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客員講座・協力講座 大学院文学研究科には、他大学の教員から構成される客員講座（総合文化学）と人文科学
研究所の教員から構成される協力講座（多元統合人文学）が設置され、大学院教育におい
て重要な役割を担っています。2011 年度の担当教員は下記の通りです。なお、客員講座に
はこのほかに任期 1年以内の外国人客員教授 2名も含まれます。

情報ネットワーク管理室留学生担当講師
情報ネットワーク管理室では、文学部・文学研究科のサーバとネッ
トワークの管理およびセキュリティ対策を行っています。また、
文学部校舎三階にある情報処理端末室（学術情報センター・サテ
ライト）の運営も行っています。

文学部・文学研究科に在籍する留学生の、学業・研究・生活に関
わるさまざまな問題に、関係職員・教員と協力して対応します。
また、留学生向けの広報活動、入学希望者からの問い合わせへの
対応、KUINEP への科目提供も行います。

助教　辻内宣博
１．西洋中世哲学　２．ビュリダンの自然学、倫理学　３．「14世紀に
おける時間と魂との関係ーオッカムとビュリダン」、『西洋中世研究』、
第3号、2011年、pp.151-166；「不対等な関係における友愛の在
処ービュリダンの『ニコマコス倫理学問題集』第8巻」、『中世哲学研
究（VERITAS）』、京大中世哲学研究会、第30号、2011年、
pp.40-55；「スペキエスによる認知作用ービュリダンにおける感覚認
識理論ー」、『アルケー（関西哲学会年報）』、関西哲学会、第15号、
2007年6月、pp.94-105.

講師　海田大輔
１．分析形而上学、心の哲学、物理学の哲学　２．性質と対象の本性、
物理主義と心的因果　３．「因果的排除問題と性質の因果説」『科学
哲学科学史研究』1号（2006）、「傾向生の本質主義的理論に向けて：
プライア説の批判的検討」『哲学研究』第583号（2007）など

客員講座・協力講座・情報ネットワーク管理室

客員講座教員

専攻分野 現在の研究テーマ
客員教授 鵜飼孝造 社会学理論、政治社会学、社会ネットワーク論 グローバリゼーションとネットワーク
客員教授 内田充美 言語学 コーパスを用いた現代英語の変化と変質の研究
客員准教授 福間良明 歴史社会学、メディア史 戦争の記憶と戦後メディア史

協力講座教員

専攻分野 関連専修 現在の研究テーマ
教授 麥谷邦夫 中国思想 中国哲学史 六朝隋唐期の道教思想
教授 高田時雄 言語史 中国語学中国文学 敦煌写本の言語史的研究
教授 富永茂樹 知識社会学 社会学 公共圏と親密圏 -その概念の理論的再検討
教授 水野直樹 朝鮮近現代史 現代史学 植民地期朝鮮の政治と社会
教授 大浦康介 フランス文学、文学・表象理論 フランス語学フランス文学 フィクション論の研究　近代日本における文学理論的研究の歴史的跡づけ
教授 冨谷　至 東洋史学 東洋史学 中国南北朝法制史研究
教授 金　文京 中国文学 中国語学中国文学 中国近世の戯曲・小説
教授 井波陵一 中国文学 中国語学中国文学 紅楼夢、王国維
教授 武田時昌 中国科学思想史 中国哲学史 中国科学のパラダイム形成
教授 藤井正人 インド学（ヴェーダ） インド古典史 ヴェーダ文献の生成と伝承の研究
教授 岩井茂樹 東洋史学 東洋史学 近世東アジアにおける貿易関係と外交儀礼
教授 浅原達郎 中国古代史 東洋史学 中国古文字学
教授 岡村秀典 中国考古学 考古学 東アジアにおける国家形成とユーラシア東西交渉史
教授 竹沢泰子 人種・エスニシティ論、移民研究 社会学 アジアの視点からの人種理論の再構築
教授 稲葉　穣 中央アジア史 西南アジア史学 文化接触領域としての歴史的アフガニスタン
教授 船山　徹 仏教思想史 仏教学 中国中世における仏教の学術と実践
教授 高木博志 日本近代史 現代史学 近代天皇制の文化史的研究
准教授 岡田暁生 西洋音楽史 ドイツ語学ドイツ文学 第一次大戦と音楽　メロドラマ、ジャズの語法
准教授 池田　巧 漢藏語方言史 中国語学中国文学 羌系諸語の類型構造と史的変遷の解明
准教授 石川禎浩 中国近代史 現代史学 中国共産党史
准教授 岩城卓二 日本近世史 日本史学 幕末社会論
准教授 矢木　毅 朝鮮中世近世史 東洋史学 朝鮮前近代における政治史及び政治制度史の研究
准教授 王寺賢太 社会思想史 フランス語学フランス文学 18 世紀フランスの歴史叙述と政治思想
准教授 伊藤順二 西洋史学 西洋史学 第一次世界大戦におけるロシアとオスマン帝国
准教授 小関　隆 イギリス・アイルランド近現代史 西洋史学 第一次世界大戦期のイギリスとアイルランド
准教授 井上　衛 中国近代社会経済史 現代史学 近代華南沿海の社会経済制度の変容
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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」

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」は、2008	年よ
り 5	年間、日本学術振興会の助成を受けて実施している拠点形成プログラムです。文学研
究科を中心に、人間・環境学研究科、教育学研究科、農学研究科、法学研究科、経済学研
究科、人文科学研究所、地域研究統合情報センターという 6	研究科と 2つの研究所が連合
して進めています。現代はグローバル化、人口高齢化、福祉国家の再編などのマクロな変
化と、家族生活や親密な人々との関係などに関わるミクロな変化が、相互に影響しながら
同時進行しています。そこから生まれる問題と可能性を考え、生活者の視点からの制度設
計の提案につなげていきたいというのがわたしたちの COE のねらいです。わたしたちのこ
のような考えに共鳴して、共に活動してくださる「海外パートナー拠点」は、4年間で世界
21 地域（アジア 11 地域、ヨーロッパ 7地域、北米 2地域、オセアニア 1地域）の 32 の
大学・研究機関にまで増えました。「アジア版エラスムス・パイロット計画」と名付けた教
員と若手研究者の相互交換、世界から数十人規模の若手研究者が参加する「次世代グロー
バルワークショップ」の毎年開催といった教育活動、「アジア家族数量調査」をはじめとす
るさまざまな国際研究プロジェクトを共に実施しています。英文学術誌Journal	of	Intimate	
and	Public	Spheres	の刊行、アジアの主要研究を集めたAsian	Families	and	Intimacy	の刊行
準備など、アジアを中心とする知のグローバルネットワークのインフラ作りも進み、2011
年度には親密圏／公共圏研究コンソーシアムが設立され、2012 年度にはアジア親密圏／公
共圏教育研究センターが開設されました。

特定准教授　森本一彦
1. 民俗学・歴史社会学　2. 地縁社会論、民俗宗教、近世家族　3.『先祖祭祀と家の確立ー「半檀家」か
ら一家一寺へ』（ミネルヴァ書房、2006）“Rethinking le (A Japanese Traditional Family):Focusing 
on Relationship between Wife and Her Parents’ Home”, Journal of Intimate and Public Spheres, 
vol.1（2011）、「座講の開放性と閉鎖性ー和歌山県橋本市の事例」『国立歴史民族博物館研究報告書』
163号（2011）、高野町史編纂委員会編『高野町史』民俗編（2012）、東近江市編纂委員会編『東近江市
史　能登川の歴史』資料・民俗編（2012）

特定准教授　安里和晃
1. 移民研究　2. 移民政策、人口構成の変化と人の国際移動　3. 安里和晃編著『労働鎖国ニッポンの崩
壊ー人口減少社会の担い手はだれか』（ダイヤモンド社、2011）、「EPA　看護師候補者に関する労働条
件と二重労働市場形成」五十嵐泰正編『労働再審② 超越する労働と〈移民〉』（大月書店、2010）、「少子
高齢化社会における移民政策と日本語教育」田尻英三・大津由起雄編『言語政策を問う！』（ひつじ書房、
2010）

拠点リーダー	
落合恵美子

グローバル COE プログラム

『アジア女性と親密性の労働』
落合恵美子・赤枝香奈子編

海外パートナー拠点
（21 地域 32 拠点）
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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

応用哲学・倫理学教育センター

アジア親密圏／
公共圏教育研究センター

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 100万冊を超え、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教
育研究にとって必要不可欠という本学部・研究科の一貫した方針に基づいたものです。本館閲覧
室は 99席で、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、15 席）にまとめて収蔵しています。

「応用哲学・倫理学教育センター」は、2012 年 4月に設置されたばかりの新しいセンターです。
大学は誕生以来、専門職の養成をその主たる任務としてきました。現在においても、専門職
教育は大学の果たすべき役割の主要なひとつであり続けています。専門職は、それのみが行
使できる職業上の権限が強大であり、その社会的影響力の大きさからして、一般人とは異なっ
た倫理的義務が課せられている存在であるといえるでしょう。大学が今なお専門職の養成機
関であり続けている以上、そこにはその製造物、つまりは卒業生に関する高度の品質保証が
求められていることはまちがいなく、科学技術の社会に与える影響の増大を考えれば、その
要請はますます増えているといっても過言ではないはずです。本センターのひとつの目的は、
これまでそれぞれの専門別に教育されてきた専門職倫理というものを大学院レベルにおいて
総合的に教育、研究することにあります。現在は、大学院横断型授業の提供やセミナーの開
催などを通じて、クリティカルシンキング、科学技術社会論を含めた広い意味での応用哲学、
倫理学を教育、研究する基盤整備を目指しています。

2012 年 4月に発足した新しいセンターです。2008 年度より文学研究科が中心となり実施し
てきた研究科横断的なグローバルCOE「親密圏と公共圏の再構築をめざすアジア拠点」の最
終年にあたり、その活動を継続発展させるために設置されました。「親密圏」とは、家族が
多様化し、家族の外に生きる人も少なくなくなった時代に対応し、親しい人たちとの多様な
関係のありかたをさすために使われるようになった言葉です。現在、世界は大きな転換期に
ありますが、その転換の特徴は、福祉国家の変容やグローバル化などの公的世界の変容と、
家族や個人生活の変化が同時に起こり、しかも相互に深く影響し合っていることにあります。
この転換は世界的なものですが、地域的な特性もあります。そこで本センターはこの転換
を「親密圏と公共圏の再構成」ととらえ、特に「アジア」の視点からこの課題に接近するこ
とにより、この巨大な社会変動のロジックを解明する学問分野を構築し推進することをミッ
ションとします。このようなグローバルな課題の追究には国際連携が欠かせないので、本セ
ンターは世界 21社会の 32大学・研究機関（2012 年 6月現在）と結成した「親密圏 /公共
圏研究コンソーシアム」と協働して研究を進めると共に、学生や教員の交換によるグローバ
ル人材育成にも貢献していきます。

附属施設
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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 15 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。

京都大学大学院
文学研究科主催の
シンポジウム

京都大學
文學部研究紀要

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 51 号までが刊行され、全文が	http://repository.kulib.
kyoto-u.ac.jp/dspace/　で公開されています。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

第 15 回 2010年12月18日・19日 『善の研究』刊行百周年記念

第 16 回 2011年12月17日 古代日本とユーラシアーユーラシア文明の越境と架橋にむけてー

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―」

第50号
（2011年）

田中和子・木津祐子「国立故宮博物院蔵『山西辺垣図』および『山西三関辺垣図』と京都大学蔵『山西辺垣布陣
図』との比較／吉本道雅「遼史世表疏証」／服部良久「フリードリヒ一世・バルバロッサの宮廷とコミュニケー
ション―儀礼・争い・秩序」／家入葉子	Early	Modern	English	Prose	Selections:	Directions	in	Historical	Corpus	
Linguistics ／佐藤昭裕「古ロシア語と古教会スラブ語における指示代名詞 sь,	onъ,	tъについて」／宮内弘「ラー
キンのロマンティック詩における形式」／吉田豊「ソグド人と古代のチュルク族との関係に関する三つの覚え書き」

第51号
（2012年）

田中和子・木津祐子・宇佐美文理「国立故宮博物院ならびに京都大学所蔵の「山西辺垣図群」の描図パターン
の比較と分類」／木津祐子「「官話」の現地化	:	長崎通事書の二重他動詞「把」と琉球通事書の処置文」／ IYEIRI	
Yoko「Textual	Transmission	and	Language	Change	in	the	Fifteenth	Century	 :	John	Trevisa’s	Middle	English	
Translation	of	Higden’s	Polychronicon」／	服部良久「ヨーロッパ中・近世史におけるアルプス地域	: 山岳地方に
おける社会・国家・コミュニケーション」／	吉本道雅「契丹國志疏證」


