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　京都大学文学部と大学院文学研究科において教育・研究され

ているのは「人文学」(the humanities)と総称される学問です

が、私たちの「人文学」の定義は広く、哲学・歴史・語学・文学に加

えて、社会学など「社会科学」に分類されることが多い諸学や心

理学・科学史のような理系と方法的に変わらぬ学問も含めてお

り、非常に幅広い学問領域の研究と教育を実施しています。

　京都大学文学部と大学院文学研究科は、創設以来すでに110

年を越える歴史を刻んでいます。その間、多くの卒業生が様々な

分野で活躍してきました。人文学を担う研究者として学界を牽

引し、教育や報道・出版などの方面で力を発揮しているのはよく

知られていますが、近年では、法・経済学部と変わらぬほど公務

員や一般企業社員として社会に羽ばたいてもおります。

　歴史ある私たちの文学部・文学研究科ですが、開設以来の伝統

を大切にしつつも、つねに検証と発展に心がけてきました。京都

大学文学部と大学院文学研究科の前進である京都帝国大学文科

大学が開設されたのは、明治39（1906）年9月のことです。開設

当初は哲学科、史学科、文学科の3学科編成をとり、千年の都、京

都に所在する大学に相応しい特色ある教育・研究体制を整えて

発展してきました。その方針は今日でも大切に維持されていま

す。守るべき価値あるあり方と時代とともに変化していくべき

姿とを見極めながら、日本を代表する研究型大学の人文学研究・

教育の拠点として、国内外に高い独自性を主張できる存在であ

るよう活動しています。

　3学科体制から始まった京都大学文学部は、21世紀初頭の現

在、大学院大学として文献文化学、思想文化学、歴史文化学、行動

文化学、現代文化学、国際連携文化越境の6つの専攻とそれに属

する30を超える研究分野（専修）から成り立っています。国際連

携文化越境専攻は、平成29（2017）年に開設されたばかりの、京

都大学とドイツ最古の大学であるハイデルベルク大学との連携

によるジョイント・ディグリー修士課程であり、所属する大学院

生が日本とドイツで各1年学び、修士論文を提出して両大学連名

の学位記を授与される教育プログラムとなっています。激動す

る世界の様々な分野において主導的な役割を果たすことができ

る人材を養成する専攻ですが、それ以外の5つの専攻において

も、明治以来の学的伝統を継承しつつ、新たな時代を切り開く人

材の養成に励んでいます。

　私たちの文学部と大学院文学研究科は、古都、京都にあって、

日本やアジアに関わる学問の研究に優れた業績をあげてきたこ

とはつとに知られておりますが、ヨーロッパ、アメリカ、アフリ

カなどアジア以外の世界各地に関する研究にも、また地域に関

わらない学問領域においても、学界に大きな貢献をしてきまし

た。今後も、日本の人文学を牽引し国際的にもより大きな学的貢

献ができるように努力いたします。教員は、高い水準の研究現場

で学生諸君とともに学びながら、「人間性を陶冶する」という人

文学の原点を忘れることなく、高い独創性を持って多様な学問

分野を発展させ、同時に人材を育成したいと考えています。

　今日、グローバル化への対応が大学に求められていますが、私

たちは、実態を離れてイデオロギー化した「グローバル化」に振

り回されることなく、日本、京都の地で発展し蓄積された知の体

系を強みとして、真に世界に貢献できる研究と教育を担ってま

いります。多くの方々が私たちの学部、大学院の活動をご理解く

ださり、ともに学ぶ仲間になってくださるように切に願ってお

ります。

大学院文学研究科研究科長・文学部長 

南川 高志
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大学院文学研究科・文学部

人文学の研究・
教育拠点へようこそ



1897 6月  京都帝国大学開学

1906 6月  勅令第135号により文科大学開設。
  哲学科を開設

1907 5月  史学科を開設 

1908 5月  文学科を開設

1909 7月  第一回卒業生 本科12名、選科修了者8名

1913 8月  澤柳事件おこる。
  総長が文科大学教官1名を含む7教官の免官を決定

1919 2月  文科大学を文学部と改称

1935 11月  文学部三十周年記念祝賀式挙行。
  『京都大学文学部三十周年史』刊行

1946 4月  女子学生12名を初めて受け入れる

1947 9月  政令204号による帝国大学令改正にともない、
  京都帝国大学を京都大学と改称

1949 5月  新制大学発足。新制文学部発足。
  教育学部設立

1952 3月  『京都大学文学部紀要』 創刊

1953 4月  新制大学院文学研究科発足。
  文学研究科規定制定

1956 11月  文学部五十周年記念祝賀式典挙行。
  『京都大学文学部五十年史』、『五十周年記念論集』刊行

1959 2月  陳列館を文学部博物館と改称

1966 4月  内陸アジア研究所（羽田記念館）開設

1969 3月  全共闘運動の高まりから文学部全館が閉鎖される。
  11月まで授業休止

1987 11月  文学部博物館新館、開館

1992 4月  第四学科として、文化行動学科新設

1995 4月  大講座化を実施。4学科44講座を1学科16大講座へ改組

1996 4月  大学院重点化を実施。5専攻16大講座とする

1997 4月  文学部博物館を京都大学総合博物館に移管

 8月 文学部新館（鉄筋コンクリート八階建）竣工

2004 4月  国立大学が法人化される
  内陸アジア研究所を学内施設とし、

  ユーラシア文化研究センターと改称

2006 6月  文学部百周年。記念講演会・式典・祝賀会が挙行される

2012 4月  応用哲学・倫理学教育研究センターを設置
  アジア親密圏／公共圏教育研究センターを設置

2016 4月  学域・学系制度はじまる

 7月 5専攻6大講座とする

2017 10月  修士課程に京都大学・ハイデルベルク大学国際連携
  文化越境専攻を新設、6専攻とする

写真：文学部陳列館

年譜 HISTORY

02



国語学国文学

中国語学中国文学
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仏教学

東洋文化学系
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西洋古典学

スラブ語学スラブ文学

ドイツ語学ドイツ文学

英語学英米文学

フランス語学フランス文学

イタリア語学イタリア文学

哲学

西洋哲学史（古代・中世・近世）

日本哲学史

倫理学

宗教学

キリスト教学

美学美術史学

日本史学

東洋史学

西南アジア史学

西洋史学

考古学

心理学

言語学

社会学

地理学

科学哲学科学史

メディア文化学

現代史学

東洋文化学系では、日本、中国、インド、それぞれを中心とした3つの文化圏を研究対象としていま
す。それぞれの長い歴史の積み重ねによって培われてきた文化の中で、人々がどのように考え、どの
ようにして文化を形成してきたかを、文献を中心として研究してゆきます。中心となるのは、文学、思
想、文化の研究ですが、それぞれの文化の接触や相互影響などの研究も行われています。それぞれ
の専修で必要とする言語が異なるので、注意してください。

西洋文化学系

西洋文化学系は西洋古典学、スラブ語学スラブ文学、ドイツ語学ドイツ文学、英語学英文学、アメ
リカ文学、フランス語学フランス文学、イタリア語学イタリア文学の７専修から構成され、それら
の言語を深く学び、古代から現代に至るヨーロッパおよびアメリカの文学・思想・芸術・社会を研
究するところです。明治以来の日本人は飽くことなく西欧文学を摂取することで日本語を変革
し、世界の見方を拡げてきましたが、言語と文学を通じて世界を理解することは、今も人間理解
の根底といえるでしょう。

※英語学英米文学専修は学部段階では英語学英文学専修とアメリカ文学専修に分かれています。

哲学基礎文化学系

哲学基礎文化学系は、哲学、西洋哲学史、日本哲学史、倫理学、宗教学、キリスト教学、美学美術史
の7専修から成り、広く哲学・思想一般に関わるテーマに加え美術史を扱っています。いずれの専
修でも、自由闊達な議論を通じて自分の考えを磨き、それを文章化して他人に分かりやすく伝え
ることが目指されています。自分の考えを進めるためには、先人の思索に耳を傾けることも重要
です。その意味で本系では、テキストの正確な読解法を身につけることも重視されています。

歴史基礎文化学系

歴史基礎文化学系には、日本史学・東洋史学・西南アジア史学・西洋史学・考古学の5つの専修
があります。歴史学は、人類社会の歩みを時間の流れに沿って跡づけ、考察する学問です。各専
修には、固有の研究分野と研究方法、そして確固とした学問的伝統がありますが、それと同時
に、歴史学としての普遍的な課題を共有しています。ですから、専修の枠にこだわることなく、系
の授業を広く履修し、広い学問的視野を身につけて下さい。

行動・環境文化学系

行動・環境文化学系は心理学、言語学、社会学、地理学の4専修から成っています。文学部の他の
系では、概ね過去から現在までに蓄積された書物や文書などの文字資料を扱うのに対して、こ
の系ではそれ以外に人間が日常使う言語や、心の動き、社会の中での行動とそれを取り巻く地
域そのものが研究の対象になります。フィールドでの調査、統計、現象を観察してモデルや仮説
を立てそれを実験によって検証するといった自然科学的な手法をとることもこの系の特徴です。

基礎現代文化学系

現代は、歴史上かつてなかったほど、人類が巨大な変化を経験している時代です。「基礎現代文
化学系」は、様々な角度から、この「現代」の特質を考察します。科学哲学科学史専修は、自然科
学における人類の知的な営みを研究します。現代史学専修は、現代史は世界史であるという観
点に立って、歴史学の手法により現代世界を分析します。二十世紀学専修と情報・史科学専修が
合併して2018年度に新設されたメディア文化学専修は、おもにメディアや情報という切り口か
ら、人文学の様々な手法を組み合わせながら、現代文化を考察します。

京都大学・ハイデルベルク大学国際連携文化越境専攻（修士課程）

本専攻は国際連携専攻で、第1・第4学期の授業は京都大学で、第2・第3学期の授業はハイデルベルク大学で、英語により実施されます。学生は、必修科目である
Transcultural Studies〔「文化越境」研究〕の基礎理論を学んだのち、(1)Knowledge, Belief and Religion〔知識・信念・宗教〕, (2)Society, Economy and 
Governance〔社会・経済・統治〕, (3)Visual, Media and Material Culture〔視覚・メディア・物質文化〕の3フォーカスから1つを選択して学修し、英語の修士論文を作成し
ます。渡独前にドイツ語の初歩を学ぶよう求めます。

文学研究科・文学部の研究教育組織
RESEARCH AND EDUCATION ORGANIZATION

03



外国文献研究
（文・英）

全学共通科目全学共通科目 全学共通科目全学共通科目
は各専修の必修専門科目。ただし、専修によって開講科目が異なる

卒業論文

目標

○哲学・歴史学・文学・行動科学に関わる基礎的学識、専門分野についての深い理解力を持ち、卒業論文の作成を通して培われる
　問題探究能力、分析能力、表現能力を身につける。
○哲学・歴史学・文学・行動科学に関わる課題に関して、問題発見能力と問題解決能力を具え、創造的に取り組むことができる。
○人文学の意義と重要性を理解し、高い倫理性を持って、その展開に寄与する行動ができる。
○自由で批判的な精神と良識を具え、人類が直面する課題を直視し、問題解決に積極的に寄与することができる。

文学部の4年間

文学部 人文学科

　文学部・文学研究科は、東洋文化学系・西洋文化学系(文献文

化学専攻)、哲学基礎文化学系(思想文化学専攻)、歴史基礎文化

学系(歴史文化学専攻)、行動・環境文化学系(行動文化学専攻)、

基礎現代文化学系(現代文化学専攻)に分かれています。それぞ

れの系(学部)ないし専攻(大学院)は、対象とする範囲が広いの

で、ほぼ、人間や人間の営みに関するすべてのことが研究・教育の

対象となります。

　本学部・研究科に共通している研究態度は、空論に陥ることな

く、実証的に、かつ、幅広い視点で人間を理解しようとする姿勢で

す。広く、深く、しかも正しく理解するのは、難しいことですが、思

い込みを排して、着実な調査と合理的な分析をおこなえば、必ず

正しい理解に到達します。そのとき学生・院生が才能や能力を発

揮できるように、教員は回答を与えることなく、共に議論し、共に

考えて、新たな方向を、自分自身でつかみ取ることができるように

指導してゆくのも、本学部・研究科の教育・研究上の特色です。

　そこで、まず2回生で、専修を大枠でくくった系に分属し、各専修が

開講している講義や基礎演習、各国語の文献購読、分属した系でクラ

ス編成された文学部英語を履修し、3回生で希望専修を決定するた

めの準備をします。2回生の秋には希望専修の調査をおこない専修

の分属を決定します。その際に、2回生で分属した系と異なる系の専

修に分属することも可能です。ただし、専修にはそれぞれ定員があ

り、定員を超えた専修では選考等がおこなわれます。したがって、希

望の専修へ全員が分属できるわけではありません。

　3回生では本格的な専門教育が始まります。各専修に分属して、特

殊講義や演習といった専門的な授業を履修します。中には大学院生

と席を並べるものもあります。また、研究室の行事等にも参加する機

会もあり、上級生や大学院生との日常的な研究上の交わりから、学問

研究をより身近に感じられるようになるでしょう。他学部に比べて、文

献購読や実習、野外実習(フィールドワーク)等、通常の授業とは異な

る型式も多くあります。4回生の時に卒業論文に集中するためには、

3回生終了時までにできるだけ多くの卒業に必要な単位を修得して

おくことが望ましいと思います。

　4回生では、卒業論文の作成が中心になります。各自が自ら論文の

テーマを決定し、資料・史料を集めて分析し、論文にまとめていく課

程は、時には苦しいかもしれませんが、自らの責任で、一つのものを

完成することの重要さを学ぶことができるでしょう。この経験は、卒業

後の社会生活にとっても、貴重なそして有意義なものになるはずで

す。大学院へ進学して研究を進めようと考えている人にとっては、卒

業論文が本格的な研究のはじめの一歩となります。

　文学部の学生が1回生の時に履修できる科目はほとんどが全学

共通科目です。学部専門科目の履修は主に2回生になってからで

す。学年が進むにつれて勉強する分野が限定されがちですので、1・

2回生の間はできるだけ幅広い学問分野に触れておいた方が、長期

的に見ればプラスになるでしょう。この時期は所属の専修が決まっ

ていないとはいえ、将来分属したいと思う専修を念頭において、そ

れぞれに必要とされる外国語を履修しておくことが望まれます。

　1回生の秋には希望調査をおこない、それによって2回生にな

るときに6つの系に分属します。文学部には研究・教育の基礎単

位として、研究分野に分かれた31の専修があります。専修での研

究内容は専門的で、皆さんにとってはそのほとんどが未知のもの

でしょうから、どのようにして専修を決定すればよいか、とまどう

かもしれません。
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目標

入学の要件

二
年
次

修士論文の提出 修士論文の審査
学位授与の可否決定

各自のテーマによる専門的研究の推進
修士論文の作成

研究能力と知識の獲得

指導教員による研究指導

一
年
次

教
職
・
司
書
・
学
芸
員

資
格
の
取
得

(*1)専修ごとに開講科目の種別は異なり、また必修科目の単位数も異なる。

(1) 哲学・歴史学・文学・行動科学のそれぞれの専門分野において、高度な知識に基づく研究能力と、高度な専門性を必要とする職業
　  に従事するための能力を身につけている。
(2) それぞれの専門分野において、原典や一次資料の分析に基づいてオリジナリティを有する研究を進める能力を身につけている。
(3) 専門家としての責任感と倫理性をもって研究を遂行する能力を身につけている。
(4) 研究成果を世界に向けて発信するために必要なレベルの語学能力を身につけている。

(1) 志望分野に関する専門的知識を有しているとともに、人文学全般にわたって広い知識をもっている。
(2) 志望分野において自らが主体的に問題を発見し、原典や一次資料の適切な分析に基づいてそれを解決する能力をもっている。
(3) 将来国際的な場でも活動しうるだけの外国語能力の基礎を具えている。

研究計画書の提出 研究計画書の承認
指導教員の決定

特殊講義

(必須科目)

演　習 講　読 語　学 外国語実習

特殊講義
専門分野以外の
授業(*1)

専門分野の
授業(*1)

演　習 講　読 語　学 外国語実習

修士課程

　そこで、まず2回生で、専修を大枠でくくった系に分属し、各専修が

開講している講義や基礎演習、各国語の文献購読、分属した系でクラ

ス編成された文学部英語を履修し、3回生で希望専修を決定するた

めの準備をします。2回生の秋には希望専修の調査をおこない専修

の分属を決定します。その際に、2回生で分属した系と異なる系の専

修に分属することも可能です。ただし、専修にはそれぞれ定員があ

り、定員を超えた専修では選考等がおこなわれます。したがって、希

望の専修へ全員が分属できるわけではありません。

　3回生では本格的な専門教育が始まります。各専修に分属して、特

殊講義や演習といった専門的な授業を履修します。中には大学院生

と席を並べるものもあります。また、研究室の行事等にも参加する機

会もあり、上級生や大学院生との日常的な研究上の交わりから、学問

研究をより身近に感じられるようになるでしょう。他学部に比べて、文

献購読や実習、野外実習(フィールドワーク)等、通常の授業とは異な

る型式も多くあります。4回生の時に卒業論文に集中するためには、

3回生終了時までにできるだけ多くの卒業に必要な単位を修得して

おくことが望ましいと思います。

　4回生では、卒業論文の作成が中心になります。各自が自ら論文の

テーマを決定し、資料・史料を集めて分析し、論文にまとめていく課

程は、時には苦しいかもしれませんが、自らの責任で、一つのものを

完成することの重要さを学ぶことができるでしょう。この経験は、卒業

後の社会生活にとっても、貴重なそして有意義なものになるはずで

す。大学院へ進学して研究を進めようと考えている人にとっては、卒

業論文が本格的な研究のはじめの一歩となります。

　文学部の学生が1回生の時に履修できる科目はほとんどが全学

共通科目です。学部専門科目の履修は主に2回生になってからで

す。学年が進むにつれて勉強する分野が限定されがちですので、1・

2回生の間はできるだけ幅広い学問分野に触れておいた方が、長期

的に見ればプラスになるでしょう。この時期は所属の専修が決まっ

ていないとはいえ、将来分属したいと思う専修を念頭において、そ

れぞれに必要とされる外国語を履修しておくことが望まれます。

　1回生の秋には希望調査をおこない、それによって2回生にな

るときに6つの系に分属します。文学部には研究・教育の基礎単

位として、研究分野に分かれた31の専修があります。専修での研

究内容は専門的で、皆さんにとってはそのほとんどが未知のもの

でしょうから、どのようにして専修を決定すればよいか、とまどう

かもしれません。

大学院

　大学院の教育課程は2年間の修士課程(博士前期課程)と3年

間の博士後期課程とから構成されています。大学院にはいると、

文学研究科図書館での本の貸出冊数も増え、専修によっては研究

室に自分の机を持てるようになります。本格的な研究開始を感じ

られるようになるでしょう。1年次は、4月初旬に希望する指導教

員の届と学修・研究計画を提出し、研究活動を開始します。修士課

程での必要単位は30単位と学部と比べて少なく、自分自身で研

究する姿勢が最も要求されます。修士論文については、論文題目

を2年次の10月中旬に指導教員の検印を受けて提出しなくては

なりません。論文の提出締切りは1月初旬ですので、題目提出時

にはほぼ論文がまとまっている必要があるでしょう。修士論文は

研究者に向けての初めての本格的な論文です。私達は「後から来

る者は、先に行く者の誤りを訂正し、先行の者を追い越してゆくの

が当然である」と考えています。教員が修士論文に期待するところ

は大なのです。論文の審査と試験に合格した者には修士の学位

を授与します。

　博士後期課程に進学・編入学しますと、自分が専門的研究の一

翼を担うのだという意識が求められるようになります。場合によっ

ては、教員の補助をして学部学生を指導することもあります。博士

後期課程には必修単位はありませんが、博士論文指導を受けなく

てはなりません。また、1年次の4月には博士後期課程全体の研究

主題や具体的な研究計画を、さらに、3月には博士論文作成計画

書を提出しなくてなりません。このように、日々専門家としての研
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三
年
次 授

業
へ
参
加・T
A
な
ど
と
し
て
の
指
導

国
内
外
学
会
で
の
発
表・雑
誌
論
文
の
公
表

海
外
へ
の
留
学・海
外
に
お
け
る
調
査
研
究

二
年
次

一
年
次

(*1) 在学中に学位論文を提出せずに研究指導認定を受ける者は、三年次研究報告書を提出して、研究指導認定退学する。退学後3年以内であれば課程博士論文を提出することができる。

課程博士論文の提出(*1) 課程博士論文の審査
学位授与の可否決定

指導教員による研究指導

各自のテーマによる高度な専門的研究の推進
課程博士論文の作成

研究計画書の提出

指導教員による研究指導

指導教員による研究指導

研究計画書の承認
指導教員の決定

目標

(1) 哲学・歴史学・文学・行動科学のそれぞれの専門分野において、専門的研究者として自立できる研究能力と、指導的な高度専門
　  職業人としての能力を身につけている。
(2) それぞれの専門分野において、原典や一次資料の高度な分析に基づいてオリジナリティの高い研究を進めるとともに、研究の成果
　  と学術的意義を適切に把握する能力を身につけている。
(3) 専門家としての強い責任感と高い倫理性をもって研究を遂行する能力を身につけている。
(4) 研究成果を世界に向けて積極的に発信するとともに、国際的な連携のもとで研究を推進する能力を身につけている。

(1) 志望分野に関する深い専門的知識を有しているとともに、人文学の研究を通じて学術の高度化に寄与する能力をもっている。
(2) 志望分野において、先駆的な研究課題を自ら設定することができ、原典や一次資料の精緻な分析に基づいて、課題を解決する能力をもっている。
(3) 日本語、外国語によって、研究成果を国内外に効果的に発信するための語学能力を具えている。

資格申請書の提出

二年次研究報告書の提出

各自のテーマによる高度な専門的研究の推進

一年次研究報告書・学位論文作成計画書の提出

各自のテーマによる高度な専門的研究の推進

資格申請書の承認

二年次研究指導認定

一年次研究指導認定

進学・編入学の要件

博士後期課程
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室に自分の机を持てるようになります。本格的な研究開始を感じ

られるようになるでしょう。1年次は、4月初旬に希望する指導教

員の届と学修・研究計画を提出し、研究活動を開始します。修士

課程での必要単位は30単位と学部と比べて少なく、自分自身で

研究する姿勢が最も要求されます。修士論文については、論文題

目を2年次の10月中旬に指導教員の検印を受けて提出しなくて

はなりません。論文の提出締切りは1月初旬ですので、題目提出

時にはほぼ論文がまとまっている必要があるでしょう。（国際連携

文化越境専攻の手続きは別途、定めています。）修士論文は研究

者に向けての初めての本格的な論文です。私達は「後から来る者

は、先に行く者の誤りを訂正し、先行の者を追い越してゆくのが

当然である」と考えています。教員が修士論文に期待するところ

は大なのです。論文の審査と試験に合格した者には修士の学位

を授与します。

　博士後期課程に進学・編入学しますと、自分が専門的研究の一

翼を担うのだという意識が求められるようになります。場合に

よっては、教員の補助をして学部学生を指導することもあります。

博士後期課程には必修単位はありませんが、博士論文指導を受

けなくてはなりません。また、1年次の4月には博士後期課程全体

の研究主題や具体的な研究計画を、さらに、3月には博士論文作

成計画書を提出しなくてなりません。このように、日々専門家とし

ての研究を計画的に進めていくことになるでしょう。


