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文学研究科シンポジウム・文学部研究紀要

1996（平成 8）年から、文学研究科では、研究科内の研究状況を相互に理解し、また市民にも
広く文学研究科の研究活動の一端を紹介するために、シンポジウムを企画しました。現在に至
るまでに 14 回のシンポジウムが行われており、その開催日時とテーマを以下に列記します。な
お、第 6 回以降は文学部同窓会京大以文会の後援を得ています。また、第 8 回、第 9 回、第 10
回、第 11 回は 21 世紀 COE プログラム「グローバル化時代の多元的人文学の拠点形成」（代表：
紀平英作教授）との、第 14 回はグローバル COE プログラム「親密圏と公共圏の再編成をめざす
アジア拠点」（代表：落合恵美子教授）との共催でした。 

文学部の前身である文科大学の時代に、史学科を母体とした史学研究会が『史林』を、哲学科を
母体とした京都哲学会が『哲学研究』を学術誌として創刊し（1916 年）、さらに、文科大学全体
を基盤にした京都文学会によって雑誌『藝文』が刊行されました。『史林』と『哲学研究』はわ
が国を代表する学術誌として、それぞれの学会から刊行され続けていますが、研究の専門分化が
進む中で、『藝文』は 1931 年に終刊となり、文科大学、文学部全体の定期刊行物はなくなりました。
1949 年に発足した新制京都大学の文学部は、1952 年に文学部教官の研究成果発表の定期刊行物
として『京都大學文學部研究紀要』の刊行を始めました。以後、ほぼ毎年 1 回発行されて今日
までに第 49 号までが刊行されています。最近の 5 号分の題目を以下に列記します。

第 1 回 1996年11月30日 創立期の京大文科 ―東洋学の群像―
西欧における表象文化 ―文学と芸術の間―

第 2 回 1997年11月29日 人文的教養のゆくえ

第 3 回 1998年11月28日 高度情報化時代の人文学

第 4 回 1999年11月27日 病い ―その思想と文化―

第 5 回 2000年12月9日 古代人のメソドロジー  ―人間性の原点を探る21世紀の歴史学―

第 6 回 2001年12月1日 日本文化の基点 ―中世から近世へー

第 7 回 2002年11月30日
　　　 12月2日

歴史の現在を問う
 「自然という文化」の射程

第 8 回 2003年12月6日 文学と言語にみる異文化意識

第 9 回 2004年12月4日 空間の行動文化学

第 10 回 2005年12月17日 京都と北京 : 光の交わるところ ―学問知から人類知へ―

第 11 回 2006年12月2日 グローバル化時代の人文学 ―対話と寛容の知を求めて―

第 12 回 2007年12月2日 世界地図と世界文学
　地図が人類史をかえる
　文学が世界をつなぐ

第 13 回 2008年12月13日
　　　　　 14日

世界の中の『源氏物語』―その普遍性と現代性―

第 14 回 2009年12月5日 変容する親密圏／公共圏
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第45号
（2006年）

氣多雅子「事実と事実性 ―ハイデッガーとアーレントを中心に―」／吉本道雅「史記匈奴列伝疏証 ―上
古から冒頓単于まで―／服部良久「13 世紀のドイツ北西部における紛争解決と政治秩序」／ 齊藤泰弘

「ゴルドーニの『イギリスの哲学者』をめぐる論争について（その 1） ―ヤコッベ・モンドウィルは高貴
な哲学者か、それとも卑しい家庭教師なのか―」／宮内 弘「ラーキンのエレジーと死に関わる詩をめぐって」

第46号 
（2007年）

勝山清次「伊勢内宮祭神の中世的変容 ―皇祖神と国主神―」／吉本道雅「山海経研究序説」／白井
聡子「ダパ語における「視点」を示す二系列の助動詞」／服部良久「中・近世の村落間紛争と地
域社会―ヨーロッパ・アルプス地方と日本―」／松村朋彦「ローマのカーニヴァルとドイツ文学 ―ゲー
テと E・T・A ホフマン―」／宮崎 泉「『中観優波提舎開宝篋』テキスト・訳注」

第47号
（2008年）

吉本道雅「中国先秦時代の貊」／田中和子「エレン・チャーチル・センプルの生きた時代と彼女
の地理学研究 ―恩師ラッツェル宛て書簡と同窓生通信を手がかりに―」／久保一之「 ナヴァーイー（ミール・
アリーシール）の社会観 ―Mahbub al-qulub 第 1 章日本語訳（付 . ローマ字転写校訂テキスト）― ／高嶋　航

「「満州国」の誕生と極東スポーツ界の再編」／松村朋彦「根源としての東方」―ゲーテ時代のドイツ
文学のオリエント像―」／佐藤昭裕「『過ぎし年月の物語』の文体と『コンスタンティノス伝』『メト
ディオス伝』の言語 ―対照研究の試み―」／勝山清次「「伊勢内宮祭神の中世的変容」補訂」

第48号
（2009年）

吉本道雅「濊貊考」／齊藤泰弘「ゴルドーニの『イギリスの哲学者』をめぐる論争について（その 2） 
―ヤコッベの《アパティア》（情念への無関心）は、情念に対する理性の勝利か、それとも情念の無意識裡の抑圧なのか―」
Katsumi Mimaki and Samten Karmay 「Nine Vehicles of the Southern Treasury (lho gter gyi theg pa dgu) as 
presented in the Bon sgo gsal byed of Tre ston rGyal mtshan dpal, Part One: First Four Vehicles –Annotated 
Translation– ／宮内 弘「イェイツ、ハーディ、ラーキンにおける形式と内容」

第49号
（2010年）

田中和子・木津祐子・宇佐美文理「『山西鎮辺垣布陣図』（仮称）に関する地理学、文献学、絵画
論的調査―予備的考察」／吉本道雅「烏桓史研究序説」／ Katsumi Mimaki and Samten Karmay「Nine 
Vehicles of the Southern Treasury (lho gter gyi theg pa dgu) as presented in the Bon sgo gsal byed of Tre 
ston rGyal mtshan dpal, Part Two: Last Five Vehicles -Annotated Translation-」／服部良久「初期シュタウフェ
ン朝時代の紛争解決と政治秩序―国王と「ヴェルフェン家」の対立をめぐって―」／齊藤泰弘「無原罪の
聖母の祭壇画になぜ幼児の洗礼者ヨハネが登場するのか？―ベルナルディーノ・デ・ブスティの『マリアー
レ』とレオナルドの「岩窟の聖母」の関係について―」／宮内　弘「英米詩における形式と内容―「重ね合
わせ」と「埋め込み」の手法―」／高嶋　航「戦時下の平和の祭典―幻の東京オリンピックと極東スポーツ界―」
／吉田　豊「新出のソグド語資料について―新米書記の父への手紙から：西厳寺橘資料の紹介を兼ねて―」

賀茂川に懸かる御薗橋を東に渡ると上賀茂神社、反対に西に向かって大宮通に出ると右手
にイスラーム神学校の様式を模した羽田記念館の建物があります。羽田記念館は、我が国
における内陸アジア研究の先駆者であり、京大の第 12 代総長であった羽田亨博士の業績を
顕彰しこの分野の研究の進展に資することを目的として、三島海雲記念財団や武田薬品株
式会社などの寄付を得て 1966 年に建てられました。設計者は本学工学部の故増田友也教
授です。以来、我が国における内陸アジア研究の中心的な施設として、国際会議、講演会、
様々な研究会の会場となり、また重要な学術出版を行ってきました。主として内陸アジア・
西アジア地域に関するおよそ 1 万点の蔵書があり、研究者の利用に供されています。（現在
では帯出禁止の貴重書を除き、文学研究科図書館で手続きをして取り寄せることが出来ま
す。）羽田記念館は建設以来「内陸アジア研究所」と称されていましたが、2004 年には「ユー
ラシア文化研究センター」に名称を改め、正式に文学研究科の附属研究施設になりました。
これにともなって、文学研究科の教員と部外の専門家の合計およそ 40 人を研究員として、
ユーラシアの様々な文化について歴史・言語・宗教の 3 つの分野を中心に研究を進める態
勢が整えられています。記念館で開催される講演会や講習会は関心を有する全てのひとに
開かれています。

ユーラシア文化研究センター
（羽田記念館）

文学研究科図書館 文学研究科図書館は、前身の京都帝国大学文科大学から数えて 100 年を超える歴史がありま
す。現在までに収集蓄積してきた教育・研究資料は約 100 万冊、近年は毎年 2 万冊ずつ増え
ています。本図書館では、文学部および文学研究科の学生、院生、教職員は誰でも書庫に入
り資料を手にとって閲覧することを認めています。これは、原資料に直接触れることができ
る環境が文学研究にとって必要不可欠という本学の一貫した方針に基づいています。書庫は
地下の 1、2 階にあり資料は 34 専修（分野）ごとにそれぞれ独自の分類体系に基づいて配架
されています。本図書館所蔵資料の中で特別に貴重な資料約 7,800 冊については「貴重書」
として書庫内に別置しています。あわせて本図書館には、主に文学部教授の旧蔵書を受入れ、
個人名を冠した 30 の「特殊文庫」があります。この中には哲学の西田幾多郎や画家の須田
国太郎の旧蔵書もあり、特殊文庫の総冊数は約 82,000 冊にのぼります。本図書館所蔵資料は、

「特殊文庫」も含めて貸出をしています（ただし「貴重書」は閲覧のみ）。貸出冊数は、学生
は 25 冊まで、院生は 40 冊まで、貸出期間はいずれも 2 か月間です。また、雑誌は文学部東
館北棟の学術雑誌閲覧室（laj）にまとめて収容しています。

附属施設




