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　京都大学文学部は 1906 年（明治 39 年）に京都帝

国大学文科大学として開設され、百年を超える歴史

のなかで教育・研究活動を続けてきました。本学部

は哲学科、史学科、文学科の 3 学科 24 講座から出

発しましたが、1995 年から 96 年にかけての改組・

大学院重点化により、現在、文学部・文学研究科で

は 32（大学院では 31）の専修が、東洋文献文化学、

西洋文献文化学、思想文化学、歴史文化学、行動文

化学、現代文化学という 6 つの専攻（系）に再編され、

現在に至っています（学部の系の名称は多少異なり

ます。詳しくは４ページの「研究教育組織」をご参

照下さい）。

　文学部・文学研究科の教育・研究の内容は、一般

に「人文学」と呼ばれるものです。人文学の対象は、

過去・現在の人間の営み全般であり、日常の生業（な

りわい）、家族生活、文化的・知的な活動、政治的

行為など実に広範囲にわたります。そのような営み

を把握し、意味づけるために、人文学ではモノ、テ

クスト、芸術作品など人間が過去に遺した痕跡を手

掛かりとします。さらに文学部・文学研究科には現

代社会を対象とするフィールド調査を行う分野（地

理学、社会学など）や、心理学のように実験・観察

を中心とする分野も含まれます。このように文学部・

文学研究科の学問における人間と社会へのアプロー

チは、きわめて幅広く、多様であり、それらは総じ

て「人間学」だと言えましょう。

　　現在私たちは、グローバリゼーションの只中に

置かれています。地球規模での経済・生活・情報の

ネットワークの稠密化、そして相互の依存と影響の

関係を強めるグローバリゼーションは、格差、不平

等、環境破壊など深刻な問題をも生じさせました。

これらの問題の解決は地球規模で検討されねばなら

ず、そのために地球を一つの共同体と考えることは、

不可欠だと言ってよいでしょう。しかしこの地球＝

ひとつの世界を構成するのは、言うまでもなく多様

な言語・歴史・文化・価値観を持つ国、地域、民族

であり、グローバリゼーションのなかでそれらの平

和な共存と繁栄を実現するためには、人文学により

文学部・文学研究科　
―平和と共生の人文学・人間学―
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培われた、諸国、諸民族、諸地域の歴史・文化への

深い理解に基づく、確かな判断力が必要なのです。

多様な専門領域を通じてそのような人類社会の共生

に貢献することをめざす文学部・文学研究科の教育・

研究の役割を、私たちは「人文知の多元的拠点」と

表現しています。

　文学部・文学研究科の教育・研究は 30 余りの専

修に分かれていますが、学生諸君は各専修に分属し

た後にも、各系の他専修の講義や演習を履修し、ま

たさらに系の枠をも越えて広く学ぶことができるよ

うにカリキュラムが工夫されています。狭く一専門

に閉じこもらず、隣接分野へと視野を広げること、

そのようにして、グローバルな平和に貢献しうる知

的基盤を拡充することは、まさに現代の人文学に求

められている重要な課題だと言えましょう。また東

日本大震災以来、私たちは日本の国家と社会の過去

と現在を、科学技術や環境問題をもふまえて捉え直

し、持続可能な社会の将来像を地球規模で考えると

いう、さし迫った課題に直面しています。対話と相

互理解に基づく人類の平和な共生のために、文学部・

文学研究科の教育・研究の果たすべき役割は、いっ

そう重要だと言えるのです。

　文学部・文学研究科ではもちろん、教員は学生諸

君のために、各専門分野に固有の方法や読むべき文

献について、手ほどきをし、また専門研究の成果を

講義などで披露します。しかし学生諸君が何をどの

ように学び、どのような知的体験をするのかは、自

身の動機・関心と意欲・熱意にかかっています。そ

して自分の主体的な関心と熱意を持って専門の扉を

叩けば、開かれる扉の内には限りなく広く美しい世

界が待っています。そこでどのようにふるまい、ど

こに向かって歩むのか、それは誰の指示でもなく、

学生諸君の思考と判断に委ねられます。その意味で

文学部・文学研究科では、他学部にも増して「自学・

自習」が求められるのだということをご理解下さい。

さあ、勇気を持ってまず文学部・文学研究科の門を

叩いてみませんか。

　　　　　　　 2012 年 4 月　

文学研究科長・文学部長　服部良久
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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

2012（平成 24） 4 応用哲学・倫理学教育研究センターを設置

4 アジア親密圏／公共圏教育研究センターを設置

年譜
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東洋文献文化学

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・院生が個性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
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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なによりも要求されます。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


