので，私

１年生では，合計で６〜８ものコースのセミナーを

見ですが，最初の２年間でこれらのテクストをまじめ

受講します。いくつかは，33ページに記してありま

に読んでいたら，ほかに古代史ですべき事柄について

すが，必修です。中心はギリシア語とラテン語で，こ

は何もできなくなってしまいます。考古学でもそうで

れらのコースをすべての学生が受講しなければいけま

す。これらの分野では，他にも知っておくべき事柄が

せん。選択の余地はありません。すべての学生が，ギ

あります。これらのリーディングリストは，非常にオ
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ーソドックスな方式で大量です。私の同僚などは，こ

10 月ですが，一方で彼らは授業を行い始めます。多

れがイェールのプログラムの他にはない特徴であり，

くのことを学生たちに期待しているわけです。試験勉

これだからこそ学生は世界中からイェールに集まって

強の傍ら，教授法も学ぶわけです。ギリシア語コース

くるのだ，イェールがスタンダードなのだと考えてい

かラテン語コースのどちらか一方を教え，自分自身の

たりもします。このリストに基づいた大量のギリシア

専門に関するコースを教えるか，アシスタントになる

語・ラテン語試験，これは，どう控えめにいってもイ

かします。たとえば，私の歴史のコースでは，アシス

ンプレッシヴなものです。

タントになってもらいます。その一方で進級試験に臨

学生たちがこれらをすべて読んだという前提で，試

むというわけです。彼らには，主に議論の場を仕切っ

験が行われます。６〜７段落ほどのギリシア語とラテ

てもらいます。そして少なくとも学部生向けの授業を

ン語の文章が与えられ，どちらも３時間かけてその場

１回受け持ってもらいます。３年生は非常に期待値の

で翻訳しなければなりません。続いて口頭試問です

高い難しい学年です。そして，大切なことですが，多

が，ギリシア語１時間，ラテン語１時間です。学生た

くの学生が最初の試験では落第してしまいます。追試

ちは，頭の中をギリシア語とラテン語でいっぱいにし

を受け，それもまたつらいことでしょうが，今度は通

なければなりません。このようなプログラムは，アメ

ります。時には，この基準がちょっとばかり高すぎる

リカでも非常にユニークなものです。この規模のリー

のでは，と思うこともあります。彼らには課題が多す

ディングリストは，他のどこでも行われておりませ

ぎますからね。でも，良い成績で通過していく学生も

ん。リーディングリストはスタンフォードにもありま

います。たいていはそれほど良くはありませんが。

すが，この半分のサイズです。ハーヴァード大学でさ

新年度が始まると，古典学，考古学，ギリシア・ラ

え，かつてはギリシア・ラテン語の非常に有名なリー

テン文学，哲学のすべての学生に，また新たな課題が

ディングリストがありましたが，今はこれよりもずっ

科せられます。古代史の学生にはありませんが，それ

と少ないものになっています。ですからイェール大学

以外の学生には，ギリシア・ローマ古代史の試験が科

は，古典学については，こういったテクスト重視の立

せられます。ギリシア・ローマ史の基礎知識を養うた

場を明確にしています。これらの素材については頭に

めです。ヘレニズム史も入ります。余談ですが，これ

叩き込まなければいけません。こういった方法の良し

は私の専門分野です。関連分野のどんな研究にも対応

悪しについては議論の余地がありますが，私の同僚

できるよう，学生たちにはテクストや二次文献や古代

は，これはとても良いと言っています。なぜならば，

史の幅広い知識の修得が期待されています。

こういうリーディングリストを読ませるという課題を

３ 年 生 の 春 に は， 学 生 た ち は， い わ ゆ る Special

通して，世界中から最も優秀な学生を集めることにな

Topics を選択するよう求められます。これは，学生た

るからだというのです。

ちがそれについてもっと知りたいと思う特定の分野に

試験についてですが，夏に学生たちはこれらの大量

ついて，教授たちと文献を読むコースです。どんな分

のテクスト，非常に大量です，を読み，そして筆記試

野でも学生たちが読みたいと思うものならなんでもい

験の後に口頭試問を受けます。そこで学生たちは，ギ

い の で す。 １ 学 期 間， 約12 週 あ り ま す。 こ れ ら の

リシア語・ラテン語のテクストについて知るばかりで

Topics のうち３つ選び，その中の１つについて論文研

なく，文献，この分野の学術的な文献についても知識

究計画を出します。この Special Topics はイェール独

を得ることになります。ですからリーディングリスト

特のものです。スタンフォードにはありませんでし

には，ギリシア・ラテン語の古代史に関するものだけ

た。これは，学生たちがより詳細な分野に分け入る１

でなく，二次文献も挙がっています。

つの方法であると思います。

口頭試問は各々の言語につき１時間ですが，ギリシ

突き詰めれば，これらはギリシア語かラテン語につ

ア語・ラテン語のテクストや，現代の学者たちがこれ

きあたります。ですから，ある特定の分野について研

らのテクストについて言及してきたことについて，学

究をしている間により多くの経験をしてもらいたいと

生たちと対話することになります。こうやって第３学

思っている特別なコースなのです。その中の１つにつ

年の秋までには，大量の情報を得ることになります。

いてさらに深めていくわけですが，これがいわゆる学

つまり，夏に学生たちは，文字通り１日ほぼ 24 時間

位論文計画書で，40 ページにも及ぶ文書となります。

を図書館で過ごすことになるのです。

ここには学位論文について示されるとともに，参考文

学生たちがこれらの試験を受けている間，通常は
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出発し，参考文献を通して学問の最先端を勉強してい

くことができます。もちろん，いつもそうなるわけで

き ま す。 そ し て， 春 期 最 後 の 学 部 委 員 会 に 対 し て

はありません。最近は非常に難しいです。現在のとこ

Defense するわけです。ですから，３年生というのは

ろ，学生たちはよく落ち込んでいます。ですから我々

クレイジーな学年ともいえるのですが，真剣勝負の学

も，職探し，手紙や書類の書き方などに多くのアドバ

年だともいえます。

イスを与えています。何かの足しにはなるでしょう。

４年生になると，基本的には学位論文の準備にすべ

それから，学位論文を読んでくれる外部の専門家を

てを費やします。４年の初めには試験がありますが，

持つようにしています。スタンフォードではまだこう

専門分野に関する口頭試問です。学位論文計画書での

いった試みは行われていませんが，イェールでは普通

Defense の時と同様，専門分野の中でその学生が何を

に行われています。学位論文審査委員は，通常３人の

したのかについて問われます。４年生でも引き続き授

教授からなっています。そのうちの一人は別の大学か

業を受け持ち，４年の春かそこらには，学位論文の執

らでなければならないのです。海外でもいいです。ア

筆に取り掛かります。いわゆる Chapter Defense が始

メリカ国内でもいいです。ただし，イェールの外から

まるのです。

選ばれなければなりません。

１番目の章，必ずしも第１章である必要はないので

それから学位論文のための調査ですが，これが論文

すが，最初の章は学部の委員会へ提出しなければなり

のテーマに関する良い展望を与えてくれると思いま

ません。そして委員の前で Defense します。委員は，

す。主に Director of Graduate Studies としての立場か

どこを発展させたらいいのか，どこは良くないのか，

ら学生たちにアドバイスをしていますが，過去問や過

学生にアドバイスします。学位論文を進めていくのに

去のリーディングリストなどもオンラインで見られる

本当に学生にとって助けとなるものを与えます。翌年

ようになっています。ですから学生たちは，いつでも

にはこの学位論文を終わらせてほしいと期待している

これらの情報にアクセスすることができます。試験問

からです。

題はどんな感じか，教員は何を質問するのか，どんな

よくあることですが，学生は４年生に調査旅行に出

ものを読むべきかなどが分かります。リーディングリ

かけます。考古学者の場合，毎夏，授業でフィールド

ストは毎年更新しています。古典学という分野におい

ワークに出かけます。それ以外の分野の学生は，そん

てさえ，何を読むべきかについては，時に応じて変化

なに頻繁には出かけません。でも，図書館に行った

しているからです。

り，その他の調査に行ったり，旅行はいくらか行われ

この辺でいったん中断します。ここまでが博士課程

ます。４年生になると，学位論文の準備のための最終

の５年間の基本構造です。繰り返しになりますが，学

調査として，かなり頻繁にそのようなことが起こりま

位取得までの平均年数は６年です。ということは，

す。

我々は，学生たちのために６年間のファンドを準備し

そして，最終学年５年生では，理想としては論文の

なければならないということです。これが通常です。

仕上げ，
就職活動ということになりますが，
これらは通

今までのところ何とか資金のめどはついていますが，

常５年の秋に行います。
アメリカの古典学会（American

できるだけ早く修了させようとしています。これはま

Philological Association）では，毎年１月上旬に年次大

さに期限付きの課題です。肝心なのは，５年で修了す

会（Annual Meeting）が開かれ，希望する学生は，仕

るということです。バークレー，シカゴなどでは，無

事，特に研究職についての面談を受けることができま

期限，つまり終えたい時が終わり時なんです。ハーヴ

す（Placement Service）
。ですから，学生は秋に応募し

ァードはもっとすごい。本当に長くかかります。イェ

ておかなければいけません。実際，来週には面接の練

ールは５年という期限にこだわっています，もしくは

習を行います。学部の何人かの教員が，就職面接のリ

６年。そして旅立ってほしいのです。どこかに就職し

ハーサルを行います。教員はみなそういう経験が豊富

てほしいのです。イェール独特の哲学だと思います。

ですから，的確な質問をすることができますし，本当

以上がプログラムの内容でした。

の面接場面でどうやって仕事を得ていくかの一種の準
備をさせることができます。やったことに対してフィ

Q：就職市場に関する質問ですが，私は，まったく
もってこの長いリーディングリストには賛成です。

ードバックも与えます。面接ではどうふるまえばいい

マニング：ありがとうございます。

か等についてアドバイスを与えます。

Q：私がイギリスで学んでいたときにも，こんな感

そして，うまくいけば学生たちは素晴らしい職につ

じの長いリストを与えられました。限られた期限内に
45

Μεταπτυχιακά

名古屋大学大学院文学研究科 教育研究推進室年報 Vol. 6

読まなければならなかったあのリストには大変感謝し

カゴではそうです。プログラムに関するシカゴの文化

ています。

は，学位を取得したときにはその分野の世界的な専門

マニング：そうですか。

家になる，ということを意味しているのです。シカゴ

Q：質問ですが，先生がおっしゃったように，イェ

ではそれが博士号なのです。ただ，現実には，学生た

ールの期限付きのシステムは，イェールの学生たちに

ちのキャリアは始まったばかりです。ですからシカゴ

とって確かに有利だと思います。というのも，５〜６

のそういう態度と実際の博士号の意味はちょっとずれ

年で論文を書き終え，広い分野をマスターし，教授法

ています。ですから，おそらくこれは文化なのです。

についてもよく訓練を受けられるからです。もちろ

シカゴやバークレーは別モノなのです。ミシガンも

ん，アメリカの学生は割合多くの就職のチャンスがあ

そうですね。すべての学生が奨学金を得ているわけで

る と 思 う の で す が， そ れ に し て も， な ぜ シ カ ゴ や

はありません。５年間のフルファンドを受けている学

UCLA はいまだに無期限制度を続けているのでしょう

生もいます。ファンドのない学生もいます。授業料を

か？

彼らだって，５年で修了はちょっと難しいにし

払うとか教育ローンを受けるとか，部分的なファンド

ても，博士論文作成のために学生にそんなにたくさん

を受けるとかができれば来てください，その場合は１

時間を与えても，ということは分かっていると思いま

年間で，もしそこで優秀だと認められれば２年間のフ

す。論文が仕上がらなければ，就職にも応募できな

ァンドを受けられるかもしれません，ということなの

い。それなのに，まだそんなシステムのままだなんて

です。ですから学生たちは，皆同じレベルのファンド

……。

を受けているわけではありません。さまざまです。毎
年ファンドの競争を続けているのです。イェールで

大学間の文化の相違
マニング：そうですね。改善はしていると思います
よ。シカゴの場合だと，というのも私はシカゴで学び

は，もしくはスタンフォードやプリンストンでは，全
員が同じファンドを受けています。ある意味競争的で
はありません。みんなが同じお金を貰っているので
す。

ましたから，シカゴはいいのです。多くの抵抗勢力も

バークレーはちょっと違います。何人かは非常に多

ありますが，プログラムを短縮しようとしていますか

額のお金を得ています。すべての経費にプラスして給

ら。私の学位は西アジアの言語に関するものでした

与も得ています。別の学生は，経費は無料ですが給与

が，大変でした。学位論文を書くには大量の史料を調

はありません。さらに別の学生は経費の半分だけで

べなければいけません。シカゴの後期課程は４年あり

す。ですから学生は働いていますし，生活のために何

ました。イェールでは２年です。すでにここで２倍必

か別のことをしています。イェールでは，学生は働く

要だったのです。非常に多くの種類の言語や多くの史

ことを認められていません。我々の方で支払ってあげ

料を学ばなければならず，難しい分野だったこともあ

ています。つまり彼らはプロフェッショナルな学生

って長くかかったのです。でもそれは古典学にも言え

で，みんなが同じ額のお金を得ているのです。

ます。イェールの古典学部でももちろんそうです。
ですから，ある意味，文化だともいえるのです。シ

これにはいろいろな理由がありますが，すべては説
明しません。単にそういったシステムを改めていけば
いいと思うかもしれませんが，ファンドの問題という
のは，もちろん多額の費用が必要です。イェールは比
較的リッチな大学ですから，こんなことをする余裕も
あるのです。ハーヴァードはもっとリッチですね。で
もそんなに制度を改めていませんが。よくわかりませ
んが，それ以外の理由を挙げるとしたら文化としか言
いようがありません。
Q：ただ，在校生がはけるまでは新入生を受け入れ
ることができないということにはなりませんか？
マニング：どちらのシステムの話ですか？
Q：先生の大学の方のシステムです。
マニング：うちですか？
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Q：なぜなら，ファンドには限りがあるはずだから
です。
マニング：そうですね。入学は難しくなるでしょう

もそういうことも起こります。ただ，入学の段階では
博士課程の学生のみ認めており，修士課程や聴講生な
どは認めていません。

ね。成績の良くない学生もいますから。今も，おそら

Q：５年生のうち，うまく就職できた人の割合とい

く来週にでも退学しなければならない学生を一人抱え

うのはどれくらいか，もしよかったら教えていただけ

ています。フェローシップの資格が終わってしまうの

ないでしょうか？

で。
大学がいつも言い続けていることですが，というか
学部で言われていることですが，毎年７人の学生がほ

大学院生の就職状況

しいと思っています。大学が駄目と言えば，毎年３人

マニング：それは非常に重要なご質問です。今年は

です。我々がほしい人数と大学がお金を支払うと言っ

ちょっと神経質になっていまして。昨年は最悪の年で

ている人数の間には緊張関係があります。どうやって

した。今年の市場は大丈夫だと思いますが，見通しは

入学させるのか，何人の学部生が入ってくるのか，と

分かりません。来年５人の学生を外に出すことになっ

いったことにもかかってきます。これについては議論

ていますが，昨年の分は私がウェブに掲載しました。

が必要ですし，学部生を教えるためにもまた，多くの

仕事に就いた人が掲載されています。今までのところ

院生の助けが必要です。そのために我々はよい授業を

全員仕事に就いています。非常勤・常勤を含めれば，

つくっていかなければならないし，カレッジの学生た

100％の就職率です。１年任期とか全くの非常勤とい

ちのための教育も考えなければならないのです。

う人も含めてですが。高校教師の職に就いた人も一人

それにしてもあなたのおっしゃることは正しいで
す。もし優秀でない学生が入学してきたとしたら，貴

います。終身制の常勤職に就いたものも何人かいま
す。さまざまです。

重な奨学金を失うことになります。それは望ましくな

今アメリカでは，１〜２年任期のポジションが当た

い事態です。だからこそ，シカゴやバークレーとは異

り前になってきています。そういう一時的なポジショ

なるプログラムによって入学時のリスクを回避しなけ

ンは，私は好きではありません。ですから，うちの学

ればならないのです。シカゴやバークレーでは多くの

生の中にはそういうポジションに就く者もいますが，

学生を入学させますが，何人かは１〜２年で脱落しま

別の大学で２年間のポスドク向けの特別研究員になる

す。大した数ではありませんが。イェールでは，それ

者もいます。こういうことも当たり前になりつつあり

はできません。良い成績を残せる本当に優秀な学生だ

ます。ですから，さまざまです。ただ，学生はすべて

けを入れなければならないのです。ですから，入学ま

何らかの次の道を得ています。どこにも雇われること

でに多くの時間を割き，Director of Graduate Studies に

なくそのまま居座る者はいません。ただ，全員が終身

よる手厚いケアによって，その学生が本当に優秀な成

制の常勤職を大学で得るというわけにはいきません。

績で毎年を過ごせるのか，どんな援助が必要となるの

ですから，そのためにも我々が働きかけをしなければ

か，などを確認していくのです。たくさんのケアが必

いけないのです。それがこれからの課題です。市場が

要です。鋭い観察も。

成長してくれることを望んでいますし，できると思い

Q：聴講生はいますか？

ます。簡単ではありませんが。そのためにやらなけれ

マニング：聴講生はいません。修士のみの学生も認

ばならないこともたくさんあります。

められていません。イェールでは博士課程だけです。

Director of Graduate Studies は，古典学会の年次大会

でも，修了すれば修士の学位も認められます。全員が

などに参加しなければいけません。来年はテキサス州

修士号も得ます。大した意味はありませんが。コース

のサンアントニオで開かれます。こういったところに

ワークが１つ終わったところで授与されます。

出向く理由としては，同僚に会ってうちの学生のこと

３年生の試験が終わると，修士号の請求を出しま

を話し，雇ってくれと言うことがあります。そういう

す。ここで研究を続ける気がなくなったり，高校など

大きなネットワークづくりをしているのです。今のと

で教えたりしたいと思う学生がたまに現れます。こう

ころは順調です。しかしいつも順調とは限りません。

いう学生は修士号を手に入れたら高校で教えることも

常勤職は十分には準備されていませんから。

できますし，そのあと博士課程を修了することもでき

昨年は，４人中２人の院生が常勤職を得たと思いま

ます。もちろんこんなことは奨めてはおりません。で

す。半数ですね。多くはありません。一方で，プリン
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ストン以外のほとんどのプログラムと比較しても，良

し，そのための時間が十分にあり，その上で教授のキ

くやっていると思います。プリンストンは，博士課程

ャリアをスタートさせるという理想的なモデルです。

の学生でいえば，古典学部では一番良かったです。彼
らの評価は高いですね。すごいライバルと戦っている
わけです。今年も評判通り良くやっているようです。
我々よりも常勤職への就職は良さそうです。
Q：あなたのカレッジにはポスドクの特別研究員制
度のようなものはありますか？

イェールではそうい

うものがありますか？

スタンフォードとイェールの比較
それでは，スタンフォードとイェールを比較するい
くつかの言葉を説明しましょう。その１つが fun です。
自分にとっての楽しみ，ということです。この比較が
皆さんにとって興味深いかどうか分かりませんが，私

マニング：古典学部にポスドクですか？

は，日本の大学について，特に日本の大学の文化とい

Q：そうです。

う点について，話を聞くことが大好きなものですか

マニング：そうですね，人文系としてはあります。

ら。

人文系全体の一般的なものの中でのプログラムならあ

アメリカでは，ご存じだと思いますが，大学ごとに

ります。今は２人のポスドクがいて，一人は古典学部

その文化は非常に多様です。東海岸，西海岸，北部，

の学生ですが，オックスフォードからの学生です。も

南部，そして中西部ごとにも異なります。大学の歴史

う一人はどこからかちょっと忘れましたが。しかし定

も様々であり，もちろん文化も非常に異なります。そ

員はありません。古典学部の学生が５人いたこともあ

れはスタンフォードとイェールにも現れています。

ります。誰が応募してくるかによります。期間は２年

実際，私は非常に異なる場所で教えることができて

間です。いいプログラムだと思います。お金もたくさ

ラッキーでした。一般的な大学文化という点から比較

んもらえますし。

するのに好都合なのです。たとえば，古典学部ではど

Q：そうですね。

うやって学生をトレーニングしていくのか，私の場合

マニング：そうです。とてもいいです。理想的です

古代史でのトレーニングということですが，その比較

ね。古典学部だけでコントロールはできません。人文

ができます。お話しすることがたくさんあります。こ

系のプログラムとして独立しています。非常に良いで

のお話しは将来的なことにも関係してきます。将来的

すが，うちの院生は採用してもらえません。イェール

にどういったことが起こるのか，ということです。何

の博士課程の院生はイェールでは採用されないので

が起こりそうか。スタンフォードとイェールはどちら

す。よそからの候補者に限定されています。アメリカ

も私立大学です。どちらもかなり裕福な大学で，それ

では今，あちこちたくさんのところでポスドクプログ

は，改革をしなさいと言うプレッシャー，人文系への

ラムがあるのです。

プレッシャーが，州立大学と比べても少ないことを意

Q：そのようですね。

味します。州立大学での改革や予算削減などの変化へ

マニング：いいプログラムですが，一様ではありま

のプレッシャーは，相当大きいものです。スタンフォ

せん。あるところでは授業をたくさん求められます

ードやイェールでは，変化を急がなくてもいいだけの

し，あるところでは全く授業しなくてもよいところも

余裕があります。しかし，次にお話しするように，そ

あります。自分の研究だけをしていればいいのです。

のロケーションの違いというものはあります。

プログラムの内容は幅広いので，学生たちにも応募す

古典学部ということでいえば，プログラムの構造は

るよう勧めています。アメリカの終身制に乗っかるた

ほとんど同じですが，Special Topics とたくさんのリ

めです。つまり，どこかに就職して授業をする以前

ーディングリストというところが，イェール独特のも

に，そういうシステムを利用して最初の著書を完成さ

のです。どちらも５年課程で，完全にファンドがつき

せた方がよいからです。

ます。同じサイズのプログラムです。だいたい同人数

スタンフォードで私が最後に教えた学生は，ポスド

の学生がいます。30 人ほどの院生と 15〜20 の研究室

クと就職の内定，いい職だったのですが，それを同時

があるのは，スタンフォードとイェールどちらでも同

に受けました。彼女は就職を先延ばしにして，２年間

じです。学部の規模や学生数，大学の大きさなんかを

のポスドクをとりました。そして，最初の著書を書く

大まかに比べるとこんな感じです。イェールもスタン

ために研究だけをしていたそうです。彼女は今年から

フォードも同じ大きさの大学で，総計約11,000 人の学

授業を始めました。これは理想的と言えます。研究を

生がおり，うち5,000 人が学部生，6,000 人が院生で，
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これは他の大規模な大学と同じ規模です。
スタンフォードとイェールは，プログラムや構造，

らすものだと思います。
スタンフォードの古典学科についての良い知らせと

ファンドや教えられている科目の幅などからみると，

いえば，私がそこにいた時に，12 年間いましたが，

いくつかの違いを除いてとてもよく似た大学です。し

多くの要望にこたえて，プログラムについてたくさん

かし基本的には，プログラムは一緒ですが，そこにあ

のことを変えるように努力してきました。そして，ス

る文化は非常に違っています。ですから，結果はおそ

タンフォードの古典学部は，現在非常にランキングの

らく異なったものになると思います。少なくとも，私

高い学部となっています。今年はバークレーもランク

はそうであってほしいと思います。だからこそ私は，

インしました。そういう姿を見ることはとても素晴ら

スタンフォードのヤシの木の下からコネチカット州ニ

しいです。

ューヘイヴンの厳しい冬に引っ越してきたのです。イ

うまく変わったと思いますが，一方で常に人々の要

ェールに多くの可能性を感じているのです。ここには

望にこたえ続けていかなくてはなりません。これが典

資源がたくさんあります。イェールの博士課程の歴史

型的なアメリカの大学文化で，そのもっともシビアな

があります。これをもっと良くしていきたいのです。

ところがスタンフォードなのです。もしうまく変わっ

だからこそイェールでやってみようと思ったのです。

ていけなかったり，なぜこの史料が問題であるか，こ

イェールで私がやってみたいと思っていることは，古

の手の研究をすることがなぜ大事か，ということを毎

代史を良くしていきたいということです。それについ

日のように言い続けることができなかったりすれば，

て，もしよろしければ少しお話ししたいと思います。

すぐに問題になってしまうのです。立ち止まることが

ロケーションの違いは非常に大きいです。コネチカ

できないのです。

ットとベイエリアとでは，環境がまったく異なりま

スタンフォードでは約15 年前，古典学部を廃止す

す。ベイエリアにあるスタンフォードは，まさにシリ

るという話が出たことがあります。１カ月以内に完全

コンヴァレー大学といってもいいわけです。私の言っ

に学部を廃止しておしまいにすると。岐路に立たされ

ている意味が分かりますか？

そこでは，いま何が起

たわけです。そしてこれが典型的なアメリカ文化なの

きているかが重視されます。スタンフォードで最も大

かもしれません。その時には，もし学部を廃止しない

切な学問は，生物学や科学技術です。それはつまり，

のなら，トップに立てるようなプログラムをつくらな

人文系の学問が実際には抑圧されているということで

ければいけないと言われたのです。なぜなら，この大

す。改革の外的な圧力によるプレッシャーではなく，

学はトップランクの大学であるから，と。どの学部の

内的な文化的なプレッシャーがかかっているのです。

プログラムも非常に良いものでなければならない，で

古典学や中国哲学や英文学といった学問に，いったい

も今，あなた方の学部はそうではないでしょう，と。

何の価値があるのか，というわけです。常に科学技術

そして，岐路に立たされた我々の学部はうまくそれを

が必要とされているなかで，誰が人文学に関心を向け

乗り越え，大学側は存続を決定したのです。そんなこ

ますか？

とがありました。それから一生懸命，15 年間頑張っ

アメリカの大学は，非常に変化が速いです。スタン

た後，新しい人がたくさん入ってきて新しいコースも

フォードではもっとも急速な変化が起きています。毎

できて，プログラムの再構成が本当に完成したので

日，とても速く変化しています。実際，もし私が良い

す。

授業を求めるとしたら，まずスタンフォードのウェブ

これに対して，イェールはとても古い大学です。

サイトのトップページを見ると思います。その後でイ

1701 年の創立以来，古典学部があります。そして，

ェールのトップページを見てください。両者はとても

スタンフォードよりも人文系の占める比重の大きい大

異なっています。イェールのは，実際のところ非常に

学です。スタンフォードの人文系の研究室は，たぶ

退屈なサイトです。スタンフォードのサイトだといつ

ん，詳しい数はよくわかりませんが，100 かそこらに

も何かが起きています。毎秒，新しいスタッフが何か

過ぎません。しかし，イェールは約300 です。人文系

新しい発明をしています。刻々と進んでいくのです。

の研究室の数は，イェールの方が３倍あるのです。そ

ですから，実際スタンフォードの人文系では，時間と

して歴史的なものもあります。

いう次元で考えた時に，ものすごいプレッシャーがか

イェールはずっと人文系中心の大学でした。理系で

かっているのです。それは人文系にとっては，少なく

はないのです。これが変わりつつあります。イェール

とも目に見えない形の，有害でマイナスな効果をもた

も理系を重視するようになっています。工学部はあり
49

Μεταπτυχιακά

名古屋大学大学院文学研究科 教育研究推進室年報 Vol. 6

ましたが，スタンフォードのような大きな学部ではあ

いと思います。それがイェールで古代史の研究を進め

りません。ちょっとした規模のものですが，それでも

たいと思って来た理由とも言えます。60の研究室が

理系の波がイェールにも押し寄せています。しかし，

あるということは60 の教授がいるということ，その

イェールには，人文系の分野全体にわたるこのような

彼らが近代以前の地中海世界を研究しているのです。

非常に大きな核があります。基本的な問題はそこにあ

哲学であったり文学であったり古代史であったりいろ

るのです。分かりますか？

いろですが，そんな教授が60 人もいるのです。

問題は，変革への大きな

プレッシャーがないことなのです。

スタンフォードでは，同僚は古典学部にしかいませ

今のところ，文化的にはイェールは，急速に変化す

んでした。イェールには５つの学部があって，神学部

ることに関心がありません。しかしながら，変わり始

もあって，そこでも研究者が同じような研究をしてい

めようとはしています。それが文化的側面からみたイ

るのです。このように，どんな設備があるのかという

ェールの態度です。もちろん，人文系というのは非常

点についての違いをお話ししましたが，それは，そこ

に価値のあるところです。いつの時代にも人文系とい

での学びの可能性を伝えられると思ったからです。多

うのはあって，それがイェールの文化なのです。歴史

くの異なる領域からなる同僚と，新しいプログラムを

学については，特に。それはいつの時代にもあったの

一緒に作り上げていくことができるのです。

です。これが本当に重要な点です。
さて，イェールの学部でのナンバーワンの専攻は，

次に，将来的な展望についてさらに少しお話しした
いのですが。ちょっと間を置きましょうか。

ここ 50年間ずっと歴史学でした。今年初めて，歴史

司会：スタンフォードとの比較についてお話しいた

学は学部第３位に後退しました。第１位は政治科学で

だきましたけれども，意外に共通点もあるのですね。

す。第２位は経済学です。ですから，歴史学は今は３

質問など，いかがですか。

位です。歴史学はここ 50年間トップだったのに，変

Q：このような状況，危機的な状況の中でのある種

化が起きたのです。社会科学への変化です。スタンフ

の社会的な変革とか，そういうものに対してのストラ

ォードのように生物学へ移行しているわけではありま

テジーはありますか？

せん。しかし変化は起きているのです。こういった変
化が起こり始めているということに気づくことは重要
だと私は思います。

生き残りへの戦略

たとえば，われわれの大学には素晴らしい図書館が

マニング：そうですね，そういうものはなかったと

あります。イェールにはとても大きな図書館があっ

いうべきでしょう。ストラテジーという言葉を正しく

て，みんなをよくサポートしてくれます。少なくとも

解釈すれば，です。なぜなら，これは私がスタンフォ

今のところはね。いつまでもそうであるわけではない

ードで学んだことだからです。アメリカの伝統的な大

でしょう。歴史学と考古学に関する２つの博物館もあ

学，シカゴの人文学部とか，バークレー，ハーヴァー

ります。学生を育てるのに良いところです。パピルス

ド，イェール，プリンストンなどは，過去にはストラ

の膨大なコレクションがあるからです。考古学的にも

テジーなどと呼ばれるものは必要ではありませんでし

すぐれたコレクションがあります。膨大な貨幣コレク

た。もちろん，どこにも人文系の学部はあったので

ションもあります。ですから，古代史に関する重要な

す。しかし，何かする必要はありませんでした。もう

トピックのいくつかについて，学生たちの指導を行う

ずっと長い間それは続いていたのです。すべては順調

ことができます。それに対してスタンフォードではそ

でした。しかし今ではそれは間違いだと思います。今

ういったものがありません。貨幣コレクションも考古

はストラテジーと呼ばれるものが必要です。イェール

史料もありませんし，大学図書館の規模もイェールの

でさえも，改革のためのストラテジーが必要です。社

10分の１です。ですから，この点についてはイェー

会で起きている変化に対応するためにです。大学はそ

ルが有利だと思っています。しかしそれが永遠に続く

ういうものに反応していくものなのです。

とは考えられません。将来に向けて戦っていかなくて
はならないと思います。

何に優先順位を置くかはそれぞれですが，将来的に
はファンドが縮小していくのは疑いえないことです。

文化に関するもう１つのことは，同僚たちが違うと

ですから，どう乗り越えていくかを考え直さなければ

いうことです。イェールでは彼らからより多くのこと

いけないと思います。古代史での私自身のストラテジ

を教わり，より多くの人と語りあい，それが素晴らし

ーは，古代史のプログラムを考え直すこと，歴史的な
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社会科学を含めた他の領域と関連を持たせていくとい
うことです。将来的な展望についてもう少しお話しし
ますが，それは，ギリシア語・ラテン語のリーディン
グリストを変えていくとか，そういうことではありま
せん。それはこの領域の核となっているものです。し
かし，この領域の立ち位置について考えています。よ
り科学的にと思っています。
たとえば考古学です。科学的な事柄がますます重視
されるようになってきています。古典学もその流れの
中にあります。いわば科学革命が起きているのです。
すでにほとんどの考古学者は非常に科学的で，科学的
な方法を駆使しています。ですから，学生たちには，
他の領域についても勉強させる必要があると思いま

のです。

す。そのためには，この５年課程をちょっと見直す必

ですから，他とより密接な協力関係を結ぶために

要があるかもしれないと思っています。学部レベルの

も，プログラムの改革が必要だと思うのです。つま

学生たちを授業に惹きつけるようなストラテジーをほ

り，これがバークレーでやっていること，バークレ

かにも考える必要があります。この点は，アメリカの

ー，プリンストン，ミシガンなどでやっていることな

大学と日本の大学は異なるかもしれませんが，われわ

のです。彼らはこういった協同プログラムを持ってい

れは，古典学を専攻してこなかった学生，ちょっと授

ます。ですから，古典学部の学生は，卒業資格のため

業を取りに来るだけという学生も取り込まなければな

に他の学部のコースをいくらでも取ることができま

らないのです。こういったこともアメリカの大学の一

す。古典学とオリエントの言語や哲学の関係は，そん

般教育にはあるのです。

なに切り離されたものではありません。学生たちは今

日本では，学部生の教育については違うのだろうと

まで以上に領域間を行き来すべきなのです。こういっ

思いますが，我々は，たとえば建築学部や理学部の学

たことが，アメリカの大学では標準的になりつつあり

生も教育しなければなりません。彼らも人文系の授業

ます。学生たちが学部間をもっと自由に行き来できる

を取らなければいけないのです。なので，そういう学

ように，こういったことをきちんと行うための構造を

生を獲得するための方法を考えなければいけないので

つくっていかなければならないと思います。

す。だからと言って彼らは，我々の学部の授業が必修

Q：では，イェールよりはミシガン大学などの方が，

というわけではないのですから。他の人文系の授業に

学生たちをより惹きつけるプログラムになっていると

行くこともできるのです。ですから，学部学生にも魅

いうことですか？

力的であるためには，ということを一生懸命考えなけ
ればいけないのです。

マニング：そうですね，私の分野ではそうだと言え
ますし，シカゴなんかもそうです。ですから私のスト

それから，自分たちの研究の成果の発表の場につい

ラテジーは，そういう学生をイェールに来させるよう

ても考えなければいけません。どうやるのか，オンラ

にするものだと言えるのです。つまり，古代史や考古

インで公開するのか，などについてもです。理系の研

学について，いろんな領域にわたってより興味深い研

究者，もしくは周辺的な学問，写真撮影術などの研究

究をしているような教員をもっと採用する必要がある

者とのコラボレーションの成果についてもです。古代

と思うのです。イェールでも何人か採用しました。こ

史や考古学の分野ではそういう研究プロジェクトがあ

れから数年の間の採用枠も，まだいくつか残っている

ります。

と思います。

他の言語学とのお付き合いもあります。我々の研究

つまり，どのような教員をそろえていくかというこ

分野は，古典学部だけでは十分とは言えません。たと

とについても変化が必要ですし，獲得する学生につい

えば，私は東地中海，主にエジプトの研究をしていま

ても変化が必要であると思います。こういうプログラ

す。エジプトについての研究はもちろんですが，うち

ム，領域横断的なプログラムは，将来的に非常に重要

の学生は他学部の授業を取る必要もあります。この分

になると思います。イェールについていえば，もとも

野で研究するために必要な他の言語を学ぶ必要がある

と良い資源があります。すでに優れた研究者がたくさ
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んいますし，本当に素晴らしい図書館やコレクション

か，そういったものに対して，経済界，社会，そして

もありますので大変に助かります。できれば学生を惹

大学という垣根を越えて，こういった変革の影響を受

きつける新しい考古学プロジェクトを立ち上げたいと

けています。

思っています。
Q：ということは，アメリカの大学では，学生たち

ですからアメリカでは，もっとも優秀な学生が専門
職大学院に進むことは，珍しいことではありません。

もそういったプログラムに関心がある，ということで

イェールには，ロースクール，メディカルスクールな

すか？

どがあります。まさに最優秀の学生が，ロースクー

マニング：そうです。というか，学生は評判の高い

ル，メディカルスクール，ビジネススクールなどへ行

プログラムを選択するのです。たとえば，ハーヴァー

くのです。問題は，これらの最優秀の学生をいかに古

ドなんかは非常に評判が高いです。ところが，ここ最

典学という我々のフィールドへ惹きつけるかというこ

近になって特に古典学部が素晴らしくなったというわ

とです。これは簡単にはいきません。しかし，こうい

けではありません。実際には逆です。ハーヴァードの

った学生を惹きつけるに足るほど十分に興味深く，ま

古典学部には，現在古代史の授業はないのです。ゼロ

た意義のあるテーマを扱っていくことこそ，我々の主

です。しかし，学生たちはいまだに惹きつけられてい

たる課題だと思います。

ます。評判がいいからです。評判というのは，上がる

しかし，それは不可能なことではありません。ただ

にも落ちるにも長い時間がかかります。おそらくこれ

し，学生を惹きつけるにはストラテジーが必要です。

は日本の大学でも同じでしょう。というか，たぶん万

今申し上げてきたような理由から，古典学の教育はか

国共通です。プログラムを立ち上げて学生たちを惹き

なり変化してきたと思います。しかし核の部分がまだ

つけるには長い時間がかかるのです。そして，学生た

です。イェールではその核の部分が，テクストから知

ちは評判を聞きつけて大学を選択するということがあ

識を十分に得ることだと考えられており，それは良い

るとしても，彼らが思っているほどにそのプログラム

ことだと思います。大学の中で他の分野とどのように

がいいわけではないのです。

連携していくのかという点に関しては，これからもど

しかしそうだとしても，彼らは評判で選ぶし，その

んどん変わっていくでしょう。それはすでにスタンフ

後の就職率の良い方を選ぶでしょう。だから，毎年の

ォードでは起きています。しかしそういうことは，イ

大学ランキングが重要となるのです。だからこそわれ

ェールのようなところでも起こり始めていると思いま

われも他の大学の研究者と同じように出版し続けてい

す。生き残りをかけて，より良い方向へ進むためには

るのです。これは非常に激しい競争です。アメリカで

そうしなければいけないのです。

は古典学部だけで約10の有力な学部が争っているの

たとえば，多くの新しい技術が開発されてきていま

ですが，最優秀の学生や教員を確保するための争いは

す。そして素晴らしいデータベースの数々がありま

とても熾烈です。しかしこれはとても重要なことなの

す。いまや，世界中のどこからでも学生たちを教育す

です。

ることが可能になりました。たとえば，図書はデジタ

ですから教員の側から，改革を行うのです。これは

ル化され，パピルスのデータベース化も進んでいま

簡単なことではありませんが，それについての展望を

す。碑文はオンライン化されつつあります。そういう

もう少しお話ししたいと思います。

時代が訪れつつあるのです。どんな教育をどのように

司会：どうぞ。

行えばいいのか，ということが重要になってくると思
いませんか？

改革への展望

他の大学や他の研究領域との連携もも

っと盛んになると思います。
過去には，組織はある意味で独立した存在でした。

マニング：わかりました。お話を始めるにあたっ

たとえばわれわれは古典学の中で必要としているギリ

て，私としては，皆さまからのご意見を幅広く頂戴し

シア語・ラテン語，考古学，歴史やすべての専門科

たいと思います。と言うのも，これは古典学というき

目，たとえば，碑文学，パピルス古文書学，貨幣学，

わめて狭い領域の話とはいえ，皆さんにとっても問題

考古学について，すべて学部内で対応してきました。

であると思うからです。国際的な大学の抱える問題で

すべてが１つの学部の中にあって，独立した組織を構

あり，世界中の様々な分野で起こっている変革だと思

成していると考えてきました。学部ごとに独立してい

います。ファンドの問題だとか獲得する学生の質だと

ることがベストだとみなされてきたのです。私の言っ
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ている意味が分かりますか？

今，それが変わろうと

しています。
すでにその変革が起こっていることが分かります。
今はまだ部分的ですが，世界的なものとなっていくで

にすぎません。このことは，これから40 年ぐらいか
かるプロジェクトになっていくと思います。つまり，
古典学が他の人文学の分野とどう関係していくのかに
関わっています。

しょう。それは，他のプログラムと連携をとることが

これは，とてもワクワクすることでもあります。な

極めて重要であることを意味します。本当に素晴らし

ぜなら，大学における古典学の重要性を再び見直すこ

い教員や学生たちのいる，いくつものプログラムと関

とになるからです。西洋の大学では，古典学は長らく

係を築くことが肝心です。今，その変革は起きていま

重要な学問でした。すべての学問の中心にあると考え

す。こういう流れは，すべての分野で主流となってい

られていました。古典学は再び，歴史という文脈の中

くでしょう。そう思います。

で中心に立とうとしています。しかし，緒についたば

科学の役割は変化しています。考古学では，科学の

かりです。そしてその先は広く開かれているのです。

役割は確実に明確となっています。でも，私は他の分

ですから私は，もっと多くの日本やその他の国からの

野でも同じだと思っています。パピルス古文書学では

学生にイェールに来てもらいたいのです。古典学には

特にそうです。これは私の研究分野ですが，すべての

すべてのものが詰まっているのです。テクストから考

パピルス史料のデジタル画像が新システムでオンライ

古学まで，ありとあらゆるものがそこにはあります。

ン化され，辞書や図書目録，ウィキによる編集装置と

ですからこの分野は，その重要性が変化していくに

つながっています。ですから，パピルス史料は今や，

つれて非常に大きくなっていくと思います。古代史に

それを望む世界中のあらゆる人によって編集されてい

は比類のない価値があります。私にとってそれは，今

ます。それはテクスト編集の非常にグローバルな，大

なお生きている人の経験とすら言えます。だからこ

衆的な方法なのです。

そ，重要だと思うのです。生きている人間の研究は，

他の分野でもテクストに関係する研究をしている人

他の分野，歴史社会科学，経済学，法学，社会学など

ならば，ぜひこのウェブをご覧いただき，ご意見を伺

にとっても非常に重要です。一般的な人文系の分野で

いたいと思います。これは，papyri. info と呼ばれてい

は，扱うテクストは，生きている人間の経験について

るものです。まだ完全に利用可能ではありませんが，

書かれたものです。つまり，ある意味において，そう

１年以内には動くようになるでしょう。パピルスのテ

いった経験は社会科学の実験室のようなものです。

クスト校訂の一般的な方法となると思います。パピル

私は経済史に関わっていることもあり，よく経済学

スと同様に，いずれ碑文の校訂でも一般的な方法とな

の同僚と話をする機会があります。そのとき，経済学

ると思います。他の人文系の分野でも，どんな分野で

の理論の中には，本当によくないものもたくさんある

あろうと，これと同じような方法をとることになるの

という話になります。なぜなら，理論家には歴史学的

ではないでしょうか。非常に面白いです。これがあれ

な知識が乏しかったからです。これは一例にすぎませ

ば，我々がテクストを扱って行う研究の方法は，完全

ん。しかし私としては，イェールのナンバーワンの専

に変わっていくでしょう。本当に驚異的な技術です。

攻は，政治科学であると思います。政治科学の学部生

全く驚くほかありません。

について話をしたときのことですが，もし政治科学を

東西のバランス，アジアと欧米の関係も明らかに変

理解したいなら，トゥキュディデス，そしてヘロドト

化しています。古典学ですらそうです。かつて私たち

スを理解しなければならない，ほかのテクストについ

は，古典学はヨーロッパ固有の歴史と関わるものだと

ても理解しなければならない，ということを強調しま

考えていました。そして，古典学は特別だと当たり前

した。政治理論についてよい考えを持つためには，彼

のように思っていました。しかし今では，物事は大き

らの言っていることを理解しなければならないので

く変わってきています。古典学は，グローバル化とい

す。同様に，日本や中国の伝統から考えると，アジア

う文脈の中で生きていくためにも，変化していかなけ

のテクストを読むことが大切です。政治科学ではこう

ればならないでしょう。

いったことが重要なのです。

変革は始まっていますが，今は，ギリシア・ローマ

大学というところでは，こういったことが政治的に

世界がエジプトやオリエントとどんな関係があり，ア

非常に重要なのです。そういう大学が学生やお金をた

ジアともどのような関係があり，そのつながりはどう

くさん獲得します。実際にどうするかは我々次第なの

で，違いはどうで，といったことを理解し始めている

ですが，学生たちが専門分野を理解したかったら，古
53

Μεταπτυχιακά

名古屋大学大学院文学研究科 教育研究推進室年報 Vol. 6

典学に来て，我々がこれらのテクストを理解したよう

いろんな分野で似たような問題が起きています。ス

にこれらのテクストを理解しなければならないので

タンフォードではこの問題について大きな関心が持た

す。これが，古典学が重要視されるためのもう１つの

れています。ある意味，前近代世界学部をつくるとい

ストラテジーなのです。まずは経済学で始まったとこ

うような話です。そこでは前近代のことをすべて扱う

ろです。といっても理解を示してくれる経済学者はそ

のです。古典学でもなく，日本史でも中国史でもイン

う多くありません。でも，そういう時代が来ると思い

ド史でもイタリア史でもエジプト史でもなく，それら

ますし，そうなることを願わずにはいられません。

を比較史的に扱うのです。これらの社会はどのように

先ほど述べましたように，我々は学生たちを今まで
とは違う方法で教育しなければなりません。新しい教
育方法や今までと違うやり方を，グローバルな文脈で

異なっているのか，どこが共通しているのか，テクス
トの種類は，などなどです。
確かにこの問題については沢山の議論があります。

考えていかなければなりません。私はいつも院生に，

そういった学部を大学内につくることができるのか，

経済学や政治思想の授業を取りに行きなさい，と言っ

これは少し論議を呼びそうですが，将来的に人文系の

ています。ここから飛び出して，社会科学についても

価値を高めていくために大学をどのように編成してい

理解しなければいけないと言っているのです。今後ま

くのかについて，いろいろなやり方を考えることは可

すますこれらの分野とのつながりが増してくるでしょ

能です。人文学のあり方をどうしていくかというご質

う。そういうことは，いくらか気が進まないことかも

問にお答えする私の最終的なストラテジーとは，この

知れません。しかし私の考えでは，他の分野の人間が

ようなものです。

何を考えているか，社会科学者が生きた人間の経験に

我々は，専門知識について学生たちを訓練しなけれ

ついてどう考えているのか，理解することは重要なの

ばなりませんし，特別なテクストについても訓練する

です。

必要があります。それが大学院の最初の何年かの課題

ほとんどの政治学者の頭の中には，たかだか50 年

なのは確かです。彼らを我々のフィールドに導かなけ

の歴史しかありません。彼らは第２次大戦後から現在

ればなりませんし，古代地中海の本当の姿についても

までの世界しか理解していないのです。驚くべきこと

示さなければいけません。イェールでは，まだそれが

ですが，これは彼ら自身が言っているのです。政治科

うまくいっていません。

学の本を読むとそれが本当であると分かります。です

周藤先生は学生たちを実際に地中海に連れて行くよ

から，歴史学と政治科学の関係は，ここ50〜60 年く

うにされていますが，それは素晴らしいし非常にうら

らいのものなのです。社会学に関しても同じことが言

やましいことです。大切なことだと思います。学生の

えます。

訓練には非常に重要です。我々はそれができません

社会学との関係は，100年程度さかのぼるかもしれ

が，するべきなのです。学生たちに研究の意義を理解

ませんが，それ以上ではありません。もし歴史が重要

するための文脈を提供できるのは，教授だけなので

であるならば，歴史についてもっと考える必要がある

す。教授が学生たちをどこにも連れて行かず，アメリ

のです。古代史も同様に大切です。それは 50 年やそ

カで自分たちの研究ばかりに没頭させたら，その分野

こらのものではありません。こういう歴史認識の欠如

は廃れてしまいます。そういうことがスタンフォード

があるから，人は時に非常に悪い政治科学を考えてし

で起こっているのを目にしました。

まうのではないでしょうか。人文学と社会科学とを橋
渡しすることは，きわめて大切だと考えています。
最後になりますが，学部の再編成は可能でしょう
か？

スタンフォードでは，人文系の学部がなくなろうと
どうなろうと，大学としては気にしていません。全く
気にしていないのです。ですから，何とかこの学部に

重要なのは，核となる知識に加えて，より広範

は価値があるのだということをアピールすることに必

な教育を受けさせることでしょう。古典学部とか文学

死でした。外に出かけては，どうすべきか，どうやっ

部といった縦割りの中で前近代世界を議論するのでは

て大学内の他の分野と関係を作っていくか，というこ

なく，新たなアプローチを持つべきだと考えられるよ

とを一生懸命考えなければなりませんでした。スタン

うになってきています。文学，物質文化，歴史，経済

フォードでは，そうしないと学部がなくなってしまう

史などに専門分化した形で扱うのではなく，現代世界

のです。人文系の学部は，今やほとんど残っていませ

とは明らかに異なるこの前近代世界をトータルに扱う

ん。

ためのアプローチが必要とされているのです。
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し時間がかかるでしょう。しかし，そのイェールで

アメリカでは，夏期にもそういったことをします。

も，このまま何も行動を起こさなければ，人文系の学

方法論的授業とかある科目の新しいアイデアを示すよ

部はこれから 100 年間のうちに非常に規模の小さいも

うな授業ですが，だいたい６〜８週間くらいかけて行

のとなってしまう恐れがあります。このままにはして

います。若手の研究者なんかが来ます。アメリカで

おけません。換言すれば，こういった状況を説明する

は，パピルス古文書学なんかは，こういう授業でやり

ことについて，我々は少々アグレッシブにならなけれ

ます。多くの古典学者はパピルスの読み方を知りませ

ばならないと思います。どうすればいいのかについ

ん。でも，毎年アメリカのあちこちでサマースクール

て，皆さまからのご意見をぜひ伺いたいと考えていま

が開かれ，院生や若手の教員たちがそれを受講して，

す。この問題に関することならなんでも。日本の大学

パピルス古文書学の技術を習得するのです。これは，

とは，政治的な側面が少々違うかもしれませんが。

たった２〜３の大学しか専門の授業を開講できないよ
うな技術です。ですから，サマーコースでは，学生だ

新たな試み

けでなく，若手の教員も学べるようになっています。
こういったことをどのように行っていくか，どれくら

司会：はい。ということですが。コメントといわず

いの頻度で行うか，どういう科目を行うかについて

質問でも何でもいいかと思いますけれども，いかがで

は，真剣に考える必要があると思います。院生をどう

すか。

教育するかは教授たち次第です。この問題は非常に重

Q：古典学の研究の将来について，先生のストラテ
ジーをお尋ねしたいのですが。他の領域から受講する

要です。学生たちを他の分野へも導く必要がありま
す。

際の授業料やその学生，博士課程の学生について，ご

５年課程というのは，すべてを知り尽くすには全く

説明いただけるとありがたいのですが。博士課程の５

時間が足りません。イェールでは，外部からの講師に

年の中でそのようなコースを作りたいとお考えです

よる授業も行っています。先週でしたが，古代史の年

か，それとも博士修了後でしょうか。古典学研究をマ

次講義を行いました。古代史学専攻で政治科学者をお

スターした研究者とのコラボレーションをお望みでし

招きして，政治学理論に関する授業を行いました。史

ょうか？

学専攻者も活発に意見を述べましたし，学生は政治理

どんなお考えなのでしょうか？

マニング：そうですね。良いご質問ですね。ありが

論などについて学び，なぜそういったことが歴史的に

とうございます。どちらも考えています。たとえば，

重要なのかを考えるなど，良い講義だったと思いま

古代史の学生には来年からセミナーを開講します。学

す。学生にとっても教員にとっても，また異なる思考

生たちにはその授業を取るように言うつもりですが，

方法を経験できたと思います。

古代史の方法論に関する全学的な授業で，社会科学の

こんなふうに，社会科学の分野の講義を外部の講師

文献を読んだり，他の領域からの文献も読んだりしま

に行ってもらうこともあります。これはアメリカの大

す。そしてそれらの知見を通して古代史の理解を深め

学で一般的に行われてきたことではありません。古典

るというものです。ですからこれは，古代史の方法論

学部の授業は古典学部の研究者が行ってきました。で

的の授業です。たった１つしかない授業ですが，学生

も，実際には，もうそれだけではだめだと思います。

たちに解釈の問題や，どのように文脈化していくか，

経済学や政治科学の授業も受けさせるべきです。古代

問題提起をしていくか，などを教えるものです。

史に関係する講義を学生たちに与えたいのです。そこ

ですから，セミナーによって新しい分野などを紹介
していくわけです。研究会を開くなどすれば，課程修

から，古代史の学生たちはいろいろと学ぶことができ
ると思います。

了後の学生たちも対象にできると思います。国際研究

このやり方は新しいし，同僚たちが皆私のやり方に

集会みたいなことができれば本当に良いですが。名古

賛成しているわけではありません。いくらかの抵抗も

屋大学では COE を通じて既に始められていますよね，

あります。しかし，先週の講義ではその成果が現れた

そういうことが。こういった研究会を開いて，科学者

と思います。講義室はほぼ満員で，何人かの経済学者

や考古学者を招いて，考古学的方法や科学などの問題

もこの講義を聴きにやってきたくらいです。もし古代

をお互いに話し合っていますよね。そういったことを

史学者だけが講義を行っていたとしたら，経済学者な

継続させて，文化を変化させ，新しい分野へ学生を誘

んて聴きに来なかったでしょう。さらには，他の分野

うようにしたいものです。

の大学関係者にも来てほしいです。古代史は興味深い
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領域です。いろんなことが起こるし，本当に素晴らし

とも言いました。私の方も，間違っていたらぜひ教え

い考古学もたくさんあるし，たくさんの変化もありま

ていただけると嬉しいですと答えました。彼が，自分

す。新しいテクストもたくさん。知的でダイナミック

は古代史についてはよくわからないと言ったことは非

な，非常に面白い領域です。他の大学や領域の関係者

常に良かったと思います。

にもそのことを知ってもらいたいです。
政治学者を連れて来て，彼は有名な研究者ですが，

時には会話が気まずくなることもありました。しか
し，聴衆がそれをよしとしてくれるのであれば，全体

古代史の講義で公開講座を開くということは，自分で

的にはとてもうまくいったと思います。最終的には興

も良いストラテジーだと思います。なぜなら，大学の

味深い成果が得られたと思います。大学も，我々が興

別の分野の研究者たちもその講演内容に興味を持つだ

味深いことをやっているということや，広く他の分野

ろうし，それをきっかけにお互いに議論の場を持つこ

とつながりを持っていることを好意的に見てくれてい

とができるからです，ゆっくりではありますが，今ま

ます。というのも，アメリカの大学は全国的には，学

での文化を変えることができます。これはスタンフォ

部ごとに独立して存在すべきだとされているからで

ードで行ってきたストラテジーです。その頃はたくさ

す。

んの研究会を開いていました。古代史学者と経済学者

最近では，古典学部は大学の中で孤立気味です。他

が一緒になって，古代の経済学について議論しまし

とつながっている理由がないからです。しかし，もっ

た。

と外へ出て，他学部との関係を築く必要があります。

司会：ワークショップみたいなものですね。

他の教員や学生たちとの関係ができれば，そこに興味

マニング：ワークショップ，そうですね。古代史学

深いテーマが転がっていることが分かります。彼らだ

者や考古学者が提案をし，それに経済学者が答えると

って，歴史的に何が起こっていたのかということを知

いうスタイルです。たいてい経済学者は史料のことが

りたいのです。

分からないし，考古学者や歴史学者は経済のことが分

たとえば学部生ですが，メディカルスクールへ行っ

かりません。時には議論が少々難しくなることもあり

たとして，あなたが別の領域の哲学者か何かだとした

ます。でも，お互いに学びあうのです。そして実際，

ら，彼らは，古代の医学や哲学を知りたいと言ってく

この本のような大きな成果が生まれるのです。この分

るかもしれません。そういうことも知ることが可能に

野が将来的にどうなっていくかについて，興味深い結

なるのです。我々はもっともっと努力しなければなら

果が得られたと思います。

ないと思います。

これがすべてではなく，できることの一部ですが，

Q：古代史を学んでいる学生にとって，古典学に関

少なくともアメリカの大学の政治的な関係から考えま

係することと歴史学に関係することとの間で，大きな

すと，こんな感じにやっていくことになると思いま

違いがあることについてもっと詳しくご説明いただけ

す。いつも困難が付きまといますし，抵抗勢力も大き

ますか？

いです。これがいいとは思っていない人もたくさんい

マニング：はい。ありがとうございます。良い質問

ます。分野が縦割りになっている方がより居心地がよ

ですね。イェールでは，古代史では２つのプログラム

いからです。しかし，大きな変革のためには，時には

があります。それが物事をより複雑にしています。歴

領域横断的になる必要があります。それに私は，人々

史学部で古代史を学ぶことができるし，古典学部でも

を集めて強制的に対談させることが，ある意味で好き

古代史を学ぶことができます。この２つのプログラム

なのです。時にはそれでバツの悪い思いをすることも

には大きな違いがあります。古典学部では膨大なリー

ありますが，社会科学者と話をしているのですから，

ディングリストがあり，これはギリシア・ラテン語の

そういうこともありますよ。

ものです。何と言うか，古典学部の方がより伝統的な

先週も，こんなことがありました。彼は古代史につ

ものなのです。より伝統的な科目となっています。

いてはあまりよく知らなかったのですが，この講義の

古代史に関して言うと，歴史学部には，他にも多く

前には結構たくさんの書物を読んだそうです。それで

の歴史のコースがあり，比較史的な視点に立って勉強

最初に言ったことは，人類の歴史における政治科学の

ができます。一般的に，歴史の文脈では，古代地中海

幅広い理論について話します，ということでした。そ

史と古代西洋史を考えることができます。学生たちの

して，この理論は間違っているかもしれませんが，も

中にはそれをやりたいと思う者がいます。しかし，ほ

し私が間違っていたらどこが違うか教えてください，

かにももっとたくさんのギリシア語・ラテン語をやり
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たいと思う者もいます。そういう人は，歴史学部では

っていくか見守るといったところです。所属する学生

なく古典学部の学歴を望みます。そういう理由もあり

によっては，プログラムの構造を少し見直す必要があ

ます。どういったことを学びたいのか，より比較史的

るかもしれないと思っています。ご質問ありがとうご

な歴史なのか，より言語に特化した研究なのか，それ

ざいました。

とも古典学部の他の領域なのか，そういう自分の興味

Q：アメリカの大学における古典学の必要性，大学

の対象によってどこに進むかを決めます。それ以外の

の中での生き残りをかけて学部の存在を示す必要性に

構造などは同じです。でも，歴史学部には，たとえば

ついて，もう少し補足していただけますか？

リーディングリストのようなものはありません。それ

ど，イェールよりもスタンフォードの方がそれが強い

からギリシア語・ラテン語の知識は多少必要ですが。

とおっしゃいましたね。それから，ほかのマイナーな

別の人にとっては，比較史の方がよいという場合も

大学の状況についてはどうですか？

先ほ

他のマイナーな

あります。もちろんそういう人にもギリシア語・ラテ

大学の古典学部の状況ですが。つまり，たとえばアメ

ン語の知識が十分あった方がいいとは思います。ま

リカの多くの大学で，古典学部が廃止されつつあるの

た，古代史をやろうと思っても，ギリシア語・ラテン

でしょうか。

語の知識が全くない人はこちらでも入学を許可しませ
ん。
さらに問題なのは，たとえば，プトレマイオス朝エ
ジプトについて学びたいという学生がいた場合です。

古典学の将来
マニング：そうですね。私が存続のためのストラテ

これにはまた別の訓練が必要だからです。エジプト語

ジーについて話をしたときは，他のアイデアが何かな

です。考古学をやるとしても，です。これから様子を

いかと思ってお話しをしたのです。ここでお話しした

見ていこうと思っています。来年初めてそういう学生

ようなアイデアしか私にはありません。でも，これは

を受け入れます。彼らはギリシア語・ラテン語のリー

すべての人に問いかけるべきことだと思います。アメ

ディングリストを完全にやるつもりかもしれません

リカの学部の中には，言語学部などに吸収されつつあ

が，ラテン語は，ヘレニズム史を研究するには，それ

るところもあります。それか廃止か。小さな大学の学

ほど重要ではありません。むしろ，ギリシア語とエジ

部では，却って活況を呈しているところもあります。

プトやオリエントの言語が必要です。ですから，今後

いまだにギリシア語・ラテン語や古代史には関心がも

その点について気をつけていきたいと思っています。

たれているからです。学生たちはそれらについて学び

どうなるかはまだよくわかりません。

たがっています。特にギリシア語・ラテン語を学びた

Q：先生の大学の歴史学部と古典学部の間で，共通

がっています。ですから今でもそれらは重要であると

プログラムのようなことはやったことがありますか？

言えるでしょう。大学院生の教育プログラムを持たな

マニング：歴史学と古典学の間の共通プログラムで

いカレッジのようなプログラムでは，あまり重要でな

すね。表向きにはありませんが，事実上そういったも

いことは明白ですが。アメリカでは，そんなところが

のはあります。私の所属は古典学部と歴史学部の併任

ほとんどです。

です。ですから，自動的にそういうことになります。
私は，歴史学部で学生を教育する者であり，古典学部

Q：アメリカで古典学部を持っている大学は何校ぐ
らいですか？

で学生を教育する者であり，そういったことから共通

マニング：大学院プログラムのあるところですか？

プログラムということになりますが，彼らは他の教授

Q：カレッジも含めてです。

の授業も取り，おそらく論文は私のところで書くこと

マニング：カレッジも……良い質問ですね。正確に

になるでしょう。

はお答えできませんが，アメリカではカレッジを含め

ですから，事実上は共通プログラムということにな

た大学が3,000 以上存在します。そのほとんどすべて

ります。教授は併任で授業を行っていますが，プログ

に古典学関係のプログラムがあります。学部規模では

ラムの構造は分離しています。歴史学部，古典学部，

ありません。学部規模では半分以下です。だいたい１

それぞれのコースはかなり異なっています。ですか

プログラム当たり……。

ら，ここしばらくの間歴史学の院生を受け持ったこと

Q：２〜３人の教員しかいない？

はありません。これからどうなっていくかも分からな

マニング：そうですね。多くの大学では，１人か２

いところです。かなり新しいシステムなので，どうな

人です。
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Q：日本の大学でも同じです。

いった状況をよく理解しており，いつも古典学部の将

マニング：そうですね。たいてい独立した学部では

来や教育の将来，学部プログラムの将来について話し

ありません。たいてい，言語学とか歴史学のプログラ

合っています。全国的にも非常によく議論されている

ムの中の一部です。

話題だと思います。

Q：大学院プログラムを持つ大学はどれくらいです
か？
マニング：古典学部では，20〜25校ぐらいです。
すでに少なくなっています。
Q：そういう大学で，廃止の危機に瀕しているとこ
ろがあると？

カレッジの学生を教育するだけの小さなプログラム
の場合，一般的には歴史学部に古典学が含まれていま
す。１〜２名の古代関係の教員がいて，より大きな学
部の中の一部分となっています。そんな感じです。独
立したプログラムはなくて，教員たちもいろんなこと
を教えています。その１〜２名の教員が何でも教えて

マニング：まあ，そういうプレッシャーの下にある

いるのです。存続のためには，小さなプログラムしか

わけです。というか，イェールでさえ，率直にいえば

ない大学では，学部長にきちんと要求を出したり，学

プレッシャーがあります。教員の定員にまだ空きがあ

生を多く取り込めることを伝える必要があると思いま

るのですが，大学側はまだ採用してはいけないと言っ

す。自分のコースに学生がたくさんやって来れば，も

ています。予算的なことから，非常に厳しくなってい

っと教員を増やすとか，プログラムを大きくするとい

るのです。我々も大学側に対して，存続する必要があ

う要求を出すこともできます。大学院プログラムを大

ると主張し続けなければいけません。我々の学部は競

きくするには，そんなに要求する必要はありません。

合する相手より規模が小さいですから，頑張って競争

イェールの古典学では，６つのプログラムがあって，

していかなければいけないのです。

古代史は比較的新しいプログラムですが，毎年入学者

先週，大学側に訴えるためにこれまでのことを見直

は４人です。プログラムの数よりも入学者の数が少な

していたのですが，競合する大学の古典学部は，だい

いのです。これらすべてのプログラムを維持するため

たい平均して 20人の教員がいます。一方，我々は13

には，大学院のセミナーレベルでの授業に，ある一定

人です。常任教員，FTE と言いますが，正規の教員

数の学生が必要なのです。そうでなければ，つねにセ

のことです。今現在イェールでは，他の競争相手より

ミナーごとの学生数がたった一人になってしまいま

は少ないのです。それで当然とは思っていません。こ

す。それはあまり良いセミナーとは言えません。です

れらのプログラムのうちのいくつかは，規模の維持の

から，大学院のセミナーのためにはある一定数の院生

ために闘う必要があるでしょう。もしその規模を保て

が必要なのです。

なければ，イェールの先行きは暗いです。
強力な競争相手のうちのいくつかは，州立大学で

現在古代史では，イェール大学の場合，１〜２名の
学生しかいません。もう少し学生がほしいのですが，

す。バークレー，ミシガン，テキサスなんかは州立大

それだけでは大学側に対しての説明が十分とは言えま

学ですが，非常に強大な古典学のプログラムを持って

せん。費用のかかるプログラムになってしまっていま

おり，厳しいプレッシャーの下で州の予算を驚くほど

す。大学は，教育のためにはきちんと費用をかけます

勝ち取っているのです。

し，市場原理から考えますと，費用をかけた分は取り

たとえばオハイオ州立大学ですが，学部の予算が

戻したいわけですが，現在のところそれはあてになり

10年前の２倍です。州立大学の中でもすごいです。

ませんし，大学院のプログラムや教員数を充実してい

古典学部が２倍になるなんて。現在では，そこでは興

くことは難しいです。充実していくためには，古典学

味深いことがたくさん行われています。つまり，大学

部の意味について，大学にとっても意味があるように

で何が起きているか，によるのです。ストラテジーを

徹頭徹尾考え直さなければならないでしょう。

持つということは，だから大事です。学部の中には成

アメリカではそういう考え方は当然のこととされて

功しているところもあるのです。公立大学だって，古

います。なぜならイェールでは，古典学部は1701年

典学部が非常にうまくいっているところがあります。

の創立以来，西欧文明の一端を担ってきたからです。

そうでないところもありますが，大学によって様々で

でも，今やそれだけでは十分な理由づけにはならない

す。

と思います。古典学部が今なお重要であるというため

一分野としての古典学部の存在は重要なものだと思

には，ほかにも理由が必要なのです。ラテン語を学び

います。American Philological Association でも，こう

たいという学生もまだ何人かいます。ギリシア語の方
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はそれほど多くはありません。現在アメリカでは，ラ

のサイトをチェックしてくれます。男女平等などにつ

テン語は非常に人気が高くなってきています。ラテン

いても非常に関心があります。しかし実際には，入学

語の授業は急激に増えています。小さなカレッジでさ

時にそれを考慮に入れることはありません。たまたま

え，ラテン語は非常に人気が高いです。なぜでしょう

そうなってしまっているのです。もしバランスが悪い

か？

ことがあったとすれば，入学試験のやり方を考慮しな

私には分かりません。

もしかしたらハリーポッターのおかげかもしれませ

おす必要もあるかもしれません。できるだけこのバラ

ん。分かりませんが，そういう映画のせいかも。何か

ンスを保ちたいと思っているからです。結果的に，男

映画とかドキュメンタリーとか，そういうもののおか

女共に非常に質の高い学生を獲得していますし，教員

げで人気が再燃してきたのです。それが，少なくとも

のバランスも平等に保たれています。院生を惹きつけ

アメリカで起きている現象です。このことは注意深く

ること，教員のバランスが保たれていることはとても

考えてみる必要があります。すべてのプログラム，ど

重要だと思います。ご質問ありがとうございました。

んな小さなプログラムでも，なぜ，どんなことを，ど

すばらしい質問でした。

のようにして行っていくかについては，真に考える必
要があると思うのです。
２時間にもわたって英語による私の講演をご清聴い

司会：他に何かありますか。これで我々が今すぐど
のように文学研究科のプログラムを変えていくのかと
なると，なかなか難しい問題だと思いますけれども，

ただきまして，本当にありがとうございました。すば

聞いていると，基本的にずっとプログラム，プログラ

らしい質問もたくさんいただきました。

ムという話がされていますよね。我々の場合はそうで
はなくて，文学研究科だと例えば中国文学専門のよう

司会：最後に，何か直接 Classics と関係ないことで
結構ですが，ご質問いかがでしょう。
Q：先生の古典学部での男女比はどうですか？

な専門を単位に考えているわけですが，これって同じ
ものとして考えていい，あるいは同じものと考えるべ
きものなのでしょうか。どうなのでしょう。

マニング：院生で言いますと半々です。実際には女

Q：アメリカの場合は，先生たちによって，そのプ

性の方が多いです。たぶん60：40くらいです。教員

ログラムを幾つもつくれるわけですよね。日本の場合

は半々です。非常に誇らしいことですが，通常の古典

はだいたい１人の先生が１つのプログラムにしか関わ

学部なら男女比が半々であるべきです。古代史の最近

らないから，もうそこは一体の専攻という形に見てし

の傾向は，アメリカでは非常に男性が多いです。それ

まいますけれども。もしそれがもっとクロスしても取

を変えていく努力をしているところです。しかし全体

れるような形にしていくのであれば，同じというふう

的にみると，たとえば，ウェブサイトなんかを見てい

に見て別にいいと思いますが。２つ持ってらっしゃる

ただくと，学生たちのリストと顔写真および関心のあ

とか。

る分野をすべてリストアップしてありますが，昨年ウ

司会：文科省のリーディング大学院なんかでも，要

ェブサイトをリニューアルしたのですが，プログラム

するに学位プログラムがどんどん重要になってきてい

に関するすべての情報や統計をウェブサイトに載せて

るということはあります。それではよろしいでしょう

公開してみようとしました。学生や彼らの関心分野，

か。すばらしい講演でした（拍手）。明日は研究のレ

どこの出身か，どんな業績（論文）があるか，などに

クチャーもありますので，関心のある方はぜひご来場

ついてです。こうすれば，アメリカの様々な団体がこ

ください。
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