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哲学基礎文化学系
哲学基礎文化学系は、旧哲学科を基にしており、大学院では思想文化学系となります。教
員組織としては、哲学・宗教学講座と美学美術史講座に分かれ、専修単位としては、哲学、
西洋哲学史（古代・中世・近世）、日本哲学史、倫理学、宗教学、キリスト教学、美学美術
史の 7 専修があります。広い意味での哲学を学ぶ場としては日本最大級の規模と多様性を
もち、専修相互間の交流、連携も活発に行われています。

東洋文化学系
東洋文化学系では、日本、中国、インド、それぞれを中心とした三つの文化圏を研究対象
としています。それぞれの長い歴史の積み重ねによって培われてきた文化の中で、人々が
どのように考え、どのようにして文化を形成してきたかを、文献を中心として研究してゆ
きます。中心となるのは、文学、思想、文化の研究ですが、それぞれの文化の接触や相互
影響などの研究も行われています。それぞれの専修で必要とする言語が異なるので、注意
してください。

西洋文化学系
西洋文化学系は以下に見る七つの専修から構成され、ギリシア語とラテン語、ロシア語を
初めとするスラブ諸語、ドイツ語、英語、フランス語、イタリア語等を深く学ぶことにより、
古代から現代に至るヨーロッパおよびアメリカの文学・思想・芸術・社会を研究するとこ
ろです。明治以来の日本人は飽くことなく西欧文学を摂取することで日本語を変革し、世
界の見方を拡げて来ましたが、言語と文学を通じて世界を理解することは、今も人間理解
の根柢といえるでしょう。

歴史基礎文化学系
歴史基礎文化学系には、日本史学・東洋史学・西南アジア史学・西洋史学・考古学の五つ
の専修があります。歴史学は、人類社会の歩みを時間の流れに沿って跡づけ、考察する学
問です。各専修には、固有の研究分野と研究方法、そして確固とした学問的伝統がありま
すが、それと同時に、歴史学としての普遍的な課題を共有しています。ですから、専修の
枠にこだわることなく、系の授業を広く履修し、広い学問的視野を身につけて下さい。

行動・環境文化学系
この系は心理学、言語学、社会学、地理学の 4 専修から成っています。文学部の他の系では、
概ね過去から現在までに蓄積された書物や文書などの文字資料を扱うのに対して、この系
ではそれ以外に人間が日常使う言語や、心の動き、社会の中での行動とそれを取り巻く地
域そのものが研究の対象になります。フィールドでの調査、統計、現象を観察してモデル
や仮説を立てそれを実験によって検証するといった自然科学的な手法をとることもこの系
の特徴です。

基礎現代文化学系
基礎現代文化学系では、科学、情報、大衆文化とメディア、現代史と、大きく 4 つの柱を
たてて現代文化を研究しています。科学、情報、大衆文化とメディアは、現代社会を考え
るときに欠かすことの出来ない要素であり、それらをとおして現代世界のありかたを研究
しています。また現代世界がどのように形成され、変化していくのかを研究するのが現代
史です。そのために科学哲学科学史、情報・史料学、二十世紀学、現代史学の 4 つの専修
がつくられています。

系の紹介
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西洋哲学史専修はそれぞれ独自の伝統を持つ
古代哲学史・中世哲学史・近世哲学史の三専
修に分かれています。
古代哲学史研究室では、紀元前 7 世紀から紀
元後 7 世紀までにおよぶ古代ギリシア語とラ
テン語のテキストの読解を通じて、哲学の成
立と形成の現場にまで遡り、哲学の原点から
諸問題を本格的にかつ平明に考察することを
めざしています。
中世哲学史研究室では、古代末期のキリスト
教成立期からルネサンスまでの時代の哲学を
学びます。主としてラテン語の文献をきちん
と読むことを通じて、ヨーロッパの直接の起
源である中世世界の核心に触れることができ
ます。
近世哲学史研究室では、デカルト以後のヨー

ロッパ近世の哲学史を学びます。哲学者たち
が哲学の歴史と格闘した成果であるテキスト
を、論理をたどりながらじっくり読む学生院
生が集まって研鑽しています。
授業は講義と演習にわかれ、テキストを原語
で正確に読む訓練の場としての演習が重視さ
れています。また講義は基礎知識を学ぶため
の概説と専任および非常勤の講師による特殊
講義とからなり、後者では教員の研究の最前
線に触れることができます。このほか卒論か
らドクター論文まで各段階での論文を提出す
るメンバーの研究発表と討論を中心とした授
業もおかれています。学生の学部卒業後の進
路は大学院進学のほかに、出版社や新聞社・
通信社、広告代理店、中央および地方の官庁、
あるいは税理士などの実務系まで、近年著し

最近の卒業論文
◯	「意味」の生起する場所	—アウグスティヌスの言語論に
おけるプラトンのイデア論と関係性の概念
最近の修士論文
◯	ライプニッツにおける自由の問題
◯	プラトン「詩人追放論」再考
最近の博士論文
◯	トマス・アクィナスの天体論
◯	カント「純粋理性批判」における概念の問題

く多様化しているのが特色です。大学院では
他大学からの進学者も多く、在学中ないし OD
の期間に学術振興会特別研究員として、ある
いは様々な奨学金を得て、ヨーロッパ各地に
留学して研鑽する者が増えています。

写真
❶ 1578 年に刊行されたステファヌス版『プラトン全
　 集』。プラトンの引用は現在でもこの版の頁付けに
　 よる。
❷ フットサルで古代哲学史が哲学に 7-0 で完勝（2008）
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哲学はソクラテスやプラトンの時代から現
代まで連綿と続く、もっとも歴史の古い学
問です。しかし、その長い歴史をもつ学問を、
21 世紀という非常に新しい時代のなかでど
うやって追求し発展させていけばよいのか。
このことはまだ誰も答えの分かっていない
問題です。この問題を教室全体で、みんな
で知恵を絞って考えていこうというのが、哲
学専修のメンバー全員の共通した問題意識
です。
わたしたちの研究室はしばしば「純哲」と呼
ばれることがあります。というのも、この
専修こそ西田幾多郎、田辺元を始めとする、
いわゆる「京都学派」と呼ばれる多くの哲
学者を生み出してきた、日本の純粋哲学の
メッカであるからです。京都学派は明治以

来の西洋の哲学の導入を踏まえつつ、独創
的な思想世界を作り出そうとした一大思想
運動です。わたしたちの哲学専修は、この
運動の精神を継承しながら、それを 21 世紀
の新しい科学、藝術、宗教に呼応するよう
な知のルネッサンスを生み出したいと強く
考えています。

「純哲」の教室のなかでは、学生の一人一人
が自分の問題関心に沿って、古典に学び、新
たな問題意識の深化に向けて努力していま
す。教室ではこの努力が実を結ぶよう、古
典のテキストの読解のトレーニングから、哲
学的分析の基礎練習、世界の哲学の動向の紹
介など、幅広い教育を行っています。わた
したち哲学専修の勉学のモットーは、「オー
センティックかつアヴァンギャルド」です。

最近の卒業論文
◯	スピノザにおける因果性
◯	グライスにおける意味と意図
最近の修士論文
◯	意識の問題に対する現象学的アプローチ
◯	心の自然化戦略を再構築する	—機能主義と理論的還元
最近の博士論文
◯	Openness	and	Alterity:	A	Comparative	Study	of	
Nishida's	and	Heidegger's	Philosophy

◯	認識論における可謬主義と自然主義

写真
❶ 西田幾多郎
❷ 田辺 元
❸ 大学院演習（旧哲学研究室にて）
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倫理学専修は、1906 年の京都帝国大学文科
大学創立時に設けられた 6 講座のひとつで
あり、文学部でも基も古い専修のひとつで
す。開設時の主任教授の狩野亨吉は、同時
に初代の文科大学長でもあり、在野から内
藤湖南や幸田露伴を教授として招聘するな
ど、京大文学部の独自の学風の礎を築きま
した。
本専修では、人間の行為を哲学的に考察す
ること、あるいは広義の「社会哲学」の研
究を主たる目的としています。本専修にお
ける研究は、「倫理学理論」と「応用倫理学」
に分類されるものに大別されますが、いず
れを選ぶ場合でも、もう一方への目配りを
欠かすことはできません。また、倫理思想
史の全体を俯瞰することができるような歴

史的研究も、手前勝手な思いつきや単なる
意見の表明から真摯な学術研究を区別する
ための手段として重要な意味をもってい
ます。
研究室では、大学院生を中心にいくつかの
研究会、読書会が定期的に開催されており、
これに参加することは大きな刺激になるで
しょう。例年夏休みには、特定のテーマを
集中的に勉強する合宿が開催されており、
親睦を兼ねた重要な行事となっています。
研究室の刊行物としては 25 年の歴史をもつ

『実践哲学研究』やいくつかのプロジェクト
によって作成された資料集やサーベイ論文
集があり、研究方向を定める参考になると
思われます。

最近の卒業論文
◯	『善悪の彼岸』におけるニーチェの哲学観
◯	電子出版と著作権
最近の修士論文
◯	ホッブズにおける責務概念
◯	総合する自発性	—『純粋理性批判』における想像力の
研究
最近の博士論文
◯	ジョン・ロック道徳哲学の射程
◯	アダム・スミスの倫理学の構造と意義の解明

写真
夏期合宿で台湾大学哲学系を訪問、意見交換会を開
催する

日本思想史という名前を冠した専修や専攻
は日本のいくつかの大学にありますが、日
本哲学史という名前を持つ専修はほかには
ありません。前者の専修や専攻が古代から
中世、近世にいたる日本思想の歴史を主た
る研究対象としているのとは異なり、本専
修では明治以降の日本の哲学の形成と発展
に研究の力点を置いています。つまり西洋
の思想・哲学に出会った明治以降の日本の
思想家が、そのなかに何を見出し、何を問
題にしたのか、そしてその受容と対決のな
かからどのようにして独自なものを生み出
していったのか、そのプロセスを主な研究
対象としています。
そのようなプロセスを歴史的に、また、現
在われわれとわれわれの時代が直面する課

題との関わりにおいて考察することを目ざ
しています。その際、「日本」という枠に閉
じこもるのではなく、諸外国の思想や哲学
と積極的に対話し、開かれた空間のなかで
思索することが大切であると考えています。
本研究室を中心に、日本哲学史研究の発展
とそのネットワーク化のために、「日本哲学
史フォーラム」を結成し、国内外の日本哲
学研究者と連携して講演会や国際学会を開
催しています。あわせて雑誌『日本の哲学』

（昭和堂）、および研究室紀要として『日本
哲学史研究』を刊行しています。

最近の卒業論文
◯	和辻哲郎に見る日本の精神史
◯	禅と哲学	―久松真一の東洋的無とその在処
最近の修士論文
◯	西田哲学における身体観の形成と展開
◯	西谷における空と構想力
最近の博士論文
◯	歴史的世界の哲学としての西田哲学

写真
❶ 西田幾多郎『日本文化の問題』直筆原稿
❷ 日本哲学史フォーラム主催国際学会
❸ 雑誌『日本の哲学』

1
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キリスト教学専修は 1922（大正 11）年に
創設されましたが、特定の信仰や教義と結
びつくキリスト教神学（神学部）とは異なり、
キリスト教を純粋に学問的な見地から研究
することを目的とし、キリスト教の歴史と
思想の全般にわたる研究教育を行ってい
ます。
キリスト教が西洋世界の思想や文化の伝統
的な基盤であることは言うまでもありませ
んが、現在キリスト教は、アジアやアフリ
カを含む世界の諸地域に広がり、新しい文
化世界を生み出し、また人類全体に多くの
影響を及ぼしつつあります。キリスト教学
専修では、こうしたキリスト教という広範
かつ多岐にわたる研究対象にアプローチす
るために、関連する諸研究分野と連携し多

面的な角度から研究教育を進めています。
たとえば、偉大な思想家が残したテキスト
の読解に基づく文献学的歴史学的研究はも
ちろん、キリスト教についてのフィールド
調査やキリスト教芸術作品（建築、絵画、
音楽、文学）の分析など、様々な研究方法
が考えられます。こうした中で、本専修に
おいて、特に研究教育の力点が置かれてい
るのは、次の分野です。旧新約聖書学、キ
リスト教思想史（特に、古代教父、宗教改革、
近現代キリスト教思想）、キリスト教思想の
体系的・宗教哲学的研究。
 また、本専修では、通常の授業（講義、演
習など）のほかに、様々な研究会や読書会
を企画し、学生が積極的に学ぶ場を提供し
ています。

最近の卒業論文
◯	カール・バルトと政治神学
◯	母としての神─マクフェィグの理論への考察─
最近の修士論文
◯	シュヴァイツァーにおける｢生への畏敬 ｣の倫理の構造
◯	Ⅰコリント書１５章における復活論再考
最近の博士論文
◯	無教会としての教会─内村鑑三における個人の信仰と
社会性との関連について─

◯	ハンナ・アーレントの『人間の条件』─生の二重化と
してのVita	Activa ─

2

「宗教」の名の下で問題になりうる現象は実
にさまざまであり、それに対する学問的な
アプローチも多種多様なものがあるが、当
専修は哲学研究を軸として宗教の事象に肉
迫していくという研究姿勢を基本としてい
る。このような姿勢の根底にあるのは、宗
教とは単に例外的な経験や特殊な信条・組
織の問題ではなく、人間が人間として世界
の内にあることの根源、自己の存在の根源
が問われる場にほかならないという洞察で
ある。そこでは、「宗教とは何か」という問
いは、哲学の根本問題と自ずから触れ合う
ことになる。このように宗教と哲学とが切
れ結ぶ地点に立ち、そこで求められる思索
の行方を追究すること、その意味での「宗
教哲学」が当専修の基本的な方向性である。

この方向性は西田幾多郎、波多野精一、西
谷啓治、武内義範、上田閑照、長谷正當と
いう当専修の歴代の担当者が、多くの場合
京都学派の哲学の展開との密接な連関の下
で発展させてきたものである。したがって、
宗教史学、宗教心理学、宗教社会学、宗教
人類学等々の記述的・実証的宗教学につい
ては、当専修のカリキュラムでは主題的に
取り扱っていない。ただし、これらの領域
区分は閉じたものではなく、特に近年の宗
教哲学研究は実証的諸研究との自由な往来
のなかで行うことが求められている。当専
修で行う研究は自分自分の関心が根本的な
手引きとなるため、それを見極めることが
各人の勉学の出発点となる。

最近の卒業論文
◯	レヴィナスにおける言語について	―無起源の預言から
◯	『死に至る病』における絶望と自己についての考察
最近の修士論文
◯	中期ニーチェの課題
◯	『有と時』に於ける可能性について
最近の博士論文
◯	ウィリアム・ジェイムズの思想	―経験と超過の狭間
◯	近代理性宗教論の研究	―特にユダヤ教の視点から捉え
た理性宗教の歴史性

1

写真
❶ 教室主催の研究会
❷ 学生の読書会

2

写真
❶ 留学生の勉強会
❷ 上海のキリスト教会
❸ ユダヤ教研究関連図書
　（研究室所蔵）
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本専修は、国語と国文学にかかわるすべて
を研究対象としています。教員も学生も、
国語学、国文学のどちらかを一応の専門分
野としますが、ことばに無知では文学は研
究できず、文学を知らずしてことばの学問
はできませんから、その双方に通じること
が尊重されます。授業は、国語の歴史的な
展開を丁寧にたどること、国文学作品を注
釈的に読みすすめることを中心とします。
古いことばの意味や働きを精密に分析する
ことによって古人の世界観を知り、詩歌や
物語や説話などをくわしく読み解くことに
よって日本人が何を真善美としてきたかを
考えることを目指します。
本専修の学生たちは、伝統的に、自由な雰
囲気の中で自分のしたいことをのびのびと

勉強してきました。教員は学生をそれぞれ
一人前の研究者として尊重し、何を研究す
るか、それをどのような方法で進めるかな
どについては、求められて助言することは
あっても、進んで指導することはありま
せん。何よりも学生の自主性が重んじら
れます。
研究室の運営は主として大学院生があたっ
ています。研究室では、大学院生を中心と
する各種の研究会が盛んに行われており、

「国語国文」という月刊の学術誌の他、「京
都大学国文学論叢」という専門誌が研究室
の編纂によって刊行されています。

最近の卒業論文
◯	兼載と和歌	—『閑塵集』における連歌的表現についての
考察
◯	会話引用辞から見た『古事記』の敬語表現
最近の修士論文
◯	コリャード日本文典の研究
◯	「象徴」の源流	—横光利一の新感覚
最近の博士論文
◯	新古今的表現の研究
◯	萬葉集の比較文學的研究

写真
❶ 例年 5 月、新三回生の歓迎会をかねて一泊二日の
　 研修旅行を実施します。これは、甲賀市土山、坂
　 上田村麻呂を祭神とする田村神社での記念撮影。
❷ 大学院の入学式のあと、修士一回生ほか新しい室
　 員を迎えての研究室びらきです。

1

2

本専修は、〈美学・芸術学〉、〈美術史学〉、
〈比較芸術学〉の三分野からなりますが、こ

れらの分野は密接不可分の関係にあるとい
う方針で運営されています。研究の対象は、
非常に幅広くて、いわゆる芸術・アートに
関するあらゆる問題を扱っています。
研究は、内容と方法によって、芸術に関す
る理論的研究と、個別的作品研究の二つに
大別することができます。理論的研究では、
古代から現代に至るまでの、美学・芸術に
関するさまざまな著作を出発点として、た
とえば、芸術とは何なのか、その成り立ち
や社会との関係について探求したり、ある
いは、美、崇高、滑稽、醜といったさまざ
まな美的体験の特質について考察したりし
ます。一方、作品研究においては、主とし

て、日本、東洋、西洋で制作された過去の
美術作品を取り上げて、作品の様式的特徴
や、作品の制作・受容環境などを探ります。
さらに、近年は、伝統的な美術の枠組みを
越えた、現代美術に関する研究も盛んになっ
てきています。この現在進行形のアートに
対しては、従来の研究方法では不十分で、
新しいアプローチの仕方が試みられていま
す。さらに、映画やポピュラー音楽を取り
上げる学部生や大学院生たちもいて、今後、
本専修の研究対象は、ますます多様で、多
彩なものになって行くでしょう。

最近の卒業論文
◯	CMとそのイメージキャラクターの差異と反復	—ドゥ
ルーズを中心に

◯	ニコラ・プッサンの物語画の構成をめぐる考察	—1630
年代の 3作品にみる時間表現
最近の修士論文
◯	『山中常磐物語絵巻』の成立過程
◯	ウジェーヌ・ドラクロワ作《墓地のハムレットとホレー
シオ》についての一考察
最近の博士論文
◯	平安彫刻史における定朝様の成立に関する研究
◯近代美学の基礎概念のとして共通感覚	—カントとヘル
ダー

写真
❶ 所蔵資料 : 奈良絵本「たなばた」
❷ 研究室の情景

1

2
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まったく必要ありませんが、「本好き」であ
ることだけは最低条件ですので申し添えて
おきます。

中国哲学史は、文字どおり中国の哲学の歴
史を研究する専修です。ここでいう「哲学」
はごく広い意味でとらえて下さい。つまり、
宇宙や自然のあり方、あるいは社会と人間
の関係などについて中国の人たちがどのよ
うに考えたか、またその考察にもとづいて
どのように行動したか、その思索と実践の
跡を歴史に即して考察するのが中国哲学史
という学問です。
中国哲学というと、まず孔子・孟子をはじ
めとする儒教や老荘思想を思い起こされる
ことでしょう。確かに儒教や老荘は中国哲
学の最も重要な主題であり、また本専修の
教育研究の中核となっています。しかし、
中国哲学の範囲はそれだけではありませ
ん。中国歴史における思想的営み全て、敢

えて言えば、中国文化の全領域がその対象
となります。本専修には儒教や老荘以外に
も中国の宗教・芸術・科学についての授業
が設けられています。
ただ時代的には、本研究室は伝統的に、春
秋戦国時代から 20 世紀初頭までのいわゆる
古典中国を中心としてきましたので、現代
中国にのみ関心のある人には向かないかも
しれません。またここでいう中国とは主と
して漢字漢語を使用している地域・民族を
指します。したがって、漢字漢語を用いて
書かれた古典文献、すなわち漢文を読むこ
とが日常の研究の基本となりますし、実際
また専修として一番力を注いでいるのも漢
文読解力の養成です。
最後に、中国哲学史の研究に特別の資質は

最近の卒業論文
◯	陸璣の文学とその思想
◯	淮南子における教育思想
最近の修士論文
◯	中国絵画における感応と形神の問題
◯	『春秋公羊伝』の「国君一体」について
最近の博士論文
◯	秦漢魏晋法思想研究

写真
歴代の研究室刊行雑誌

『アラビアン・ナイト』で、魔法のランプを
もつアラジンは、中国人として描かれてい
ます。古来、〈中国〉で、多様な民族と文
化が交錯し、遠くから好奇の視線を向けら
れていたからこそありえた物語設定でした。
数千年にわたる文化交渉のなかで、周囲へ
影響を与え、他からも新しい要素を受け入
れ、呼吸しつづける巨大な場、それが〈中国〉
だといえるでしょう。
一方で、〈中国〉は、ひとつの文字体系、ひ
とつの言語を、二千数百年にわたって安定
的に維持してきました。実態は多様なのに、
ひとつのことばで自らを覆いつくそうとす
る――そこに〈中国〉を読み解くおもしろ
さがあります。正しく読み解くためには、
古典・現代語にまたがる確実な語学力とひ

ろい知識、独創的な視点が必要です。本専
修では、原典を外国語・外国文学として厳
密に理解するための訓練を重視し、国内外
で多くの優れた成果を公表してきました。
日常の研究を支える資料は、一〇〇年近く
にわたって蓄えられており、国内有数の質・
量を誇ります。
現代の地図上で同じ色に塗られた単純な見
かけにもかかわらず、〈中国〉には奥行きが
あります。たとえば、京都から上海までの
距離は、上海から四川省の成都までの距離
とほぼ同じ。〈中国〉的伝統は、ひとつでは
ないのです。「万巻の書を読む」ことと併称
されてきたのが、「万里の路を行く」。〈中国〉
のいろいろな相貌と出会うためには、ぜひ
実地も踏んでみてください。

最近の卒業論文
◯	漢字の規範
◯	曾樸『孽海花』論	―傅彩雲の成長と終着点
最近の修士論文
◯	新来事物の伝播とその呼称の方言分布
◯	嵆康の「声無哀楽論」について
最近の博士論文
◯	中国南朝詩の叙景と知覚表現
◯	中国古典文学東伝の研究	―白居易・蘇東坡・杜甫受容
を中心に

写真
❶ 本研究室蔵の貴重資料より
❷ 中国語学中国文学研究室
❸ 在籍者による研究発表

1

3

2
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仏教は紀元前五世紀にインドに起り、中央
アジアを通って中国へ伝わり朝鮮半島を
通って日本に伝わって来ました。長い年月
をかけて多くの地域を伝わる間に、もとの
仏教とは似ても似つかない変容を遂げてい
る場合があります。日本に伝わった仏教は、
日本人のものの考え方に大きな影響を与え、
日本の精神文化を支える重要な要素の一つ
となりました。その仏教のルーツを文献を
通じて探る、というのが「仏教学」専修の
主眼とするところです。従って仏教学専修
では、先ずインドの原典（サンスクリット
やパーリ語）、さらにはそのインドの原典

（特にサンスクリット）を言語的に忠実に継
承しているチベット語の文献の読解を通じ
て仏教の思想や歴史を解明することを目指

しています。授業も主にインドやチベット
の原典を読むことを中心に行われています。
このようにインド仏教、チベット仏教を中
心にしていますが、中国仏教や日本仏教は
人文科学研究所その他からの専門家の出講
によってこれを補っています。仏教学は国
際性の高い学問ですので専門の古典語はも
とより近代語の英独仏語も十分習得する必
要があります。海外からの研究者の訪問や
留学生も多く、逆にこちらから海外の大学
や研究機関へ留学する機会も少なくありま
せん。インドの文献を扱う関係上、関連講
座のインド古典学専修とはいくつかの授業
を共有し、卒論、修論、博論の審査は協力
してやっています。年度末の予餞会も合同
でやっています。

最近の卒業論文
◯	'Phags	pa	作	Śes	bya	rab	gsal	器世間章の研究
◯	三性説の諸相
最近の修士論文
◯	Abhisamayālaṁkāra	における仏身論の展開	ー Ārya-
Vimuktisena	による注釈書の第 8章を中心に

◯	ロンチェンパの教判思想
最近の博士論文
◯	推理論をめぐる仏教徒とジャイナ教徒の論争とその思
想史的意義の考察

◯	Catuḥstava	とナーガールジュナ	ー諸著作の真偽性

写真
❶ デルゲ版チベット大蔵経『般若経』
❷ 予餞会風景（02 年 2 月）

1

2

授業風景

写真
❶ インド古典学に関連する現代の様々の書籍
　（息抜 き用です）
❷ 2009 年 9 月に京都大学で開催された国際
　 サンスクリット学会のポスター

1

2

最近の卒業論文
◯	Jātakamālā	研究	ー Ajantā	壁画との比較をもとに
◯	Bhagavadgītā	における	yoga	と	bhakti
最近の修士論文
◯	Rāmānuja の聖典解釈	ー sāmānādhikaraṇya を中心
として

◯	ジャイナ教における認識と言語表現の問題ー
　『Syādvādamañjarī』研究
最近の博士論文
◯	ラリタヴィスタラ（Lalitavistara）とその「モンゴル
語抄本」burqan-u	arban	qoyar	 ǰokiyangγui（仏の
12の行い）の研究

◯	パーリ文献とジャイナ聖典の比較研究	ー AN	II	 IV.	
195,	siddhi/siddha,	AMg	apaḍinna	を中心に

インド古典学は、言葉を愛する人が、言葉
と格闘しながら、古代インドの地で生み出
された多様な文献の読解を通じて、人間の
精神の根源を見つけ出そうとする学問です。

インド古典学という学問は、サンスクリッ
トという古代インドの言語で残されたさま
ざまな分野の文献を、じっくりと読み解く
ことからはじまります。カーリダーサの

『シャクンタラー』は、インドの古典文学
の中でも最も有名なもので、皆さんの中に
はこの名前を知っている人もいるでしょう。
このような文学作品はもちろんのこと、古
代インドの人々の思索のあとを伝える多く
の哲学書、シヴァやヴィシュヌ、クリシュ
ナ、また数多くの女神の姿を描くヒンドゥー
教の聖典や宗教書、さらには法律の本や医
学の文献も、この学問の対象となっていま
す。代数や天文学のテキストもあるのです。
このような多種多様な文献の中から、自分
の関心に従って、自分が読んでみたいテキ

ストを見つけ出すこと。それが、インド古
典学を学ぶ道の第一歩となります。
インドを知るための言語は、サンスクリッ
トだけではありません。インダス文明につ
いては、皆さんも知っているでしょう。し
かしインダス文字はまだ解読されていませ
ん。文字を読んで知ることのできるインド
の歴史は、紀元前 1200 年ころに成立した
ヴェーダ文献からはじまります。『リグ・
ヴェーダ』がその最古のものです。これは、
ヴェーダ語という古典サンスクリットより
も古い言語で残されています。ヴェーダは、
現在に至るまでのインドの精神の源流です
から、ヴェーダについての知識をもつこと
もまた、インド古典学を学ぶうえで大切な
ことです。



21 22

スラブ専修は、文学部・文学研究科で最も
新しい専修の一つとして、平成 10 年度に初
めて 3 名の卒業生を出しました。東はロシ
ア、ウクライナから西はポーランド、チェコ、
そして南はブルガリア、旧ユーゴスラヴィ
アの国々まで、広大な地域に居住するスラ
ブ諸民族の言語・文学・文化を、総合的に
学び、研究することを目指しています。
日本のスラブ研究は、明治以来ロシア文学
を対象に長い伝統を持っています。一方で、
ロシア以外について、またロシアでも 19 世
紀、20 世紀文学以外については、本格的研
究が始まったのは比較的最近のことです。
私たちのスラブ専修は、このことを踏まえ
て、ロシア文学に加え、地域や時代を限定
することなく、広くスラブ諸国の言語と文

学を研究することを目指しています。その
ために、ポーランド文学、古教会スラブ語、
中世ロシア語など、スラブ全体を見通すう
えで重要であり、かつ他の大学では必ずし
も学習が容易でない分野の授業も行われて
います。年によって多少の変動はあります
が「スラブ文献学入門」「19 世紀ロシア文
学研究」「中世スラブ語研究」「スラブ諸語
文法論」「ポーランド文学演習」「ロシア語
実習」「ロシア語表現法」「ロシア語講読」
といった授業が行われています。
学生の皆さんの興味は様々ですが、卒業論
文ではロシア文学をテーマにする人が多い
ようです。修士課程については、これはも
う本当に多様な興味を持った諸君が集まっ
てきます。

最近の卒業論文
◯	レスコフ『魅せられた旅人』における異民族像について
◯	ゴーリキーと黒澤明の『どん底』
最近の修士論文
◯	ツルゲーネフの自然観・自然描写について	―「あいび
き」を中心に
◯	『ヴァティカン・パリンプセスト写本』の言語の特徴に
ついて
最近の博士論文
◯	現代ロシア語における指小接尾辞の使用
◯	A	Linguistic	Category	of	Degree	in	Japanese	and	
Polish:	A	Contrastive	Study

写真
❶ スラブ諸語で書かれた作品

上左『オストロミール福音書』（11 世紀ロシア）、上
右『パン・タデウシ』A. ミツキェヴィチ（ポーランド）、
下左『ダーシェンカ』K. チャペク（チェコ）、下中『風
の裏側』M. パヴィチ（セルビア）、下右『カラマーゾ
フの兄弟』F. ドストエフスキー（ロシア）

❷ スラブ授業風景

1

2

本専修ではギリシア語とラテン語で書かれ
た作品を読むことにより、古典古代（前八
世紀から後二世紀頃まで）の文学と思想、
その根柢にある神話と宗教、さらにはそれ
を育んだ社会と歴史を研究します。ギリシ
ア語とラテン語で書かれているものであれ
ば、科学や医学の文献も研究の対象となり
ます。
ギリシア文学は前八世紀のホメロスの叙事
詩（『イリアス』『オデュッセイア』）に始
まり、抒情詩（サッポー、ピンダロス）、
悲劇（アイスキュロス、ソポクレス、エウ
リピデス）、喜劇（アリストパネス、メナ
ンドロス）、歴史（ヘロドトス、トゥキュディ
デス）、弁論（デモステネス）、古代小説等
のジャンルを次々に生み出し、ラテン文学

もキケロ、カエサル、ウェルギリウス、ホ
ラティウス、オウィディウス、リウィウス、
セネカ等の作家がギリシア文学を受容し発
展させつつ、恋愛氏や諷刺詩のジャンルを
加えて、今日の世界文学の基礎となりま
した。
ギリシア・ラテンの文学はギリシア神話を
題材にするものが多いのですが、同じ神話
が時代により作家によりどんどん変わって
いきます。神話が変容しつつ新しい意味を
付与されて生き続けるように、ギリシア・
ラテン文学には原型的なものが無尽蔵に隠
されています。また、ラテン語は今も教会
や一部愛好家のラジオ放送で使われていま
すし、動植物の学名や医学用語のほとんど
全てがギリシア語・ラテン語でできている

教員紹介 1. 専攻分野  2. 現在の研究テーマ  3. 主要研究業績 

ことを思えば、古典古代は今も生きている
と言えるでしょう。

最近の卒業論文
◯	『アンティゴネ』における二つのコンモスについて
◯	『サモスの女』において徳高きヘタイラーが持つ役割と
意義
最近の修士論文
◯	Verg.	Aen.	7.	641-817「ラティウム軍勢のカタログ」
について
◯	「閉め出された恋人」としてのアコンティオス	−オウィ
ディウス『名高き女たちの手紙』第 20歌																				
最近の博士論文
◯	呼びかけるドラマ	−アリストパネスとギリシア劇
◯	悲劇の世紀	−前 5世紀アテナイ精神史としてのギリシ
ア悲劇

写真
❶ Homeri Ilias. Codex Venetus A. 10 c.
❷ Vergilius Aeneis IV. opera, Venedig 1555

1

2
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本専修の講義は、専任教員のほかに非常勤
講師の援助を得て、英文学と英語学のほぼ
すべての分野を網羅するよう考えられてい
ます。
英文学では、基本的に英国の作家によって
書かれた文学作品について研究します。そ
の際、当然ながら作品が書かれた歴史的・
文化的背景を理解する必要がありますが、
やはり一番肝心なのは作品のテクストです。
ですから、英語をいかに精確に読むかが鍵
となります。分からない言葉は辞書を引い
て徹底的に調べる――これが基本です。卒
業論文の対象は、英語で書かれた文学作品
なら、シェイクスピアからシャーロック・
ホームズまで何を選んでも構いません。選
択は完全に学生の自由に任されています。

英語学では、古英語・中英語から現代英語
に至る、幅広い時代の英語を、語学的な視
点から解明します。文献を利用した文法、
語彙、意味等の分析はもとより、会話資料
等を利用した談話分析の手法も取り入れな
がら、多方面から英語の特徴を探ります。
また、研究の対象として、現代英語におい
ては、英米以外の英語を扱うことも可能
です。
なお、本専修はアメリカ文学専修と緊密な
関係にあり、大多数の講義はアメリカ文学
専修の講義としても認定されていますし、
アメリカ文学専修の講義の大多数は本専修
の講義としても認定されています。そして、
大学院レベルでは英米文学専修という一つ
のまとまりになっています。

最近の卒業論文
◯	A	Study	of	The Lord of the Rings
◯	A	Study	of	Pride and Prejudice

最近の修士論文
◯	A	 Quantitative	 Analysis	 of	 the	 Synonymic	
Expressions	of	No more than,	Only	and	Mere
◯	A	Study	of	Yeats’s	“The	Tower”	and	“Meditations	
in	Time	of	Civil	War”
最近の博士論文
◯	Aspects	of	the	‘Poor	Man’ :	Handicapped	Lovers	
in	Hardy’ s	Novels

◯	Patterns	and	Functions	of	Unspecific	Nominal	
Phrases	in	English:	From	Lexis	to	Discourse

ドイツ語学ドイツ文学専修の教育と研究は、
専任教員の専門分野からもわかるように、
近代から現代にかけてのドイツ文学を中心
にして行われています。ただしそれ以外の
研究領域についても、人間・環境学研究科
や人文科学研究所の教員、ならびに学外か
らの非常勤講師の協力を得て、ドイツやオー
ストリアやスイス等のドイツ語圏の中世か
ら現代におよぶ言語文化全般にわたる、多
種多様な授業が開講されています。
現在、本専修には、学部と大学院をあわせ
て約 20 名の学生が在籍しています。共同研
究室では、他の専修や研究科の学生たちも
まじえた研究会や読書会の活動も盛んです。
近年は、大学間の交流協定を利用してドイ
ツ語圏の大学に留学する学生も多くなりま

した。また、博士後期課程を終えて博士の
学位を取得する学生も少なくありません。
大学院生を中心にして、『研究報告』という
雑誌も毎年発行されています。
本専修の教育研究の特色は、今から 100 年
余り前に講座が開設されて以来、一貫して
原典の綿密な読解を重視する点にあり、こ
の伝統は現在もなお生き続けています。し
かしその一方で、近年では、狭い意味での
ドイツ語学ドイツ文学研究の枠にとらわれ
ることなく、広く西洋の芸術、思想、社会
全般に目を向けようとする姿勢が、本専修
のもう一つの特色となっています。

教員紹介 1. 専攻分野  2. 現在の研究テーマ  3. 主要研究業績

最近の卒業論文
◯	ヘルマン・ヘッセにおける「異質なるもの」の考察	―小
説『デミアン』と三つの世界
◯	フロイト『モーセと一神教』におけるアイデンティティ
の問題
最近の修士論文
◯	Das	Leben	und	die	Malerei	 in	Hofmannsthals	
Dichtung
◯	Richard	Wagners	Musikdrama	Tristan und Isolde	
―	Vom	Nationalismus	zur	Todesgemeinschaft
最近の博士論文
◯	カフカ文学の中国・中国人像
◯	トーマス・マン文学における女性像の系譜

写真
❶ グリム兄弟のドイツ語辞典 
❷ 研究室風景 
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フランス語圏の大学との交流も活発に行わ
れています。
http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/futsubun/
index.htm

本専修では、フランス語のしくみやフラン
ス文学の作品の読解を中心に学びますが、
フランス語の「テクスト」を入口にして、
その背景にある思想、芸術、歴史を含めた
フランス文化を探求し、それにより人間に
ついての認識を深めることを目的にしてい
ます。 
たとえばカミュの『異邦人』を読む場合、
文体や語りを分析したり、作者の思想を読
み解き、他の作品との関係や時代背景など
を考察したりして、なぜ『異邦人』がそ
のような展開と結末をとらなければならな
かったのかを考えるのです。小説だけでな
く、ランボーやボードレールといった詩人、
パスカルやルソーといった思想家、またラ
シーヌ、モリエールのような劇作家の作品、

さらには作家による美術批評、フランスの
音楽、映画なども、本専修で扱える対象と
なります。 
大学院では、高度なフランス語運用能力を
身につけるとともに、専任教員一同が指導
する演習で実践的な研究方法を学び、修士
論文を作成します。将来、研究者になろう
とする人は、博士課程に進学して、研究成
果を博士論文にまとめます。
本専修では留学を推奨しており、多くの学
部生・大学院生がフランスやスイスの大学
で学んでいます。専任の外国人教師は、フ
ランスの伝統であるテクスト解釈法や論文
執筆方法を教授し、フランス政府給費留学
生試験準備の演習も担当します。研究者の
来日講演や国際シンポジウムの開催など、

最近の卒業論文
◯	マリヴォー『マリヤンヌの生涯』試論	
◯	マラルメにおける〈宝石〉のモチーフ	
最近の修士論文
◯	La	poétique	de	la	voix	chez	Paul	Valéry
◯	La	notion	de	«	semblable	»	chez	Georges	Bataille
最近の博士論文
◯	ゾラにおける進歩の概念
◯	プルーストとその時代	—芸術作品と土地をめぐる研究
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写真
❶ 研究室でのセミナー（2008年10月）
❷ 研究室での懇親会（2008年4月）
❸ 研究室での講演会（2007年12月） 

本専修の授業は、2 名の専任教員のほか、
人間・環境学研究科および学外の非常勤講
師によって行われ、主として 19 世紀以降の
アメリカ文学について、できるかぎり多様
な領域を網羅するようになっています。
また、本専修の授業の大部分が英語学英文
学専修の単位として認定されるのと同じよ
うに、英語学英文学専修の授業も大部分、
本専修の単位として認定されます。本専修
で学ぶ学生は、特定の狭い分野のみに限定
することなく、英語学英文学の分野や、他
の外国文学についても、できるだけ広く理
解を深めることが求められます。
英米人教員によるものを除き、授業は日本
語で、英語の原典を用いて行われます。特
に重視されるのは作品の精密な読解で、丹

念に辞書を引いて調べながら、自分で納得
のいくまで考えることが基本になります。
卒業論文は英語で書くことになっています
ので、Academic Writing などの科目を履修
して、英語の運用能力を高める努力が必要
になります。四回生の時点では、第二演習
において、卒業論文の書き方について年間
を通して指導を行います。文学部で学んだ
四年間の集大成として、恥ずかしくない卒
業論文を書くことをひとつの目標にして、
ふだんからの着実な学習と幅広い読書をこ
ころがけてほしいと思っています。

最近の卒業論文
◯	A	Study	of	Richard	Brautigan's	Trout Fishing in 

America
◯	Sylvia	Plath	and	Postwar	Eugenics
最近の修士論文
◯	The	Design	of	The Mezzanine
◯	The	Relationship	between	Ahab	and	Ishmael
最近の博士論文
◯	Reading	Nabokov's	Framed	Landscape
◯	The	Business	 of	Creating	 Illusion:	The Great 

Gatsby	and	F.	Scott	Fitzgerald's	Art	of	Fiction
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日本史学は日本列島に生まれ、時とともに
移り変わってきた社会や文化を、総体とし
て明らかにしようとする学問分野です。日
本人の行動や思考には、長い歴史をもつ日
本社会・日本文化が決定的な影響を与えて
います。日本人にとって日本史を考えるこ
とは、自分自身、そして自分を成り立たせ
ている外的世界を知るための営みにほかな
りません。
むろん日本史学専修でも多くの留学生が学
んでいますので、私たちは「日本人にとっ
ての日本史」ばかりを研究しているわけで
はありません。また、日本社会・日本文化
は世界諸地域との関わりの中から生まれて
きたものですから、そのプロセスを明らか
にすることも大切です。さまざまな観点か

ら、偏りのない歴史認識を得たいと考えて
います。そのために、史料の厳密な読解力
と幅広い構想力を獲得できるよう、授業を
編成しています。
日本史を学ぶ人にとって、京都大学日本史学
専修はこの上ない研究環境となっていると思
います。私たちは 1 世紀にわたって研究史料
を収集してきました。今では 5 万点におよ
ぶ実物史料を手に取ることができ、解読実習
のために千年前の古文書を使うこともありま
す。京都という地の利も忘れられません。古
都の文化的伝統に包まれながら勉学し、必要
とあらばすぐ重要な史跡・遺跡を見に行ける
のです。また、春と秋には列島各地へ見学旅
行にでかけ、さまざまな史跡や文化財にふれ
ながら、知識を広め、対話を深めています。

最近の卒業論文
◯	疫神祭祀と陰陽道
◯	慶長期豊臣氏の寺社造替再考
最近の修士論文
◯	新日吉神宮摂社樹下社創建をめぐる一考察
◯	幕末期「周旋方」の実態と政治的機能
最近の博士論文
◯	中世国衙官人制の研究
◯	大衆社会の到来と「郷土」大和

写真
❶ 研究資料 織田信長朱印状
❷ 研究室旅行（1） 遺跡見学（下野薬師寺）
❸ 研究室旅行（2） 古文書見学（東照宮）
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近代の日本はさまざまな分野において西洋
を模範としながら発展してきましたが、イ
タリア文化は、それが西洋の中でも際立っ
た重要性を有しているにもかかわらず、明
治以後の日本がモデルとした《西洋》の中
には必ずしも含まれていませんでした。そ
の結果、わが国においては研究者の数も少
なく、未開拓な領域が広く残されることに
なりました。
本専修は、イタリア語学イタリア文学の専
門研究者養成機関として日本で最初に設立
された由緒ある講座ですが、そうした戦前
からの伝統を背に、現代の学生たちは自由
闊達に研究にいそしんでおり、詩や小説な
ど狭義の文学作品にとどまらず、マキアヴェ
リのような政治家の作品、あるいはオペラ

の台本やマドリガルの歌詞を対象に選ぶ者
もいます。授業はゼミナール形式で、個々
の学生のレベルに合わせたきめ細かな指導
を行いますので、イタリア語の文献に慣れ
ない初学者もスムーズに専門研究の世界に
入って行くことができます。
はじめに述べたように日本ではイタリア関
係の研究者がまだまだ少ないので、本専修
では常に新しい人材を求めており、また古
今のイタリアの天才たちの秘密を解明する
仕事はたいへん魅力的ですので、他学部か
らの編入生や学士入学生も珍しくありませ
ん。どうです。このやりがいのある仕事に
あなたも加わってみませんか。
なお、専修の雰囲気は WEB サイト『イタ
ロ マ ニ ア 』http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/

最近の卒業論文
◯	Lessico	famigliare が成立するまで―自伝的テーマへ
の変遷―
◯	ジャコモ・プッチーニ『蝶々夫人』	〜リブレット改訂の
意義について〜
最近の修士論文
◯	カミッロ・ズバルバロにおける近代詩人の意識	〜第 1
詩集『松脂』と『ピアニッシモ』の比較から〜
◯	マンゾーニ『いいなずけ』における真実と虚構	〜匿名手
稿が果たす役割について〜
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写真
❶ 挿し絵入り揺籃期印刷本（ペトラルカ詩集）
❷ 授業風景
❸ エスプレッソ・マシーン

italianista/ から感じ取ってもらうことがで
きます。ぜひ一度訪れてください。
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東洋史学は、中国および東アジア諸地域（モ
ンゴル、マンチュリア、朝鮮、東トルキス
タン、チベット、東南アジア）の歴史を対
象とします。専任教員のほか、人間環境学
研究科・人文科学研究所の教員が、豊富多
彩な授業を担当しています。歴史学研究に
は正確な史料読解力が必要です。東洋史で
は、とくに漢文史籍の演習・講読に力を入れ、
3 回生になるとその予習に追われることに
なります。朝鮮史や内陸アジア史さらには
東南アジア史の研究にも漢文は必須です。
また、現代中国語は中国の論文を読むため
だけでなく、古典文の理解にも必須ですの
で、機会を見つけて学習しておいて下さい。
中国史以外の研究には、朝鮮語・モンゴル
語・満州語・チベット語・ベトナム語など

（一部は学部で開講）を学ばねばなりません。
京都大学は、文学研究科図書室を始め、ユー
ラシア文化研究センターや人文科学研究所
付属漢字情報研究センターなど、東洋史関
係文献の世界的な蔵書をもち、学習には絶
好の環境です。院生や研究生・研修員の研
究テーマは、東洋史学のほとんど全領域を
おおい、自主的な研究会が学部生を交えて
行われています。院生など研究室の先輩は、
学部生の日常の勉学におけるよき指導者で
す。研究室には、全国学会である東洋史研
究会の事務局が置かれています。毎年 1 回
大会を開き、学術誌『東洋史研究』（季刊）
を発行しています。同誌は国際的にも声価
が高く、若い研究者の登龍門でもあります。

最近の卒業論文
◯	19世紀後期新疆ムスリム反乱再考─ウルムチを視点と
して─
◯	フレグ・ウルス形成論
最近の修士論文
◯	「東夷」考
◯	秦漢時代における傭作者と雇用関係の変遷
最近の博士論文
◯	先秦時代の領域支配
◯	中国近世巡礼史研究
◯	明代中朝辺境史の研究
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写真
❶ 学術誌 『東洋史研究』
❷ 『春秋左伝正義』（演習の教材の一つ）

本専修の名称は、1957 年に東洋史学講座の
うちに開設された「西・南アジア史コース」
に由来しますが、その教育・研究の重点は
西アジアと中央アジアの歴史と文化に置か
れています。この地域の主要言語であるア
ラビア・ペルシア・トルコの 3 言語につい
ては、初歩の文法から高度な史料講読演習
に至る様々な科目が設定されており、順を
追った学習が可能です。専修に属する学生
諸君には少なくともこの内のひとつ、可能
ならば複数の言語を学習することが望まれ
ます。本専修の指導方針は、文学部の他の
専修と同じく、厳密な史料解読の能力を涵
養した上で、研究の方向性やテーマについ
ては最大限学生の自主性を尊重するという
ものです。従って、現在までの在学生・卒

業生が研究対象とした地域は、中東や中央
ユーラシアのみならずイベリア半島、北ア
フリカ、西シベリア、インド亜大陸、中国
西部に至るまで、およそ上に述べた 3 言語
の史料が存在するあらゆる地域と時代に及
んでいます。本専修では従来古代オリエン
ト史の研究・教育も行われて来ましたが、
残念なことに現状ではこの分野の教育を維
持し続けることは困難になりつつあります。
卒業生からは、研究・教育職についた者、
官庁、一般企業、マスコミの様々な分野で
活躍する者など、多彩な人材が輩出してい
ます。最近では修士課程を修了後、官公庁
や企業に就職する者も増加しつつあります。

最近の卒業論文
◯	イスラーム世界とヴォルガ・ブルガールとの交易
◯	『ゲンチ・カレムレル』分析	—第 2巻 13 − 27 号を対
象に
最近の修士論文
◯	中世イスラーム社会において卑賤視された職業について
◯	ウル第三王朝のスッカル、スッカルマフ職について
最近の博士論文
◯	「聖なるロシア」のイスラーム	—17 世紀におけるムス
リム上層階級ロシア化の研究
◯	マスリパトナムとゴールゴンダ王国	—17 世紀インド
の港市支配に関する研究
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写真
❶ 西南アジア史学自習の情景
❷ 西南アジア研究室風景
❸ 1848 年刊行のオスマン・トルコ語文献
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考古学とは、おもに発掘調査で得た物証（考
古資料）から、歴史像に迫る学問です。本
専修の基礎となったのは、1916 年に濱田耕
作が設けた日本最初の考古学専門の講座で、
以後、徹底した資料の観察と分析を重視す
る学風が築かれました。過去の人間が作り
使用したモノや彼等の生活痕跡さえあれば、
考古学研究の対象は時代や地域を選びませ
ん。発掘によって各種の歴史情報を含んだ
物証を獲得し、それから物質文化を認識し、
背後にある精神文化をも読み取るのです。
製作者や使用者から直接証言が得られない
考古資料を解釈するには、わずかな痕跡も
見逃さない注意力と、文化人類学など他の
人文・社会科学分野の広い知識が必要です。
また、動植物遺体の遺伝子観察のような、

最近の卒業論文
◯	北陸地方における鍋屋町系土器群の系統性と地域性に
ついて
◯	隋唐鏡年代研究の一視角	—成立の二段階
最近の修士論文
◯	土器と耳飾からみた縄文時代前期社会
◯	古墳副葬矢鏃の研究
最近の博士論文
◯	倭王権構造の考古学的研究
◯	古代日本の紡織技術と生産体制に関する考古学的研究
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写真
❶ 大阪府紫金山古墳出土の貝輪
❷ 大阪府紫金山古墳の発掘風景
❸ 文学部陳列館

科学的でミクロな分析も、現代の考古学で
は歴史像復原に貢献しています。自分で分
析する必要はありませんが、自然科学分野
の分析技術がどのような情報をもたらして
くれるか、常に深い関心をはらう必要があ
ります。研究は、他大学・諸研究機関や都
道府県・市町村が行なった発掘成果や所蔵
資料も参照して進展します。礼を尽くした
つきあいも心がけねばなりません。
考古学講座の初代教授であった濱田耕作は、
考古学には博物館が必要と考え、文学部陳
列館に考古資料の展示室をつくりました。
陳列館の一部は国の登録文化財になり、現
在も文学部の研究・教育の場として活用さ
れています。

明治以来日本は西洋の政治・経済・文化を
学んできましたが、西洋史の本格的な研究・
教育はようやく第二次大戦後に始まりまし
た。他の国々との平和で友好的な関係を築
くためには、その国・地域の歴史を理解す
ることは不可欠であり、大戦後日本の西洋
史学は戦争経験の反省をふまえ、そのよう
な役割を果たしてきました。日本人が西洋
とその歴史から学ぶべきことは、今なお少
なくありません。私たちが親しんでいる芸
術・文化のみならず、私たちの生活をとり
まく政治、経済、制度の多くは西洋に由来
するものですが、それらを生み出したのは、
古代ギリシアのポリス、ローマ帝国、中世
の封建制とキリスト教文化、自治都市、大学、
ルネサンス、宗教改革と宗派対立、啓蒙主

義とフランス革命、市民社会・憲法・議会、
国民国家など、西洋に固有の歴史的諸条件
でした。私たちはこのことを学び、異なる
歴史を持つ日本が西洋文化を受容してきた
意味を考えることにより、日本と西洋との
相互理解に必要な知識を得ることができる
のです。本専修では古代・中世・近世・近
代を専門とする 4 人の専任教員と他大学か
らの講師が行う入門講義、個別テーマに関
する特殊講義、関連外国語の講読、文献・
史料を読んで議論する演習などの授業を通
じて、西洋の諸地域・時期の様々な問題に
ついて理解を深めること、そして最後に学
生自身のテーマ設定と研究により、オリジ
ナルな卒業論文を作成することをめざし
ます。

最近の卒業論文
◯	19 世紀イギリスにおけるフットボールの社会史	―ア
ソシエイション・フットボールの成立とその拡大の過程
◯	中世クレタ島におけるラテン＝ギリシア関係
最近の修士論文
◯	アングロ＝ノルマン王国における貴族
◯	ポリュビオスとローマ共和政
最近の博士論文
◯	古典期アテナイにおけるフィリアと共同体	―法廷弁論
にみる親族・ヘタイレイア・ポリス
◯	フランス革命期ルーアンのジャコバン＝クラブ	―「政
治的ソシアビリテ」と文化変容

写真
❶ 西洋史学貴重書
❷ ゼミ風景

1

2



33 34

京都大学文学部に言語学講座が開設された
のは 1908 年のことです。初代講座担任は、
我が国の言語生活に欠かせぬ辞書として広
く支持されてきた『広辞苑』の編者である
新村出博士でした。開設以来、本専修は伝
統的に言語の記述的および歴史的研究の分
野で重要な役割を果たしてきました。しか
しながらその後の言語理論のめざましい発
展を受けて、現在では記述言語学、歴史比
較言語学に加えて理論言語学、ならびにそ
れらに基礎を置く個別言語および言語群を
対象にした言語分析など、現代言語学のほ
とんどの領域にわたって研究・教育が行な
われています。
専修の雰囲気はたいへん明るく、研究室は
勉学だけでなく、院生と学部学生の交流の

場にもなっています。また、院生や学部学
生による自主的な研究会・読書会も盛んに
行なわれています。京都大学の「対話を根
幹とする自由の学風」という基本理念は、
本専修でもよく反映されていて、言葉にか
かわる問題であれば、どのような問題であっ
ても研究テーマとして選ぶことができます。
学生の研究内容は、フィールド言語学、歴
史比較言語学、対照言語学、音韻論、形態論、
統語論、意味論、語用論、認知言語学など
多岐にわたっていて、また対象とする言語
も洋の東西を問わずさまざまです。研究テー
マが必ずしも教員の専門分野と密接に関連
している必要はなく、みなさんが主体的に
選ぶ研究テーマが実を結ぶように、ともに
学び合っていきたいと考えています。

写真
❶ ユーラシア文化研究センターでの夏期集中講座
　 「リトアニア語入門」
❷ 西夏文華厳経巻五（西夏文字活字本）
　 ー京都大学文学部蔵
❸ 『際祖大経』の「死亡起源篇」（彝文字写本）
　 ー京都大学文学部蔵

1

2
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心理学専修は、さまざまな心の働きとそれ
を実現する脳の働きを、実験や観察を通じ
て科学的に明らかにしようとしています。
心の働きは直接見ることができないので、
行動を手がかりにして分析をします。
本専修は 3 つの分野で構成されています。
基礎心理学分野は、個体が示す知性や感情
の働き及びその進化と発達を、成人、乳幼児、
及びヒト以外の多様な動物を対象として明
らかにしようとしています。実験心理学分
野では、主として環境の知覚や認知、記憶
などの働きとその脳内基盤を、精密な実験
的手法や脳画像法を用いて分析しています。
基礎行動学分野は、行動の背後にあるメカ
ニズムを、神経細胞の働きやモデル構成に
より、ボトムアップ的に解明しようとして

います。しかしこれらの分野の区別はあく
まで「色合い」といって良く、実際、学部
教育も大学院教育も、こうした分野の区別
なく同じカリキュラムを用いた集団指導体
制でおこなわれています。つまり本専修で
は、学生や大学院生が、その専門を深める
だけではなく、広い範囲の知識を身につけ
ることができるようになっています。
本専修の出身者は、研究教育職のほか、放
送局、新聞社、出版社、金融機関、製造業
など、多方面で活躍しています。
また本専修は、教育学部 / 教育学研究科及
び総合人間学部 / 人間・環境学研究科の関
連講座とともに「京都大学心理学連合」を
構成し、共通の入門科目を持つほか、広範
な単位互換をおこなっています。

最近の卒業論文
◯	日本の子どもにおける誤信念理解の発達は他の国の子
どもと異なるのか
◯	選択的注意の個人差
最近の修士論文
◯	視覚性ワーキングメモリの情報保持に関わる神経基盤
の検討
◯	高次感情の進化に関する比較認知科学的研究―フサオ
マキザルの「不公平感」「配慮」「感謝」について
最近の博士論文
◯	抑制メカニズムを中心とするワーキングメモリの情報
処理過程の検討
◯	社会的世界における抑制機能の発達的研究

1

2
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写真
❶ 脳の働きを調べる機能的磁気共鳴画像装置（fMRI）
❷ 赤ちゃんの認知機能を調べる実験の様子
❸ 子イヌの奥行き知覚を調べる実験の様子

最近の卒業論文
◯	琉球語宮古池間方言の時間節のテンスについて
◯	モンゴル語ハルハ方言の母音調和について
最近の修士論文
◯	現代トルコ語における etmek 複合語の構造特徴
◯	Greek	 reflexes	of	Proto-Indo-European	nasal	
presents	with	root-final	laryngeal
最近の博士論文
◯	漢語西寧方言の研究
◯	サルデーニア語動詞形態論の通時的研究
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地表上での自然と人間に関わるさまざまな
現象が地理学の研究対象です。古代の条里
地割、大航海時代の地図に表現された情報、
昨今の移民の増加やグローバリゼーション、
子供特有の距離感覚なども、地理学の対象
です。キーワードは空間と地図と人間です
が、アプローチの仕方は多様です。
取り上げる対象やアプローチによって、現
地調査、聞き取り、古文書や古地図の解読、
GIS（地理情報システム）を用いた地図化や
コンピュータを駆使した計量分析など、手
法を効果的に用いる必要があります。その
ため、地理学実習と文献講読を地理学の必
修科目としています。地理学実習では、皆
で調査地を選び、各自のテーマに沿った現
地調査を行い、共同して報告書をまとめる

経験も積みます。また、演習は、学部でも
大学院でも大切な科目です。学部生には、
自分の興味や問題意識を卒業研究に発展さ
せるステップとして、大学院生には、修士
論文や博士論文を作成するステップとして、
定期的な研究発表が求められます。
地理学専修の伝統は、自由で独創的な発想や
現場で問題発見する鋭い観察力、新しい研
究分野を開拓する柔軟な思考力を尊重する
教育と研究です。個性の際だつ地理学者だ
けでなく、文化人類学、地域研究、地域政
策学などの隣接諸科学で活躍する研究者も
輩出してきましたし、大勢の先輩方が教育、
行政、報道、建設、運輸など各界で活躍さ
れています。後に続く皆さんにも、既成の
枠にとらわれない活動を期待しています。

最近の卒業論文
◯	綾部市における過疎問題と水源の里条例の意義について
◯	笠岡諸島と I ターン―北木島と真鍋島を中心として
最近の修士論文
◯	現代日本における医療の空間構造
◯	近代の大阪における製薬業の集積と流通業者の役割
最近の博士論文
◯	水辺環境と村落景観の歴史地理学的研究
◯	非営利・非政府組織と都市システムに関する地理学研究

写真
❶ 共同研究室での団らん
❷ 地理実習での現地調査
❸ 卒論・修論発表会

1 3
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社会学とはいったいどのような学問でしょう
か。自分の心の懊悩から国際的な紛争まで、
あるいは、人間が共同生活を送るにあたって
の秩序の始原から現代世界のポピュラーカル
チャーや流行まで、私たちの目の前や頭のな
かで展開するすべての現象を、個々人の意識
や存在に外在する「社会」という視点で理解
し説明しようとする挑戦的な学問です。
京都大学の社会学教室は、2007 年には創設
100 周年を迎えましたが、その特徴は、社会
の生成と展開について徹底した思索を行う理
論的方向性と、社会調査に基づいて現実を多
面的に解析する実証的方向性を両立させる社
会学にあります。とくに現実の社会に対して
関与し働きかける新しいスタイルの社会学・
社会調査を実践・実験することによって、こ

の特徴をさらに発展させようとしています。
2008 年からは、全大学の社会学分野のなか
で二カ所選抜された教育・研究拠点（GCOE）
として、大学院教育における国際化を推進し、
欧米・アジアの 10 を超えるパートナー拠点
とのあいだで教員、院生の相互交流プログラ
ムを実施しています。グローバル化時代の世
界における移民、福祉、家族、コミュニティ
の変容などについての共同調査・共同研究が
組織されつつあります。
開講科目としては、理論、方法論などの基礎
科目に加え、学内外の多数の社会学研究者が
それぞれ取り組んでいるホットなテーマを講
じる多様な特殊講義を用意しているのが京大
社会学の特徴です。

最近の卒業論文
◯	ワークライフバランスをめぐる現代の若者意識
◯	瀬戸内小島社会に関する地域社会学的研究
◯	戦後の大衆文化における笑いの変容
最近の修士論文
◯	ルーマン理論における合理性
◯	国際比較から見る中国における代理出産
最近の博士論文
◯	シンガポールにおける「多人種主義」と公共住宅団地
に関する社会学的研究
◯	「主体」としてのマイノリティーのアイデンティティ・
マネジメント	―朝鮮学校の民族教育を通して見たアイ
デンティティの新しい可能性―

写真
❶ 伊藤教授の社会学講義
❷ 取材から編集まで学生中心に刊行された『らくた
　 び文庫』
❸ 社会調査実習授業で訪れた三重県熊野市にて1

2
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基礎現代文化学系 

情報・史料学専修
当専修の目的は社会の不可欠要素となった

「情報」を、歴史学、社会学、哲学などを使っ
て研究することです。また、人文学、特に
文献・史料研究への情報技術の応用の教育・
研究もしています。
入門レベルでは、現在の情報社会の問題点
を社会学的・歴史学的手法で分析する方法
を中心に、人文学研究に情報技術を利用す
る方法なども学びます。これらは「現状」
の理解を目指すものですが、専門レベル・
大学院では、そのような現代の問題だけで
なく、社会の情報化の背景となった過去の
思想・哲学を理解することが大きな目的と
なります。たとえば、最近の経済学史・情
報学史では、「社会の情報化」とアダム・ス
ミスに始まる分業論との関係が論じられ、

ライプニッツの普遍記号学と現代情報技術
の関係も数学史的に解明されつつあります
が、こういう深いレベルでの理解を目指し
ます。そのため具体的テーマも、技術史に
とどまらず、経済や産業、数学や論理、な
どの歴史学や社会学等に及びます。
これらの人文学的情報理解のために必要な
基礎的情報技術の学習は、工学部・情報学
研究科の講義で単位をとれるシステムに
なっています。また、図に掲載した文献研
究用システム SMART-GS のようなソフト
ウェアを作ることを研究テーマにする学生・
院生もいますし、それに関連した講義・演
習なども用意されています。

最近の卒業論文
◯	David	Hilbert	の実数論
◯	TCP/IP のデファクトスタンダード化について
最近の修士論文
◯	文献研究用システムSMART-GS
◯	藤本隆宏の産業の分類法に関する検証

写真
❶ 文献研究用ツール SMART-GS で、手書きドイツ語
　 日記から「幾何」という単語を探す。
❷ 日本経済新聞で紹介された文献研究用ツール

SMART-GS

1

2

科学哲学科学史専修は、「科学とは何だろう
か」ということについて哲学や歴史学の切
り口から考える専修です。科学哲学は、科
学のあるべき方法論の考察や、ある分野で
使われる基礎的な概念（たとえば「空間」
とか「自然選択」とか）についての分析な
どを通して科学への理解を深めていきます。
科学史は、学説の移り変わりやある時期に
おける科学と社会の関わりなど、さまざま
な時代・地域における科学のありかたを見
ることで科学の姿を明らかにしていきます。
二人の教員がこうした異なったアプローチ
から行う授業を通して、学生が科学という
ものの姿を立体的にとらえられるようにす
ることが本専修の一つの特色です。
科学を対象とする以上、科学そのものにつ

いての具体的な知識は不可欠です。しかも、
科学と一口にいっても、物理学、生物学、
社会科学、場合によっては数学など、分野
によってそのあり方は非常に多様です。学
生は自分が研究対象として選んだ領域につ
いては教員や先輩のアドバイスを受けなが
ら個別に学んでいます。
もう一つ、本専修の教育上の特色として論
理学を必修科目として指定しています。論
理学は講義を聴いただけでは使えるように
はなりませんので、「実際に使えるようにな
る」ということを重視した演習中心の授業
を行っています。そうした実践的な論理学
の能力は、研究の上で役立つことはもちろ
ん、社会においても役立つスキルとなるこ
とでしょう。

最近の卒業論文
◯	構成的経験論の特徴と問題点
◯	古典統計力学における確率概念	─Gibbs の粗視化と
エントロピーをめぐって
最近の修士論文
◯	共感の分析	―共感過程と共感感情
◯	最小作用の原理	─18世紀力学史における「変分力学」
の伝統を巡って
最近の博士論文
◯	〈害虫〉の環境史	─日本における応用昆虫学の成立と展開

写真
❶ 研究会風景
❷ 専修の紀要『科学哲学科学史研究』

1

2
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現代史学研究室は、旧史学科のもと 1966 年
に設置された、20 世紀世界史を研究分野と
する専修です。
古代以来、世界各地域の間で様々な交流が
存在していたことは広く知られています。
しかし、20 世紀に入ると、人・モノ・カネ・
思想・技術などの地域間移動は、短時間の
うちに世界的な規模で進行するようになり、
質的にも量的にもそれ以前とは比べ物にな
らなくなりました。したがって、20 世紀の
歴史は、ひとつの国や地域の内部で完結す
るものとして捉えることはできません。こ
のような 20 世紀世界の共時的な展開を視野
に入れつつ、アジア、アメリカ、ヨーロッ
パ各地域の歴史を研究することが、現代史
学研究室の目指している領域です。本研究

室では、世界的な思想や運動の潮流、およ
び複数の地域がたどった歴史的展開の相互
の関係に着目し、さらには比較という観点
を導入することによって、現代世界の成り
立ちを世界史的な視点から考察しようとし
ています。
現代史の研究は、研究対象の同時代に生み
出されたさまざまな資料にもとづいて分析
を進める手法をとる点で、歴史学の一分野
です。多くの国々では重要な公文書が公開
されるまでに四半世紀以上の時間を要する
ため、現代そのものを歴史的な手法で研究
するのには、どうしても限界が伴います。
現時点における現代史研究のフロンティア
は、1970 年代から 1980 年代にあると言え
るでしょう。

最近の卒業論文
◯	ドゴールによる対米自立の試み	―ドゴール政権前半期
を中心に
◯	紅衛兵運動とその社会的背景
最近の修士論文
◯	大正政変	―第三次桂内閣の成立とその崩壊
◯	ウィルソン外交とウォルター・リップマン	―新世界秩
序と世論の統合
最近の博士論文
◯	植民地の『政治空間』と朝鮮在住日本人社会
◯	アトリー労働党政権のポーランド人再定住政策	―
1945~1951

1

写真
❶ 文学部所蔵の原敬文書に収められている、西園寺
　 公望から原敬への書簡
❷ マイクロフィルムによるアメリカ外交文書の閲覧

2

20 世紀は、もはや現代ではありません。し
かも、刻一刻と現代から遠ざかりつつあり
ます。しかし、20 世紀の歴史を振りかえる
ことは、現代文化の攻究に有効なだけでな
く、現代社会のさまざまな問題を理解する
ために必要な、根元的アプローチの一つで
す。大衆社会、情報社会、そして、ジェンダー
問題や環境問題、グローバリゼーション、
国民国家、ポストコロニアル社会、などな
ど。これら枚挙にいとまない現代文化と現
代社会の諸問題は、20 世紀に発現するか、
あるいは深化したのです。二十世紀学専修
は、現代文化と現代社会への強い関心を出
発点にしたうえで、前世紀の、文化と社会
のさまざまな現象を考察する場です。また、
歴史学や文学、社会学、現代思想研究など、

既存の諸ディシプリンの方法論を摂取しつ
つ、トランスディシプリンを目指す学びの
場でもあります。これまでの学問がおもに
取り扱ってきた文書資料や造形資料（美術
作品など）はもちろんのこと、20 世紀文化
の象徴といえる映画・テレビやマンガ・ア
ニメ、インターネットなどの、新しいスタ
イルの資料と格闘する場所、それが二十世
紀学専修なのです。

最近の卒業論文
◯	戦中から 1960 年代の日本における山本五十六像の変
遷と「日本人の記憶」
◯	手塚治虫『罪と罰』を読む	―マンガの特性をめぐって
最近の修士論文
◯	西ドイツ社会民主党の初期の環境議論
◯	黄金期韓国少女マンガの特徴
最近の博士論文
◯	米国のコンピュータ開発思想史：	コンピュータを人々
の生活に普及させた思想の一系譜

◯	思想としての文学	―高見順論

写真
❶ 寄託された大伴昌司資料の展覧会案内ビラ
❷ 専修講義「映像メディア論」が一般書になりました
❸ 円谷プロダクション関係者への聞き取り調査の後
　 で…（机上のビニール怪獣は貴重な現代文化資料だ）
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