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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　高橋宏幸
1.ラテン文学　2.文学に見る「ローマ人」像の形成　3.『はじめて学
ぶラテン文学史』（編著、ミネルヴァ書房、2008）、『カエサル『ガリア
戦記』歴史を刻む剣とペン』（岩波書店，2009）

准教授　マルティン・チエシュコ
1.ギリシア文学　2.ギリシア悲劇、喜劇（アリストパネース）　
3.Menander and the Expectations of his Audience, DPhil Thesis 
(Oxford, 2005) 

　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、その根底にある神話と宗教、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、恋愛詩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
◯メナンドロス『Dyscolus』における人物描写
◯『アエネーイス』における愛と悲しみ

最近の博士論文
◯エウリーピデース『ヒッポリュトス』の研究
◯オウィディウス『名高き女たちの手紙』における
　ギリシア神話の諸相

最近の修士論文
◯アイアスの狂気と神の介入
◯マーニーリウス『アストロノミカ』第1巻序歌の研究

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

西洋古典学専修
DEPARTMENT OF CLASSICS

西洋文化学系   DIVISION OF PHILOLOGY AND LITERATURE WESTERN
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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　中村唯史
1.近現代ロシア文学、ソ連文化論　2.ロシア文学・思想における歴史と記憶の表象、と
くに自伝的言説の研究　3.『自叙の迷宮：近代ロシア文化における自伝的言説』（共編
著、水声社、2018）、『映像の中の冷戦後世界：ロシア・ドイツ・東欧研究とフィルム・ア
ーカイブ』（共編著、山形大学出版会、2013）、『再考ロシア・フォルマリズム：言語、メデ
ィア、知覚』（共編著、せりか書房、2012）

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 スラブ特殊講義風景

　本専修の研究対象は、東はロシア、ウクライナ、ベラルーシ、西はポーランド、チェ
コ、スロヴァキア、そして南はバルカン半島のブルガリアや旧ユーゴスラヴィア諸
国まで、ユーラシア大陸の広大な地域に居住するスラブ諸民族の文学・言語・文化
です。共通の伝統を保持する一方で、多くは独立した国家と言語を有し、きわめて
多様なスラブ文化のすべてを網羅的に把握することはできません。しかし大切なの
は、特定の作家や作品を研究対象とする場合でも、できるだけ多くの知識に基づき、
広い視野に立って考察することです。
　ドストエフスキー、トルストイ、チェーホフなどの近代ロシア文学が明治以降の
日本文学に深甚な影響を及ぼしてきたこともあって、日本のスラブ研究は伝統的に、
主にロシアを対象として発展してきました。しかし、それ以外の分野や地域につい
ても、最近は研究が本格化しています。
　本専修では、このような事情を踏まえて、ロシアの文学・言語・文化の研究を軸
としつつ、スラブの多様な言語・文学・文化を自由に学べる環境を整えることを目
標としています。そのために、できるだけ幅広い内容の授業を行う努力をしています。
　学生・院生諸君の関心は、文学や言語はもちろん、文献学から映画、絵画、音楽
まで多様です。本専修の学生に求めたいのは、文献を読み解くために必要な語学力
を習得し、自分の関心をどんどん拡げていこうとする意欲と、ときには教員との議
論も辞さないような自主的かつ開かれた研究姿勢です。

最近の卒業論文
◯スターリン時代のソ連の音楽政策に対する
　ショスタコーヴィチの反応
◯ミハイル・ヴルーベリの「デーモン」表象について
◯レフ・トルストイ『復活』論
◯横光利一におけるドストエフスキーの影響

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
◯古期ロシア語（11世紀―14世紀）における不定形
　構文の用法

最近の修士論文
◯チェーホフの『谷間』について
　―人物分析とテーマ考察―
◯ロシア語の“u＋生格”の構文における「主語」と
　「主体」及び「主題」の概念について
◯ロシア語における移動アクセントパラダイムへの
　文体の影響
　―17世紀後半の古儀式派文献を事例として―
◯クズネツォフ・トゥリャーニン論
　―その自然観と文明観を中心に―

スラブ語学スラブ文学専修
DEPARTMENT OF SLAVIC LANGUAGES AND LITERATURES

西洋文化学系   DIVISION OF PHILOLOGY AND LITERATURE WESTERN
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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　

准教授　川島　隆
1.近現代ドイツ文学・メディア論　2.国民意識とジェンダー　
3.『カフカの〈中国〉と同時代言説』（彩流社、2010）、『ハイジ神話　
世界を征服した「アルプスの少女」』（訳書、晃洋書房、2015）、『ポケ
ットマスターピース01　カフカ』（編集協力、集英社、2015）

教授　松村朋彦
1.近代ドイツ文学・文化史　2.ドイツ文学のモティーフ史　3.『越境
と内省　近代ドイツ文学の異文化像』（鳥影社、2009）、『五感で読む
ドイツ文学』（鳥影社、2017）、『文学と政治　近現代ドイツの想像
力』（共著、松籟社、2017）

　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
ツ語圏の言語、文学、芸術に関す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、広く西洋の文化、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。
http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/german_lang_lit/

最近の卒業論文
◯ヴィルヘルム・ハウフのメルヘン集『隊商』について
◯Ｗ・ラーベ『雀横丁年代記』――日常と主観の
　「写実主義」

最近の博士論文
◯アネッテ・フォン・ドロステ＝ヒュルスホフの詩学
　――ジェンダーと作家性を中心に
◯ミクロロギーと普遍史――ベンヤミンの歴史哲学

最近の修士論文
◯Tempus und Erzählperspektive in Heinrich 
　Bölls Aufenthalt in X
◯Das Filmische in Kafkas „Richard und Samuel“

写真　❶ グリム兄弟のドイツ語辞典
　　　❷ 研究室風景

ドイツ語学ドイツ文学専修
DEPARTMENT OF GERMAN LANGUAGE AND LITERATURE

西洋文化学系   DIVISION OF PHILOLOGY AND LITERATURE WESTERN
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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　佐々木　徹
1.ディケンズ、ハーディを中心とする19世紀イギリス小説、小説の物
語論的研究、小説と映画　2.ディケンズの小説技法　3.【共編著】

『ディケンズ鑑賞大事典』（南雲堂、2007）、【シリーズ監修および翻
訳】【翻訳】、ディケンズ著『荒涼館』（岩波文庫、2017）、【テクスト校訂•
編集】 Thomas Hardy , The Hand of Ethelberta (Everyman Paperback, 
1998)

教授　廣田篤彦
1.イギリス・ルネサンス文学、シェイクスピア　2.16-17世紀英文学
に表されたイングランド人像の歴史的文脈における分析　3.「アエ
ネアスとディドの変容 『̶オセロー』における文学的伝統」、日本シェイク
スピア協会編『シェイクスピアとその時代を読む』（2007）、“The 
Partner of Empire: Literacy and Imperialism in Titus Andronicus,” 
The Shakespearean International Yearbook, vol.6 (2006)

教授　家入葉子
1.英語史、コーパス言語学、歴史社会言語学　2.中英語・近代英語
における動詞構文の発達、後期近代英語期における英米語の差
異、現代英語のスピーチ・スタイル　3.Negative Constructions in 
Middle English (Kyushu University Press, 2001)、 Verbs of Implicit 
Negation and their Complements in the History of English  (John 
Benjamins, 2010)

写真　❶ 授業風景
　　　❷ 研究室にて

　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

最近の修士論文
◯A Quantitative Analysis of the Synonymic 
　Expressions of No more than, Only and Mere
◯A Study of Yeatss’ “The Tower” and
　“Meditations in Time of Civil War”

英語学英文学専修
DEPARTMENT OF ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE

西洋文化学系   DIVISION OF PHILOLOGY AND LITERATURE WESTERN
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准教授　森　慎一郎
1.アメリカ小説　2.F・スコット・フィッツジェラルドなど20世紀前半
を中心としたアメリカ小説の研究　3.「ギャツビー・ゴネグション ー
フィッツジェラルド『偉大なギャツビー』をめぐって」『みすず』46巻3号

（2004）、F・スコット・フィッツジェラルド『夜はやさし』（訳書、ホーム
社、2008）、アラスター・グレイ『ラナーク ̶四巻からなる伝記』（訳書、
国書刊行会、2007）

准教授　小林久美子
1.アメリカ小説　2.ウィリアム・フォークナー研究　3.「『人間の根源
的な状況』について」（『フォークナー』18号、2016年）、“‘Only the Flat 
Irons’: Counter-monuments in The Sound and the Fury”（The 
Journal of the American Literature Society of Japan Vol. 12、2014
年）、ラモーナ・オースベル『生まれるためのガイドブック』（訳書、白
水社、2015年）

　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

写真　❶ 授業風景
　　　❷ 研究室にて

アメリカ文学専修
DEPARTMENT OF AMERICAN LITERATURE

西洋文化学系   DIVISION OF PHILOLOGY AND LITERATURE WESTERN

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

❶
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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　田口紀子
1.フランス語学、テクスト言語学　2.フランスにおける歴史叙述とフ
ィクションの影響関係　3.『身体のフランス文学 ̶ラブレーからプルー
ストまで』（共編、京都大学学術出版会、2006）、『文学作品が生まれる
ときー生成のフランス文学』（共編、京都大学学術出版会、2010）、
Comment naît une œuvre Iittéraire? (éd.)(Champion, 2011)

准教授　永盛克也　
1.フランス17世紀文学　2.ラシーヌにおける人文主義的教養　
3.「フランス絶対王政と古典悲劇」（吉田・田口編『身体のフランス文
学』京都大学学術出版会、2006年）、「ラシーヌ悲劇の生成課程」（田
口・吉川編『作品が生まれるとき』京都大学学術出版会、2010年）、
«Racine et Sénèque» (XVlle siècle, nº 258, 2010)

教授　増田　眞
1.18世紀フランスの思想と文学　2.ルソーにおける言語論と政治
思想　3.『哲学の歴史６ 知識・経験・啓蒙 18世紀』（共著、中央公論
新社、2007）、『ルソーを学ぶ人のために』（共著、世界思想社、
2010）、Les destinataires du moi : altérités de l’autobiographie（共編
著、Éditions Universitaires de Dijon）

准教授　村上祐二　
1.フランス19・20世紀文学　2.プルーストにおけるユダヤ性　
3. “L’affaire Dreyfus dans l’œuvre de Proust”(thèse de doctorat, 
Université Paris-Sorbonne, 2012. Championより出版予定)、Marcel 
Proust, Cahier 44, éd. F. Goujon, Y. Murakami et E. Wada, Turnhout, 
Brepols Publishers/BnF, 2015, 2 vol.

特定准教授　シャルル・ヴァンサン　
1.18世紀の思想と文学　2.ディドロを中心とする啓蒙の文化史　
3. Diderot en quête d'éthique (1773-1784); Le Neveu de Rameau de 
Diderot

写真　❶ 授業風景（2018年４月）
　　　❷ 授業風景（2018年４月）

❶ ❷

　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、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

最近の卒業論文
◯Le voyage dans la poésie baudelairienne 
◯スタンダール『パルムの僧院』の文体について

最近の博士論文
◯アルベール・カミュにおける歴史認識の問題
◯ジュディット・ゴーチエによる詩のジャポニスム

最近の修士論文
◯Etude sur La Vie de Marianne de Marivaux
◯Le poète et la foule chez Mallarmé

フランス語学フランス文学専修
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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　

特定准教授　マルコ・ダニエーレ・リモンジェッリ
1.イタリア語文献学　2.ルネサンス期ミラノ宮廷を舞台とする文芸
の諸相　3.- Il rabadan della Milano moderna e d’allora: Delio Tessa 
sulla linea lombarda, in «La cetra sua gli porse». Studi offerti ad 
Andrea Comboni, 2018. - Il pianto italiano in morte di un personaggio 
politico (secc. XIII-XV in.), in «Nuova Rivista di Letteratura Italiana», 
2017. - Tenzoni comico-realistiche e «quaestiones» gnomiche inedite 
tra poeti viscontei: Marchionne Arrighi e Braccio Bracci, in Courts 
and Courtly Cultures in Early Modern Italy and Europe. Models and 
Languages, 2016. - «I’ son d'udirti sitibondo tanto». Convergenze tra 
corrispondenti del Petrarca, in Petrarca, l’Italia, l’Europa. Sulla varia 
fortuna di Petrarca, 2016

准教授　村瀬有司
1.16世紀イタリアの詩と詩論　2.トルクァート・タッソの詩論の分析
3.『デイリーコンサイス伊和・和伊辞典』（共著、三省堂、2013）、「『エルサ
レム解放』の7行目終わりの直接話法：配置の特徴と効果について」『イ
タリア学会誌』第67号（2017年）、「『エルサレム解放』の分離型の直接話
法―行の途中から始まるタイプの文形態と効果について―」『地中海
学研究』第40号（2017年）、「『エルサレム解放』の直接話法―数量デー
タに基づく比較検証―」『京都大學文學部研究紀要』第56号（2017年）

　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。
　イタリアでは古来、様々な分野で、多くの天才が活躍してきました。このような
古今の天才たちの秘密を解明する仕事は大変魅力的ですので、他学部からの編入生
や学士入学生も珍しくありません。一方で、初めに述べたように、日本ではイタリ
ア関係の研究者がまだまだ少ないので、本専修は常に新しい人材をもとめております。
　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》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。　       http://www.kyoto.zaq.jp/italomania

最近の卒業論文
◯ I promessi sposi におけるさまざまな人物たち
◯『コルバッチョ』

最近の博士論文
◯天国と政治ーダンテ『帝政論』と『神曲』〈天国篇〉ー
◯史実と虚構の融合と分離　－マンゾーニの歴史
　小説 I promessi sposi における語りの技法－
◯ベネデット・クローチェの文芸批評と同時代の
　イタリアの詩人たち

最近の修士論文
◯タッソ『書簡集』の一節をめぐる諸問題
　－indulgere genio et principi はいかに解すべきか－
◯Inferno, XIV, 126《pur a sinistra》をめぐって
　－ダンテ『神曲』における〈左・右〉のsimbolismo－

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

イタリア語学イタリア文学専修
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