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京都大学文学部は、2006 年に創立百周年を迎えました。その機会に、私たちは、私たちが

たずさわっている「人文学」を問い直し、21 世紀の世界と時代の中でどのような役割をこ

の学問がもちうるのかを再考するために、『グローバル化時代の人文学ー対話と寛容の知を

求めて』（紀平英作編、京都大学学術出版会発行、2007 年 3 月）という上・下二冊の記念

論集を出版しました。この書は、京都大学文学研究科が、2002 年 10 月から取り組んでき

た 21 世紀 COE プログラムに基礎をおいた「対話と寛容の知を求める」共同研究の成果で

もあるのですが、ここには、「人文学」にかける私たちのこころざしが様々に語られています。

上巻の序文を編者は次のように結んでいます。

われわれの共同研究は、戦争を正義とする論理、さらには対立を不可避ととなえる論理に

まで踏みこむことで、人類史を通してみる多様性とグローバル化の実態、そして現代世界

における共生の意義を積極的に問おうとしている。おそらく、共生は理論的課題であると

同時に、すぐれて日常の行動的課題でもあろう。ときに使い古され、絵空事のように置き

捨てられかねない共生という言葉に新しい生命力を吹き込み、文化的亀裂や思想対立、さ

らには実際の戦争が危機的なまでに深刻化しつつある現代世界において、対話と寛容の意

義を読者に伝えることができればと願う。グローバル化する現代を不安とおののきを感じ

ながらも、なお意思をもって見つめ生きようとする人間として。（紀平英作「序文」）

それぞれの専門を踏まえ様々な視点からなされた私たちのこころざしの表明については、

是非この本を読んでいただきたいと思いますが、いまこの序文を読まれた方は、「人文学」

のもつ少し憂鬱な気分を感じ取られたかもしれません。京都大学にはたくさんの学部や研

究科、そして研究所があります。科学技術万能と市場原理が支配する現代社会において、

学問をすること自体は、時代の要請に寄り添っている限りそれほど悲観的になる必要はな

いことかもしれません。しかし、文学部・文学研究科で、共に学問することを選んだ者た

ちにとっては、絶望することはないまでも、学問を行なうことはかなり困難な、そしてか

なり強靭な意思の力を必要とすることがらになっています。文学研究科・文学部を構成し

ているのは、時間的にも空間的にも様々に異なった文化、異なったものの考え方、異なっ

た価値観をもった世界を対象とする学問分野です。（制度的には、32 の「専修」と呼ばれ

る学問分野、5 つの「専攻」と呼ばれる大きなグループに分かれています。）それぞれの分

野でより深く専門的に学び、高度な知識を身につけること、それがそれぞれの専門分野に

おける教育と研究の第一義であることは言うまでもありません。しかし、自分たちがかか

わる価値観だけを唯一絶対のものとするのではなく、異なった考え方やものの見方にも目

を向け、時には自分たちの考え方、ものの見方、価値観を疑う、カッコに入れる、意図的

に壊してみる、そうすることで自分自身を他者に向かって開き、対立ではなく対話を求め

ることで他者との共存を可能にし、異質なものとの共生を実現しようとする、そのように

してはじめて、「人文学」と呼ばれる学問は成立するのだと、私たちは考えているのです。

文学研究科・文学部は、人文知の多元拠点であるべきだと、私は思っています。多元拠点

というのは、それぞれの学問分野が、それぞれ独自の文化や価値のあり方を探求しつつ、

なお文化の多様性や価値の多元性を否定することなしに、互いに他に向かって開いて繋が

りあっていることを言っています。創立百周年を機に問いなおした「人文学」のありようを、

いまいちど覚悟をもって私たちは引き受けなければなりません。確かな人文知をきっとそ

こから生み出すために。

         　2010 年 4 月　文学研究科長・文学部長　赤松明彦
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東洋文献文化学

年 月

1897（明治 30） 6 京都帝国大学開学

1906（明治 39） 6 勅令第 135 号により文科大学開設。哲学科を開設

1907（明治 40） 5 史学科を開設

1908（明治 41） 5 文学科を開設

1909（明治 42） 7 第一回卒業生 本科 12 名、選科修了者 8 名

1913（大正 2） 8 澤柳事件おこる。総長が文科大学教官 1 名を含む 7 教官の免官を決定

1919（大正 8） 2 文科大学を文学部と改称

1935（昭和 10） 11 文学部三十周年記念祝賀式挙行。『京都大学文学部三十周年史』刊行

1946（昭和 21） 4 女子学生 12 名を初めて受け入れる

1947（昭和 22） 9 政令 204 号による帝国大学令改正にともない、京都帝国大学を京都大学と改称

1949（昭和 24） 5 新制大学発足。新制文学部発足。教育学部設立

1952（昭和 27） 3 『京都大学文学部紀要』 創刊

1953（昭和 28） 4 新制大学院文学研究科発足。文学研究科規定制定

1956（昭和 31） 11 文学部五十周年記念祝賀式典挙行。『京都大学文学部五十年史』、『五十周年記念論集』刊行

1959（昭和 34） 2 陳列館を文学部博物館と改称

1966（昭和 41） 4 内陸アジア研究所（羽田記念館）開設

1969（昭和 44） 3 全共闘運動の高まりから文学部全館が閉鎖される。11 月まで授業休止

1987（昭和 62） 11 文学部博物館新館、開館

1992（平成 4） 4 第四学科として、文化行動学科新設

1995（平成 7） 4 大講座化を実施。4 学科 44 講座を 1 学科 16 大講座へ改組

1996（平成 8） 4 大学院重点化を実施。5 専攻 16 大講座とする

1997（平成 9） 4 文学部博物館を京都大学総合博物館に移管

8 文学部新館（鉄筋コンクリート八階建）竣工

2004（平成 16） 4 国立大学が法人化される

4 内陸アジア研究所を学内施設とし、ユーラシア文化研究センターと改称 

2006（平成 18） 6 文学部百周年。記念講演会・式典・祝賀会が挙行される

年譜 文学研究科・文学部の研究教育組織

哲学

西洋哲学史（古代・中世・近世）

倫理学

日本哲学史

東洋文化学系

キリスト教学

国語学国文学

美学美術史学

中国語学中国文学

中国哲学史

インド古典学

仏教学

西洋古典学

スラブ語学スラブ文学

ドイツ語学ドイツ文学

英語学英米文学

フランス語学フランス文学

イタリア語学イタリア文学

日本史学

東洋史学

西南アジア史学

西洋史学

考古学

心理学

言語学

社会学

地理学

科学哲学科学史

情報・史料学

二十世紀学

国語学・国文学

現代史学

宗教学

中国語学・中国文学

東洋古典学

西洋古典学

欧米語学・欧米文学

哲学・宗教学

美学・美術史学

日本史学

東洋史学

西洋史学

考古学

心理学

言語学

社会学

地理学

現代文化学

西洋文献文化学

歴史文化学

行動文化学

思想文化学

現代文化学

西洋文化学系

行動・環境文化学系

哲学基礎文化学系

歴史基礎文化学系

基礎現代文化学系

文
学
研
究
科
長

専攻（系） 講座 専修 対応する学部の系

※英語学英米文学専修は学部段
　階では英語学英文学専修とア
　メリカ文学専修に分かれてい
　ます。
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学部・大学院の教育

文学部・文学研究科は、東洋文化学系・西洋文化学系（文献文化学専攻）、哲学基礎文化学系（思想
文化学専攻）、歴史基礎文化学系（歴史文化学専攻）、行動・環境文化学系（行動文化学専攻）、基礎
現代文化学系（現代文化学専攻）に分かれています。それぞれの系（学部）ないし専攻（大学院）は、
対象とする範囲が広いので、ほぼ、人間や人間の営みに関するすべてのことが研究・教育の対象とな
ります。
本学部・研究科に共通している研究態度は、空論に陥ることなく、実証的に、かつ、幅広い視点で人
間を理解しようとする姿勢です。広く、深く、しかも正しく理解するのは、難しいことですが、思い
込みを排して、着実な調査と合理的な分析をおこなえば、必ず正しい理解に到達します。そのとき学
生・院生が才能や能力を発揮できるように、教員は解答を与えることなく、共に議論し、共に考えて、
新たな方向を、自分自身でつかみ取ることができるように指導してゆくのも、本学部・研究科の教育・
研究上の特色です。

文学部の学生が 1 回生の時に履修できる科目はほとんどが全学共通科目です。学部専門科目の履修は
主に 2 回生になってからです。学年が進むにつれて勉強する分野が限定されがちですので、1・2 回
生の間はできるだけ幅広い学問分野に触れておいた方が、長期的に見ればプラスになるでしょう。こ
の時期は所属の専修が決まっていないとはいえ、将来分属したいと思う専修を念頭において、それぞ
れに必要とされる外国語を履修しておくことが望まれます。
1 回生の秋には希望調査をおこない、それによって 2 回生になるときに 6 つの系（7 ページ参照）に
分属します。文学部には研究・教育の基礎単位として、研究分野によって分かれた 32 の専修（4 ペー
ジ参照）があります。専修での研究内容は専門的で、皆さんにとってはそのほとんどが未知のもの
でしょうから、どのようにして専修を決定すればよいか、とまどうかもしれません。そこで、まず 2
回生で、専修を大枠でくくった系に分属し、各専修が開講している講義や基礎演習、各国語の文献講
読、分属した系でクラス編成された文学部英語を履修し、3 回生で希望専修を決定するための準備を
します。2 回生の秋には希望専修の調査をおこない専修の分属を決定します。その際に、2 回生で分
属した系と異なる系の専修に分属することも可能です。ただし、専修にはそれぞれ定員があり、定員
を超えた専修では選考等がおこなわれます。したがって、希望の専修へ全員が分属できるわけではあ
りません。
3 回生では本格的な専門教育が始まります。各専修に分属して、特殊講義や演習といった専門的な授
業を履修します。中には大学院生と席を並べるものもあります。また、研究室の行事等にも参加する
機会もあり、上級生や大学院生との日常的な研究上の交わりから、学問研究をより身近に感じられる
ようになるでしょう。他学部に比べて、文献講読や実習、野外実習（フィールドワーク）等、通常の
授業とは異なる型式も多くあります。4 回生の時に卒業論文に集中するためには、3 回生終了時まで
にできるだけ多くの卒業に必要な単位を修得しておくことが望ましいと思います。
4 回生では、卒業論文の作成が中心になります。各自が自ら論文のテーマを決定し、資料・史料を集
めて分析し、論文にまとめていく過程は、時には苦しいかもしれませんが、自らの責任で、一つのも
のを完成することの重要さを学ぶことができるでしょう。この経験は、卒業後の社会生活にとっても、
貴重なそして有意義なものになるはずです。大学院へ進学して研究を進めようと考えている人にとっ
ては、卒業論文が本格的な研究のはじめの一歩となります。

文学部の 4 年間

大学院 大学院の教育課程は 2 年間の修士課程（博士前期課程）と 3 年間の博士後期課程とから構成されてい
ます。大学院にはいると、図書館での本の貸出期限や冊数も増え、専修によっては研究室に自分の机
を持てるようになります。本格的研究開始を感じられるようになるでしょう。1 回生は、4 月初旬に
希望する指導教員の届と学修・研究計画を提出し、研究活動を開始します。修士課程での必要単位は
30 単位と学部と比べて少なく、自分自身で研究する姿勢が最も要求されます。2 回生で修士論文に集
中するためにも、修士課程 1 回生時にできるだけ多くの単位を取得することが望まれます。修士論文
については、論文題目を 2 回生の 10 月中旬に専修主任教員の検印を受けて提出しなくてはなりません。
論文の提出締切りは 1 月初旬ですので、題目提出時にはほぼ論文がまとまっている必要があるでしょ
う。修士論文は研究者に向けての初めての本格的な論文です。私達は「後から来る者は、先に行く者
の誤りを訂正し、先行の者を追い越してゆくのが当然である」と考えています。教員が修士論文に期
待するところは大なのです。論文の審査と試験に合格した者には修士の学位を授与します。
博士後期課程に進学・編入学しますと、自分が専門的研究の一翼を担うのだという意識が求められ
るようになります。場合によっては、教員の補助をして学部学生を指導することもあります。博士
後期課程には必修単位はありませんが、博士論文指導を受けなくてはなりません。また、1 年次の 4
月には博士後期課程全体の研究主題や具体的な研究計画を、さらに、3 月には博士論文作成計画書
を提出しなくてはなりません。このように、日々専門家としての研究を計画的に進めていくことに
なるでしょう。

入学から卒業・修了
までの流れ




