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専攻分野

客員教授

客員教授

客員准教授

埴淵和哉

荻野昌弘

山本昭宏

健康地理学

文化社会学、歴史社会学、社会学理論

メディア文化史　日本近現代文化史

現在の研究テーマ

近隣環境の健康影響

社会的空間・時間という視角から暴力と文化の関係を問う？

近代日本の核エネルギー認識・平和認識の変容

専攻分野

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

教授

准教授

准教授

准教授

准教授

准教授

准教授

准教授

准教授

准教授

講師

武田時昌

藤井正人

岩井茂樹

浅原達郎

岡村秀典

竹沢泰子

稲葉　穣

船山　徹

髙木博志

岡田暁生

池田　巧

石川禎浩

矢木　毅

小関　隆

岩城卓二

稲本泰生

王寺賢太

伊藤順二

村上　衛

古勝隆一

藤原辰史

中西竜也

森本淳生

宮宅　潔

永田知之

ホルカ・イリナ

中国科学思想史

インド学（ヴェーダ）

中国近世史、東アジア関係史

中国古代史

中国考古学

人種・エスニシティ論、移民研究

中央アジア史

仏教思想史

日本近代史

西洋音楽史

漢藏語方言史

中国近代史

朝鮮中世近世史

イギリス・アイルランド近現代史

日本近世史

東洋美術史

社会思想史

西洋史学

中国近代社会経済史

中国古典史

農業史

東洋史

フランス文学

中国古代史

中国古典文学

日本近代文学

現在の研究テーマ

中国科学のパラダイム形成

ヴェーダ文献の生成と伝承の研究

近代中国の財政と社会

中国古文字学

東アジアにおける国家形成とユーラシア東西交渉史

アジアの視点からの人種理論の再構築

文化接触領域としての歴史的アフガニスタン

中国中世における仏教の学術と実践

近代天皇制の文化史的研究

第一次大戦と音楽　メロドラマ、ジャズの語法

羌系諸語の類型構造と史的変遷の解明

中国共産党史

朝鮮前近代における政治史及び政治制度史の研究

第一次世界大戦期のイギリスとアイルランド

幕末社会論

東アジア仏教美術史

18世紀フランスの歴史叙述と政治思想

第一次世界大戦におけるロシアとオスマン帝国

近代華南沿海の社会経済制度の変容

経学・目録学

農業史の再構築

中国イスラームの研究

フランス象徴主義と文学的モデルニテ

秦漢制度史の研究

中国中世近世の文学理論

島崎藤村その他の近代文学者の作品研究ーリアリズム、メディア、帝国

関連専修

中国哲学史

インド古典史

東洋史

東洋史学

考古学

社会学

西南アジア史学

仏教学

現代史学

ドイツ語学ドイツ文学

中国語学中国文学

現代史学

東洋史学

西洋史学

日本史学

美学美術史学

フランス語学フランス文学

西洋史学

現代史学

中国哲学史

現代史学

東洋史

フランス文学

東洋史学

中国語学中国文学

日本近代文学

客員講座教員

協力講座教員

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。2017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。

客員講座・協力講座 COOPERATIVE PROFESSORS
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教員紹介

相談員紹介

1. 専攻分野　2. 現在の研究テーマ　3. 主要研究業績　

教員紹介 1. 専攻分野　2. 現在の研究テーマ　3. 主要研究業績　

講師　海田大輔
1.英語圏の現代哲学（とくに分析形而上学、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、「傾向性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号など

臨床心理士　皆本麻美

助教　佐藤夏樹
1.アメリカ現代史　2.エスニック集団ヒスパニックの形成とその影響　3.非合法移民
問題と『ヒスパニック』コミュニティ－『ヒスパニック』組織LULACのコミュニティの再定
義－」『アメリカ史評論』第28号、「エスニック・マイノリティ『ヒスパニック』の創出―
1970年センサスとOMB指令第15号―」『西洋史学』第255号、「ヒスパニック組織と海外
への視線―1980年代LULACの外交関与―」『社会科学』第46巻1号など

情報ネットワーク管理室
THE OFFICE OF INFORMATION AND NETWORK SERVICES
情報ネットワーク管理室
THE OFFICE OF INFORMATION AND NETWORK SERVICES

　情報ネットワーク管理室では、文学部・文学研究科のネットワー 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。

留学生支援
　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、関係教員・職員と協力して対応しています。また、留学生の
ための情報提供、海外からの入学希望者の問い合わせへの対応、留学生向け
の授業科目の提供も行っています。

　
　文学研究科・文学部相談室は、文学部・文学研究科の学部生・院生と教職
員の方々のために、平成30年度より新たに開設されました。学業や研究、人
間関係、部活やサークル、アルバイト、進路や将来、自分自身の性格など、
日常の生活における様々な悩みや困りごとについて相談していただけます。
必要に応じて医療機関や他の専門相談窓口等の案内も行います。臨床心理士
の資格を持つ相談員が対応し、相談内容の秘密は厳守します。

❸

❹

❶

❷

写真　❸ 「時間の哲学」についての国際ワークショップ（2015年）
　　　❹ 海外留学経験者による留学説明会（2012年）

写真　❶ 相談室外観
　　　❷ 相談スペース

学生支援 STUDENT SUPPORT

文学研究科・文学部相談室

https://www.bun.kyoto-u.ac.jp/for_students/
相談室/counseling_room/



45

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　

助教　西島　薫
1.地域研究（東南アジア）、文化人類学　2.西部カリマンタンの王権研究、
外来王権の比較研究　3.「ボルネオ・イバン人のリーダーシップに関する
一考察」『アジア・アフリカ地域研究』15-1（2015）、『西部カリマンタンにお
けるウルアイ王権とその歴史的変容』京都大学博士学位論文（2018）

KUASU  運営協議会メンバー（全学）

落合恵美子

平田昌司

太郎丸博

出口康夫

松田素二

安里和晃

久野秀二

矢野　剛

北田　雅

松井啓之

中溝和弥

杉本　均

秋津元輝

三重野文晴

村上　衛

河合淳子

井本憲

文学研究科／教授　　　　○＊

文学研究科／教授　　　　＊

文学研究科／教授　　　　＊

文学研究科／教授

文学研究科／教授

文学研究科／准教授　　　＊

経済学研究科／教授　　　＊

経済学研究科／教授　　　＊

経済学研究科／講師　　　＊

経営管理研究部／教授

アジア・アフリカ地域研究研究科／教授

教育学研究科／教授 

農学研究科／教授

東南アジア地域研究研究所／教授

人文科学研究所／准教授

国際高等教育院／教授

文学研究科／事務長

KUASU  ユニットメンバー（文学研究科）

大槻　信

平田昌司

家入葉子

永盛克也

出口康夫

上原麻有子

水谷雅彦

中砂明徳

金澤周作

落合恵美子

太郎丸博

松田素二

安里和晃

海田大輔

○ユニット長　＊幹事

文献文化学専攻／教授

文献文化学専攻／教授

文献文化学専攻／教授

文献文化学専攻／准教授

思想文化学専攻／教授

思想文化学専攻／教授

思想文化学専攻／教授

歴史文化学専攻／教授

歴史文化学専攻／教授

行動文化学専攻／教授

行動文化学専攻／教授

行動文化学専攻／教授

行動文化学専攻／准教授

留学生担当教員／講師

アジア研究教育ユニット
KUASU:KYOTO UNIVERSITY ASIAN STUDIES UNIT

ASEAN事業担当
タイ(チュラーロンコーン大学 )、ベトナム(ベトナム国家大学ハノイ校 )、インドネシア(インド
ネシア大学)、シンガポール(シンガポール国立大学)と京都大学との短期学生派遣・受入プ
ログラムを、国際高等教育院附属日本語・日本文化教育センターを中心として企画・実施し
ているほか、京都大学のグローバル化を推進する事業に参画しています。

　京都大学アジア研究教育ユニットは、京都大学9部局（文学
研究科、経済学研究科、経営管理大学院、アジア・アフリ力
地域研究科、教育学研究科、農学研究科、東南アジア研究所、
人文科学研究所、旧国際交流センター（現国際高等教育院日
本語・日本文化教育センター ））の連合により2012年12月に
発足しました。アジア地域や世界各地における相互理解と、
共通して直面している問題の解決を目指して、国際連携大学
との協働により、3つのミッションを達成します。
（1） 国際的学際的協働による世界最高峰のアジア研究拠点の形成
（2） 国際連携大学院プログラムによるグローバル人材育成
（3） 相互理解と問題解決のための現代アジア研究の国際共通基盤構築

　本ユニットには「社会部門」「文化部門」「経済部門」「環境
部門」の4部門を置き、部局の枠を越えた学際的共同によって、
現代アジアの課題分析に焦点を当てた研究を実施します。
　また、本ユニットは学生および教員の派遣と招聘、「京都で
学ぶアジアと日本」科目群の提供、アジア研究・日本研究の
英語教材作成など、京都大学全学の学部および大学院教育の
グローバル化を推進しています。文学研究科は本ユニットの
主管部局です。
http://www.kuasu .cpier .kyoto-u .ac.jp/

❶

❷ ❸

写真　❶ 第10回次世代グローバルワークショップ（2017年度実施）
　　　❷ フィリピン研修（2017年度実施）
　　　❸ 京都サマープログラム（2017年度実施）
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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
科の教員からなる運営委員会が組織され、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。

応用哲学・
倫理学教育研究センター

　「応用哲学・倫理学教育研究センター」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。  

cape.bun.kyoto-u.ac.jp

 ユーラシア文化研究センター
（羽田記念館）

上：センター外観　　下：センター内の様子

開設記念国際ワークショップ

RESEARCH CENTERS AND FACILITIES附属施設
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アジア親密圏／
公共圏教育研究センター

　2012年4月に発足したセンターです。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

年にさしあたり、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い時代に対応し、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、それらが相互に

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。そこで本センターで

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不可欠なので、本センターは世界 22 社
会の33大学・研究機関（2014年5月現在）の教員・研究者
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。

文学研究科図書館 　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年を越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 110万冊を超え、近年は毎年 1.5
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（ただし劣化資料や「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。

アジア親密圏／公共圏教育研究センター開設時の様子

書庫内風景
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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―

吉本道雅 『左傳』の豫言／家入葉子 On Alway(s) and Algate(s) in Middle English Again／
高嶋　航 なぜbaseball は棒球と訳されたか ー翻訳から見る近代中国スポーツ史ー／石川義孝 日本の国内引退移動再考

1997年11月29日 人文的教養のゆくえ

1998年11月28日 高度情報化時代の人文学

1999年11月27日 病い ―その思想と文化―

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―

2001年12月1日 日本文化の基点 ―中世から近世へー

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

2003年12月6日 文学と言語にみる異文化意識

2004年12月4日 空間の行動文化学

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―

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―

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―

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―

2009年12月5日 変容する親密圏／公共圏

『善の研究』刊行百周年記念2010年12月18日・19日

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

2012年12月9日 日本語の起源と古代日本語

2013年12月23日 上山春平記念シンポジウム

2014年12月14日 人間とテクノロジーの歴史と現在

2015年12月12日 ヨーロッパの文芸共和国－わたしたちにとっての遺産

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回

第17回

第18回

第19回

第20回

2017年12月9日 文化越境のダイナミクス第22回

2016年12月3日 近代日本における学術と芸術の邂逅第21回

第55号
（2016年）

第56号
（2017年）

第57号
（2018年）

吉本道雅 周室東遷再考／村瀬有司 『エルサレム解放』の直接話法ー数量データに基づく比較検証ー／
田口紀子 フランス・ロマン主義演劇と歴史叙述／高嶋　航 フィリピンカーニバルから極東オリンピックへースポーツ・民主主義・ビジネスー／
家入葉子 Recent Changes in the Use of  the Verb forbid

吉本道雅 『漢書』古今人表と春秋史／高嶋　航 満州における日中スポーツ交流（1906-1932）：すれちがう「親善」／
家入葉子 Jespersen’s  Cycle and the Expansion of Periphrastic do in English／
石川義孝・竹下修子・Kao-Lee Liaw・花岡和聖 戦略としての国境を超えた結婚　ー在米外国生まれの妻と夫の年齢差に基づく検討ー

京都大学大学院
文学研究科主催の
シンポジウム

　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 21 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。

　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、毎年1回発行されて
今日までに第56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。

京都大學
文學部研究紀要

文学研究科シンポジウム・文学部研究紀要
SYMPOSIUM / PUBLICATIONS



49

京都哲学会
　京都哲学会は、1916 年に設立された我が国でも極めて古

い歴史をもつ哲学会のひとつで、広義における哲学の研究と

その普及を図ることを目的としています。文学部の旧哲学科

を母体としていますが、会員資格に制限はなく、誰でも加入

できます。主な活動としては、年一回の公開講演会と、年二

回の雑誌『哲學研究』の発行があります。公開講演会は、主

として本研究科に所属する教員の専門的な研究の一端を講演

していただいています。『哲學研究』は、西田幾多郎をはじ

めとする京都学派の様々な哲学者の論文発表の場として創刊

され、現在までに602号が刊行されています。

史学研究会
　史学研究会は、文学部の前身である京都帝国大学文科大学
の史学科の教官と学生を中心に1908 年に設立された、歴史
学・地理学・考古学という広い意味での歴史学の全分野を包
含する学術団体です。毎年4 月にシンポジウム形式の例会を、
11 月に2名の講師による講演会形式の大会を、それぞれ開催
しています。本会の学術雑誌『史林』は、1916 年に創刊、
戦中戦後の困難な時期にも刊行を継続して、2018年3 月時点
で第101 巻（527 号）を発行しています。『史林』は、日本
の歴史学界を代表する学術雑誌として内外から高い評価を受
けており、近年は毎年1 月に特定のテーマに関する論考を集
めた特集号を発行しています。

京大以文会
　京大以文会は、文学部・文学研究科の同窓会です。2005
年に50周年を祝いました。文学部の歴史は100年を越えまし

たから、京大以文会の会員も1万人を越えています。最近は、

東京支部の活動も活発です。学生や社会人となったばかりの
若い卒業生諸君を、先輩たちがバックアップします。京大以
文会の名前は、「以文会友」（文でつながる友と友）という言

葉に由来します。この「文」は、文学部の「文」です。この「文」

は文字を意味しません。人間の精神のはたらきとその成果が
「文」なのです。そして、この「文」は、「武」と拮抗します。
人間の精神をこそ重んずる、それが文学部の理念です。京大

以文会では、文に集う友のために、会誌『以文』を発行して

います。

関連団体
AFFILIATED ORGANIZATIONS


