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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　三宅正浩　
1.日本近世史　2.近世の政治史　3.近世大名家の政治秩序』（校倉
書房、2014）、「江戸幕府の政治構造」（『岩波講座日本歴史』近世2、
2014）、「近世大名の成立過程―徳川政権の武家編成―」（『九州史
学』175、2016）

教授　吉川真司
1.日本古代史　2.古代政治史・寺院史・地域史など　3.『律令官僚制
の研究』(塙書房、1998)、『シリーズ日本古代史3　飛鳥の都』(岩波新
書、2011)、『天皇の歴史02　聖武天皇と仏都平城京』（講談社学術
文庫、2018）

教授　上島　享
1.日本中世史　2.日本中世の政治・社会経済・宗教文化　3.『日本中
世社会の形成と王権』（名古屋大学出版会、2010）、『日本の歴史08 
古代天皇制を考える』（共著、講談社学術文庫、2009）、『史料纂集 福
智院家文書1～3』（共著、八木書店、2005～2013）

准教授　谷川　穣　
1.日本近代史　2.明治～昭和初期の教育・宗教・社会　3.『明治前
期の教育・教化・仏教』（思文閣出版、2008）、『岩倉具視関係史料　
上・下巻』（共編、思文閣出版、2013）、『講座明治維新11　明治維新
と宗教・文化』（共編、有志舎、2016）

助教　谷　徹也　
1.日本近世史　2.近世成立期の権力・社会　3.「秀吉死後の豊臣政
権」（『日本史研究』617、2014）、「朝鮮出兵時の国内政策ー次舟・人
留・人掃ー」（『ヒストリア』251、2015）、「豊臣政権の「喧嘩停止」と畿
内・近国社会」（『歴史学研究』942、2016）

写真　❶ 研究資料 織田信長朱印状
　　　❷ 研究室旅行 遺跡見学（下野薬師寺）
　　　❸ 古文書実習風景

❶

❷

❸

　日本史学は日本列島に生まれ、時とともに移り変わってきた社会や文化を、総体
として明らかにしようとする学問分野です。日本人の行動や思考には、長い歴史を
もつ日本社会・日本文化が決定的な影響を与えています。日本人にとって日本史を
考えることは、自分自身、そして自分を成り立たせている外的世界を知るための営
みにほかなりません。
　むろん日本史学専修でも多くの留学生が学んでいますので、私たちは「日本人に
とっての日本史」ばかりを研究しているわけではありません。また、日本社会・日
本文化は世界諸地域との関わりの中から生まれてきたものですから、そのプロセス
を明らかにすることも大切です。さまざまな観点から、偏りのない歴史認識を得た
いと考えています。そのために、史料の厳密な読解力と幅広い構想力を獲得できる
よう、授業を編成しています。
　日本史を学ぶ人にとって、京都大学日本史学専修はこの上ない研究環境となって
いると思います。私たちは1世紀にわたって研究史料を収集してきました。今では5
万点におよぶ実物史料を手に取ることができ、解読実習のために千年前の古文書を
使うこともあります。京都という地の利も忘れられません。古都の文化的伝統に包
まれながら勉学し、必要とあらばすぐ重要な史跡・遺跡を見に行けるのです。また、
春と秋には列島各地へ見学旅行にでかけ、さまざまな史跡や文化財にふれながら、
知識を広め、対話を深めています。

最近の卒業論文
◯古代日本における祥瑞思想の受容
◯中世前期京都の火事と貴族・武士
◯近世地下官人の特質
◯原内閣の貴族院工作をめぐる一考察

最近の修士論文
◯八・九世紀における蝦夷観の変遷
◯観応擾乱期における南朝政権
◯近世対外関係と伝統の創造

最近の博士論文
◯中世後期大内氏の政治史的研究
◯近代日本の国粋主義思想とアジア

日本史学専修
DEPARTMENT OF JAPANESE HISTORY

歴史基礎文化学系   DIVISION OF HISTORY
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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　吉本道雅
1.中国古代史•東北アジア史　2.『左伝』の歴史文献学的研究・東北
アジア歴史地理研究　3.『中国先秦史の研究』（京都大学学術出版
会、2005）、『周代中国の社会考古学』（翻訳•解題、京都大学学術出
版会、2006）、『内蒙古東部における青銅器文化関係資料の調査に
基づく先秦時代北方民族の研究』（科研費報告書、京都大学文学研
究科、2009）、『内蒙古東部・遼寧西部における出土資料の調査に基
づく鮮卑・契丹史の研究』（科研費報告書、京都大学文学研究科、
2013）、『出土文献に基づく左伝学の再構築』（科研費報告書、2016）

教授　中砂明徳
1.東洋中•近世史　2.イエズス会と17世紀の世界　3.「荷蘭（オラン
ダ）国の朝貢」『中国東アジア外交交流史研究』（京都大学学術出版
会、2007）、「マルティニ•アトラス再考」『大地の肖像　絵図•地図が
語る世界』（京都大学学術出版会、2007）、『江南　中国文雅の源流』

（講談社、2002）、『中国近世の福建人』（名古屋大学出版会、2012）

教授　髙嶋　航
1.中国近代史　2.極東における近代スポーツと軍隊　3.「天足会と
不纏足会」『東洋史研究』第62巻第2号（2003）、『帝国日本とスポー
ツ』（塙書房、2012）

　東洋史学は、中国および東アジア諸地域（モンゴル、マンチュリア、朝鮮、東ト
ルキスタン、チベット、東南アジア）の歴史を対象とします。専任教員のほか、人
間環境学研究科・人文科学研究所の教員が、豊富多彩な授業を担当しています。
　歴史学研究には正確な史料読解力が必要です。東洋史では、とくに漢文史籍の演習・
講読に力を入れ、3 回生になるとその予習に追われることになります。朝鮮史や内陸
アジア史さらには東南アジア史の研究にも漢文は必須です。
　また、現代中国語は中国の論文を読むためだけでなく、古典文の理解にも必須で
すので、機会を見つけて学習しておいて下さい。中国史以外の研究には、朝鮮語・
モンゴル語・満州語・チベット語・ベトナム語など（一部は学部で開講）を学ばね
ばなりません。
　京都大学は、文学研究科図書室を始め、ユーラシア文化研究センターや人文科学
研究所付属東アジア人文情報学研究センターなど、東洋史関係文献の世界的な蔵書
をもち、学習には絶好の環境です。院生や研究生・研修員の研究テーマは、東洋史
学のほとんど全領域をおおい、自主的な研究会が学部生を交えて行われています。
院生など研究室の先輩は、学部生の日常の勉学におけるよき指導者です。
　研究室には、全国学会である東洋史研究会の事務局が置かれています。毎年1回大
会を開き、学術誌『東洋史研究』（季刊）を発行しています。同誌は国際的にも声価
が高く、若い研究者の登龍門でもあります。

最近の卒業論文
◯朱載堉の音律理論：漢代聲律制度から十二平均律
　の誕生まで
◯1820年代の広州における書院教育
◯梁啓超思想にみられる共時的二重性及び二者両立
　の可能性の条件について
◯日本統治期の台湾における武道について：大日本
　武徳会による武道の流入

最近の博士論文
◯中国明代後期における皇帝専制政治の追求
◯十六－十八世紀東アジア多国間関係史の研究
◯近世中国の「租佃関係」に対する研究：
　清代同治期の『巴県档案』を史料として

最近の修士論文
◯高麗前期王師任命と国際情勢
◯茅元儀『武備志』再考：その軍事観と火器
◯青年期大川周明の中国認識における「排日法案」と
　その影響

写真　❶ 『春秋左伝正義』（演習の教材の一つ）
　　　❷ 学術誌 『東洋史研究』

東洋史学専修
DEPARTMENT OF ORIENTAL HISTORY

歴史基礎文化学系   DIVISION OF HISTORY

❶ ❷
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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　井谷鋼造
1.西南アジア史　2.イスラーム時代西アジア、中央アジアのアラビア文字刻銘文資料研究
3.「トルコ民族の活動と西アジアのモンゴル支配時代」山川出版社、新版世界各国史9、

『西アジア史II イラン・トルコ』（2002）、「歴史的なモニュメントの碑刻銘文資料が語るもの
ー西暦12-15世紀アナトリアの場合ー」『史林』91-1、（2008）、「オスマーン朝のハーカーン
たち」『西南アジア研究』74（2011)

写真　❶ トルコ共和国ニイデ市内にあるセルジュク朝
　　　　時代のジャーミイ入口の石板銘文
　　　❷ 『ラシーディー史』のチャガタイ・トルコ語訳
　　　　（羽田家旧蔵本）
　　　❸ 研究室風景

　本専修の名称は、1957年に東洋史学講座のうちに開設された「西・南アジア史コー
ス」に由来しますが、その教育・研究の重点は西アジアと中央アジアの歴史と文化
に置かれています。この地域の主要言語であるアラビア・ペルシア・トルコの3言語
については、初歩の文法から高度な史料講読演習に至る様々な科目が設定されてお
り、順を追った学習が可能です。専修に属する学生諸君には少なくともこの内のひ
とつ、可能ならば複数の言語を学習することが望まれます。
　本専修の指導方針は、文学部の他の専修と同じく、厳密な史料解読の能力を涵養
した上で、研究の方向性やテーマについては最大限学生の自主性を尊重するという
ものです。従って、現在までの在学生・卒業生が研究対象とした地域は、西アジア
や中央ユーラシアのみならずイベリア半島、北アフリカ、コーカサス、インド亜大陸、
中国西部に至るまで、およそ上に述べた3言語の史料が存在するあらゆる地域と時代
に及んでいます。本専修では従来古代オリエント史の研究・教育も行われて来まし
たが、現状ではこの分野の教育を維持し続けることは困難になりつつあります。
　卒業生からは、研究・教育職についた者、官庁、一般企業、マスコミの様々な分
野で活躍する者など、多彩な人材が輩出しています。最近では修士課程を修了後、
官公庁や企業に就職する者も増加しつつあります。

最近の卒業論文
◯17世紀オスマン帝国におけるコーヒーとコーヒー
　ハウス
◯アンドレア・カンビーニのオスマン朝論評
◯イブン・クンフズが見た14世紀モロッコのターイファ
　の状況

最近の博士論文
◯実践に向き合う思考：カイロ・ゲニザの眼科学
　関連文書の研究

最近の修士論文
◯マフディーかく語りき－サイイド・ムハンマド・
　ムシャアシャアの終末思想

西南アジア史学専修
DEPARTMENT OF WEST-ASIAN HISTORY

歴史基礎文化学系   DIVISION OF HISTORY

❸

❷

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　南川高志
1.西洋古代史　2.ローマ帝国衰退期のヨーロッパ世界　3.『ローマ
皇帝とその時代̶元首政期ローマ帝国政治史の研究̶』（創文社、
1995）、『ローマ五賢帝 「̶輝ける世紀」の虚像と実像̶』（講談社、
1998）、『海のかなたのローマ帝国 ̶古代ローマとブリテン島̶』（岩波
書店、2003）、『新・ローマ帝国衰亡史』（岩波書店、2013）、『ユリアヌ
ス』（山川出版社、2015）

教授　金澤周作
1.イギリス近代史　2.チャリティ、国制、海から再構成するイギリス史
3.『チャリティとイギリス近代』（京都大学学術出版会、2008）、「旧き腐
敗の諷刺と暴露̶19世紀初頭における英国国制の想像／創造」近藤和彦
編『歴史的ヨーロッパの政治社会』（山川出版社、2008）、『海のイギリ
ス史 ―闘争と共生の世界史』（編、昭和堂、2013）、̀̀To vote or not to 
vote’: Charity voting and the other side of subscriber democracy in 
Victorian England’, English Historical Review, Vol. CXXXI No.549

（April 2016）教授　小山　哲
1.ポーランド近世史　2.近世ポーランド・リトアニア共和国における
政治文化　3.「人文主義と共和政 ―ポーランドから考える」小倉欣一編

『近世ヨーロッパの東と西―共和政の理念と現実』（山川出版社、
2004）、「ヤーシの留学―ポーランド貴族が西欧で学んだこと」前川和也
編『空間と移動の社会史』（ミネルヴァ書房、2009）、『ワルシャワ連盟
協約（一五七三年）』（東洋書店、2013）

　海外の諸国と平和で友好的な関係を築くためには、その国や地域の歴史を深く理
解することが不可欠であり、第二次世界大戦後の日本の西洋史学は、戦争経験の反
省を踏まえて、そうした役割を果たしてきました。21世紀の今日にあっても、日本に
おいてヨーロッパやアメリカの歴史から学ぶべきことは多く、また西洋に固有の歴
史的諸条件の下で生まれた政治や経済の制度、社会の仕組み、芸術や文化などを研
究することは、異なる諸条件の下で歴史を歩んできた日本やアジアの深い理解に繋
がり、さらに、様々な分野で国際的活動を展開するための知的基盤を構築すること
にもおおいに役立ちます。京都大学では、明治時代の文科大学創設直後から西洋史
学の研究と教育が始まり、第二次大戦後に本格的に進められました。そうした長い
伝統を持つ本専修では、専任教員が研究入門的な講義や研究法の実践的な授業であ
る実習から、学界水準に合わせた特殊講義や演習に至るまで担当し、高度の西洋史
学教育をおこなっています。加えて、学内外の研究者による特殊講義や専門書講読
等の授業も開設されています。本専修の学生・大学院生は、学界最前線に繋がる環
境にあって常に刺激を受けつつ、各自独自性の高い研究に励んでおります。

最近の卒業論文
◯18世紀後半プロイセンにおける教育と民衆啓蒙
◯1889年ロンドン・ドック・ストライキ再考
　　　　　　　　　―労働者の視点から―

最近の修士論文
◯ヘレニズム初期アテナイ民主政における民衆と政治
　 　　　　　 ―前307年復活民主政下の情勢から―
◯18世紀ポーランドにおける貴族女性と所領経営
　 ―アンナ・ヤブウォノフスカの指南書を手がかりに―

最近の博士論文
◯近・現代イングランド社会とプロ・フットボールの
　ガバナンス ―フットボール争議の分析を中心に―
◯重層的な古代ギリシアの共同体に関する研究
　　　　　　　　  　  ―コイノン・エトノス・ポリス―

写真　❶ 西洋史学貴重書
　　　❷ 韓国若手西洋史研究者を迎えての研究集会
　　　❸ 南川教授主催、西洋史学専修共催、
　　　　 オックスフォード大学での国際研究集会の一場面

西洋史学専修
DEPARTMENT OF EUROPEAN HISTORY

歴史基礎文化学系   DIVISION OF HISTORY

❸

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　吉井秀夫
1.朝鮮考古学　2.朝鮮三国時代の考古学的研究　3.『古代朝鮮 墳
墓にみる国家形成』（京都大学学術出版会、2010）、「朝鮮古蹟調査
事業と「日本」考古学」『考古学研究』第60巻第3号、2013、「朝鮮三国
時代における墓制の地域性と被葬者集団」『考古学研究』第49巻第
3号、2002

助教　阪口英毅
1.日本考古学　2.古墳時代鉄製武器・武具の技術史的研究／古墳
出土遺物の基礎資料整備に関する実践的研究　3.「甲冑」『副葬品
の型式と編年』（古墳時代の考古学4、2013）、「鉄製品」『講座　日本
の考古学』第8巻（古墳時代 下、2012）、『前期古墳解明への道標 紫
金山古墳』（新泉社、2011）

准教授　下垣仁志
1.日本考古学　2.古代国家形成の考古学的研究　3.『三角縁神獣
鏡研究事典』(吉川弘文館、2010) 、『古墳時代の王権構造』(吉川弘文
館、2011) 、『考古学的思考の歴史』(翻訳、同成社、2015年) 

写真　❶ 大阪府紫金山古墳出土の貝輪
　　　❷ 大阪府紫金山古墳の発掘風景
　　　❸ 文学部陳列館

　考古学とは、おもに発掘調査で得た物証（考古資料）から、歴史像に迫る学問です。
本専修の基礎となったのは、1916 年に濱田耕作が設けた日本最初の考古学専門の講
座で、以後、徹底した資料の観察と分析を重視する学風が築かれました。過去の人
間が作り使用したモノや彼等の生活痕跡さえあれば、考古学研究の対象は時代や地
域を選びません。発掘によって各種の歴史情報を含んだ物証を獲得し、それから物
質文化を認識し、背後にある精神文化をも読み取るのです。製作者や使用者から直
接証言が得られない考古資料を解釈するには、わずかな痕跡も見逃さない注意力と、
文化人類学など他の人文・社会科学分野の広い知識が必要です。また、動植物遺体
の遺伝子観察のような、科学的でミクロな分析も、現代の考古学では歴史像復原に
貢献しています。自分で分析する必要はありませんが、自然科学分野の分析技術が
どのような情報をもたらしてくれるか、常に深い関心をはらう必要があります。研
究は、他大学・諸研究機関や都道府県・市町村が行なった発掘成果や所蔵資料も参
照して進展します。礼を尽くしたつきあいも心がけねばなりません。
　考古学講座の初代教授であった濱田耕作は、考古学には博物館が必要と考え、文
学部陳列館に考古資料の展示室をつくりました。陳列館の一部は国の登録文化財に
なり、現在も文学部の研究・教育の場として活用されています。

最近の卒業論文
◯弥生前期～古墳前期の組合せ鋤の諸様相
◯炭素窒素同位体比分析による食性からみた
　縄文時代社会組織の研究

最近の修士論文
◯器種構成からみた縄文土器の地域性
◯中国戦国時代における地紋鏡の制作と流通

最近の博士論文
◯古墳・三国時代における朝鮮諸国および
　倭の相互交渉
◯クシャーン朝の西北インド支配と仏教

考古学専修
DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY

歴史基礎文化学系   DIVISION OF HISTORY
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