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バルカン歴史教科書の比較研究：アルバニア近代史の場合（Comparative Study of History Textbooks in the Balkans: 

the Albanian Case, focused on the Contemporary National History）（広島文教女子大学紀要41（2006）所収） 

 

資料；8年生教科書『アルバニア人の歴史』目次の対照表 
ティラナ 1988年版 ティラナ 1995年版 

（プリシュティナ 2000年版） 
ティラナ 1999年版 

原始社会と我が国における奴隷制度 

イリュリア人 

1. 原始社会 イリュリア人の形成 
2. 我が国の奴隷制度（イリュリアにおけ

る奴隷制度の誕生／イリュリア人国家

／イリュリアにおける奴隷制度の動揺 

イリュリア文化） 
 
 
 
封建制度 自由のための諸民族の戦い

（8～19世紀） 
3. 我が国における封建制度（封建的諸関

係の誕生 アルベリア／アルベリアに

おける封建制の開花／アルベリアの封

建制国家） 
4. 自由のための諸民族の戦い（8～19世

紀）（オスマン・トルコの侵攻に対する

アルベリア人の抵抗／トルコに対する

団結闘争の開始／アルベリアの中央集

権国家／偉大な勝利 スカンデルベウ

死後の抵抗／16～17 世紀の民衆抵抗／

アルバニアにおける軍事封建制国家の

動揺 アルバニア人のパシャたち） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
我が国における資本主義 
5. 国民復興運動と独立宣言（弾圧に対す

る農民蜂起／国民復興運動の始まり／

プリズレン連盟結成／アルバニア人の

領土を守るための同盟／アルバニア同

盟（バシュキミ）／アルバニア独立のた

めのプリズレン連盟／19 世紀終盤の民

族運動／20 世紀初頭の武装闘争／1909
～1911 年の運動の高揚／アルバニア人

の全面蜂起と独立宣言） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

古代史 

1. アルバニア人の祖先（我が国のかつて

の住人／イリュリア人） 
2. イリュリア人国家（エンケレイア、タ

ウランティア、アルディアンの諸王国／

エピロスの国家／ダルダニア王国／イ

リュリアの文化と芸術／ローマ帝政期

のイリュリア人） 
 
中世史 

3. 中世アルバニア諸侯（イリュリア人の

子孫たるアルバニア人／アルベリア侯

と黄金の専制期（12～13世紀）／19世

紀のアルバニア諸侯／文化・芸術） 
4. ジェルジ・カストリオティ・スカンデ

ルベウの時代（アルバニアにおけるオス

マン支配の始まり／解放戦争における

ジェルジ・カストリオティ・スカンデル

ベウ／スカンデルベウ指揮下のアルバ

ニア人の偉大な勝利／スカンデルベウ

の国家防衛の努力） 
 
近代史 
5. オスマン帝政下のアルバニア（16～
17 世紀）（オスマン支配下のアルバニア

人の状態 解放のための蜂起／16～17
世紀アルバニアの芸術文化） 
6. 18世紀および19世紀初頭のアルバニ

ア（18 世紀のアルバニアとアルバニア

人／アルバニア人の大パシャ） 
 
 
7. 国民復興運動の始まり（タンジマート

期のアルバニア／国民復興運動の始ま

り） 
 
 
8. プリズレン連盟（1878～1881）（プリ

ズレン連盟の結成／アルバニア人の国

土を分裂から守るためのプリズレン連

盟の戦い／アルバニア国家樹立に向け

たプリズレン連盟の試み） 
 
9. 19世紀および20世紀初頭の民族運動

（アルバニア人教育と文化の発展／ペ

ヤ連盟） 
 
10. 1908～1912 年の民族解放闘争 独

立宣言（1908～1909 年の民族運動の興

盛／1910～1912 年のアルバニア人蜂起

／アルバニア独立宣言） 
現代史 
 
 

古代史 

1.（古代イリュリアの住人／イリュリア

王国／地中海国家としてのイリュリア

国／エピロス国とダルダニア王国／イ

リュリアの文化と芸術／ローマ帝政下

のイリュリア） 
 
 
 
4～14 世紀のアルバニア 

2.（イリュリア人の子孫たるアルバニア

人／アルバニアの諸侯（12～14 世紀）

／1～15世紀の文化状況） 
 
オスマン帝政下のアルバニア（14～16
世紀） 

3.（オスマン支配とアルバニア人の抵抗

／戦いを率いるスカンデルベウ／スカ

ンデルベウの独立国／スカンデルベウ

指揮下におけるアルバニア人の戦い） 
 
 
 
 
4. 軍事封建制とアルバニア人の抵抗

（16～18 世紀）（アルバニア人の土地支

配／アルバニア人民の抵抗） 
5. アルバニア人の大パシャ（シュコダル

のパシャ（1757～1831）／ヤニナのパ

シャとアリ・パシャ・テペレナ（1786
～1822）／文化（16世紀～1820 年代）） 
 
 
6. 国民復興運動の第一段階（1830～
1870年代）（国民復興運動の一部として

の蜂起／国民復興運動の一部としての

思想・文化・教育運動） 
 
7. 国民復興運動の第二段階 プリズレ

ン連盟（1878～1881）（プリズレン連盟

の結成／アルバニア人の領土を守るた

めのプリズレン連盟／プリズレン連盟

による暫定政府） 
 
 
8. 国民復興運動の第三段階（1882～
1912）（1882～1908 年のアルバニア民

族運動／アルバニア人と青年トルコ／

1910～1912 年のアルバニア人蜂起／ア

ルバニア独立宣言） 
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6. 1912～1924年のアルバニア（内外の

情勢／新国家の初期／第一次大戦中の

アルバニア／アルバニア人の民族自決

／土地と民主主義のための戦い／1924
年 6月のブルジョア民主革命） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ゾグの反民族・反人民的政権 ファシ

スト・イタリアとナチス・ドイツの侵攻

（ゾグの反民族・反人民的政権樹立 悲

惨な経済状態／ゾグ体制に対する革命

運動 共産主義運動の始まり／革命運

動の拡大 共産主義運動の拡大／ファ

シストの侵攻に対する人民の抵抗運動 

弾圧政権の樹立） 
 
 
 
 
 
 
 
アルバニア共産党指導下の偉大な反フ

ァシズム民族解放戦争 新国家樹立 

8. アルバニア共産党指導下でのファシ

スト・イタリアに対する戦い（アルバニ

ア共産党結成前の民族解放運動／アル

バニア共産党結成時の民族解放運動／

アルバニア共産党の結成 我が人民史

上最大の出来事／民族解放戦線におけ

る人民の団結／全面的な人民抵抗運動

の始まり） 
9. ドイツに対する戦い（1943～1944）
とアルバニアの解放（ドイツ占領に対す

る戦いの継続／冬の決戦／新国家形成 

反ファシズム民族解放軍の攻勢／新国

家の強化 ユーゴスラヴィア共産党の

介入に対する戦い／アルバニアの解放

と勝利の要因） 
 
アルバニアにおける社会主義の誕生と

発展（1944～1948） 

10. 荒廃した国土の再建（解放直後の状

況／生活状況の正常化／人民民主主義

の強化／ユーゴスラヴィア修正主義に

よる隷属化計画の失敗） 
 

11. 1912～1914 年のアルバニア独立国

家（イスマイル・チェマリ政権とその活

動／アルバニア領土の分裂と民族統一

の戦い／ヴィルヘルム・ヴィート公時代

のアルバニア） 
12. 第一次大戦期のアルバニアと在外

アルバニア人（1914～1920）（第一次大

戦期（1914～1920）におけるアルバニ

ア、コソヴォ、その他の地域のアルバニ

ア人／第一次大戦終結時のアルバニア

とルシュニャ会議／ヴロラおよび他占

領地域の解放戦争（1920）／コソヴォと

その他の地域の再占領 民族統一の戦

い（1918～1925）） 
13. 1920～1924 年のアルバニア国家

（1920～1924年の政治情勢／1924年6
月革命） 
 
 
 
 
14. アフメド・ゾグ体制時のアルバニア

（1925～1939）（アルバニア共和国

（1925～1928）／アルバニア王国（1928
～1939）／芸術・文化） 
 
 
 
 
15. ユーゴスラヴィアによる非民族化

政策（コソヴォと他地域からのアルバニ

ア人移住と土地没収／ユーゴスラヴィ

アの弾圧に対するアルバニア人の抵抗） 
 
 
 
 
 
16. 反ファシズム解放戦争（1939～
1944）（反イタリア戦争（1939～1942）
／反ファシズム解放戦争の拡大／ドイ

ツ侵攻と反ドイツ戦争／アルバニアの

解放） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. 共産主義独裁下のアルバニア（1944
～1990）（1944～1948 年のアルバニア

／1948～1961 年のアルバニア／共産主

義独裁の先鋭化（1961～1978）／アル

バニアの孤立（1978～1990）） 
 

 
1912～1939年のアルバニア 
9. 1912～1939年のアルバニア国家（イ

スマイル・チェマリ政府／アルバニア人

とロンドン会議／ヴィート公政権） 
10. （第一次大戦期のアルバニア人／ド

ゥラス会議（1918 年 12 月 25 日）／ル

シニャ会議とスレイマン・デルヴィナの

挙国統一政府） 
 
11. 1920～1924年のアルバニア（アルバ

ニア国家の強化／1924 年 6 月革命／在

外アルバニア人の民族統一解放（1918
～1924）） 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. 1925～1939 年のアルバニア（アル

バニア共和国（1925～1928）／アルバ

ニアの国際関係（1928～1939）／アル

バニアの政治社会運動（1928～1939）
／ユーゴスラヴィアにおけるコソヴォ

と他地域からのアルバニア人移住と土

地没収） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
アルバニア人民の反ファシズム戦争

（1939～1943） 
13. イタリア占領下のアルバニア（1939
～1943）（イタリアによるアルバニア支

配と人民の抵抗／全面武装蜂起 民族

解放軍の創立） 
14. ドイツ占領下のアルバニア（1943
年 10 月～1944年 11月）（ドイツ占領と

人民の抵抗／ペルメト会議 北部・中部

アルバニアの解放戦争／アルバニアの

解放／第二次大戦期のコソヴォ、マケド

ニア、モンテネグロ、ギリシアにおける

アルバニア人／ファシスト政権からの

コソヴォ解放 ユーゴスラヴィアによ

る再占領） 
 
 
 
社会主義全体主義体制下のアルバニア

（1944～1990） 
15. 戦後初期（1944～1948）（社会主義

体制の確立／連合国との関係） 
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11. 社会主義基盤の建設（1949～1960）
（アルバニア共産党第一回党大会 歴

史的な転回点／社会主義基盤の建設

（1949～1960）／アルバニア労働党 

現代修正主義との戦い） 
12. 全面的な社会主義社会建設のため

の戦い（全面的な社会主義社会建設のた

めの党による指導／貧困の克服／党と

国民生活の更なる革命化のための戦い

／国民生活の更なる革命化のための任

務／偉大な革命運動としての革命的外

交政策／社会主義革命深化のための戦

い／社会主義革命深化のための任務／

イデオロギー闘争の深化／マルクス・レ

ーニン主義に基づいた全面的な社会主

義社会建設／第七回党大会 新たな状

況での任務を達成するための戦い／第

八回党大会 輝かしい未来と勝利／第

七次五カ年計画／新しい人間の教育／

革命的・国際主義的外交／第八次五カ年

計画） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. 第二次大戦後のユーゴスラヴィア、

ギリシア、その他アルバニア人ディアス

ポラの状況（ユーゴスラヴィアの反アル

バニア政策（1945～1966）／チャメリ

アにおける強制移住／第二次大戦後の

アルバニア人ディアスポラ／ユーゴス

ラヴィアのアルバニア人（1966～1981）
／コソヴォ共和国宣言） 
 
19. アルバニア民主革命の勝利（共産主

義体制の崩壊と民主主義の勝利） 

16. 1949～1980 年代のアルバニア（東

側ブロックのアルバニア（1949～1960）
／全土における共産主義国家の役割強

化（1961～1980）） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. 社会主義体制の崩壊（1980～19 
90）（危機の始まりとその深化／アルバ

ニアの複数政党制） 
 
18. 在外アルバニア人（1945～1990）
（ユーゴスラヴィア連邦におけるアル

バニア人差別（1945～1966）／1966～
1989 年のユーゴスラヴィアにおけるア

ルバニア人／コソヴォ・アルバニア人対

ユーゴスラヴィア国家（1989～1990）
／チャメリア人対民族浄化（1945～
1953）） 

 


