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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　

教授　大槻　信
1.国語学　2.古代日本語の歴史的研究　3.「平安時代の辞書につ
いての覚書」『國文學』（学燈社）第50巻5号（2005）、「辞書と材料̶和
訓の収集̶」石塚晴通教授退職記念会編『日本学・敦煌学・漢文訓読
の新展開』（汲古書院、2005）、「天理図書館蔵『シヤカニヨライネン
シユノシタイ』（釈迦如来念誦次第）̶ 片仮名本の成立̶」『ビブリア』
124号（2005）

助教　河村瑛子
1.近世文学　2.近世前期・中期の俳文学　3.「古俳諧の異国観―南
蛮・黒船・いぎりす・おらんだ考」『国語国文』83-1号（2014）、「上方版

『私可多咄』考」『近世文芸』100号（2014）、「古俳諧の擬態語表現」
『連歌俳諧研究』131 号（2016）

教授　金光桂子
1.中古・中世文学　2.中古・中世の王朝物語、室町物語　3.『中世の
王朝物語 享受と創造』（臨川書店、2017）、『時雨物語絵巻の研究』

（共著、臨川書店、2016）、「『逢坂越えぬ権中納言』の主人公と『源氏
物語』―「さまよき人もなかりける」をめぐって―」『京都語文』23号

（2016）

写真　❶ 毎年、学部生・大学院生・教員総出で研修旅行を
　 　　　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。

　本専修は、国語学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
◯和歌における「まどひ」と「まよひ」
◯「うつつ」考 

最近の博士論文
◯『石清水物語』及び「『苔の衣』の研究
◯鏡花文学の研究
◯ロドリゲス日本大文典の研究

最近の修士論文
◯『うつほ物語』「春日詣」の和歌・和歌序について
◯上代の「反事実」仮想と「む」「まし」

国語学国文学専修
DEPARTMENT OF JAPANESE LANGUAGE AND LITERATURE
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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　

教授　平田昌司
1.中国語学・近代中国　2.中国における言語と制度、近代中国文学
の形成過程　3.『文化制度和漢語史』(文化制度と中国語史)（北京大
学出版社、2016）、「「仁義礼智」を捨てよう－中央研究院歴史語言研
究所の出現」（2014）、『『孫子』－解答のない兵法』（岩波書店、2009）

准教授　緑川英樹
1.中国古典文学　2.宋詩の形成と受容、及び文学理論の展開をめ
ぐる諸問題　3.「雨中の花―陳与義の詠雨詩と杜甫（二）―」『中国
文学報』第85冊（2014）、『韓愈詩訳注』（共編著、研文出版、2015～）、

「山谷詩在日本五山禅林的流伝与閲読―以万里集九《帳中香》為
例」『新宋学』第6輯（2017）、『文選 詩篇』（共著、岩波文庫、2018）

教授　木津祐子
1.中国語学史　2.近世中国語、中国周縁地域の官話教育史　3.『京
都大学文学研究科蔵 琉球写本《人中畫》四巻付《白姓》』（臨川書店，
2013）、「「崎陽の学」と萩生徂徠ー異言語理解の方法を巡って」

（2016）、「不定指称としての“一箇”成立前史 『̶朱子語類』の場合
̶」『中国語学』291（2014）

　『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
◯黄庭堅の書論について
◯『儒林外史』について

最近の博士論文
◯中世日本に於ける四書の受容と学風の転換
◯言語地理学的手法をもちいた漢語語彙史研究

最近の修士論文
◯高橋和己の初期中国文学研究
◯朝鮮版『龍龕手鑑』について
◯近現代文学における晩明文人王思任の受容

写真　❶ 本研究室蔵の貴重資料より
　　　❷ 第6回京大復旦香港城大東アジア論壇で討論
　　　❸ 2018年研究室お花見風景

中国語学中国文学専修
DEPARTMENT OF CHINESE LANGUAGE AND LITERATURE
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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　

教授　宇佐美文理
1.中国近世思想史　2.中国思想史における「形」をめぐる諸問題　
3.『『歴代名画記』＜気＞の芸術論』（岩波書店、2010）、「六朝時代に
おける「信仰」の素描」（『三教交渉論叢續編』、2011）、『中国絵画入
門』（岩波新書、2014）、『中国藝術理論史研究』（創文社、2015）

准教授　池田恭哉
1.中国中世思想史　2.南北朝から隋の士大夫とその思想　3.「王通
と『中説』の受容と評価―その時代的な変遷をたどって」（『東方学』
128、2014）、「甄琛から見る北魏という時代」（『東洋史研究』75-4、
2017）、『南北朝時代の士大夫と社会』（研文出版、2018）

写真　❶ ❷授業風景
　　　❸ 歴代の研究室刊行雑誌

　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。

最近の卒業論文
◯東坡書伝の基礎的研究
◯徐光啓の農政全書における荒政思想の体系
◯司馬遷と二劉の学問 
◯荀子と董仲舒の天人関係の系譜
○王充と司馬遷

最近の博士論文
○道学の展開 
○中国近世『儀礼』学の研究

最近の修士論文
◯焦循の易学思想について
◯明代周礼学研究 
○元代農書の風土論

中国哲学史専修
DEPARTMENT OF HISTORY OF CHINESE PHILOSOPHY
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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　

教授　横地優子
1.ヒンドゥー教史・サンスクリット文学　2.インド中世初期における
シヴァ教神話の変遷、古典詩研究　3.小倉泰・横地優子訳注『ヒンド
ゥー教の聖典二篇：ギーダ・ゴーヴィンダ、デーヴィー・マーハートミ
ャ』（平凡社、2000）、The Skandapurana Volume III. The Vindhyava-
sini Cycle. (Brill & Egbert Forsten, Leiden & Groningen, 2013)

特任教授（JGP）　ディヴァカル・アーチャールヤ
1.インドの宗教と哲学　2.ネパールで発見された原写本に基づく
最初期パンチャラートラ派文献の校訂研究　
3.The Little Clay Cart by S’ūdraka. [序文、テキストと英訳]. The Clay 
Sanskrit Library Vol.49. (New York University Press/ JJC Foundation. 
2009), Early tantric Vais.n. avism : three newly discovered works of the 
Pañcarātra : the Svāyambhuvapañcarātra, Devāmr.tapañcarātra and 
As.t.ādas’avidhāna. Collection Indologie, 129; Early Tantra series, 2 
(Institut français de Pondichéry, EFEO, 2015)

特定講師　アンドレイ・クレバノフ
1.サンスクリット文献学　2.サンスクリット伝統文法学と詩論、近世・
近現代のサンスクリット教育法　
3.The Commentaries on kāvya: Texts composed while copying. A 
Critical Study of the Manuscripts of selected Commentaries on the 
Kirātārjunīya, a Court Epic in Sanskrit (PhD dessertation, 2017)

准教授　ソームデーヴ・ヴァースデーヴァ
1.インドの思想　2.シヴァ教の思想史、詩論研究　
3.The Yoga of the Mālinīvijayottaratantra. Collection Indologie 97. 
(Pondichéry, 2004); The recognition of S’akuntalā by Kālidāsa. [序
文、テキストと英訳]. The Clay Sanskrit Library. (New York University 
Press & JJC Foundation, 2006)

　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。
　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。

最近の卒業論文
◯『ハリヴァンシャ』の「ピトリカルパ」における
　〈父祖たち〉の概念
◯インドにおける馬学
◯Vajrasūcī 研究
　―古代インドにおける身分制の考察―

最近の博士論文
◯Word and its Perception: A Study of the Sphota-
　siddhi of Mandanamísra
◯The Khan. d. akhādyaka with the Commentary of 
　Utpala―Study, Translation, Mathematical Notes 
　and Critical Text―

最近の修士論文
◯インド古典文学における暗示表現
　―Āryasaptaśatīにおけるdhvaniの用法―
◯ダラニ(dhāran.ī)文化の発祥と伝播
　―比叡梵字石碑をめぐって―
◯The Definition of pramān.a of the Mīmām. sā 
　School in the First Chapter of Jayantabhat.t.a's 
　Nyāyamañjarī

写真　❶ 2014年8月に大雪山公園天人峡にて主催した第9回国際集中サンスクリット
　　　　 合宿における野外輪読風景
　　　❷ ジュニア・オープン・キャンパスのポスターセッション用のポスター（学生製作）

インド古典学専修
DEPARTMENT OF INDOLOGICAL STUDIES
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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　

教授　宮崎　泉
1.インド・チベット仏教学　2.インド大乗仏教とそのチベットへの伝播の研究　
3.“Atis’a (Dīpam. karas’rījñāna) ‒ His Philosophy, Practice and its Sources,” The Memoirs of the 
Research Department of the Toyo  Bunko, 65(2007)、『禅定灯明論』に説かれる漸門派説について、

『仏教史学研究』51-1(2008)、インド大乗仏教における解脱の思想と慈悲、『日本の哲学』12(2011)、
Atis’aの如来蔵思想―その典拠と大中―、『印度学佛教学研究』 65-2 (2017)

写真　❶ デルゲ版チベット大蔵経『般若経』
　　　❷ 予餞会風景（07年2月）

　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
○『宝性論』と『仏性論』における法身について
　̶如来蔵に関する九つの比喩を中心に̶
○大乗『涅槃経』「問菩薩品」における一闡提と悪比丘

最近の修士論文
◯Gāthārthasam. grahaの研究
　 『̶法句』諸注釈との比較を中心としてー
◯『般若波羅蜜多円集要義釈論』の研究
　ーDignāgaとTriratnadāsaの十六空理解を中心にー
○『瑜伽師地論』「声聞地」の修道論における無常の
　研究
○Karmasiddhit. īkāの研究̶瑜伽行派と一致する
　業論ならびに関連する諸問題̶

最近の博士論文
◯中観派が説く諸法の体系
　―月称造『中観五蘊論』研究― 
○瑜伽行派における種姓説の展開
　̶初期瑜伽行派から中期瑜伽行派へ̶

仏教学専修
DEPARTMENT OF BUDDHIST STUDIES

東洋文化学系   DIVISION OF PHILOLOGY AND LITERATURE EASTERN

❶

❷


