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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　藤田和生
1.比較認知科学　2.知性と感情の進化　3.Diversity of Cognition 
(編著) (Kyoto University Press, 2006)、動物たちのゆたかなこころ

（京都大学学術出版会、2007）、感情科学（編著）（同、2007）、比較行
動学（放送大学教育振興会、2011）、誤解だらけの“イヌの気持ち”（財
界展望新社、2015）、動物たちは何を考えている？－動物心理学の挑
戦－（編著）（技術評論社、2015）、Amodal completion and illusory 
perception in birds and primates. In: How animals see the world 
(Oxford UP, 2012)

教授　蘆田　宏
1.視覚科学　2.運動視の脳内機構　3.The "spinner" illusion: more 
dots, more speed? i-Perception, 8:2 (共著, 2017)、顔魅力の効果と諸
要因について ―かわいいと美しいを中心に― VISION, 25(2), 95-99 
(共著、2013) 

教授　板倉昭二
1.発達科学　2.向社会行動の発達、エージェント理解の発達
3.Developmental correspondence between action prediction and 
motor ability in early infancy. Nat. Com. 2: 341（共著，2011)、ロボット
を通して探る子どもの心―ディベロップメンタル・サイバネティクスの
挑戦（共編著）（ミネルヴァ書房、2013）、発達科学の最前線（編著）（ミネ
ルヴァ書房、2014)、Can children with Autism read emotions from the 
eyes? The Eye Test revisited. Research in Developmental Disability, 
35, 1015-1026.（共著、2014)

助教　堀　裕亮
1.比較認知科学・行動遺伝学　2.動物における遺伝子多型と行動
特性の関連　3.ゼロからはじめる統計モデリング（ナカニシヤ出版，
2017）、Evidence for the effect of serotonin receptor 1A gene 
(HTR1A) polymorphism on tractability in Thoroughbred horses. 
Animal Genetics, 47, 62-67（共著，2016）. Breed differences in 
dopamine receptor D4 gene (DRD4) in horses. Journal of Equine 
Science, 24, 31-36（共著，2013）

准教授　黒島妃香
1.比較認知科学　2.社会的知性の進化　3.Learning from others' 
mistakes in capuchin monkeys (Cebus apella). Anim Cogn, 11, 
599-609 (共著、2008). Does own experience affect perception of 
others' actions in capuchin monkeys (Cebus apella)? Anim Cogn, 
(共著、2014).　誤解だらけの”イヌの気持ち”（4章）（財界展望新社、
2015). Experience matters: Dogs (Canis familiaris) infer physical 
properties of objects from movement clues. Behav Processes (共
著、2017)

教授　ジェイムズ・R・アンダーソン
1.比較心理学・霊長類学　2.霊長類の社会的相互作用と自己認識
3.Third-party social evaluation of humans by monkeys. Nature 
Communications, 4: 1561 (2013)、Flexibility in the use of requesting 
gestures in squirrel monkeys (Saimiri sciureus). American Journal of 
Primatology, 72, 707-714 (2010)

　心理学専修は、さまざまな心の働きとそれを実現する脳の働きを、実験や観察を
通じて科学的に明らかにしようとしています。心の働きは直接見ることができない
ので、行動を手がかりにして分析をします。
　本専修では、学部教育も大学院教育も、教員全員による集団指導体制でおこなわ
れています。専修が取り組んでいる研究課題は多岐にわたります。個体が示す知性
や感情の働き及びそれらの進化と発達を、成人、乳幼児、及びヒト以外の多様な動
物を対象として明らかにしようとする研究、社会性を支える自己の認知や他者理解
の機能とメカニズムを、行動実験や脳画像法を用いて解明しようとする研究、基礎
的な環境の知覚や認知、記憶などの働きを、精密な行動実験を通じて分析するとと
もに、その脳内基盤をも明らかにしようとする研究などです。本専修では、学生や
大学院生が、広範な知識に触れながら自身の興味を延ばし、着実な科学的事実を積
み上げる技術と、こころの働きに関する深く広い知識を学べるようになっています。
　本専修の出身者は、研究教育職のほか、放送局、新聞社、出版社、金融機関、製
造業など、多方面で活躍しています。
　また本専修は、教育学部及び総合人間学部等の心理学関連講座とともに「京都大学
心理学連合」を構成し、共通の入門科目を持つほか、広範な単位互換をおこなってい
ます。さらに、京都大学「心の先端研究ユニット」の構成講座の１つにもなっています。

最近の卒業論文
◯注意バイアスのポジティブな修正がストレス脆弱性
　に与える影響
◯観察経験が行為予測に及ぼす影響
　－乳児における目標志向性の理解－
◯内集団－外集団バイアスが視点取得に及ぼす影響
◯フトアゴヒゲトカゲの情動を探る
　－体温変化を指標として－
◯におい記憶が製品評価に与える影響と嗅覚イメージ
　能力の関係性

最近の博士論文
◯表象操作能力の比較認知科学的検討
◯Brain Mechanisms Underlying Integration of Optic 
　Flow and Vestibular Cues to Self-motion

最近の修士論文
◯共同注意の成立過程が乳児に与える影響
　―注視行動及び物体選択に着目した検討ー
◯三次元空間における視覚的運動方向の知覚
　－傾いた平面上の窓問題解決の検討－
◯画像特徴が運動準備時における時間知覚に与える
　影響

写真
❶ 鏡に向かって威嚇するマカクザル
❷ 赤ちゃんの認知機能を調べる実験の様子
❸ 顔認知に関する実験の様子
❹ MRIスキャナによる機能的脳画像の取得
　（こころの未来研究センター連携MRI施設）
❺ 伴侶動物の実験

心理学専修
DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY

行動・環境文化学系   DIVISION OF BEHAVIORAL STUDIES
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教授　吉田和彦
1.歴史比較言語学、印欧諸語、ヒッタイト語　2.文献記録以前の言語
の再建、言語変化のメカニズム　3.The Hittite Mediopassive Endings 
in ‒ri. (Walter de Gruyter, 1990)、『比較言語学の視点』（大修館書店、
2005）、East and West: Papers in Indo-European Studies. (Hempen 
Verlag, 2009)

准教授　千田俊太郎
1.記述言語學、パプア諸語、朝鮮語　2.ロドム語の記述、シンブー諸
語のトーン・システムの類型と歴史、朝鮮語の形態音韻論　3.「東シ
ンブー諸語サブグルーピングに向けて」(大西正幸・稲垣和也編『地
球研言語記述論集3』 総合地球環境学研究所. 153-182. 2012年)、

「基底の音節構造：朝鮮語の媒介母音」『ありあけ　熊本大学言語学
論集』11, 2012, 同「東シンブー諸語の所有者人稱接尾辭について」

『ありあけ：熊本大学言語学論集』15, 2016, 同「ドム語の移動表現」
(松本曜編 移動表現の類型論 pp.159-187)くろしお出版 2017

教授　吉田　豊
1.文献言語学　2.中央アジア出土ソグド語文献の言語学的研究　
3.イラン語断片　集成』（法蔵館、1997）、『吐魯番新出摩尼教書信文
献及有関問題研究』（北京、文物出版社、2000）、『ソグド人の美術と
言語』（臨川書店、2011）『中国江南マニ教絵画研究』（臨川書店 
2015）

教授　定延利之
1.記述～理論言語学、日本語　2.話しことばの文法、言語で描かれ
る世界の構成　3.『認知言語論』（大修館、2000）、『ささやく恋人、り
きむレポーター』（岩波書店、2005）、『煩悩の文法』（筑摩書房、
2008）、『日本語社会 のぞきキャラくり』（三省堂、2011）、『コミュニケ
ーションへの言語的接近』（ひつじ書房、2016）

准教授　アダム・キャット 
1.印欧諸語歴史言語学、古期インド・イラン諸語、トカラ語　2.古期
インド・イラン諸語の動詞形態論及び意味論、トカラ語のアビダル
マ文献研究　3.Catt, Adam. 2014. The Derivational Histories of 
Avestan aesma- ‘firewood’ and Vedic idhma- ‘id.’ In Stephanie 
Jamison, H. Craig Melchert, and Brent Vine (eds.). Proceedings of the 
25th Annual UCLA Indo-European Conference. Bremen: Hempen. 
39--48. Catt, Adam. 2014. A “Lost” i-stem: Pa-li pitthi- ‘back’. In 
Norbert Oettinger and Thomas Steer (eds.). Das Nomen im Indoger-
manischen: Morphologie, Substantiv versus Adjektiv, Kollektivum. 
Akten der Arbeitstagung der Indogermanischen Gesellschaft, vom 
14. bis 16. September 2011 in Erlangen. Wiesbaden: Reichert. 
24--31.

写真　❶ 『際祖大経』の「死亡起源篇」（彝文字写本） ー京都大学文学部蔵
　　　❷  西夏文華厳経巻五（西夏文字活字本） ー京都大学文学部蔵
　　　❸ ユーラシア文化研究センターでの夏期集中講座 「リトアニア語入門」

　京都大学文学部に言語学講座が開設されたのは1908年のことです。初代講座担任
は、我が国の言語生活に欠かせぬ辞書として広く支持されてきた『広辞苑』の編者
である新村出博士でした。開設以来、本専修は伝統的に言語の記述的および歴史的
研究の分野で重要な役割を果たしてきました。しかしながらその後の言語理論のめ
ざましい発展を受けて、現在では記述言語学、歴史比較言語学に加えて理論言語学、
ならびにそれらに基礎を置く個別言語および言語群を対象にした言語分析など、現
代言語学のほとんどの領域にわたって研究・教育が行なわれています。
　専修の雰囲気はたいへん明るく、研究室は勉学だけでなく、院生と学部学生の交
流の場にもなっています。また、院生や学部学生による自主的な研究会・読書会も
盛んに行なわれています。京都大学の「対話を根幹とする自由の学風」という基本
理念は、本専修でもよく反映されていて、言葉にかかわる問題であれば、どのよう
な問題であっても研究テーマとして選ぶことができます。学生の研究内容は、フィー
ルド言語学、歴史比較言語学、文献言語学、音韻論、形態論、統語論、意味論、語用論、
認知言語学など多岐にわたっていて、また対象とする言語も洋の東西を問わずさま
ざまです。研究テーマが必ずしも教員の専門分野と密接に関連している必要はなく、
みなさんが主体的に選ぶ研究テーマが実を結ぶように、ともに学び合っていきたい
と考えています。

最近の卒業論文
◯日本語指示詞とベトナム語指示詞との比較検討
◯行為遂行動詞と助動詞「たい」の共起

最近の博士論文
◯モンゴル語の母音に関する総合的研究
◯A Grammar of Juba Arabic

最近の修士論文
◯古代ギリシャ語におけるa--語幹名詞-形容詞の
　機能と分布
◯トゥチャ語の音調に関する考察

言語学専修
DEPARTMENT OF LINGUISTICS

行動・環境文化学系   DIVISION OF BEHAVIORAL STUDIES
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教授　松田素二
1.社会人間学、アフリカ地域研究、地域社会学　2.アフリカにおける
人種・民族関係の再編成、東紀州地域社会の変容　3.“Urbanisation 
From Below” (Kyoto University Press, 1998) 『観光と環境の社会学』

（編著、新曜社、2003）、『日常人類学宣言！』（世界思想社、2009）、『ケ
ニアを知るための55章』（編著、明石書店、2012）、『アフリカを学ぶ
人のために』（編著、世界思想社、2014）

准教授　田中紀行
1.社会学史、社会学理論　2.ヴェーバー社会学の再構成と継承に関
する研究　3.「論壇ジャーナリズムの成立」青木保ほか編『近代日本
文化論　4　知識人』（岩波書店、1999）、「現代日本における歴史社
会学の特質」鈴木幸寿ほか編『歴史社会学とマックス・ヴェーバー

（上）』（未来社、2003）、「『ヴェーバー・パラダイム』をめぐる諸問題」
『哲学研究』583号（2007）

教授　落合恵美子
1.家族社会学、歴史社会学、ジェンダー論　2.家族・福祉国家・国際
移動研究の統合　3.『21 世紀家族へ  (第三版)』有斐閣，2004，Asia’s 
New Mothers, Global Oriental, 2008（共編著）、『アジア女性と親密性
の労働』京都大学学術出版会、2012（共編著）、『親密性と公共圏の再
編成』京都大学学術出版会、2013（編著）、『変革の鍵としてのジェン
ダー』ミネルヴァ書房、2015（共編著）、『徳川日本の家族と地域性－
歴史人口学と対話』ミネルヴァ書房、2015（編著）

（兼）准教授　安里和晃
1.移民研究、アジア研究、社会福祉論　2.人口構成の変化と人の国
際移動（看護、介護、家事、結婚）、ケアの生成、社会統合政策
3.『労働鎖国ニッポンの崩壊』（ダイヤモンド社、2011）、“Nurses from 
Abroad and the Formation of a Dual Labor Market in Japan”
(Southeast Asian Studies, Vol. 49, No.4, : 642-669,2012)、『親密圏の
労働と国際移動』（京都大学出版会、近刊）

准教授　ステファン・ハイム
1.経済社会学、産業社会学、組織論　2.企業間関係と組織の環境・
自動車産業における制度変化　3.“Economic Sociology and the 
Theory of the Firm: Lessons from the “Toyota Momentum” in the 
History of Capitalism”, Kyoto Journal of Sociology, Vol. 24, pp. 
83-93, 2016 “Biopolitics and bureaucracy. The tragedy in three acts 
of the decay of Japanese national universities”, Savoir/agir, Vol. 
37-3, pp. 107-113, 2016

教授　太郎丸　博
1.社会階層論、数理社会学　2.若年非正規雇用・無業の動態、社会
学の社会学　3.『人文・社会科学のカテゴリカル・データ解析入門』

（ナカニシヤ出版、2005）、『フリーターとニートの社会学』（編著、世
界思想社、2006）、「社会階層論と若年非正規雇用」直井優・藤田英
典編『講座社会学13階層』（東京大学出版会、2008）

　社会学とはいったいどのような学問でしょうか。自分の心の懊悩から国際的な紛
争まで、あるいは、人間が共同生活を送るにあたっての秩序の始原から現代世界の
ポピュラーカルチャーや流行まで、私たちの目の前や頭のなかで展開するすべての
現象を、個々人の意識や存在に外在する「社会」という視点で理解し説明しようと
する挑戦的な学問です。
　京都大学の社会学教室は、2007年には創設100周年を迎えましたが、その特徴は、
社会の生成と展開について徹底した思索を行う理論的方向性と、社会調査に基づい
て現実を多面的に解析する実証的方向性を両立させる社会学にあります。とくに現
実の社会に対して関与し働きかける新しいスタイルの社会学・社会調査を実践・実
験することによって、この特徴をさらに発展させようとしています。
　2008 年からは、全大学の社会学分野のなかで二か所選抜された教育・研究拠点
（GCOE）として、大学院教育における国際化を推進し、欧米・アジアの33のパートナー
拠点とのあいだでグローバルネットワークが構築できました。この成果を軸に世界
を視野に入れた授業やセミナーが展開されています。
　また毎年、京都大学アジア研究教育ユニット（KUASU）と連携して、国際連携大
学の大学院生との研究発表の場として「次世代グローバルワークショップ」、ソウル
国立大学、国立台湾大学の学部生・大学院生との教育・学術的交流の機会として「東
アジアワークショップ」を開催しています。これらは社会学の専門単位として認定
しています。理論、方法論などの基礎科目に加え、学内外の多数の社会学研究者が
それぞれ取り組んでいるホットなテーマを講じる多様な特殊講義を用意しているの
も京大社会学の特徴です。

最近の卒業論文
◯1960年代以降の若者文化の変遷に関する社会学的
　考察
◯現代日本の過疎地域における「Iターン」者問題の
　社会学的考察
◯性にまつわるコミュニケーション社会学
◯日本社会における女性の就業と育児に関する考察
◯日本の男女間賃金格差と雇用管理制度

最近の修士論文
◯戦時下日本のウェーバー研究に関する知識社会学
　的考察
◯日本人と在日朝鮮人の「連帯」の可能性に関する社
　会学的考察
◯現代世界におけるマルチカルチュラリズムの再想
　像に関する社会学的研究

写真
❶ 社会学調査実習（三重県東紀州地域）
❷ 計量分析の実習授業
❸ 外国人教授による英語の授業
❹ 授業で行った調査報告書
❺ 新聞紙面に掲載された取材記事

社会学専修
DEPARTMENT OF SOCIOLOGY

行動・環境文化学系   DIVISION OF BEHAVIORAL STUDIES

最近の博士論文
◯現代紛争後社会における大量死の意味づけをめぐ
　る「正義回復」への試みとローカル・リアリティ―
　済州4・3事件、沖縄戦、台湾2・28事件の事例から―
◯認知症介護の社会学――新しい認知症ケア時代を
　生きる介護家族の経験――
◯近代日本の公衆衛生と都市における生の統治
　―科学知・日光・窓ガラス―
◯不特定多数のアクターを含んだ自然資源管理に関
　する社会学的研究――アイルランド共和国における
　農村アクセス問題の分析から――
◯セクシュアリティ概念の刷新に向けて
　―S・フロイトの精神分析の視点から－
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准教授　米家泰作
1.歴史地理学　2.近代日本における環境と景観の表象　3.『中・近
世山村の景観と構造』（校倉書房、2002）、『モダニティの歴史地理』

（共訳、古今書院、2005）、Colonial environmentalism and shifting 
cultivation in Korea: Japanese mapping, research and representa-
tion, Geographical Review of Japan, 79(5) (2006)

教授　田中（杉浦）和子
1.都市地理学　2.近代地理学史、都市図分析　3.『都市空間分析』

（古今書院、2000）、 Analysis of the Eight Banners’ Disposition on 
the Three Qing Dynasty Maps of Beijing. Memoir of the Research 
Department of the Toyo Bunko, No.74, 2016, pp.101-130.『探検家
ヘディンと京都大学』（京都大学学術出版会、2018）

教授　水野一晴
1.自然地理学・生態地理学・地域研究（アフリカ・アンデス・ヒマラヤ）
2.熱帯高山や乾燥地の植生と環境、環境変動と植生遷移、自然環境
と社会や文化　3.『世界がわかる地理学入門－気候・地形・動植物
と人間生活』（ちくま新書，2018）、『気候変動で読む地球史一限界地
帯の自然と植生から』（NHKブックス，2016）、神秘の大地、アルナチャ
ル－アッサム・ヒマラヤの自然とチベット人の社会』（昭和堂，2012）

写真　❶ 海外でのフィールドワーク　（キリマンジャロ）
　　　❷ 卒論・修論発表会
　　　❸ 地理学実習での現地調査

　地表上での自然と人間に関わるさまざまな現象が地理学の研究対象です。古代の
条里地割、大航海時代の地図に表現された情報、昨今の移民の増加やグローバリゼー
ション、子供特有の距離感覚なども、地理学の対象です。キーワードは空間と地図、
環境と人間ですが、アプローチの仕方は多様です。
　取り上げる対象やアプローチによって、現地調査、聞き取り、古文書や古地図の解読、
GIS（地理情報システム）を用いた地図化やコンピュータを駆使した計量分析など、
手法を効果的に用いる必要があります。そのため、地理学実習と文献講読を地理学
の必修科目としています。地理学実習では、皆で調査地を選び、各自のテーマに沿っ
た現地調査を行い、共同して報告書をまとめる経験も積みます。また、演習は、学
部でも大学院でも大切な科目です。学部生には、自分の興味や問題意識を卒業研究
に発展させるステップとして、大学院生には、修士論文や博士論文を作成するステッ
プとして、定期的な研究発表が求められます。
　地理学専修の伝統は、自由で独創的な発想や現場で問題発見する鋭い観察力、新
しい研究分野を開拓する柔軟な思考力を尊重する教育と研究です。個性の際だつ地
理学者だけでなく、文化人類学、地域研究、地域政策学などの隣接諸科学で活躍す
る研究者も輩出してきましたし、大勢の先輩方が教育、行政、報道、建設、運輸な
ど各界で活躍されています。後に続く皆さんにも、既成の枠にとらわれない活動を
期待しています。

最近の卒業論文
◯インド東ヒマラヤ山麓の村落における社会構造の
　変容　―カルダモン栽培の導入に着目して―
◯昭和戦前期における名古屋飛行場の設置と終焉

最近の博士論文
◯近現代日本の都市におけるエスニック集団の
　集住形態の諸相
◯ラオス焼畑民の土地利用戦略

最近の修士論文
◯ポスト社会主義都市における空間構造の変化と
　居住分化の進行 ―チェコ共和国プラハを事例に―
◯中核市における一時生活支援事業の実施状況と
　その規定要因
　 ―ローカル・ガバナンスの地域間比較の試み―
◯日本の小学校給食の地域性
　 ―調理方式と献立に注目して―

地理学専修
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY
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