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Tohoku University Graduate School of Arts and Letters

C O N T E N T S

　東北大学大学院文学研究科には、文化科学、言語科学、歴史科学、人間科学

の4専攻のもとに28の専攻分野があります。文化科学専攻では、精神文化の基

盤である文学と哲学等とを対象に、原典の厳密な読解に基づいて人間の知性

や感性のあり方を解明し、新たな知の可能性を追求します。言語科学専攻で

は、言語の構造、機能、歴史およびその変異を多様な観点から解明し、さらに外

国人への日本語教授法の実践的研究を行っています。歴史科学専攻では、人類

の営みである歴史を、文献資料・考古的資料・芸術作品等の分析を通じて解明

することにより、未来を展望する指針を探り出します。人間科学専攻では、人間

社会の構造を実験やフィールド・リサーチを通じて解明し、その成果に基づい

て社会に具体的提言を行います。このような28の多様な研究分野は、人文社会

科学に関心を持つ多くの方々の要望に応える事が出来るものと思っています。

さらに本研究科には、教育研究組織の整備と研究・教育活動の推進を行わせ、

その分野における国際的研究拠点を形成させるため文科省が公募し、その公

募に応じて採択されたグローバルCOEプログラム「社会階層と不平等教育研究

拠点の世界的展開」、同じく文科省により採択された大学院教育改革支援プロ

グラム「歴史資源アーカイブ国際高度学芸員養成計画」があり、専攻分野の枠

を超えた分野横断的な教育と研究が行われています。

　杜の都仙台、学都仙台でともに研究しませんか。

花登 正宏 ： はなと まさひろ

1947年生まれ。文化科学専攻中国文化学講座中国

語学中国文学分野教授。文学博士。専門は中国語

学、特に、小学（中国古代語学）、中国音韻学、小学

書出版の研究。著書に『古今韻会挙要研究̶中国

近世音韻史研究の一側面̶』（1997）など。2009年

4月から東北大学文学部長、大学院文学研究科長。
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　文学研究科の教育理念は、人文社会科学を構成する各専門分野の研究を通じて、人類文化の知的遺産を確実に継承するととも

に、その創造的発展に積極的に寄与しうる研究者および高度な専門的職業人を育成することです。そのような人材は、各専門分野

における先端的な研究能力を修得するのみならず、幅広い学際的視野と卓越した国際的発信能力を備えていなければなりませ

ん。現代社会が抱える諸問題の解決には、何よりも分野を横断した学際的協働と国境を超えた国際的協力とが要求されているから

です。そのためには、海外からの留学生を積極的に受け入れ、日本文化の理解を通じて国際理解を深めると同時に、現場の課題に

取り組む社会人の再教育に力を注ぐことによって最新の研究成果の社会への還元をはかることが必要となります。文学研究科が目

指すのは、人間の精神活動や社会活動への深い洞察力に基づいて異質の文化を理解し、高度の専門的知識を生かすことによって

国際貢献をなしうる人材の養成です。

（目的）□文学研究科の教育理念

　文化科学、言語科学、歴史科学、人間科学の4専攻からなる文学研究科は、個人から社会までを貫く「人間性」の探究を研究目的

とします。そしてこの研究目的は次の4つの柱からなります。

（1）人間性の結晶である人類の精神文化および社会組織を研究対象とし、世界的水準の研究を行い、その成果を世界へ向けて発

信します。

（2）国際的な研究拠点としての体制を整備し、学際的・先端的共同研究を推進するとともに、現代的要請に応えて新たな学問分野

の開拓に力を注ぎます。

（3）広く学問の基盤となる基礎研究を重視し、長期的視野に立って、基礎的な研究資料を整備します。

（4）学問的成果を広く社会に還元し、人類文化の持続的発展に寄与します。

（目的）□文学研究科の研究理念
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准教授 ／ 馬　暁地
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教授 ／ 後藤  敏文
教授 ／ 桜井  宗信
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教授 ／ 千種  眞一
教授 ／ 後藤　斉

准教授 ／ 小泉  政利

教授 ／ 齋藤  倫明
教授 ／ 小林　隆

准教授 ／ 大木  一夫
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助教 ／ 飯田  寿子

助教 ／ 金  情浩

教授 ／ 才田  いずみ　　[協力教員] 教授（国際交流センター） ／ 助川  泰彦
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　　　　　　　　　　　　　准教授（イタリア語） ／ ロベルト・テッロースィ

教授（東北アジア研究センター） ／ 磯部　彰
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教授（総合学術博物館） ／ 柳田  俊雄

留学生担当 准教授 ／ 高橋  章則
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助教 ／ 今井　順
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客員准教授（多賀城跡調査研究所） ／ 古川  一明

教授 ／ 長谷川  公一
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教授 ／ 吉原  直樹

准教授 ／ 永井　彰
准教授 ／ 下夷  美幸

教授 ／ 佐藤  嘉倫
教授 ／ 木村  邦博

准教授 ／ 浜田　宏

教授 ／ 仁平  義明
教授 ／ 大渕  憲一
教授 ／ 行場  次朗

准教授 ／ 阿部  恒之
准教授 ／ 辻本  昌弘

助教 ／ 本郷  正武

助教 ／ 荒木　剛

教授 ／ 嶋  陸奥彦
教授 ／ 沼崎  一郎

助教 ／ 久保田  亮

教授 ／ 鈴木  岩弓 准教授 ／ 木村  敏明
准教授 ／ 山田  仁史

助教 ／ 滝澤  克彦
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（目的）□文学研究科の研究理念

□大学院文学研究科・教育機能図
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文学研究科
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文学研究科
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連携分野
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他大学院
修了者

留学生教育

他大学卒業生

研究職

教　職
外国研究機関

・
大学院

行政の文化化
・

経営の文化化

民間企業
研究所 修士号授与 課程博士号
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・

官公庁

□社会人
　 （生涯教育リーダー、
　　　　　高校専修免許）

□民間企業研究所
　 （研究員）

□社会教育機関
　 （司書・学芸員）

□高等教育機関
　 （工業高等専門学校）
□カウンセラー/
　矯正施設職員
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□美術館
□埋蔵文化財
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□研究・教育機関
　 （国公私立大学）

□民間企業研究所
　 （研究員）

□教育研究組織

教員の研究活動の詳細については「東北大学研究者紹介」（http://db.tohoku.ac.jp/whois/）をご覧ください。

（平成21年7月1日現在）

専攻名 講座名 専攻分野名 担当教員名

教授（東北アジア研究センター） ／ 明日香  壽川
准教授（東北アジア研究センター） ／ 石井　敦
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国文学

日本思想史
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ドイツ文学
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西洋文化学

哲学
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［ 協力講座 ］ 比較文化史学
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教授 ／ 佐藤  伸宏　　　准教授 ／ 佐倉  由泰　　　助教 ／ 三浦  一朗
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教授 ／ 佐竹  保子
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助教 ／ 滝澤  克彦
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□入学について

□長期履修学生制度

　本研究科では、28の専攻分野（博

士課程前期・博士課程後期）につい

て、「一般選抜」及び「社会人特別選

抜」の学生募集を秋期と春期の2回

行っています（博士課程後期の一般

選抜募集は春期のみ）。「社会人特別

選抜」には、「社会人リフレッシュ・

コース」（博士課程前期）と「社会人

研究者コース」（博士課程後期）があ

ります。

　本研究科では、職業を有している等の事情（注1）によって、標準修業年限であ

る2年を越えて一定期間にわたり計画的に教育課程を履修し、修了（注2）するこ

とを願い出た者については、審査の上許可することがあります。この制度の適

用者は「長期履修学生」といいます。この制度に関する照会は随時受け付けま

すが、適用申請方法等については、合格発表後に送付する入学手続に関する

書類で通知します。

□国際高等研究教育院

　東北大学には、既存の研究科の枠にとらわれず、新しいタイプの異分野融合からなる新領域の学際的研究を創造し世界トッ

プレベルの研究者を目指そうとする若手研究者養成のための支援組織として、国際高等研究教育院が設けられています。5つ

の研究領域基盤が用意されていますが、文学研究科の研究分野と関連の深いものとして「言語・人間・社会システム領域基盤」

があります。

　所定の条件を満たした大学院学生は、文学研究科に在籍したまま「研究教育院生」と呼ばれ、奨学金の支給、論文投稿諸費

用や国際会議出席費用などの各種支援が受けられます。さらに、研究計画に見合った研究費や研究環境、国際インターンシッ

プのための助成が提供されるよう検討されています。

　詳しくは、国際高等研究教育機構のホームページ（http://www.iiare.tohoku.ac.jp/）をご覧ください。

注1）該当者は ① 企業等の常勤の職員及び自ら事業を
行っている者、 ② 出産、育児、介護等を行う必要
のある者、 ③ その他、本研究科が適当と認める者
です。

注2）在学年限は4年を超えることができません。ただ
し、許可された在学年限の短縮を願い出ることが
できます。なお、長期履修学生のためのカリキュラ
ムは、原則として特別に用意することはしません。

多様な選抜方法

　本研究科以外の大学院で修士課

程や博士課程前期を修了し、修士の

学位を授与された学生を博士課程後

期に受け入れ、博士（文学）の学位取

得のため適切な教育・指導を行って

います。

他大学院修了生の
受け入れ

　社会人が、高度の専門性・専門知識

を取得することを支援するために、社

会人を積極的に受け入れています。

　博士課程後期「社会人研究者コー

ス」は、すでに研究歴を有する社会人

を対象にその研究活動を支援するた

め在職のまま博士（文学）の学位を取

得できるように設けたコースです。

　また、外国人留学生も積極的に受

け入れており、様々な国・地域出身の

多くの留学生が学位取得を目指して

学んでいます。

社会人、外国人
留学生の受け入れ

キャンパスライフ

学生生活を
さまざまな面から支援する
施設が整っています。

　川内キャンパス内には、学生相談所、保健管理センター、国際交流センター、キャリ

ア支援センターなど、学生生活を支援するための多くの施設が設置されており、学生

が気軽に利用できるようになっています。植物園も研究の合間に気分転換をはかるた

めの絶好の散策場所です。

　さらに、附属図書館本館は文学研究科に隣接して立地しており、学習研究に不可欠

な知の快適空間になっています。本館のみで和漢書1,428,751冊、洋書1,124,718冊、

計2,553,469冊、和雑誌24,123種、洋雑誌16,581種、計40,704種、附属図書館全体で図

書3,815,636冊、雑誌76,136種を数える蔵書は、国内有数の量です。質的にも、狩野文

庫（国宝２点を含む）、漱石文庫ほか多くの特筆すべき特殊文庫、貴重書が収められて

います。

　現在では研究に欠かせなくなった電子ジャーナルやデータベースなども充実してき

ており、学内からアクセスできるようになっています。それを使いこなすための講習会

も随時開かれています。

　本館の開館時間は、平日は8時～22時、土・日・祝日も10時～22時と十分に長く、豊

富な文献の蓄積に日常的に接することが可能です。

文庫名等 旧蔵者 冊数 分野

阿部文庫
石津文庫
伊東文庫
大類文庫
狩野文庫
河野文庫
児島文庫
漱石文庫
晩翠文庫
ケーベル文庫
ヴント文庫
西蔵大蔵経
金谷文庫

阿部次郎
石津照璽
伊東信雄
大類伸
狩野亨吉
河野与一
児島喜久雄
夏目漱石
土井晩翠
Raphael von Köeber
Wilhelm Wundt
多田等観
金谷治

5,190冊
4,773冊
4,526冊
946冊

108,000冊
1,108冊
1,494冊
3,068冊
2,624冊
1,999冊
15,840冊
6,652部
5,252冊

日本文化全般
宗教哲学
考古学・歴史学
西洋史
和漢古典中心全分野
古典学
西洋美術史
英文学。書入
西洋詩関係。書入
西洋哲学
心理学中心
チベット学
中国思想・哲学

主な関連特殊文庫
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書3,815,636冊、雑誌76,136種を数える蔵書は、国内有数の量です。質的にも、狩野文

庫（国宝２点を含む）、漱石文庫ほか多くの特筆すべき特殊文庫、貴重書が収められて

います。

　現在では研究に欠かせなくなった電子ジャーナルやデータベースなども充実してき

ており、学内からアクセスできるようになっています。それを使いこなすための講習会

も随時開かれています。

　本館の開館時間は、平日は8時～22時、土・日・祝日も10時～22時と十分に長く、豊

富な文献の蓄積に日常的に接することが可能です。

文庫名等 旧蔵者 冊数 分野

阿部文庫
石津文庫
伊東文庫
大類文庫
狩野文庫
河野文庫
児島文庫
漱石文庫
晩翠文庫
ケーベル文庫
ヴント文庫
西蔵大蔵経
金谷文庫

阿部次郎
石津照璽
伊東信雄
大類伸
狩野亨吉
河野与一
児島喜久雄
夏目漱石
土井晩翠
Raphael von Köeber
Wilhelm Wundt
多田等観
金谷治

5,190冊
4,773冊
4,526冊
946冊

108,000冊
1,108冊
1,494冊
3,068冊
2,624冊
1,999冊
15,840冊
6,652部
5,252冊

日本文化全般
宗教哲学
考古学・歴史学
西洋史
和漢古典中心全分野
古典学
西洋美術史
英文学。書入
西洋詩関係。書入
西洋哲学
心理学中心
チベット学
中国思想・哲学

主な関連特殊文庫
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部局間協定（文学研究科）

専攻分野間（研究室・COE）協定

3年次

CAMPUS LIFE キャンパスライフ

□履修方法等

□免許

博士課程前期
1年次 2年次

〈 博士論文執筆の要件 〉
   最低2篇以上の論文を学術雑誌に公表する

　一定の条件を満たしている場合、所定の科目を履修

することにより、中学校教諭専修免許（国語、社会、英

語、ドイツ語、フランス語、宗教）および高等学校教諭専

修免許（国語、地理歴史、公民、英語、ドイツ語、フランス

語、宗教）を取得することができます。

□奨学制度
　日本学生支援機構の奨学金貸与、日本学術振興会のPD及びDC特別研究

員などの制度を利用することができます。また、学内の措置として、教育補助

業務等により、学部教育の充実を図るとともに、大学院学生に対して指導者

としての機会を提供しようとするティーチング・アシスタント（T.A.）や博士後

期課程の学生を対象に研究科内のプロジェクト等に参加させることにより

研究体制を強化すると同時に若手研究者の育成等を図るためのリサーチ・

アシスタント（R.A.）制度があります。

□進路

博士課程後期
1年次 2年次 大学間協定校名

ペンシルバニア州立大学
カリフォルニア大学
ワシントン大学（シアトル）
パーデュー大学
アラスカ大学
コロラド鉱山大学
ロンドン大学：Imperial College of Science, Technology and Medicine
ロンドン大学：The London School of Economics and Political Science
ロンドン大学：The School of Oriental and African Studies
ノッチンガム大学
ヨーク大学
ローマ大学「ラ・サピエンツァ」 
テヘラン大学
インド工科大学ボンベイ校
インドネシア大学
ウクライナ国立工業大学（キエフ工科大学)
シドニー大学
ニューサウスウエールズ大学
オーストラリア国立大学
全北大学校
ソウル大学校
光州科学技術院
釜慶大学校
浦項工科大学校
韓国科学技術院
忠南大学校
慶北大学校
嶺南大学校
東義大学校
朝鮮大学校
高麗大学
シンガポール国立大学
ローザンヌ工科大学
ウーメオ大学
スウェーデン王立工科大学
ウプサラ大学
ストックホルム大学
ルンド大学
アジア工科大学院
スラナリー工科大学
キングモンクット工科大学ラカバン校

1988. 11. 29
1990. 03. 15
1996. 07. 03
1997. 09. 23
1999. 01. 12
2004. 01. 07
1998. 05. 04
1989. 01. 03
1989. 04. 10
2001. 05. 15
2004. 06. 07
1990. 09. 27
1999. 08. 25
2000. 08. 21
2004. 03. 19
2004. 06. 02
1993. 01. 08
2001. 04. 07
2002. 07. 16
1991. 11. 12
1998. 07. 08
2000. 08. 21
2000. 08. 21
2000. 09. 22
2001. 04. 24
2001. 07. 09
2002. 09. 02
2003. 12. 03
2003. 12. 19
2004. 03. 18
2004. 03. 31
2000. 09. 16
2000. 11. 20
1997. 08. 18
2000. 09. 20
2002. 03. 20
2003. 01. 14
2003. 04. 10
1998. 11. 09
2001. 03. 01
2004. 04. 15

アメリカ

国（地域） 締結年月日 大学間協定校名 国（地域） 締結年月日

イギリス

イタリア
イラン
インド

インドネシア
ウクライナ

オーストラリア

韓　国

シンガポール
スイス

スウェーデン

タ　イ

東北大学
中国科学技術大学
清華大学
南京大学
北京大学
華東理工大学
吉林大学
武漢理工大学
復旦大学
浙江大学
重慶大学
同済大学
中国海洋大学（旧青島海洋大学）
北京科学技術大学
南京航空航天大学
陜西科技大学
青島科技大学
国立台湾大学
国立台湾海洋大学
国立中正大学
アーヘン工科大学
ドルトムント大学
ザールラント大学
ダルムシュタット工科大学
ゲッティンゲン大学
オークランド大学
ヘルシンキ工科大学
オウル大学
パリ第六大学ピエール・マリー・キュリー大学
レンヌ第2大学
グルノーブルコンソーシアム及びストラスブールコンソーシアム
レンヌ第1大学
The Global Education for European Engineers and Entrepreneurs
リヨン工科大学
国立応用科学院リヨン校
ポーランド科学アカデミー触媒化学研究所 
ムハンマド5世大学－アグダル
モンゴル科学アカデミー
モンゴル技術大学
ロシア科学アカデミー・シベリア支部
モスクワ国立大学
ノボシビルスク国立大学

1983. 08. 05
1998. 06. 15
1998. 08. 31
1999. 09. 01
1999. 11. 10
2000. 12. 04
2001. 03. 01
2001. 04. 30
2001. 04. 19
2001. 04. 09
2001. 07. 04
2002. 08. 13
2002. 10. 21
2002. 10. 25
2003. 03. 10
2004. 05. 30
2004. 07. 07
2000. 11. 18
2002. 03. 08
2003. 11. 14
1998. 05. 19
1999. 10. 05
1999. 03. 02
2003. 04. 30
2003. 10. 23
2002. 11. 15
2001. 11. 05
2004. 08. 09
1999. 08. 19
1999. 12. 03
2000. 03. 31
2000. 12. 20
2002. 11. 14
2003. 05. 21
2004. 07. 13
1999. 08. 04
2001. 04. 30
2000. 08. 21
2001. 11. 16
1992. 08. 10
1998. 02. 19
2003. 07. 04

中　国

中国（台湾）

ドイツ

ニュージーランド

フィンランド

フランス

ポーランド
モロッコ

モンゴル

ロシア

協定校名

インドネシア大学大学院学部 インドネシア 1990.10.31

オーストラリア国立大学アジア研究学部 オーストラリア 1992.03.30

国立中山大学文学院中国文学系 中国（台湾） 1999.04.03

中央研究院歴史語言研究所
中央研究院中国文哲研究所

中国（台湾）
中国（台湾）

2003.08.05

2004.09.24

国（地域） 締結年月日

協定校名

サハリン国立大学人類科学研究所考古学研究室 ロシア 2001.08.21 考古学専攻分野
中央研究院社会学研究所 中国（台湾） 2003.10.21 COE
成均館大学校東アジア学術院サーベイリサーチセンター 韓国 2004.10.05 COE
プリンストン大学社会学部 アメリカ 2005.07.20 COE
モンゴル国立大学社会科学研究科宗教学研究室 モンゴル 2006.02.21 宗教学専攻分野

国（地域） 締結年月日 締結専攻分野等

□学術交流協定締結等

大学間協定

平成2０年度博士前期課程修了者の進路状況

大学院進学
21名（28.8%）

教育・学習支援業
10名（13.7%）

製造業  7名（9.6%）
情報通信業  7名（9.6%）

公務員  6名（8.2%）

卸売・小売業  2名（2.7%）

サービス業  2名（2.7%）

建設業  1名（1.4%）
医療・福祉  1名（1.4%）

複合サービス業  1名（1.4%）

その他  15名（20.5%）

主な就職先
国立大学法人新潟大学、青森県立高校、
岩手県立高校、山形県立高校

栃木県庁、仙台市役所、横手市役所、
金沢市役所、警視庁

三重テレビ放送、福島民友新聞、
NTTデータ東北、富士通東北システムズ

郵便局、東北大学病院、三井造船、
船井総合研究所、ISTソフトウェア、英宝社

山本電気、トランスコスモ

計
73名
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部局間協定（文学研究科）

専攻分野間（研究室・COE）協定

3年次

CAMPUS LIFE キャンパスライフ

□履修方法等

□免許

博士課程前期
1年次 2年次

〈 博士論文執筆の要件 〉
   最低2篇以上の論文を学術雑誌に公表する

　一定の条件を満たしている場合、所定の科目を履修

することにより、中学校教諭専修免許（国語、社会、英

語、ドイツ語、フランス語、宗教）および高等学校教諭専

修免許（国語、地理歴史、公民、英語、ドイツ語、フランス

語、宗教）を取得することができます。

□奨学制度
　日本学生支援機構の奨学金貸与、日本学術振興会のPD及びDC特別研究

員などの制度を利用することができます。また、学内の措置として、教育補助

業務等により、学部教育の充実を図るとともに、大学院学生に対して指導者

としての機会を提供しようとするティーチング・アシスタント（T.A.）や博士後

期課程の学生を対象に研究科内のプロジェクト等に参加させることにより

研究体制を強化すると同時に若手研究者の育成等を図るためのリサーチ・

アシスタント（R.A.）制度があります。

□進路

博士課程後期
1年次 2年次 大学間協定校名

ペンシルバニア州立大学
カリフォルニア大学
ワシントン大学（シアトル）
パーデュー大学
アラスカ大学
コロラド鉱山大学
ロンドン大学：Imperial College of Science, Technology and Medicine
ロンドン大学：The London School of Economics and Political Science
ロンドン大学：The School of Oriental and African Studies
ノッチンガム大学
ヨーク大学
ローマ大学「ラ・サピエンツァ」 
テヘラン大学
インド工科大学ボンベイ校
インドネシア大学
ウクライナ国立工業大学（キエフ工科大学)
シドニー大学
ニューサウスウエールズ大学
オーストラリア国立大学
全北大学校
ソウル大学校
光州科学技術院
釜慶大学校
浦項工科大学校
韓国科学技術院
忠南大学校
慶北大学校
嶺南大学校
東義大学校
朝鮮大学校
高麗大学
シンガポール国立大学
ローザンヌ工科大学
ウーメオ大学
スウェーデン王立工科大学
ウプサラ大学
ストックホルム大学
ルンド大学
アジア工科大学院
スラナリー工科大学
キングモンクット工科大学ラカバン校

1988. 11. 29
1990. 03. 15
1996. 07. 03
1997. 09. 23
1999. 01. 12
2004. 01. 07
1998. 05. 04
1989. 01. 03
1989. 04. 10
2001. 05. 15
2004. 06. 07
1990. 09. 27
1999. 08. 25
2000. 08. 21
2004. 03. 19
2004. 06. 02
1993. 01. 08
2001. 04. 07
2002. 07. 16
1991. 11. 12
1998. 07. 08
2000. 08. 21
2000. 08. 21
2000. 09. 22
2001. 04. 24
2001. 07. 09
2002. 09. 02
2003. 12. 03
2003. 12. 19
2004. 03. 18
2004. 03. 31
2000. 09. 16
2000. 11. 20
1997. 08. 18
2000. 09. 20
2002. 03. 20
2003. 01. 14
2003. 04. 10
1998. 11. 09
2001. 03. 01
2004. 04. 15

アメリカ

国（地域） 締結年月日 大学間協定校名 国（地域） 締結年月日

イギリス

イタリア
イラン
インド

インドネシア
ウクライナ

オーストラリア

韓　国

シンガポール
スイス

スウェーデン

タ　イ

東北大学
中国科学技術大学
清華大学
南京大学
北京大学
華東理工大学
吉林大学
武漢理工大学
復旦大学
浙江大学
重慶大学
同済大学
中国海洋大学（旧青島海洋大学）
北京科学技術大学
南京航空航天大学
陜西科技大学
青島科技大学
国立台湾大学
国立台湾海洋大学
国立中正大学
アーヘン工科大学
ドルトムント大学
ザールラント大学
ダルムシュタット工科大学
ゲッティンゲン大学
オークランド大学
ヘルシンキ工科大学
オウル大学
パリ第六大学ピエール・マリー・キュリー大学
レンヌ第2大学
グルノーブルコンソーシアム及びストラスブールコンソーシアム
レンヌ第1大学
The Global Education for European Engineers and Entrepreneurs
リヨン工科大学
国立応用科学院リヨン校
ポーランド科学アカデミー触媒化学研究所 
ムハンマド5世大学－アグダル
モンゴル科学アカデミー
モンゴル技術大学
ロシア科学アカデミー・シベリア支部
モスクワ国立大学
ノボシビルスク国立大学

1983. 08. 05
1998. 06. 15
1998. 08. 31
1999. 09. 01
1999. 11. 10
2000. 12. 04
2001. 03. 01
2001. 04. 30
2001. 04. 19
2001. 04. 09
2001. 07. 04
2002. 08. 13
2002. 10. 21
2002. 10. 25
2003. 03. 10
2004. 05. 30
2004. 07. 07
2000. 11. 18
2002. 03. 08
2003. 11. 14
1998. 05. 19
1999. 10. 05
1999. 03. 02
2003. 04. 30
2003. 10. 23
2002. 11. 15
2001. 11. 05
2004. 08. 09
1999. 08. 19
1999. 12. 03
2000. 03. 31
2000. 12. 20
2002. 11. 14
2003. 05. 21
2004. 07. 13
1999. 08. 04
2001. 04. 30
2000. 08. 21
2001. 11. 16
1992. 08. 10
1998. 02. 19
2003. 07. 04

中　国

中国（台湾）

ドイツ

ニュージーランド

フィンランド

フランス

ポーランド
モロッコ

モンゴル

ロシア

協定校名

インドネシア大学大学院学部 インドネシア 1990.10.31

オーストラリア国立大学アジア研究学部 オーストラリア 1992.03.30

国立中山大学文学院中国文学系 中国（台湾） 1999.04.03

中央研究院歴史語言研究所
中央研究院中国文哲研究所

中国（台湾）
中国（台湾）

2003.08.05

2004.09.24

国（地域） 締結年月日

協定校名

サハリン国立大学人類科学研究所考古学研究室 ロシア 2001.08.21 考古学専攻分野
中央研究院社会学研究所 中国（台湾） 2003.10.21 COE
成均館大学校東アジア学術院サーベイリサーチセンター 韓国 2004.10.05 COE
プリンストン大学社会学部 アメリカ 2005.07.20 COE
モンゴル国立大学社会科学研究科宗教学研究室 モンゴル 2006.02.21 宗教学専攻分野

国（地域） 締結年月日 締結専攻分野等

□学術交流協定締結等

大学間協定

平成2０年度博士前期課程修了者の進路状況

大学院進学
21名（28.8%）

教育・学習支援業
10名（13.7%）

製造業  7名（9.6%）
情報通信業  7名（9.6%）

公務員  6名（8.2%）

卸売・小売業  2名（2.7%）

サービス業  2名（2.7%）

建設業  1名（1.4%）
医療・福祉  1名（1.4%）

複合サービス業  1名（1.4%）

その他  15名（20.5%）

主な就職先
国立大学法人新潟大学、青森県立高校、
岩手県立高校、山形県立高校

栃木県庁、仙台市役所、横手市役所、
金沢市役所、警視庁

三重テレビ放送、福島民友新聞、
NTTデータ東北、富士通東北システムズ

郵便局、東北大学病院、三井造船、
船井総合研究所、ISTソフトウェア、英宝社

山本電気、トランスコスモ

計
73名
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□平成20年度   課程博士学位授与者名簿

主査  大藤　修
　　  今泉 隆雄 　佐藤 勝則　柳原 敏昭 　安達 宏昭
主査  桜井 宗信 
　　  後藤 敏文 　鈴木 岩弓　吉水 清孝
主査  佐藤 伸宏
 　　  仁平 道明　佐藤 弘夫　佐倉 由泰
主査  桜井 宗信
　　  後藤 敏文　鈴木 岩弓　吉水 清孝
主査  後藤　斉
　　  千種 眞一　金子 義明　小泉 政利
主査  野家 啓一
　　  座小田  豊　森本 浩一　荻原  理　直江 清隆
主査  野家 啓一
　　  座小田  豊　森本 浩一　荻原  理　直江 清隆
主査  原  英一
　　  金子 義明　岩田 美喜　イーアン・トウィッディ
主査  小林  隆
　　  齋藤 倫明　才田 いずみ　大木 一夫　甲田 直美
主査  今泉 隆雄
　　  大藤  修　川合  安　柳原 敏昭　安達 宏昭
主査  才田 いずみ
　　  鈴木 淳子　助川 泰彦　名嶋 義直　甲田 直美　田中 重人
主査  今泉 隆雄
　　  大藤  修　長岡 龍作　柳原 敏昭　安達 宏昭
主査  大藤  修
　　  今泉 隆雄　佐藤 弘夫　柳原 敏昭　安達 宏昭
主査  佐藤 伸宏
　　  仁平 道明　佐倉 由泰　片岡  龍
主査  三浦 秀一
　　  花登 正宏　佐竹 保子　熊本  崇　齋藤 智寛
主査  後藤 敏文
　　  桜井 宗信　千種 眞一　吉水 清孝
主査  原  英一
　　  金子 義明　岩田 美喜　イーアン・トウィッディ
主査  金子 義明
　　  原  英一　島  越郎
主査  森本 浩一
　　  シュミッツ・ブリギッテ　原  英一　嶋崎  啓
主査  阿部  宏
　　  今井  勉　ヤン・メヴェル　岩田 美喜
主査   戸島 貴代志
　　  座小田  豊　荻原  理
主査  戸島 貴代志
　　  野家 啓一　直江 清隆
主査  小林  隆
　　  齋藤 倫明　後藤  斉　大木 一夫　甲田 直美
主査  尾崎 彰宏
　　  長岡 龍作　泉　武夫　芳賀 京子　有光 秀行
主査  正村 俊之
　　  吉原 直樹　長谷川 公一　木村 邦博　永井  彰　下夷 美幸
主査  長谷川 公一
　　  吉原 直樹　正村 俊之　佐藤 嘉倫　永井  彰　下夷 美幸
主査  吉原 直樹
　　  長谷川 公一　正村 俊之　仁平 義明　永井  彰　下夷 美幸
主査  正村 俊之
　　  吉原 直樹　長谷川 公一　佐藤 嘉倫　永井  彰　下夷 美幸
主査  吉原 直樹
　　  長谷川 公一　正村 俊之　佐藤 勝則　永井  彰　下夷 美幸
主査  原  純輔
　　  佐藤 嘉倫　木村 邦博　長谷川 公一　浜田  宏
主査  佐藤 嘉倫
　　  原  純輔　木村 邦博　長谷川 公一　浜田  宏
主査  行場 次朗
　　  仁平 義明　大渕 憲一　阿部 恒之　辻本 昌弘　小泉 政利

番号 専  攻氏　名 論文題目 審査委員

中野　良

菊谷  竜太

高橋  秀太郎

倉西  憲一

菊池  清一郎

井頭  昌彦

山田  圭一

杉村  泰敎

梁  敏  鎬

鈴木  琢郎

楊　帆

風間  亜紀子

高橋  陽一

仁平  政人 

髙田  哲太郎

尾園  絢一

小野  美知子 

戸澤  隆広

竹内  拓史

島貫  葉子

大森  史博

米原　優

作田  将三郎 

佐々木  千佳

木村  雅史 

土田  久美子

森　照代 

安達  智史

田畑  洋一

井出  知之

佐藤  智子

河地  庸介

文博第279号

文博第280号

文博第281号

文博第282号

文博第283号

文博第284号

文博第285号

文博第286号

文博第287号

文博第288号

文博第289号

文博第290号

文博第291号

文博第292号

文博第293号

文博第294号

文博第295号

文博第296号

文博第297号

文博第298号

文博第299号

文博第300号

文博第301号

文博第302号

文博第303号

文博第304号

文博第305号

文博第306号

文博第307号

文博第308号

文博第309号

文博第310号

歴史科学

文化科学

文化科学

文化科学

言語科学

文化科学

文化科学

文化科学

言語科学

歴史科学

言語科学

歴史科学

歴史科学

文化科学

文化科学

文化科学

文化科学

文化科学

文化科学

文化科学

文化科学

文化科学

言語科学

歴史科学

人間科学

人間科学

人間科学

人間科学

人間科学

人間科学

人間科学

人間科学

日本陸軍の軍事演習と地域社会  ―「軍―地域関係史」の一試論―

太宰治の研究

ヤマーリ文献の研究 ―Krsnayamāritantraを中心として―

領域指定制約と強勢による形態音韻的非対称性の研究 ―スペイン語・カタロニア語・ガリシア語の形態音韻現象について―

多元論的自然主義の可能性

知識・懐疑・確実性 ―ウィトゲンシュタイン最後の思考―

Reading the Void : A Reconsideration of William Golding’s Fiction （空隙を読む ―ウィリアム・ゴールディングの小説再考）

外来語の受容に関する日韓対照研究

古代大臣制の研究

日本語授業における誤用訂正に関する研究 ―中国の大学教室の訂正実態と授業参加者の意識―

日本古代国家と寺院造営

近世の旅と地域社会・権力に関する研究

川端康成の研究

鬼谷子の研究

パーニニが言及するヴェーダ語形の研究 ―重複語幹動詞を中心に―

Nature and Art in Thoreau's Educational Philosophy （ソローの教育哲学における自然と芸術）

SYNTAX OF SUBORDINATE CLAUSES IN ENGLISH : A MINIMALIST APPROACH （英語における従属節の統語論：極小主義からの取り組み）

ゲオルグ・ビューヒナーの自然科学研究と文学 ―宿命論を媒介として―

メルロ＝ポンティ後期存在論の帰趨 ―実存的永遠性に向かって―

功利主義と人権 ―ミルにおける功利主義的権利論の検討―

庶民記録による東北地方語史研究

ジョヴァンニ・ベッリーニと十五世紀ヴェネツィア社会

Ｅ．ゴフマンの『フレーム分析』による多層的現実論の展開 ―相互行為秩序分析の基礎視角―

日系アメリカ人リドレス運動の展開過程 ―集合的アイデンティティと制度形成―

コミュニティ・サポート・ネットワーク ―青少年の地域活動によるつながりの再生／アクティブな市民社会の構築―

社会的結束と文化的多様性の社会理論 ―リベラル・ナショナリズム論とイギリスの社会統合政策を中心として―

ドイツ最低生活保障制度研究 ―制度の仕組みと運用―

社会階層と政党支持意識の質的変動 ―「支持政党なし」意識を中心に

地方自治体の姉妹都市交流に関する実証的研究 ―継続的交流を可能ならしめる要因―

物体同一性の知覚を支える感覚内・感覚間情報統合

ジュニャーナパーダ流に関する文献学的研究 
―Dīpamkarabhadra著 Guhyasamājamandalavidhi-Sārdhatriśatikā, 前段階の奉仕儀軌(pūrvasevāvidhi), テクスト校訂・訳註研究―

Un《 lyrisme critique 》 : les formes, métamorphoses et mises à l'épreuve du lyrisme dans la première trilogie de Samuel Beckett 
（リリスム・クリティック：サミュエル・ベケットの前期小説三部作におけるリリスムの諸相）

□平成20年度   論文博士学位授与者名簿

主査  野家 啓一
　　  篠　憲二　座小田　豊
主査  花登 正宏
　　  中嶋 隆藏　三浦 秀一　安田 二郎　佐竹 保子
主査  中嶋 隆藏
　　  三浦 秀一　花登 正宏
主査  仁平 道明
　　  佐藤 伸宏　佐藤  弘夫
主査  今泉 隆雄
　　  大藤　修　須藤　隆
主査  今泉 隆雄
　　  大藤　修　須藤　隆
主査  野家  啓一
　　  篠　憲二　清水 哲郎
主査  熊本　崇
　　  安田 二郎　中嶋  隆藏　三浦 秀一
主査  仁平 道明
　　  佐藤 伸宏　佐藤 弘夫
主査  有賀 祥隆
　　  仁平 道明　佐藤 弘夫　長岡 龍作
主査  佐藤 弘夫
　　  仁平 道明　今泉 隆雄
主査  松本 宣郎
　　  佐藤 勝則　田中 英道
主査  佐藤 勝則
　　  松本 宣郎　田中 英道　小野 善彦
主査  野家 啓一
　　  篠　憲二　座小田　豊 
主査  吉原 直樹
　　  高城 和義　海野 道郎
主査  大渕 憲一
　　  畑山 俊輝　仁平 義明　海野 道郎
主査  齋藤 倫明
　　  村上 雅孝　千種 眞一
主査  有賀 祥隆
　　  尾崎 影宏　長岡 龍作　田中 英道
主査  畑山 俊輝
　　  仁平 義明　海野 道郎　行場 次朗
主査  齋藤 倫明
　　  村上 雅孝　才田 いずみ　小林　隆
主査  佐藤 勝則
　　  松本 宣郎　高城 和義
主査  中村　捷
　　  金子 義明　小泉 政利
主査  畑山 俊輝
　　  仁平 義明　海野 道郎 
主査  畑山 俊輝
　　  仁平 義明　清水 哲郎 
主査  佐藤 弘夫
　　  大藤　修　仁平  道明
主査  座小田　豊
　　  清水 哲郎　野家 啓一　篠　憲二
主査  齋藤 倫明
　　  千種 眞一　才田 いずみ　大木 一夫
主査  仁平 道明
　　  佐藤 伸宏　佐藤 弘夫 

番号 最終学歴氏　名 論文題目 審査委員

石神　豊

門脇  廣文

高野  淳一

森田  喜郎

熊田　亮介

西　洋子

竹内  修身

新宮　学

志立  正知

加藤  豊仭

市川  浩史

安井  もゆる

齊藤  寛海

貫　成人

堀田　泉

新田  健一

權  奇  洙

玉蟲  敏子

櫻井  研三

全  成  燁

鹿野  忠生

三原  健一

片岡  義信

木村  登紀子

若尾  政希

後藤  嘉也

小林 　隆

佐々木  民夫

文第192号

文第193号

文第194号

文第195号

文第196号

文第197号

文第198号

文第199号

文第200号

文第201号

文第202号

文第203号

文第204号

文第205号

文第206号

文第207号

文第208号

文第209号

文第210号

文第211号

文第212号

文第213号

文第214号

文第215号

文第   号

文第   号

文第   号

文第   号

東北大学 博士退学　昭50. 7

東北大学 博士退学　昭56. 9

東北大学 博士退学　平元. 3

法政大学 博士退学　昭43. 3

東北大学 修士修了　昭47. 3

東北大学 修士修了　昭45. 3

東北大学 博士退学　昭52. 3

東北大学 博士退学　昭58. 3

東北大学 博士退学　昭63. 4

東北大学 文学部  昭43. 3  昭46. 3 

東北大学 博士退学　昭63. 3

東北大学 博士退学　平4. 3

東北大学 博士退学　昭48. 3

東京大学 博士退学　昭60. 3

名古屋大学 博士退学　昭54. 3

東北大学 文学部　昭28. 3

東北大学 博士退学　平6. 3

東北大学 修士修了　昭55. 3

東北大学 博士退学　 昭61. 3

東北大学 博士退学　平6. 3

東北大学 博士退学　昭46. 3

大阪外国語大学 修士修了　昭54. 3

東北大学 修士修了　昭31. 3

東北大学 博士退学　昭43. 9

東北大学 博士退学　昭63. 3

東北大学 博士退学　昭57. 3

東北大学 博士退学　昭58. 3

東北大学 博士退学　昭50. 3

西田哲学における自覚的論理の形成

《文心雕龍》 研究序説

吉蔵思想の研究

上田秋成文芸の研究

北方古代史についての基礎的研究

正倉院文書整理過程の研究

メルロ＝ポンティの前・中期思想

北京遷都の研究 －近世中国の首都移転－

『平家物語』の〈語り〉とテキスト

空海筆「風信帖」の研究

日本中世の光と影「内なる三国」の思想

ノビリタス支配の研究　共和政ローマの寡頭政治体制

中世後期イタリアの商業と都市

経験の構造：フッサール現象学の速度性モデル

モダニティにおける都市と市民

ホワイトカラー犯罪の社会心理学的考察

日・韓両国語の受身態の対照研究

<琳派>と日本の造形文化

人間の視覚における奥行表現の多様性

現代日本語における文の構造と話し手の認識的判断の体系 －文における「事態」と「話し手」、そして「形式」－

アメリカによる現代世界経済秩序の形成－貿易政策と実業界の歴史的総合研究－

アスペクト解釈と統語現象

精神遅滞児における読字行動の獲得

医療の場における患者と家族の心理学的研究

安藤昌益からみえる日本近世

他なるものの声 －ハイデガーにおける循環と転回－

方言学的日本語史の方法

万葉集歌のことばの研究

グローバルCOEプログラム
「社会階層と不平等教育研究拠点の世界的展開」

（拠点リーダー佐藤嘉倫教授）

大学院GP

グローバルCOEと大学院GP

　平成15年度からの21世紀COEプログラム「社会階層と不平

等研究教育拠点の形成」を受け継ぎ、平成20年度にグローバ

ルCOEプログラムとして採択されました。

　階層・不平等・格差の教育研究拠点を世界的に展開し、格差

問題に対して融合的にアプローチし、格差の綿密な測定、格差

を生み出す社会的メカニズムの解明、格差の影響の研究を推

進し、格差是正のための政策提言を行い、また教育面では、優

れた人材育成プログラムにより、若手研究者・法曹実務家・政

策担当者など高度な専門家を養成することを目指し、教育研

究の成果を政策に還元することを目的として活動しています。

グローバルCOE大学院生になると、リサーチアシスタント雇用

や若手特別研究奨励費などによって、世界で活躍するチャンス

が広がります。

　本研究科言語科学専攻を中心とした「言語研究者・言語教育者

養成プログラム（非日本語母語話者を主たる対象とした取組み）」

が、「魅力ある大学院教育」イニシアティブとして平成17～18年度

に活動を展開し、きわめて高い事後評価を受けました。

　平成20年度には、歴史科学専攻を中心とした「歴史資源アーカ

イブ国際高度学芸員養成計画」が「大学院教育改革支援プログラ

ム」に採択されました。専門分野に深い学識を有し、かつ幅広い対

象資料に通じていて、世界各国の学芸員と対等な活動ができる世

界水準の優秀な、高度な資質の学芸員を、国際性豊かなカリキュ

ラムのなかで体系的に育成することをねらいとするものです。

文学研究科考古学研究室博士後期課程2年

村田  弘之

　私が所属する考古学専攻分野では、20万点以上の考

古資料を所蔵しています。これらの資料は日本のみなら

ず海外のものも含まれており、世界的に貴重な資料と

なっております。これは考古学に限らず、ほかの専攻分野

においても同様に、長い歴史の中で蓄積されています。

したがって、どの専攻分野においても時代や地域を問わ

ず、自身の興味を持つ分野に取り組むことが可能です。

　また現在、歴史系の専攻分野では歴史資源アーカイ

ブ国際高度学芸員養成計画（大学院GP）を実施してお

り、その一環として私も2008年度末にアメリカ・スミソニ

アン機構で博物館学の実地研修を行ってきました。博物

館のスケールや組織としての構造などを直接学ぶことが

でき、研究視点を多角化・深化させる大変貴重な経験を

しました。このようなプログラムだけでなく、文学研究科

全体が国際化を志向しているのが特色だと思います。
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□平成20年度   課程博士学位授与者名簿

主査  大藤　修
　　  今泉 隆雄 　佐藤 勝則　柳原 敏昭 　安達 宏昭
主査  桜井 宗信 
　　  後藤 敏文 　鈴木 岩弓　吉水 清孝
主査  佐藤 伸宏
 　　  仁平 道明　佐藤 弘夫　佐倉 由泰
主査  桜井 宗信
　　  後藤 敏文　鈴木 岩弓　吉水 清孝
主査  後藤　斉
　　  千種 眞一　金子 義明　小泉 政利
主査  野家 啓一
　　  座小田  豊　森本 浩一　荻原  理　直江 清隆
主査  野家 啓一
　　  座小田  豊　森本 浩一　荻原  理　直江 清隆
主査  原  英一
　　  金子 義明　岩田 美喜　イーアン・トウィッディ
主査  小林  隆
　　  齋藤 倫明　才田 いずみ　大木 一夫　甲田 直美
主査  今泉 隆雄
　　  大藤  修　川合  安　柳原 敏昭　安達 宏昭
主査  才田 いずみ
　　  鈴木 淳子　助川 泰彦　名嶋 義直　甲田 直美　田中 重人
主査  今泉 隆雄
　　  大藤  修　長岡 龍作　柳原 敏昭　安達 宏昭
主査  大藤  修
　　  今泉 隆雄　佐藤 弘夫　柳原 敏昭　安達 宏昭
主査  佐藤 伸宏
　　  仁平 道明　佐倉 由泰　片岡  龍
主査  三浦 秀一
　　  花登 正宏　佐竹 保子　熊本  崇　齋藤 智寛
主査  後藤 敏文
　　  桜井 宗信　千種 眞一　吉水 清孝
主査  原  英一
　　  金子 義明　岩田 美喜　イーアン・トウィッディ
主査  金子 義明
　　  原  英一　島  越郎
主査  森本 浩一
　　  シュミッツ・ブリギッテ　原  英一　嶋崎  啓
主査  阿部  宏
　　  今井  勉　ヤン・メヴェル　岩田 美喜
主査   戸島 貴代志
　　  座小田  豊　荻原  理
主査  戸島 貴代志
　　  野家 啓一　直江 清隆
主査  小林  隆
　　  齋藤 倫明　後藤  斉　大木 一夫　甲田 直美
主査  尾崎 彰宏
　　  長岡 龍作　泉　武夫　芳賀 京子　有光 秀行
主査  正村 俊之
　　  吉原 直樹　長谷川 公一　木村 邦博　永井  彰　下夷 美幸
主査  長谷川 公一
　　  吉原 直樹　正村 俊之　佐藤 嘉倫　永井  彰　下夷 美幸
主査  吉原 直樹
　　  長谷川 公一　正村 俊之　仁平 義明　永井  彰　下夷 美幸
主査  正村 俊之
　　  吉原 直樹　長谷川 公一　佐藤 嘉倫　永井  彰　下夷 美幸
主査  吉原 直樹
　　  長谷川 公一　正村 俊之　佐藤 勝則　永井  彰　下夷 美幸
主査  原  純輔
　　  佐藤 嘉倫　木村 邦博　長谷川 公一　浜田  宏
主査  佐藤 嘉倫
　　  原  純輔　木村 邦博　長谷川 公一　浜田  宏
主査  行場 次朗
　　  仁平 義明　大渕 憲一　阿部 恒之　辻本 昌弘　小泉 政利

番号 専  攻氏　名 論文題目 審査委員

中野　良

菊谷  竜太

高橋  秀太郎

倉西  憲一

菊池  清一郎

井頭  昌彦

山田  圭一

杉村  泰敎

梁  敏  鎬

鈴木  琢郎

楊　帆

風間  亜紀子

高橋  陽一

仁平  政人 

髙田  哲太郎

尾園  絢一

小野  美知子 

戸澤  隆広

竹内  拓史

島貫  葉子

大森  史博

米原　優

作田  将三郎 

佐々木  千佳

木村  雅史 

土田  久美子

森　照代 

安達  智史

田畑  洋一

井出  知之

佐藤  智子

河地  庸介

文博第279号

文博第280号

文博第281号

文博第282号

文博第283号

文博第284号

文博第285号

文博第286号

文博第287号

文博第288号

文博第289号

文博第290号

文博第291号

文博第292号

文博第293号

文博第294号

文博第295号

文博第296号

文博第297号

文博第298号

文博第299号

文博第300号

文博第301号

文博第302号

文博第303号

文博第304号

文博第305号

文博第306号

文博第307号

文博第308号

文博第309号

文博第310号

歴史科学

文化科学

文化科学

文化科学

言語科学

文化科学

文化科学

文化科学

言語科学

歴史科学

言語科学

歴史科学

歴史科学

文化科学

文化科学

文化科学

文化科学

文化科学

文化科学

文化科学

文化科学

文化科学

言語科学

歴史科学

人間科学

人間科学

人間科学

人間科学

人間科学

人間科学

人間科学

人間科学

日本陸軍の軍事演習と地域社会  ―「軍―地域関係史」の一試論―

太宰治の研究

ヤマーリ文献の研究 ―Krsnayamāritantraを中心として―

領域指定制約と強勢による形態音韻的非対称性の研究 ―スペイン語・カタロニア語・ガリシア語の形態音韻現象について―

多元論的自然主義の可能性

知識・懐疑・確実性 ―ウィトゲンシュタイン最後の思考―

Reading the Void : A Reconsideration of William Golding’s Fiction （空隙を読む ―ウィリアム・ゴールディングの小説再考）

外来語の受容に関する日韓対照研究

古代大臣制の研究

日本語授業における誤用訂正に関する研究 ―中国の大学教室の訂正実態と授業参加者の意識―

日本古代国家と寺院造営

近世の旅と地域社会・権力に関する研究

川端康成の研究

鬼谷子の研究

パーニニが言及するヴェーダ語形の研究 ―重複語幹動詞を中心に―

Nature and Art in Thoreau's Educational Philosophy （ソローの教育哲学における自然と芸術）

SYNTAX OF SUBORDINATE CLAUSES IN ENGLISH : A MINIMALIST APPROACH （英語における従属節の統語論：極小主義からの取り組み）

ゲオルグ・ビューヒナーの自然科学研究と文学 ―宿命論を媒介として―

メルロ＝ポンティ後期存在論の帰趨 ―実存的永遠性に向かって―

功利主義と人権 ―ミルにおける功利主義的権利論の検討―

庶民記録による東北地方語史研究

ジョヴァンニ・ベッリーニと十五世紀ヴェネツィア社会

Ｅ．ゴフマンの『フレーム分析』による多層的現実論の展開 ―相互行為秩序分析の基礎視角―

日系アメリカ人リドレス運動の展開過程 ―集合的アイデンティティと制度形成―

コミュニティ・サポート・ネットワーク ―青少年の地域活動によるつながりの再生／アクティブな市民社会の構築―

社会的結束と文化的多様性の社会理論 ―リベラル・ナショナリズム論とイギリスの社会統合政策を中心として―

ドイツ最低生活保障制度研究 ―制度の仕組みと運用―

社会階層と政党支持意識の質的変動 ―「支持政党なし」意識を中心に

地方自治体の姉妹都市交流に関する実証的研究 ―継続的交流を可能ならしめる要因―

物体同一性の知覚を支える感覚内・感覚間情報統合

ジュニャーナパーダ流に関する文献学的研究 
―Dīpamkarabhadra著 Guhyasamājamandalavidhi-Sārdhatriśatikā, 前段階の奉仕儀軌(pūrvasevāvidhi), テクスト校訂・訳註研究―

Un《 lyrisme critique 》 : les formes, métamorphoses et mises à l'épreuve du lyrisme dans la première trilogie de Samuel Beckett 
（リリスム・クリティック：サミュエル・ベケットの前期小説三部作におけるリリスムの諸相）

□平成20年度   論文博士学位授与者名簿

主査  佐藤 弘夫 
　　  大藤　修 　片岡　龍
主査  佐藤 伸宏
　　  仁平 道明　佐藤 弘夫
主査  鈴木 岩弓
　　  嶋　陸奥彦　木村 敏明
主査  長谷川 公一 
　　  吉原 直樹　佐藤 嘉倫
主査  原　純輔
　　  吉原 直樹　佐藤 嘉倫　下夷 美幸

番号 氏　名 論文題目 審査委員

佐久間　正

押野  武志

菊地  和博

佐藤  利明

渡邊  裕子

文第247号

文第248号

文第249号

文第250号

文第251号

徳川日本の思想形成と儒教

日本近代文学の帰趨─夏目漱石・宮沢賢治・坂口安吾の系譜

シシ踊り鎮魂供養の研究

地域社会形成の社会学 ―東北の地域開発と地域活性化―

社会福祉における介護時間の研究へのタイムスタディ調査の応用

□最近の学位取得状況
最近5年間の学位の取得状況は表のとおりです。

修士・課程博士の上段は、左から文化科学専攻、言語科学専攻、歴史科学専攻、人間科学専攻、下段は合計。

32 15 22

87

18

修士 課程博士 論文博士

平成16年度

平成17年度

平成18年度

平成19年度

平成20年度

グローバルCOEプログラム
「社会階層と不平等教育研究拠点の世界的展開」

（拠点リーダー佐藤嘉倫教授）

大学院GP

グローバルCOEと大学院GP

　平成15年度からの21世紀COEプログラム「社会階層と不平

等研究教育拠点の形成」を受け継ぎ、平成20年度にグローバ

ルCOEプログラムとして採択されました。

　階層・不平等・格差の教育研究拠点を世界的に展開し、格差

問題に対して融合的にアプローチし、格差の綿密な測定、格差

を生み出す社会的メカニズムの解明、格差の影響の研究を推

進し、格差是正のための政策提言を行い、また教育面では、優

れた人材育成プログラムにより、若手研究者・法曹実務家・政

策担当者など高度な専門家を養成することを目指し、教育研

究の成果を政策に還元することを目的として活動しています。

グローバルCOE大学院生になると、リサーチアシスタント雇用

や若手特別研究奨励費などによって、世界で活躍するチャンス

が広がります。

　本研究科言語科学専攻を中心とした「言語研究者・言語教育者

養成プログラム（非日本語母語話者を主たる対象とした取組み）」

が、「魅力ある大学院教育」イニシアティブとして平成17～18年度

に活動を展開し、きわめて高い事後評価を受けました。

　平成20年度には、歴史科学専攻を中心とした「歴史資源アーカ

イブ国際高度学芸員養成計画」が「大学院教育改革支援プログラ

ム」に採択されました。専門分野に深い学識を有し、かつ幅広い対

象資料に通じていて、世界各国の学芸員と対等な活動ができる世

界水準の優秀な、高度な資質の学芸員を、国際性豊かなカリキュ

ラムのなかで体系的に育成することをねらいとするものです。

文学研究科考古学研究室博士後期課程2年

村田  弘之

　私が所属する考古学専攻分野では、20万点以上の考

古資料を所蔵しています。これらの資料は日本のみなら

ず海外のものも含まれており、世界的に貴重な資料と

なっております。これは考古学に限らず、ほかの専攻分野

においても同様に、長い歴史の中で蓄積されています。

したがって、どの専攻分野においても時代や地域を問わ

ず、自身の興味を持つ分野に取り組むことが可能です。

　また現在、歴史系の専攻分野では歴史資源アーカイ

ブ国際高度学芸員養成計画（大学院GP）を実施してお

り、その一環として私も2008年度末にアメリカ・スミソニ

アン機構で博物館学の実地研修を行ってきました。博物

館のスケールや組織としての構造などを直接学ぶことが

でき、研究視点を多角化・深化させる大変貴重な経験を

しました。このようなプログラムだけでなく、文学研究科

全体が国際化を志向しているのが特色だと思います。

28 6 28

75

13

26 9 22

82

25

18 10 19

62

15

26 13 12

73

22

6 3 7

23

7

4 2 1

15

8

13 4 9

37

11

6 6 5

26

9

15 4 5

32

5

15

7

9

5
8
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アッシジ  サン・フランチェスコ聖堂

阿部  愛
文化科学専攻

フランス語学フランス文学専攻分野
博士前期課程 平成19年度入学

A B E  M E G U M IA M A N O  F U M I H I K O

天野 史彦

　昨年、私はフランスでの留学を終えて帰

国し、改めて日本の「研究室」の長所に気

づかされました。フランスでは専攻毎に学

生の集まる場所がないので、学生は直接

教員の部屋を訪ねて指導を受けるのに対

して、日本のように専攻分野別にそれぞれ

の研究室が割り当てられるというシステム

は一つの文化だと思います。特に文学研

究科では各研究室が、お花見や東北なら

ではの「芋煮会」等の行事を通して家庭的

な交わりを深め、研究生活をサポートして

いる点に、他大学から本学に進学された

方は驚かれることもあると聞きます。研究

室において自由に勉強ができるので、おの

ずから学生が集まり、日常的に専門や学生

生活、就職活動に関して情報交換できるこ

とは大きな利点と言えます。このような環

境は博士後期の課程まで研究を継続する

学生には、研究の面でも生活面でも大き

な支えになるかと思います。文学研究科に

関心を持ってくださる方々に私達の研究

室の扉は開かれています。

歴史科学専攻
美学・西洋美術史専攻分野
博士後期課程 平成21年度入学

　美術史研究は、芸術作品と鑑賞者との

対話からはじまります。ある作品が制作さ

れた背景や受容状況を考察するには、現

代の目で作品を見、その特異性や卓越性、

あるいは個々人が面白いと思うポイントを

見つけ出すことが必要です。それ故、じか

に作品に触れることが求められます。

　美学・西洋美術史研究室では、展覧会や

美術館内部を訪れる機会が設けられてい

ます。また、イタリア等の大学に留学し、作

品が生まれた環境に身を置きながら、これ

まで積み上げてきた研究を深めていく人も

多くいます。こうして得られた研究材料は、

授業発表や日々の語らいの中で議論され、

学会発表や雑誌論文、ひいては修士・博士

論文の執筆へと結びついていくのです。

　私自身はイタリア・バロックの研究をし

ていますが、古代、ルネサンス、北方、現代

など、在籍者の研究対象はさまざまです。

こうした分野を超えて共に切磋琢磨できる

環境は、各人の研究を進める上でおおい

に刺激となっています。

言語科学専攻
国語学専攻分野

博士後期課程 平成21年度入学

M A T T H E W  J O S E P H  Z I S K

ジスク マシュー ヨセフ

　文学研究科に来て、まず驚いたのは研

究室という年中無休、一日中利用できる

施設があるということです。そして、その

研究室に入ってみると、自分の専門分野

の書籍が図書館並みに置いてあり、また

まわりに同じ専門の先輩・後輩たちがたく

さんいて、非常に研究に適した環境だと

感じました。

　私は日本語に対する漢字の影響を研究

しています。ある語が漢字から影響を受

けているかいないか調べるためには、多

くの資料を見ていくことが必要となります

が、この際、研究室にある書籍はもちろ

ん、附属図書館にある多くの古代日本語

資料が大いに役立ちます。文学研究科で

は、このように多くの資料に触れ、また、

研究室の先生・先輩からご指導をいただ

きながら、自分の実力を伸ばすことがで

きますので、私にとってはとても建設的で

楽しい環境となっています。

文化科学専攻
国文学専攻分野

平成21年3月 博士前期課程修了

K I S H I M O T O  Y O U S U K E

岸本 洋輔

　大学院では中世の軍記物語など、日本

文学における表現や文化の成り立ち・仕組

みを幅広く分析しました。その際、問題の

発見・解決のためにまず必要となったのが

辞書・事典や索引です。そういった文献が

専攻分野の研究室に備え付けられ、大学

院生には机が与えられる研究環境は、私

にとって恵まれたものでした。隣接する附

属図書館から同じ文献を借り出せる場合

が多いことを含め、研究する場・時間は十

分保障されています。

　一方、研究成果を発表する機会は、様々

な研究対象を持つ教官・学生で行う演習、

幅広い分野の研究者が集う学会・研究会

やその機関誌など、学内だけでも豊富で

す。これらは、専門領域に止まらない幅広

い視野のもとでの問題意識を喚起してく

れます。自然あふれる青葉山の麓でありか

つ仙台駅にも近い川内という土地で、情報

を深くインプットする場と広くアウトプット

する場、この両者をバランスよく提供して

いるのが本研究科の大きな特徴でしょう。

人間科学専攻
文化人類学専攻分野

平成21年3月 博士前期課程修了

M I Y A T A T E  S H I N G O

宮舘 新吾

　私は「社会人リフレッシュ・コース」を活

用し、博士課程前期2年の課程に入学しま

した。現職の公立高等学校教員であるた

め、課程修了までの2年間は仕事と学業の

両立を図りつつ研究論文執筆に取り組む

日々となりました。職業人としては生徒に

「教える」立場が主体であり、大学院生とし

ては自らが「学ぶ」立場が主体です。これら

を同時に経験できたことは私にとってか

けがえのないものです。

　人々の暮らしの中に潜む「なぜ？」という

問いに文化的側面からアプローチする学

問が文化人類学であるならば、「人との関

わり」を生業とする私にとっては、研究環境

の全てが刺激的でした。学会では様々な

研究者との関わりを通じて研究対象のネ

パールの事情を知ることができ、附属図書

館では貴重な文献を静寂の中で何時間も

読み耽ることができました。文学研究科に

は「学ぶ」ことの意味を認識する場がたく

さん用意されています。それらに気づくこ

とで研究活動はより有意義なものになる

はずです。

人間科学専攻
行動科学専攻分野

平成21年3月博士後期課程修了

S A T O H  T O M O K O

佐藤 智子

　私はこれまでアメリカ文学を研究してき

ましたが、直接的、間接的に関わっていま

した地方自治体の国際交流について、特

に姉妹都市交流の持続性を確保する要因

について研究してみようと思い立ち、社会

人研究者として入学しました。博士課程後

期課程に入ったとはいえ、社会学の知識が

皆無に近い状態からの出発でした。しか

し、指導教官をはじめとして行動科学研究

室の先生方が常に適切なアドバイスを施

してくださいましたので、不安は半年位で

霧散しました。

　その後は、大学教員との二足のわらじで

したが、研究支援体制が整備されています

環境で、アンケート調査とその結果の分

析、姉妹都市交流を行っています両市で

の聞き取り調査、学会での発表、学会誌へ

の論文投稿などを行っていきました。そし

て、目標としておりました3年間で博士論文

を書き上げることができました。“ a  

student of nontraditional age”として、未

知の分野を研究する機会を与えられたこ

とを幸運に思っています。

Message
在学生・修了生の
メッセージ
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アッシジ  サン・フランチェスコ聖堂

阿部  愛
文化科学専攻

フランス語学フランス文学専攻分野
博士前期課程 平成19年度入学

A B E  M E G U M IA M A N O  F U M I H I K O

天野 史彦

　昨年、私はフランスでの留学を終えて帰

国し、改めて日本の「研究室」の長所に気

づかされました。フランスでは専攻毎に学

生の集まる場所がないので、学生は直接

教員の部屋を訪ねて指導を受けるのに対

して、日本のように専攻分野別にそれぞれ

の研究室が割り当てられるというシステム

は一つの文化だと思います。特に文学研

究科では各研究室が、お花見や東北なら

ではの「芋煮会」等の行事を通して家庭的

な交わりを深め、研究生活をサポートして

いる点に、他大学から本学に進学された

方は驚かれることもあると聞きます。研究

室において自由に勉強ができるので、おの

ずから学生が集まり、日常的に専門や学生

生活、就職活動に関して情報交換できるこ

とは大きな利点と言えます。このような環

境は博士後期の課程まで研究を継続する

学生には、研究の面でも生活面でも大き

な支えになるかと思います。文学研究科に

関心を持ってくださる方々に私達の研究

室の扉は開かれています。

歴史科学専攻
美学・西洋美術史専攻分野
博士後期課程 平成21年度入学

　美術史研究は、芸術作品と鑑賞者との

対話からはじまります。ある作品が制作さ

れた背景や受容状況を考察するには、現

代の目で作品を見、その特異性や卓越性、

あるいは個々人が面白いと思うポイントを

見つけ出すことが必要です。それ故、じか

に作品に触れることが求められます。

　美学・西洋美術史研究室では、展覧会や

美術館内部を訪れる機会が設けられてい

ます。また、イタリア等の大学に留学し、作

品が生まれた環境に身を置きながら、これ

まで積み上げてきた研究を深めていく人も

多くいます。こうして得られた研究材料は、

授業発表や日々の語らいの中で議論され、

学会発表や雑誌論文、ひいては修士・博士

論文の執筆へと結びついていくのです。

　私自身はイタリア・バロックの研究をし

ていますが、古代、ルネサンス、北方、現代

など、在籍者の研究対象はさまざまです。

こうした分野を超えて共に切磋琢磨できる

環境は、各人の研究を進める上でおおい

に刺激となっています。

言語科学専攻
国語学専攻分野

博士後期課程 平成21年度入学

M A T T H E W  J O S E P H  Z I S K

ジスク マシュー ヨセフ

　文学研究科に来て、まず驚いたのは研

究室という年中無休、一日中利用できる

施設があるということです。そして、その

研究室に入ってみると、自分の専門分野

の書籍が図書館並みに置いてあり、また

まわりに同じ専門の先輩・後輩たちがたく

さんいて、非常に研究に適した環境だと

感じました。

　私は日本語に対する漢字の影響を研究

しています。ある語が漢字から影響を受

けているかいないか調べるためには、多

くの資料を見ていくことが必要となります

が、この際、研究室にある書籍はもちろ

ん、附属図書館にある多くの古代日本語

資料が大いに役立ちます。文学研究科で

は、このように多くの資料に触れ、また、

研究室の先生・先輩からご指導をいただ

きながら、自分の実力を伸ばすことがで

きますので、私にとってはとても建設的で

楽しい環境となっています。

文化科学専攻
国文学専攻分野

平成21年3月 博士前期課程修了

K I S H I M O T O  Y O U S U K E

岸本 洋輔

　大学院では中世の軍記物語など、日本

文学における表現や文化の成り立ち・仕組

みを幅広く分析しました。その際、問題の

発見・解決のためにまず必要となったのが

辞書・事典や索引です。そういった文献が

専攻分野の研究室に備え付けられ、大学

院生には机が与えられる研究環境は、私

にとって恵まれたものでした。隣接する附

属図書館から同じ文献を借り出せる場合

が多いことを含め、研究する場・時間は十

分保障されています。

　一方、研究成果を発表する機会は、様々

な研究対象を持つ教官・学生で行う演習、

幅広い分野の研究者が集う学会・研究会

やその機関誌など、学内だけでも豊富で

す。これらは、専門領域に止まらない幅広

い視野のもとでの問題意識を喚起してく

れます。自然あふれる青葉山の麓でありか

つ仙台駅にも近い川内という土地で、情報

を深くインプットする場と広くアウトプット

する場、この両者をバランスよく提供して

いるのが本研究科の大きな特徴でしょう。

人間科学専攻
文化人類学専攻分野

平成21年3月 博士前期課程修了

M I Y A T A T E  S H I N G O

宮舘 新吾

　私は「社会人リフレッシュ・コース」を活

用し、博士課程前期2年の課程に入学しま

した。現職の公立高等学校教員であるた

め、課程修了までの2年間は仕事と学業の

両立を図りつつ研究論文執筆に取り組む

日々となりました。職業人としては生徒に

「教える」立場が主体であり、大学院生とし

ては自らが「学ぶ」立場が主体です。これら

を同時に経験できたことは私にとってか

けがえのないものです。

　人々の暮らしの中に潜む「なぜ？」という

問いに文化的側面からアプローチする学

問が文化人類学であるならば、「人との関

わり」を生業とする私にとっては、研究環境

の全てが刺激的でした。学会では様々な

研究者との関わりを通じて研究対象のネ

パールの事情を知ることができ、附属図書

館では貴重な文献を静寂の中で何時間も

読み耽ることができました。文学研究科に

は「学ぶ」ことの意味を認識する場がたく

さん用意されています。それらに気づくこ

とで研究活動はより有意義なものになる

はずです。

人間科学専攻
行動科学専攻分野

平成21年3月博士後期課程修了

S A T O H  T O M O K O

佐藤 智子

　私はこれまでアメリカ文学を研究してき

ましたが、直接的、間接的に関わっていま

した地方自治体の国際交流について、特

に姉妹都市交流の持続性を確保する要因

について研究してみようと思い立ち、社会

人研究者として入学しました。博士課程後

期課程に入ったとはいえ、社会学の知識が

皆無に近い状態からの出発でした。しか

し、指導教官をはじめとして行動科学研究

室の先生方が常に適切なアドバイスを施

してくださいましたので、不安は半年位で

霧散しました。

　その後は、大学教員との二足のわらじで

したが、研究支援体制が整備されています

環境で、アンケート調査とその結果の分

析、姉妹都市交流を行っています両市で

の聞き取り調査、学会での発表、学会誌へ

の論文投稿などを行っていきました。そし

て、目標としておりました3年間で博士論文

を書き上げることができました。“ a  

student of nontraditional age”として、未

知の分野を研究する機会を与えられたこ

とを幸運に思っています。

Message
在学生・修了生の
メッセージ

Tohoku University Graduate School of Arts and Letters 13



Tohoku University Graduate School of Arts and LettersTohoku University Graduate School of Arts and Letters14

　国文学は、極めて多様で広範にわたる日本文芸を研究の対象とします。

　国文学の研究には種々の立場や方法がありますが、東北大学国文学研究室で

は、文学が芸術の一種であるとの見地に立ち、日本文学の様式・特質・展開を明ら

かにするとともに、その意義を世界文芸との関連において探求することをめざし

て、活発な研究と教育が行われています。

　その成果は、本研究室発行の雑誌『日本文芸論叢』その他の学会誌に発表され

ています。

　また本研究室には多くの大学院生や留学生が在籍しており、大学院生を中心に

組織される東北大学文芸談話会の月例発表会や機関紙『日本文芸論稿』等におい

て、その旺盛な研究活動の成果が公表されています。

　大学院修了後は全国の研究・教育機関に勤務する者が多いのですが、最近は一

般企業への就職も増えてきています。

国文学研究室

Miura Ichiro

■  助  教
三浦  一朗

Sato Nobuhiro

■  教  授
佐藤  伸宏
研究テーマ ： 近代文学、比較文学。
　　　　　　  近代詩に関する比較文学的研究。

研究テーマ ： 中世文芸。歴史文芸。軍記物語。

研究テーマ ： 近世文学。読本。

Sakura Yoshiyasu

■  准 教 授
佐倉  由泰

文化科学専攻 Cultural Science

　日本思想史学は諸外国や諸民族との対比において、「日本的」なものの考え方や

価値観の形成過程とその独自性を、歴史的な視点から客観的に明らかにしようと

する学問です。この列島上で展開された、古代から現代までのさまざまな思想的営

みを広く明らかにすることによって、人間とは何か、「日本人」とは何か、といった問

題を探っていくことを目的としています。

　東北大学の日本思想史研究室は、博士後期課程までを持つこの分野では国立

大学法人唯一の研究室として、大正12年の開設以来、一貫して日本思想史研究界

の中心的役割を担い、多数の優れた研究者を国内外に送りだしてきました。教育

界などでも多くの修了生が活躍しています。

　本研究室では授業のほかに、定例研究会や資料講読会の開催、学術雑誌の刊行

など、大学院生を主体とする活発な研究活動が行われています。

日本思想史研究室
文化科学専攻 Cultural Science

　空間的にはアジア大陸のほぼ東半分。時間的には紀元前十数世紀から現在に

至るまで。そこに繰り広げられる言語と文学の営為を、わが研究室は研究対象とし

ます。範囲が広い上、記録に執心する文化背景があるため、書記言語・音声言語と

もさまざまな変遷と交流の軌跡を示し、文学も、百を優に越えるジャンルを擁しま

す。院生は、この中からもっとも関心を引く対象を選択し、必要な原典を漢文・中国

語・日本語を駆使して解読し、それらを広大な時空の中に位置づけていきます。こ

の作業を助けるスタッフは花登正宏、佐竹保子、それに馬暁地の三人の教員です。

修了生は大学・高校・中学の教師になる人が多いのですが、学部卒業生の中には

培った語学力を生かして、旅行業やマスコミ（出版社・新聞社・TV局）で活躍する人

もいます。

中国語学中国文学研究室
研究テーマ ： 中国語学文学。
　　　　　　  小学（中国古代語学）研究。
　　　　　　  小学書出版の研究。中国音韻学研究。

研究テーマ ： 中国文学。韻文文学研究。
　　　　　　  魏晋六朝文学研究。

研究テーマ ： 中国文学。唐代朝謁制度と文学の関係。
　　　　　　  唐代戯謔文学。

Hanato Masahiro

■  教  授
花登  正宏

Satake Yasuko

■  教  授
佐竹  保子

Ma  Xiao-di

■  准 教 授
馬　暁地

文化科学専攻 Cultural Science

　欧州諸国を包んでもなお余りある中国大陸において、漢民族を中心とする人々

は幾千年ものあいだ「ひとつの世界」を形成してきた。この中華世界が生み出した

変化に富む豊かな文化を考究の対象とする中国文化学のなかで、中国思想中国

哲学という研究分野は、とくに人々の思索の営みに光をあててその具体的内容を

分析し、思想相互の歴史的関係をあとづけ、またそれらの現代的意味を洞察する。

　各自の学問的関心がその研究内容を様々に方向づけるわけだが、いずれにして

も中国古典文に対する緻密で正確な読解が求められる。それ故、講義や演習は、問

題関心の洗練や発表技術の向上をも考慮しつつ、読解力の養成を第一の目標とし

て進められ、さらにそれらを補完し充実させる機会として、助教や大学院生が主導

する読書会や雑誌会が随時ひらかれる。

中国思想中国哲学研究室
文化科学専攻 Cultural Science

Sato Hiroo

■  教  授
佐藤  弘夫

Kataoka Ryu

■  准 教 授
片岡　龍

Okawa Makoto

■  助  教
大川　真

研究テーマ ： 鎌倉仏教。国家と宗教。
　　　　　　  神仏交渉史。死生観。

研究テーマ ： 近世儒学思想。朝鮮儒学と日本。

研究テーマ ： 近世思想史。政治と言語。

Saito Tomohiro

■  准 教 授
齋藤  智寛

Watanabe Kenya

■  助  教
渡邉  健哉

Miura Shuichi

■  教  授
三浦  秀一
研究テーマ ： 中国近世思想。
　　　　　　  明代の老荘思想と出版、科挙。

研究テーマ ： 中国中世思想。仏教思想。宗教史。

研究テーマ ： 中国近世都市史。元の大都。

研究室主催日韓共同シンポジウム（2007年） 研究室での勉強風景
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　国文学の研究には種々の立場や方法がありますが、東北大学国文学研究室で

は、文学が芸術の一種であるとの見地に立ち、日本文学の様式・特質・展開を明ら

かにするとともに、その意義を世界文芸との関連において探求することをめざし

て、活発な研究と教育が行われています。

　その成果は、本研究室発行の雑誌『日本文芸論叢』その他の学会誌に発表され

ています。

　また本研究室には多くの大学院生や留学生が在籍しており、大学院生を中心に

組織される東北大学文芸談話会の月例発表会や機関紙『日本文芸論稿』等におい

て、その旺盛な研究活動の成果が公表されています。

　大学院修了後は全国の研究・教育機関に勤務する者が多いのですが、最近は一

般企業への就職も増えてきています。

国文学研究室

Miura Ichiro

■  助  教
三浦  一朗

Sato Nobuhiro

■  教  授
佐藤  伸宏
研究テーマ ： 近代文学、比較文学。
　　　　　　  近代詩に関する比較文学的研究。

研究テーマ ： 中世文芸。歴史文芸。軍記物語。

研究テーマ ： 近世文学。読本。

Sakura Yoshiyasu

■  准 教 授
佐倉  由泰

文化科学専攻 Cultural Science

　日本思想史学は諸外国や諸民族との対比において、「日本的」なものの考え方や

価値観の形成過程とその独自性を、歴史的な視点から客観的に明らかにしようと

する学問です。この列島上で展開された、古代から現代までのさまざまな思想的営

みを広く明らかにすることによって、人間とは何か、「日本人」とは何か、といった問

題を探っていくことを目的としています。

　東北大学の日本思想史研究室は、博士後期課程までを持つこの分野では国立

大学法人唯一の研究室として、大正12年の開設以来、一貫して日本思想史研究界

の中心的役割を担い、多数の優れた研究者を国内外に送りだしてきました。教育

界などでも多くの修了生が活躍しています。

　本研究室では授業のほかに、定例研究会や資料講読会の開催、学術雑誌の刊行

など、大学院生を主体とする活発な研究活動が行われています。

日本思想史研究室
文化科学専攻 Cultural Science

　空間的にはアジア大陸のほぼ東半分。時間的には紀元前十数世紀から現在に

至るまで。そこに繰り広げられる言語と文学の営為を、わが研究室は研究対象とし

ます。範囲が広い上、記録に執心する文化背景があるため、書記言語・音声言語と

もさまざまな変遷と交流の軌跡を示し、文学も、百を優に越えるジャンルを擁しま

す。院生は、この中からもっとも関心を引く対象を選択し、必要な原典を漢文・中国

語・日本語を駆使して解読し、それらを広大な時空の中に位置づけていきます。こ

の作業を助けるスタッフは花登正宏、佐竹保子、それに馬暁地の三人の教員です。

修了生は大学・高校・中学の教師になる人が多いのですが、学部卒業生の中には

培った語学力を生かして、旅行業やマスコミ（出版社・新聞社・TV局）で活躍する人

もいます。

中国語学中国文学研究室
研究テーマ ： 中国語学文学。
　　　　　　  小学（中国古代語学）研究。
　　　　　　  小学書出版の研究。中国音韻学研究。

研究テーマ ： 中国文学。韻文文学研究。
　　　　　　  魏晋六朝文学研究。

研究テーマ ： 中国文学。唐代朝謁制度と文学の関係。
　　　　　　  唐代戯謔文学。

Hanato Masahiro

■  教  授
花登  正宏

Satake Yasuko

■  教  授
佐竹  保子

Ma  Xiao-di

■  准 教 授
馬　暁地

文化科学専攻 Cultural Science

　欧州諸国を包んでもなお余りある中国大陸において、漢民族を中心とする人々

は幾千年ものあいだ「ひとつの世界」を形成してきた。この中華世界が生み出した

変化に富む豊かな文化を考究の対象とする中国文化学のなかで、中国思想中国

哲学という研究分野は、とくに人々の思索の営みに光をあててその具体的内容を

分析し、思想相互の歴史的関係をあとづけ、またそれらの現代的意味を洞察する。

　各自の学問的関心がその研究内容を様々に方向づけるわけだが、いずれにして
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中国思想中国哲学研究室
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■  教  授
佐藤  弘夫

Kataoka Ryu

■  准 教 授
片岡　龍

Okawa Makoto

■  助  教
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研究テーマ ： 鎌倉仏教。国家と宗教。
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研究テーマ ： 中国近世都市史。元の大都。

研究室主催日韓共同シンポジウム（2007年） 研究室での勉強風景
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　インド亜大陸を中心とする南アジアの文化は3000年以上の歴史をもっていま

す。自然環境、言語、人種などに見られる多様性と、時代を超えた持続性とが共存

し、そこに誕生したヒンドゥー教は、現在10億を超えるインド人口の約8割に信仰

されています。

　本専攻分野は、このインド文化圏の言語、哲学、宗教を、その言語文化の背景を

も視野に入れて研究し、また、ひろくアジアの諸地域に伝わった仏教を源流から辿

り、インド・チベットの仏教に重点をおいて研究しています。時代的には古代、中世

が中心になりますが、世界史・人類史を常に念頭に置いて普遍的価値を意識し、現

代世界が直面する諸問題にも視野を広げています。

　研究方法は、サンスクリット語、パーリ語、チベット語、漢文などの原典に基づい

た厳密な文献学的研究を基礎としており、講義、演習等の授業も原典に則して行わ

れます。大学院修了者の多くは全国の研究・教育機関に就職し、また、宗教界にお

いても活躍しています。

インド学仏教史研究室
文化科学専攻 Cultural Science

　英文学研究室での研究対象は、古英語期文学から現代文学に及ぶ広範囲のも

のです。中心となるのは英国ルネサンス期以来の近代イギリス文学ですが、アメリ

カ文学など英語圏文学も研究対象となっています。現在、英文学研究では、文学を

より広い文化の一部として捉え、自由で柔軟な学際的研究方法を積極的に取り入

れていくことが一般的となっています。その結果、文学を文化論、ジェンダー論、植

民地論などの視点から検討することが英米では盛んに行われています。

　当研究室でも他の多様な学問分野の知見を取り入れた文学研究を行っていま

すが、その基礎となるのが緻密で詳細な一次資料分析にあることは不変の伝統と

なっています。また、英国人教師による講義・演習を通じて、異文化としての英文化

に深く接する機会も十分に与えられています。これまでの修了生の大部分は大学

に就職していますが、最近は高校の英語教員になる例も増えてきています。

英文学研究室
文化科学専攻 Cultural Science

　本研究室では、言語知識の解明を目標に、生成文法を中心とする言語理論に基

づく研究を行っている。主たる対象は英語であるが、日本語等の多様な言語と英語

の比較研究も行われている。研究分野は、統語論、意味論（語彙意味論、形式意味

論）、語用論等があるが、英語教育への応用や、第1・第2言語習得など認知科学に

関わる分野もある。充実した文献に加えて、国内外からの迅速な情報入手態勢が

整っており、海外の一級の言語学者による講演や講義の機会も多い。現研究室に

は、一般の学生に加えて、社会人、留学生を含む多様な院生が在籍し、米国留学中

の院生もいる。院生は、月例談話会での発表を基に、日本英語学会、日本英文学会

等での研究発表、学会誌や本研究室が事務局となっている英語学研究会の英文研

究誌 Explorations in English Linguistics への投稿により研究成果を発表している。

修了者のほとんどは、研究職・教育職に就いている。また、英語教員専修免許状取

得が可能である。

英語学研究室
文化科学専攻 Cultural Science

　「ドイツ文学」は古風な名称ですが、実際に本研究室で扱う研究テーマは、以下

のように多岐にわたります。学部では十分に深めきれなかったテーマを更に探究

してみたいという学生に対して、広く門戸を開放しています。

　（1）伝統的な意味での文学研究。「ドイツ語で書かれた」文学や思想のテクスト

について、その内容や成立の経緯を研究します。歌劇台本や歌曲などもこの範囲

に含まれます。（2）ドイツ語圏の文化・社会の研究。ドイツ語は現在および過去に

おいて中欧ヨーロッパの広い地域で使われてきました。そこで生まれ発展してきた

音楽・美術・建築などのアート、映画やロックなどの大衆文化、さらにビールや自動

車まで、現象としてのドイツ文化一般を取り扱うことができます。（3）ドイツ語の研

究。ドイツ語という言葉そのものを、文法・歴史・方言など、様々な観点から研究し

ます。（4）文学理論的研究。地域的な限定なしに、文学・映画・コミックなどの表現

ジャンルに関連する問題を「物語」

や「フィクション」という切り口から

一般的に論じることも可能です。

ドイツ文学研究室
文化科学専攻 Cultural Science

Okochi Syo

■  教  授
大河内  昌

Iwata Miki

■  准 教 授
岩田  美喜

Saigusa Kazuhiko

■  助  手
三枝  和彦

研究テーマ ： 18世紀イギリス思想史・
　　　　　　  イギリスロマン主義文学。

研究テーマ ： イギリス・アイルランド近代演劇。

研究テーマ ： 20世紀イギリス小説。

Kaneko Yoshiaki

■  教  授
金子  義明

Shima Etsurou

■  准 教 授
島　越郎

研究テーマ ： 言語理論。英語統語論と意味論の
　　　　　　  インターフェイス。

研究テーマ ： 生成文法理論に基づく英語分析。

Tozawa Takahiro

■  助  教
戸澤  隆広

Morimoto Koichi

■  教  授
森本  浩一

Brigitte Annemarie Schmitz

■  教  授
ブリギッテ・アンネマリー・シュミッツ

Shimazaki Satoru

■  准 教 授
嶋﨑　啓

研究テーマ ： 文学の理論。虚構論。言語思想。

研究テーマ ： ドイツ文学。

研究テーマ ： ドイツ語学。ドイツ語史。対照言語学。

Gotō  Toshifumi

■  教  授
後藤  敏文

Sakurai Munenobu

■  教  授
桜井  宗信

Yoshimizu Kiyotaka

■  准 教 授
吉水  清孝

Kikuya Ryūta

■  助  教
菊谷  竜太

研究テーマ ： ヴェーダ学。古インド・イラン語を
　　　　　　  中心とした文献学・言語学、思想史。

研究テーマ ： インド・チベット密教の儀礼と思想。
　　　　　　  インド・チベット仏教流伝史。

研究テーマ ： 初期中世インド思想史。
　　　　　　  特に聖典解釈学派。

研究テーマ ： インド・チベット仏教の
　　　　　　  流派形成史・訳経史。
　　　　　　  密教儀礼研究。

授業風景

大学院演習・授業風景：大学院の授業では白熱した議論が交わされます。

研修旅行にて

研究テーマ ： 英語の統語論研究。
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Tozawa Takahiro
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　　　　　　  密教儀礼研究。

授業風景
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言語学研究室

　当研究室の伝統は、厳密なテクスト読解と実証的検証を研究指導の柱とするも

のですが、今日、フランス語学とフランス文学に関する研究が孕む問題系は多様化

しています。教員スタッフは従来の語学・文学研究の枠を越えて進んで今日的問題

に取り組み、学生には新たな研究領域への挑戦を積極的に推奨しています。フラ

ンス語教育の新しい教授法の模索、旧植民地も含めたフランス語圏世界の文学・

語学を中心とする多彩な探求、日・英・仏の比較文学・語学研究などはその一例

です。

　院生達はこれらの研究領域に積極的に踏み込んで実績を上げるために、さまざ

まな制度・機会を利用して留学し、月例で開催している「研究会」や、種々の学会・研

究会で発表しています。さらに卒業生の方々の支援を基に、東北大学フランス語フ

ランス文学会を立ち上げ、機関誌『フランス文学研究』を発刊して、成果を世に問う

ています。

フランス語学フランス文学研究室
文化科学専攻 Cultural Science

　本専攻分野においては、古代ギリシアに始まり、主として西欧世界に受け継がれ

て今日に至っている西洋哲学の営みを引継ぎ、さらに推進することが目指されてい

る。そこで研究は、先人たちの思想的遺産を研究対象とする歴史的考察と、哲学の

問題そのものと対峙する体系的考察とを車の両輪として進められる。スタッフの専

門分野は古代哲学、中世哲学、近現代哲学、科学哲学、生命環境倫理学などであ

り、講義や研究演習を通して、原典（英語、独語、仏語、ギリシア語、ラテン語にわた

る）の厳密な読解と、それに基づく哲学的探究を実践すると共に、研究能力を身に

つける訓練を行っている。

　学生は、自ら選んだテーマをめぐって、先人と対話すべく原典に向かい、また先

行研究を押さえた上で、自らの思案を展開することが求められる。なお、社会人

コースにあっては、これまでの社会的活動の現場において形成されてきた問題意

識に基づくテーマ（例えば、医療倫

理学など）を選ぶことも可能である。

　現在のところ修了者の多くは全国

の研究・教育機関に就職している

が、今後は社会の様々な場所におい

て、哲学的研究能力を生かす道が拓

けてくることが期待される。

哲学研究室
文化科学専攻 Cultural Science

　倫理学研究室では、ドイツ・フランス・イギリスの倫理思想を中心としてヨーロッ

パの諸思想を体系的ならびに歴史的に研究しています。

　とくに人間における生と死、自然と自由、自己と他者、文化と価値といった基本主

題をはじめ、現代の文明と社会がひき起こす環境や生命に関する倫理的な問題に

とりくみながら、人間存在の根本的な本質と全体的な構造を追究しています。

　研究を進めるうえで外国語（英語・ドイツ語・フランス語など）の読解能力が必要

になります。また、私たちの研究室は哲学研究室とともに合同で研究活動や諸行事

を行っており、両研究室の教員と学生の交流、原典著作の全集や専門雑誌などの

図書資料にも恵まれています。

　なお、倫理学研究室では、市民参加型の公開講義・討論会を定期的に開催して

います。

倫理学研究室
文化科学専攻 Cultural Science

　人間の言語そのものを研究対象とする言語学は、20世紀における人文諸科学の

中でもっとも進展の著しかった学問といわれる。言語学研究室では、さまざまな言

語の観察・分析を通して、人間の言語が持っている共通の性質や普遍性とは何か、

また、各言語に固有の特徴にはどんなものがあるか、さらに歴史以前の言葉の姿

はどのように復元されるかといった問題を、音韻論・形態論・統語論・意味論などの

領域で探ろうとしている。

　最近では、コンピュータを利用した言語分析法の開発や語彙構造の研究への応

用を目指すコーパス言語学、fMRIや脳波計を利用した脳と言語の関わりの研究と

いった新しい領域にも意欲的に取り組んでいる。

　本専攻では、特に演習での口頭発表に重点をおき、学会などでの成果公表に直

結するよう指導している。修了者は大学などの研究・教育機関のみならず、公務員

や民間企業などの多彩な分野で活躍している。

言語科学専攻 Language Science

Toshima Kiyoshi

■  教  授
戸島  貴代志
研究テーマ ： 現代ドイツ・フランスの哲学・倫理学。
　　　　　　  生の哲学。実存思想。

Abe Hiroshi

■  教  授
阿部　宏

Imai Tsutomu

■  准 教 授
今井　勉

Yann Eric Mével

■  准 教 授
ヤン・エリック・メヴェル

研究テーマ ： フランス語学。仏英日対照言語学。
　　　　　　  ソシュール文献学。認知意味論。
　　　　　　  言語学史。記号学。

研究テーマ ： フランス文学。ヴァレリー。
　　　　　　  フランス象徴詩。生成論。
　　　　　　  クレオール文化論。

研究テーマ ： ベケット。デュラス。小説。演劇。
　　　　　　  詩学。思想史。芸術史。精神分析。
　　　　　　  フランス文学における日本の表象。

Chigusa Shinichi

■  教  授
千種  眞一

Goto Hitoshi

■  教  授
後藤　斉

Koizumi Masatoshi

■  准 教 授
小泉  政利

研究テーマ ： 印欧語学。アルメニア語比較文法。

研究テーマ ： ロマンス語学。言語情報学。
　　　　　　  コーパス言語学。

研究テーマ ： 理論言語学。言語認知脳科学。

Kim Jungho

■  助  教
金  情浩
研究テーマ ： 認知脳科学、第二言語習得。

Hara Saku

■  准 教 授
原　塑

Noe Keiichi

■  教  授
野家  啓一

Zakota Yutaka

■  教  授
座小田　豊

Naoe Kiyotaka

■  准 教 授
直江  清隆

Ogihara Satoshi

■  准 教 授
荻原　理

研究テーマ ： 科学哲学および科学思想史。
　　　　　　  現代英米の哲学。歴史哲学。

研究テーマ ： 近代哲学。ドイツ観念論。

研究テーマ ： 近現代哲学。科学技術倫理。

研究テーマ ： 古代哲学。現代分析倫理学。

研究テーマ ： 科学哲学・倫理学（神経科学）、
　　　　　　  心の哲学。

研究会の風景 研究会

演習授業の風景
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言語学研究室

　当研究室の伝統は、厳密なテクスト読解と実証的検証を研究指導の柱とするも

のですが、今日、フランス語学とフランス文学に関する研究が孕む問題系は多様化

しています。教員スタッフは従来の語学・文学研究の枠を越えて進んで今日的問題

に取り組み、学生には新たな研究領域への挑戦を積極的に推奨しています。フラ

ンス語教育の新しい教授法の模索、旧植民地も含めたフランス語圏世界の文学・

語学を中心とする多彩な探求、日・英・仏の比較文学・語学研究などはその一例

です。

　院生達はこれらの研究領域に積極的に踏み込んで実績を上げるために、さまざ

まな制度・機会を利用して留学し、月例で開催している「研究会」や、種々の学会・研

究会で発表しています。さらに卒業生の方々の支援を基に、東北大学フランス語フ

ランス文学会を立ち上げ、機関誌『フランス文学研究』を発刊して、成果を世に問う

ています。

フランス語学フランス文学研究室
文化科学専攻 Cultural Science

　本専攻分野においては、古代ギリシアに始まり、主として西欧世界に受け継がれ

て今日に至っている西洋哲学の営みを引継ぎ、さらに推進することが目指されてい

る。そこで研究は、先人たちの思想的遺産を研究対象とする歴史的考察と、哲学の

問題そのものと対峙する体系的考察とを車の両輪として進められる。スタッフの専

門分野は古代哲学、中世哲学、近現代哲学、科学哲学、生命環境倫理学などであ

り、講義や研究演習を通して、原典（英語、独語、仏語、ギリシア語、ラテン語にわた

る）の厳密な読解と、それに基づく哲学的探究を実践すると共に、研究能力を身に

つける訓練を行っている。

　学生は、自ら選んだテーマをめぐって、先人と対話すべく原典に向かい、また先

行研究を押さえた上で、自らの思案を展開することが求められる。なお、社会人

コースにあっては、これまでの社会的活動の現場において形成されてきた問題意

識に基づくテーマ（例えば、医療倫

理学など）を選ぶことも可能である。

　現在のところ修了者の多くは全国

の研究・教育機関に就職している

が、今後は社会の様々な場所におい

て、哲学的研究能力を生かす道が拓

けてくることが期待される。

哲学研究室
文化科学専攻 Cultural Science

　倫理学研究室では、ドイツ・フランス・イギリスの倫理思想を中心としてヨーロッ

パの諸思想を体系的ならびに歴史的に研究しています。

　とくに人間における生と死、自然と自由、自己と他者、文化と価値といった基本主

題をはじめ、現代の文明と社会がひき起こす環境や生命に関する倫理的な問題に

とりくみながら、人間存在の根本的な本質と全体的な構造を追究しています。

　研究を進めるうえで外国語（英語・ドイツ語・フランス語など）の読解能力が必要

になります。また、私たちの研究室は哲学研究室とともに合同で研究活動や諸行事

を行っており、両研究室の教員と学生の交流、原典著作の全集や専門雑誌などの

図書資料にも恵まれています。

　なお、倫理学研究室では、市民参加型の公開講義・討論会を定期的に開催して

います。

倫理学研究室
文化科学専攻 Cultural Science

　人間の言語そのものを研究対象とする言語学は、20世紀における人文諸科学の

中でもっとも進展の著しかった学問といわれる。言語学研究室では、さまざまな言

語の観察・分析を通して、人間の言語が持っている共通の性質や普遍性とは何か、

また、各言語に固有の特徴にはどんなものがあるか、さらに歴史以前の言葉の姿

はどのように復元されるかといった問題を、音韻論・形態論・統語論・意味論などの

領域で探ろうとしている。

　最近では、コンピュータを利用した言語分析法の開発や語彙構造の研究への応

用を目指すコーパス言語学、fMRIや脳波計を利用した脳と言語の関わりの研究と

いった新しい領域にも意欲的に取り組んでいる。

　本専攻では、特に演習での口頭発表に重点をおき、学会などでの成果公表に直

結するよう指導している。修了者は大学などの研究・教育機関のみならず、公務員

や民間企業などの多彩な分野で活躍している。

言語科学専攻 Language Science

Toshima Kiyoshi

■  教  授
戸島  貴代志
研究テーマ ： 現代ドイツ・フランスの哲学・倫理学。
　　　　　　  生の哲学。実存思想。

Abe Hiroshi

■  教  授
阿部　宏

Imai Tsutomu

■  准 教 授
今井　勉

Yann Eric Mével

■  准 教 授
ヤン・エリック・メヴェル

研究テーマ ： フランス語学。仏英日対照言語学。
　　　　　　  ソシュール文献学。認知意味論。
　　　　　　  言語学史。記号学。

研究テーマ ： フランス文学。ヴァレリー。
　　　　　　  フランス象徴詩。生成論。
　　　　　　  クレオール文化論。

研究テーマ ： ベケット。デュラス。小説。演劇。
　　　　　　  詩学。思想史。芸術史。精神分析。
　　　　　　  フランス文学における日本の表象。

Chigusa Shinichi

■  教  授
千種  眞一

Goto Hitoshi

■  教  授
後藤　斉

Koizumi Masatoshi

■  准 教 授
小泉  政利

研究テーマ ： 印欧語学。アルメニア語比較文法。

研究テーマ ： ロマンス語学。言語情報学。
　　　　　　  コーパス言語学。

研究テーマ ： 理論言語学。言語認知脳科学。

Kim Jungho

■  助  教
金  情浩
研究テーマ ： 認知脳科学、第二言語習得。

Hara Saku

■  准 教 授
原　塑

Noe Keiichi

■  教  授
野家  啓一

Zakota Yutaka

■  教  授
座小田　豊

Naoe Kiyotaka

■  准 教 授
直江  清隆

Ogihara Satoshi

■  准 教 授
荻原　理

研究テーマ ： 科学哲学および科学思想史。
　　　　　　  現代英米の哲学。歴史哲学。

研究テーマ ： 近代哲学。ドイツ観念論。

研究テーマ ： 近現代哲学。科学技術倫理。

研究テーマ ： 古代哲学。現代分析倫理学。

研究テーマ ： 科学哲学・倫理学（神経科学）、
　　　　　　  心の哲学。

研究会の風景 研究会

演習授業の風景
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　日本史学は、現在の日本列島およびかつて日本が関わった地域に展開した歴史

を研究する学問です。本研究室には、古代史、中世史、近世史、近現代史をそれぞ

れ専門に研究する教員がそろっており、各時代の政治・経済・社会・文化・生活など

さまざまな分野について学ぶことができます。

　研究の基礎をなす史料の厳密な読解・分析力を培わせたうえで、各自の内発的

な問題意識を重んじ自由に研究させるのが、本研究室のモットーです。また、各時

代ごとに学生が自主的に研究会を組織し、互いに切磋琢磨しているのも特徴です。

勉学意欲があれば、他大学出身者や社会人、留学生も積極的に受け入れています。

　開放的で自由闊達な雰囲気のなかから多くの有為な人材が育っており、学界の

みならず、史料・文化財保存の世界でも活躍し、我が国の学術・文化の発展に貢献

しています。

日本史研究室
歴史科学専攻 History Science

　考古学は、過去の人間集団が残した遺跡、遺構、遺物を主な研究対象として、当時

の社会、文化の探求を行う、歴史学の一分野です。東北大学考古学研究室では、旧石

器時代、縄文時代、弥生時代、古墳時代、古代、中世、近世の各時代にわたり、また海

外の考古学研究を進めています。遺跡における発掘調査を実施し、出土遺物の整

理、分析、報告の実際を学び、研究方法を身につけます。国際交流も盛んです。

　文学研究科考古学陳列館、および考古学資料収蔵施設には、国指定重要文化財

477点を含む、多数の貴重な学術資料を有しており、研究・教育に活用しています。

　調査と分析には最新技術と先端的な方法を採用し、各種の機器を備えていま

す。高精度な測量と迅速な記録のためのトータルステーションとコンピュータによ

る発掘記録分析システムをはじめ、石器使用痕の観察などに高性能の顕微鏡各

種、写真機材、遺物処理設備、蛍光X線分析装置ほかを活用しています。研究の成

果は調査研究報告書として公開し、国内外で貴重な資料として利用されています。

「早水台遺跡」「上ミ野A遺跡」「荒屋遺跡」「中沢目貝塚」他の報告書を近年刊行し

ています。

　修了者の進路は、考古学関係の専

門職の道を選択する人が多く、大

学、文化財研究所、博物館、埋蔵文化

財センター、自治体の文化財課など、

多岐にわたっています。

考古学研究室
歴史科学専攻 History Science

　国語学は、過去および現在の日本語、または過去から現在への日本語の変遷を

研究対象とする学問である。最近は日本語学とも呼ばれる。対象となる日本語は共

通語ばかりでなく方言も含まれる。研究分野として、音韻・語彙・文法・文章・文字等

があり、理論的かつ実証的に研究されている。たとえば現代語研究では、言語学の

最新理論を参照したり、方言研究では実地調査等のフィールドワークを行ったりす

ることも含まれる。

　授業は文献や調査に基づいた講義や演習が行われている。特に、大学院生の研

究発表の演習では、各自の発表をめぐって活発な討論が見られることも少なくな

い。また研究室員として海外からの留学生も多く在籍しており、本研究室のひとつ

の特色にもなっている。

　大学院修了後は、前期課程の場合、公務員・教員・会社員等になるものが多く、後

期課程の場合、大学・短大・研究所等に就職する者が多い。

国語学研究室
言語科学専攻 Language Science

　日本語教育学専攻分野では、日本語教育学を、日本語を母語としない人々に対

して日本語をいかに効率よく教授するかという狭い意味からだけでなく、日本社

会・日本文化を背景として成立している日本語を異なる文化社会の一員である外

国人学習者が学ぶ、異文化コミュニケーションという広い意味から捉えている。指

導に当たる教員には、日本語教育学を専門とする者と社会学を専門とする者がい

る。院生の研究テーマには、学問の性質上、言語学・日本語学・心理学・文化人類

学・教育学などの隣接領域に関連をもつものも少なくない。多様な研究領域を擁

する文学研究科に籍を置いた利点をフルに活用し、関連諸分野の知見や方法も大

いに吸収していただきたい。

　修了後は海外での日本語教育に従事する者が多い。最近、国内の大学・研究機

関や日本語教育機関、一般企業に就職する者も増えてきている。

日本語教育学研究室
言語科学専攻 Language Science

Saito Michiaki

■  教  授
齋藤  倫明

Kobayashi Takashi

■  教  授
小林　隆

Oki Kazuo

■  准 教 授
大木  一夫

Koda Naomi

■  准 教 授
甲田  直美

Iida Hisako

■  助  教
飯田  寿子

研究テーマ ： 現代語の語彙論
　　　　　　（特に現代語の語構成論）。

研究テーマ ： 日本語方言学。
　　　　　　  文献・方言総合的方法による日本語史。

研究テーマ ： 日本語文法史・文法論。

研究テーマ ： 現代語の文法論。特に談話・テキスト論。

研究テーマ ： 現代語の語彙・意味論（語構成論）。

Imaizumi Takao

■  教  授
今泉  隆雄

Ohto Osamu

■  教  授
大藤　修

Yanagihara Toshiaki

■  准 教 授
柳原  敏昭

Adachi Hiroaki

■  准 教 授
安達  宏昭

Kazama Akiko

■  助  教
風間 亜紀子

研究テーマ ： 日本古代史。古代の政治と制度。
　　　　　　  古代の都城と木簡。東北古代史。

研究テーマ ： 日本近世史。近世村落生活史。
　　　　　　  近世武家社会史。近世古文書学。

研究テーマ ： 日本中世史。国家・社会と宗教。
　　　　　　  国家周縁部の比較研究。

研究テーマ ： 日本近現代史。日本・東南アジア関係史。
　　　　　　  昭和政治史。

研究テーマ ： 日本古代史。寺院造営史。
　　　　　　  古代の社会と大規模建設事業。

Akoshima Kaoru

■  教  授
阿子島  香

Kanomata Yoshitaka

■  准 教 授
鹿又 喜隆

研究テーマ ： 比較文化的な先史考古学。

研究テーマ ： 日本考古学。

Saita Izumi

■  教  授
才田 いずみ

Najima Yoshinao

■  准 教 授
名嶋  義直

Tanaka Sigeto

■  講  師
田中  重人

Sukegawa Yasuhiko

■  協力教員：国際交流センター教授
助川  泰彦

Oh Jeong-bae

■  助  教
呉　正培

研究テーマ ： 日本語教育におけるコンピュータ利用。
　　　　　　  日本語教育方法論。

研究テーマ ： 音声学・日本語教育学。
　　　　　　  定住外国人の日本語習得。

研究テーマ ： 現代日本語の語用論的研究。
　　　　　　  日本語学研究と日本語教育との連携。

研究テーマ ： 社会調査法。
　　　　　　  生活周期と生活時間の国際比較。

研究テーマ ： 異文化間コミュニケーション。
　　　　　　  日韓の相手国民に対するイメージ。
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　日本史学は、現在の日本列島およびかつて日本が関わった地域に展開した歴史

を研究する学問です。本研究室には、古代史、中世史、近世史、近現代史をそれぞ

れ専門に研究する教員がそろっており、各時代の政治・経済・社会・文化・生活など

さまざまな分野について学ぶことができます。

　研究の基礎をなす史料の厳密な読解・分析力を培わせたうえで、各自の内発的

な問題意識を重んじ自由に研究させるのが、本研究室のモットーです。また、各時

代ごとに学生が自主的に研究会を組織し、互いに切磋琢磨しているのも特徴です。

勉学意欲があれば、他大学出身者や社会人、留学生も積極的に受け入れています。

　開放的で自由闊達な雰囲気のなかから多くの有為な人材が育っており、学界の

みならず、史料・文化財保存の世界でも活躍し、我が国の学術・文化の発展に貢献

しています。

日本史研究室
歴史科学専攻 History Science

　考古学は、過去の人間集団が残した遺跡、遺構、遺物を主な研究対象として、当時

の社会、文化の探求を行う、歴史学の一分野です。東北大学考古学研究室では、旧石

器時代、縄文時代、弥生時代、古墳時代、古代、中世、近世の各時代にわたり、また海

外の考古学研究を進めています。遺跡における発掘調査を実施し、出土遺物の整

理、分析、報告の実際を学び、研究方法を身につけます。国際交流も盛んです。

　文学研究科考古学陳列館、および考古学資料収蔵施設には、国指定重要文化財

477点を含む、多数の貴重な学術資料を有しており、研究・教育に活用しています。

　調査と分析には最新技術と先端的な方法を採用し、各種の機器を備えていま

す。高精度な測量と迅速な記録のためのトータルステーションとコンピュータによ

る発掘記録分析システムをはじめ、石器使用痕の観察などに高性能の顕微鏡各

種、写真機材、遺物処理設備、蛍光X線分析装置ほかを活用しています。研究の成

果は調査研究報告書として公開し、国内外で貴重な資料として利用されています。

「早水台遺跡」「上ミ野A遺跡」「荒屋遺跡」「中沢目貝塚」他の報告書を近年刊行し

ています。

　修了者の進路は、考古学関係の専

門職の道を選択する人が多く、大

学、文化財研究所、博物館、埋蔵文化

財センター、自治体の文化財課など、

多岐にわたっています。

考古学研究室
歴史科学専攻 History Science

　国語学は、過去および現在の日本語、または過去から現在への日本語の変遷を

研究対象とする学問である。最近は日本語学とも呼ばれる。対象となる日本語は共

通語ばかりでなく方言も含まれる。研究分野として、音韻・語彙・文法・文章・文字等

があり、理論的かつ実証的に研究されている。たとえば現代語研究では、言語学の

最新理論を参照したり、方言研究では実地調査等のフィールドワークを行ったりす

ることも含まれる。

　授業は文献や調査に基づいた講義や演習が行われている。特に、大学院生の研

究発表の演習では、各自の発表をめぐって活発な討論が見られることも少なくな

い。また研究室員として海外からの留学生も多く在籍しており、本研究室のひとつ

の特色にもなっている。

　大学院修了後は、前期課程の場合、公務員・教員・会社員等になるものが多く、後

期課程の場合、大学・短大・研究所等に就職する者が多い。

国語学研究室
言語科学専攻 Language Science

　日本語教育学専攻分野では、日本語教育学を、日本語を母語としない人々に対

して日本語をいかに効率よく教授するかという狭い意味からだけでなく、日本社

会・日本文化を背景として成立している日本語を異なる文化社会の一員である外

国人学習者が学ぶ、異文化コミュニケーションという広い意味から捉えている。指

導に当たる教員には、日本語教育学を専門とする者と社会学を専門とする者がい

る。院生の研究テーマには、学問の性質上、言語学・日本語学・心理学・文化人類

学・教育学などの隣接領域に関連をもつものも少なくない。多様な研究領域を擁

する文学研究科に籍を置いた利点をフルに活用し、関連諸分野の知見や方法も大

いに吸収していただきたい。

　修了後は海外での日本語教育に従事する者が多い。最近、国内の大学・研究機

関や日本語教育機関、一般企業に就職する者も増えてきている。

日本語教育学研究室
言語科学専攻 Language Science

Saito Michiaki

■  教  授
齋藤  倫明

Kobayashi Takashi

■  教  授
小林　隆

Oki Kazuo

■  准 教 授
大木  一夫

Koda Naomi

■  准 教 授
甲田  直美

Iida Hisako

■  助  教
飯田  寿子

研究テーマ ： 現代語の語彙論
　　　　　　（特に現代語の語構成論）。

研究テーマ ： 日本語方言学。
　　　　　　  文献・方言総合的方法による日本語史。

研究テーマ ： 日本語文法史・文法論。

研究テーマ ： 現代語の文法論。特に談話・テキスト論。

研究テーマ ： 現代語の語彙・意味論（語構成論）。

Imaizumi Takao

■  教  授
今泉  隆雄

Ohto Osamu

■  教  授
大藤　修

Yanagihara Toshiaki

■  准 教 授
柳原  敏昭

Adachi Hiroaki

■  准 教 授
安達  宏昭

Kazama Akiko

■  助  教
風間 亜紀子

研究テーマ ： 日本古代史。古代の政治と制度。
　　　　　　  古代の都城と木簡。東北古代史。

研究テーマ ： 日本近世史。近世村落生活史。
　　　　　　  近世武家社会史。近世古文書学。

研究テーマ ： 日本中世史。国家・社会と宗教。
　　　　　　  国家周縁部の比較研究。

研究テーマ ： 日本近現代史。日本・東南アジア関係史。
　　　　　　  昭和政治史。

研究テーマ ： 日本古代史。寺院造営史。
　　　　　　  古代の社会と大規模建設事業。

Akoshima Kaoru

■  教  授
阿子島  香

Kanomata Yoshitaka

■  准 教 授
鹿又 喜隆

研究テーマ ： 比較文化的な先史考古学。

研究テーマ ： 日本考古学。

Saita Izumi

■  教  授
才田 いずみ

Najima Yoshinao

■  准 教 授
名嶋  義直

Tanaka Sigeto

■  講  師
田中  重人

Sukegawa Yasuhiko

■  協力教員：国際交流センター教授
助川  泰彦

Oh Jeong-bae

■  助  教
呉　正培

研究テーマ ： 日本語教育におけるコンピュータ利用。
　　　　　　  日本語教育方法論。

研究テーマ ： 音声学・日本語教育学。
　　　　　　  定住外国人の日本語習得。

研究テーマ ： 現代日本語の語用論的研究。
　　　　　　  日本語学研究と日本語教育との連携。

研究テーマ ： 社会調査法。
　　　　　　  生活周期と生活時間の国際比較。

研究テーマ ： 異文化間コミュニケーション。
　　　　　　  日韓の相手国民に対するイメージ。
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　東洋・日本美術史が対象とする領域は広範ですが、当研究室の構成員は、主に

絵画と彫刻の研究を行っています。特に、教官は仏教美術を専門としており、講義・

演習などはこの領域の内容が充実しています。しかしながら、我々は偏狭な専門知

識にとらわれず、広範な関心から美術史に興味を持つ方を歓迎したいと思います。

文献を主要な対象として行われる歴史研究に対し、美術史学は造形芸術を中心的

な対象として研究を行う点に特色があります。それゆえ、研究者は作品の観察のた

めに、しばしば国内・海外を問わず調査旅行に赴きます。

　研究室としても毎年関西方面への研修旅行を行い、作品の調査・研究の指導に

努めています。大学院においてはほぼ全員が学芸員資格を取得し、修了後は大学・

研究機関や美術館・博物館において教育・研究に携わり、研究者として第一線で活

躍する者も少なくありません。

（ 研究室HP ： http://www.sal.tohoku.ac.jp/art/ ）

東洋・日本美術史研究室
歴史科学専攻 History Science

　近年、芸術に対する関心はますます高まっています。芸術とは何かを問う必要性

に迫られているからです。本研究室では、芸術作品をどう見るかということを中心

に研究・教育がなされています。作品自体を調査し、歴史的な文脈の中から批判的

視点で現代的な意味を探り当てようとしているわけです。

　その対象となる芸術作品は、古代ギリシア・ローマ美術、ルネサンス以降の西洋

美術が中心となっています。

　ミケランジェロ、ラファエロ、デューラー、レンブラントなどの代表的な芸術家の

作品にさまざまな角度からアプローチし、作家と作品研究を行っています。あわせ

て東西の美術を比較し、その交流の問題にも取り組んでいます。西洋美術とは何

か？ それを研究する意義とは何かを問うためにはこうした比較の視点が重要なの

です。研究指導は2人の教師を中心にして活発になされています。

　本研究室では外国へ留学する者も多く、すぐれた研究者を輩出しています。本研

究室出身の研究者を中心に『西洋美

術への招待』（東北大学出版会）を

公刊したことにも見られます。

　学芸員資格を取得し、美術館など

就職先は多岐にわたっています。

美学・西洋美術史研究室
歴史科学専攻 History Science

　東洋史学自体は、広くアジア全域を対象とするが、本研究室では、周辺地域にも

関心をはらいながら、主に中国史を中心として、講義研究を行っている。教員の定

員は3名（教授2名、准教授1名）であるが、指導教員と院生との関係に特に拘泥は

せず、全ての教員が随時、学生の相談や質問に応ずる体制を伝統的にとっている。

　本研究室が最も重視するのは、中国古典文（漢文）史料の緻密な読解であり、院

生諸君にもその能力の獲得を、これを可能とする原典精査の技法の習得とともに、

強く要求している。原典精査の基礎にたった緻密な読解がなければ、適確な論証

はありえないからである。

　夏期合宿（修士論文構想発表会）をはじめ、定期的な研究発表会が開催される

以外に、院生間で自主的に、それぞれ専門とする分野を超えて、史料の会読（輪読）

会や、学術論文の読書会などが日常的に行われ、活発な研究活動を行っている。

東洋史学研究室
歴史科学専攻 History Science

　本研究室は、古代地中海世界史、西洋中近世史、欧米近現代史担当の教員4名を

スタッフとし、前期課程4名、後期課程2名の大学院の年次学生定員と助教1名に

よって構成され、活発な研究活動を行っています。

　研究活動の中心は、これら構成員全員参加の大学院研究例会にあります。この

例会は、随時、修士論文構想発表会や博士学位論文予備審査会の場となり、各人

の研究の進展を促すとともに相互の切磋琢磨の機会となっています。また当研究

室は全国学会、「西洋史研究会」の事務局を引き受け、学会誌『西洋史研究』新輯号

を年に一度発行しています。この新輯号の前身は、1932年刊行の『西洋史研究』で

あり、日本最初の西洋史学の専門学術誌でした。

　「史学は努力の学なり」との名言を残した初代中村善太郎教授（フランス近代

史）を初代（1922年）とし、ルネサンス研究で文化史学の体系を築いた大類伸教授

によって本研究室の実証を重んじる学風は定まりました。戦後も日本の西洋史学

界をリードする数多くの研究成果を生んできました。

　研究・教育職を中心にこれまで修

了生は全国的に活躍しております。近

年では大学院修了生に対する社会的

要請の強化にともない、研究・教育職

以外の様々な分野への進出が期待さ

れています。

ヨーロッパ史研究室
歴史科学専攻 History Science

Izumi Takeo

■  教  授
泉　武夫

Nagaoka Ryusaku

■  教  授
長岡  龍作
研究テーマ ： 中国・日本仏教彫刻史。

研究テーマ ： 仏教絵画史。

Kumamoto Takashi

■  教  授
熊本　崇

Kawai Yasushi

■  教  授
川合　安

Oono Koji

■  准 教 授
大野  晃嗣

Obi Takao

■  助  手
小尾  孝夫

研究テーマ ： 近世中国政治制度史。

研究テーマ ： 中国魏晋南北朝、隋唐史。

研究テーマ ： 明清官僚制度史。

研究テーマ ： 中国魏晋南北朝史。

Hara Kenji

■  助  教
原　賢治

Sato Masanori

■  教  授
佐藤  勝則

Ono Yoshihiko

■  教  授
小野  善彦

Arimitsu Hideyuki

■  准 教 授
有光  秀行

研究テーマ ： ハプスブルク帝国史。欧米近現代史。

研究テーマ ： 西洋中世史・近世史。

研究テーマ ： 西洋中世史（ブリテン諸島を中心に）。

Ozaki Akihiro

■  教  授
尾崎  彰宏

Haga Kyoko

■  准 教 授
芳賀  京子

Roberto Terrosi

■  准教授（イタリア語）
ロベルト・テッロースィ

研究テーマ ： バロック美術。ネーデルラント美術。

研究テーマ ： ギリシア・ローマ美術史。

研究テーマ ： 表象文化・視覚文化の理論比較。

研究室ゆかりの、わが国最初の西洋史学専門研究雑誌『西洋史研究』
（左）創刊号（昭和7年）、（右）最新号（平成20年） 美術館での実習

演習に備えて史料を調べる学生 京都常照皇寺での研修旅行風景

研究テーマ ： 西洋古代史（ヘレニズム時代史）。
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　東洋・日本美術史が対象とする領域は広範ですが、当研究室の構成員は、主に

絵画と彫刻の研究を行っています。特に、教官は仏教美術を専門としており、講義・

演習などはこの領域の内容が充実しています。しかしながら、我々は偏狭な専門知

識にとらわれず、広範な関心から美術史に興味を持つ方を歓迎したいと思います。

文献を主要な対象として行われる歴史研究に対し、美術史学は造形芸術を中心的

な対象として研究を行う点に特色があります。それゆえ、研究者は作品の観察のた

めに、しばしば国内・海外を問わず調査旅行に赴きます。

　研究室としても毎年関西方面への研修旅行を行い、作品の調査・研究の指導に

努めています。大学院においてはほぼ全員が学芸員資格を取得し、修了後は大学・

研究機関や美術館・博物館において教育・研究に携わり、研究者として第一線で活

躍する者も少なくありません。

（ 研究室HP ： http://www.sal.tohoku.ac.jp/art/ ）

東洋・日本美術史研究室
歴史科学専攻 History Science

　近年、芸術に対する関心はますます高まっています。芸術とは何かを問う必要性

に迫られているからです。本研究室では、芸術作品をどう見るかということを中心

に研究・教育がなされています。作品自体を調査し、歴史的な文脈の中から批判的

視点で現代的な意味を探り当てようとしているわけです。

　その対象となる芸術作品は、古代ギリシア・ローマ美術、ルネサンス以降の西洋

美術が中心となっています。

　ミケランジェロ、ラファエロ、デューラー、レンブラントなどの代表的な芸術家の

作品にさまざまな角度からアプローチし、作家と作品研究を行っています。あわせ

て東西の美術を比較し、その交流の問題にも取り組んでいます。西洋美術とは何

か？ それを研究する意義とは何かを問うためにはこうした比較の視点が重要なの

です。研究指導は2人の教師を中心にして活発になされています。

　本研究室では外国へ留学する者も多く、すぐれた研究者を輩出しています。本研

究室出身の研究者を中心に『西洋美

術への招待』（東北大学出版会）を

公刊したことにも見られます。

　学芸員資格を取得し、美術館など

就職先は多岐にわたっています。

美学・西洋美術史研究室
歴史科学専攻 History Science

　東洋史学自体は、広くアジア全域を対象とするが、本研究室では、周辺地域にも

関心をはらいながら、主に中国史を中心として、講義研究を行っている。教員の定

員は3名（教授2名、准教授1名）であるが、指導教員と院生との関係に特に拘泥は

せず、全ての教員が随時、学生の相談や質問に応ずる体制を伝統的にとっている。

　本研究室が最も重視するのは、中国古典文（漢文）史料の緻密な読解であり、院

生諸君にもその能力の獲得を、これを可能とする原典精査の技法の習得とともに、

強く要求している。原典精査の基礎にたった緻密な読解がなければ、適確な論証

はありえないからである。

　夏期合宿（修士論文構想発表会）をはじめ、定期的な研究発表会が開催される

以外に、院生間で自主的に、それぞれ専門とする分野を超えて、史料の会読（輪読）

会や、学術論文の読書会などが日常的に行われ、活発な研究活動を行っている。

東洋史学研究室
歴史科学専攻 History Science

　本研究室は、古代地中海世界史、西洋中近世史、欧米近現代史担当の教員4名を

スタッフとし、前期課程4名、後期課程2名の大学院の年次学生定員と助教1名に

よって構成され、活発な研究活動を行っています。

　研究活動の中心は、これら構成員全員参加の大学院研究例会にあります。この

例会は、随時、修士論文構想発表会や博士学位論文予備審査会の場となり、各人

の研究の進展を促すとともに相互の切磋琢磨の機会となっています。また当研究

室は全国学会、「西洋史研究会」の事務局を引き受け、学会誌『西洋史研究』新輯号

を年に一度発行しています。この新輯号の前身は、1932年刊行の『西洋史研究』で

あり、日本最初の西洋史学の専門学術誌でした。

　「史学は努力の学なり」との名言を残した初代中村善太郎教授（フランス近代

史）を初代（1922年）とし、ルネサンス研究で文化史学の体系を築いた大類伸教授

によって本研究室の実証を重んじる学風は定まりました。戦後も日本の西洋史学

界をリードする数多くの研究成果を生んできました。

　研究・教育職を中心にこれまで修

了生は全国的に活躍しております。近

年では大学院修了生に対する社会的

要請の強化にともない、研究・教育職

以外の様々な分野への進出が期待さ

れています。

ヨーロッパ史研究室
歴史科学専攻 History Science

Izumi Takeo

■  教  授
泉　武夫

Nagaoka Ryusaku

■  教  授
長岡  龍作
研究テーマ ： 中国・日本仏教彫刻史。

研究テーマ ： 仏教絵画史。

Kumamoto Takashi

■  教  授
熊本　崇

Kawai Yasushi

■  教  授
川合　安

Oono Koji

■  准 教 授
大野  晃嗣

Obi Takao

■  助  手
小尾  孝夫

研究テーマ ： 近世中国政治制度史。

研究テーマ ： 中国魏晋南北朝、隋唐史。

研究テーマ ： 明清官僚制度史。

研究テーマ ： 中国魏晋南北朝史。

Hara Kenji

■  助  教
原　賢治

Sato Masanori

■  教  授
佐藤  勝則

Ono Yoshihiko

■  教  授
小野  善彦

Arimitsu Hideyuki

■  准 教 授
有光  秀行

研究テーマ ： ハプスブルク帝国史。欧米近現代史。

研究テーマ ： 西洋中世史・近世史。

研究テーマ ： 西洋中世史（ブリテン諸島を中心に）。

Ozaki Akihiro

■  教  授
尾崎  彰宏

Haga Kyoko

■  准 教 授
芳賀  京子

Roberto Terrosi

■  准教授（イタリア語）
ロベルト・テッロースィ

研究テーマ ： バロック美術。ネーデルラント美術。

研究テーマ ： ギリシア・ローマ美術史。

研究テーマ ： 表象文化・視覚文化の理論比較。

研究室ゆかりの、わが国最初の西洋史学専門研究雑誌『西洋史研究』
（左）創刊号（昭和7年）、（右）最新号（平成20年） 美術館での実習

演習に備えて史料を調べる学生 京都常照皇寺での研修旅行風景

研究テーマ ： 西洋古代史（ヘレニズム時代史）。
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　社会学は、社会の構造や変動に注目しながら、人間と社会との相互作用を包括

的・多面的に研究する学問である。人文・社会系の学問の中でも同時代的性格が強

い。研究分野は、自我をめぐるミクロ的な問題から地球環境問題に至るまで幅広い

が、本専攻分野は特に理論研究（M・ウェーバー、T・パーソンズ、J・ハーバーマスな

どの現代的位置づけ、情報社会論、コミュニケーション論、都市空間論、アジア社会

論、社会運動論、政治社会学、医療社会学など）と、実証研究（都市・農村のコミュニ

ティの研究や環境問題、地域医療・福祉など）を重視している。指導にあたっては、

外国語文献の精読をはじめとする理論的トレーニングおよびフィールド調査にもと

づく社会現象の質的分析に力を入れている。大学院修了者のほとんどはこれまで

研究職に従事してきたが、今後は、高度な専門教育と訓練の成果を生かすべく、マ

スメディア・出版・自治体・NPOなどの現場で幅広く活躍することも期待できる。

社会学研究室
人間科学専攻 Human Science

　行動科学とは、人間の意識や行動を手がかりに人間と社会を統一的に理解し問

題解決に貢献しようとする学際的学問です。研究にあたっては数理的・計量的方法

を用いますので、文系・理科両方の特徴を持っていると言えるでしょう。研究は、計

量的研究と数理的研究に大別されます。前者は社会調査に基づいた統計分析で

あり、社会階層や社会意識などについて探究しています。必修科目を履修すると

「社会調査士資格」、「専門社会調査士資格」を取得できます。後者は、数学モデル

を構築して様々な社会現象を解明しようとする研究であり、社会的不平等の生成

のメカニズムの他、信頼の形成や社会計画・社会運動などの分析を行っています。

行動科学研究室では、社会学やその関連分野（社会心理学・政治学・経済学等）を

学び数理計量的方法に興味を持つ人だけでなく、理科系的学問分野を背景にして

学際的研究を志向する人とともに、研究を進めていきたいと考えています。

行動科学研究室
人間科学専攻 Human Science

　比較文化史学の範囲や概念は、本来広く多様な要素から成り立っていますが、

比較文化史学研究室では、教員の専門構成（教授・准教授、2名）から、今日最も注

目される地域である東北アジア地域を研究エリアとしています。具体的には、中国

を主とした東アジア社会・文化史の比較研究、近世印刷出版文化の研究、及びソ連

史ロシア近代のアジア・極東政策史の研究に重点を置いています。院生は文学研

究科に所属しますが、教員は、東北アジア研究センターに所属し、文学研究科には

協力講座として参画して、教育・研究に携わっています。教育内容の充実のために、

外部から非常勤講師を招聘することもあります。

　東アジア及びロシア地域を研究の中心に置くため、研究の際には専攻テーマに

よって中国語・漢文、もしくはロシア語、比較文化という観点から英語の語学力が

望まれます。

　中国やロシア、アジア・ヨーロッパ・アメリカの研究者と学術交流を持ちつつ、

フィールド調査を含めた共同研究を実施しています。

　現在、本研究室所属の院生や他研

究室の院生の指導に当たっていま

す。比較文化史学研究室では、新しい

学問領域へチャレンジする人材を募

集しています。

比較文化史学研究室
歴史科学専攻 History Science

　文化財とは、人間活動の所産であって文化価値を有するもので、概ね歴史遺産

をいう。しかしそれのみに止まらず、人間活動をはぐくんだ天然記念物など、地球

環境をも含む広い概念である。当専攻分野では、先ず文化財とはなにかという基

本を学び、各文化財は人々のいかなる行為の所産であるかを追究する。また環境

と人々の行為の関わりをも考える。その後、文化財が置かれている現状について検

討していく。次いで、保護・保存を前提としながら、活用策を研究する。文化財と社

会の接点をいかに形作っていくかが、課題となろう。文化財科学では、特別史跡多

賀城跡の研究、文化財の展示公開に関する博物館学的研究、文化財行政に関する

研究、文化財の保存処理および修復の研究などの教育研究を行っている。

　本研究分野は、文学研究科と宮城県教育委員会との『東北大学大学院博士課程

の教育研究への協力に関する協定書』に基づき実施する。いわゆる連携大学院で

ある。宮城県教育委員会の東北歴史博物館、および多賀城跡調査研究所の専門職

が客員教員（客員教授2名、客員准教授1名の定員）として、授業を実施している。

　また、副指導教員として、文学研究科の関連分野である考古学専攻分野の教員

が、補完的に指導にあたる。

文化財科学専攻分野
歴史科学専攻 History Science

Isobe Akira

■  教授：東北アジア研究センター教授
磯部　彰

Terayama Kyosuke

■  准教授：東北アジア研究センター准教授
寺山  恭輔

研究テーマ ： 東アジア出版文化史。
　　　　　　  近世中国文化史と中国小説・戯曲。

研究テーマ ： ソビエト連邦史。
　　　　　　  近代ロシアと極東政策。

Goto Syuichi

■  客員教授（多賀城跡調査研究所）
後藤  秀一
研究テーマ ： 多賀城跡の研究。

Abe Hiroshi

■  客員教授（東北歴史博物館）
阿部  博志

Furukawa Kazuaki

■  客員准教授（多賀城跡調査研究所）
古川  一明
研究テーマ ： 多賀城跡の研究。

研究テーマ ： 宮城県の文化財。

Hamada Hiroshi

■  准 教 授
浜田　宏

Sato Yoshimichi

■  教  授
佐藤  嘉倫

Hongou Masatake

■  助  教
本郷  正武

Kimura Kunihiro

■  教 授
木村  邦博

研究テーマ ： 社会変動論。信頼の研究。
　　　　　　  社会階層論。ゲーム理論の応用。

研究テーマ ： 階層意識の計量分析。
　　　　　　  社会的意思決定の数理分析。

研究テーマ ： 数理社会学。不平等の研究。

研究テーマ ： 社会運動論。HIV／AIDSの医療社会学。

Yoshihara Naoki

■  教  授
吉原  直樹

Masamura Toshiyuki

■  教  授
正村  俊之

Hasegawa Koichi

■  教  授
長谷川公一

Nagai Akira

■  准 教 授
永井　彰

Shimoebisu Miyuki

■  准 教 授
下夷  美幸

研究テーマ ： 社会変動学および社会紛争論。
　　　　　　  環境社会学。

研究テーマ ： 理論社会学・社会情報学・
　　　　　　  コミュニケーション論。
　　　　　　  日本社会論。現代社会論。

研究テーマ ： 都市社会学および地域社会論。
　　　　　　  空間の社会理論。

研究テーマ ： 現代社会学理論
　　　　　　  （ハーバーマス、ルーマンを中心として）。
　　　　　　  農村地域社会の変動過程。
　　　　　　  地域福祉の社会学。

研究テーマ ： 家族社会学及び家族福祉政策。

教員の編著書
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　社会学は、社会の構造や変動に注目しながら、人間と社会との相互作用を包括

的・多面的に研究する学問である。人文・社会系の学問の中でも同時代的性格が強

い。研究分野は、自我をめぐるミクロ的な問題から地球環境問題に至るまで幅広い

が、本専攻分野は特に理論研究（M・ウェーバー、T・パーソンズ、J・ハーバーマスな

どの現代的位置づけ、情報社会論、コミュニケーション論、都市空間論、アジア社会

論、社会運動論、政治社会学、医療社会学など）と、実証研究（都市・農村のコミュニ

ティの研究や環境問題、地域医療・福祉など）を重視している。指導にあたっては、

外国語文献の精読をはじめとする理論的トレーニングおよびフィールド調査にもと

づく社会現象の質的分析に力を入れている。大学院修了者のほとんどはこれまで

研究職に従事してきたが、今後は、高度な専門教育と訓練の成果を生かすべく、マ

スメディア・出版・自治体・NPOなどの現場で幅広く活躍することも期待できる。

社会学研究室
人間科学専攻 Human Science

　行動科学とは、人間の意識や行動を手がかりに人間と社会を統一的に理解し問

題解決に貢献しようとする学際的学問です。研究にあたっては数理的・計量的方法

を用いますので、文系・理科両方の特徴を持っていると言えるでしょう。研究は、計

量的研究と数理的研究に大別されます。前者は社会調査に基づいた統計分析で

あり、社会階層や社会意識などについて探究しています。必修科目を履修すると

「社会調査士資格」、「専門社会調査士資格」を取得できます。後者は、数学モデル

を構築して様々な社会現象を解明しようとする研究であり、社会的不平等の生成

のメカニズムの他、信頼の形成や社会計画・社会運動などの分析を行っています。

行動科学研究室では、社会学やその関連分野（社会心理学・政治学・経済学等）を

学び数理計量的方法に興味を持つ人だけでなく、理科系的学問分野を背景にして

学際的研究を志向する人とともに、研究を進めていきたいと考えています。

行動科学研究室
人間科学専攻 Human Science

　比較文化史学の範囲や概念は、本来広く多様な要素から成り立っていますが、

比較文化史学研究室では、教員の専門構成（教授・准教授、2名）から、今日最も注

目される地域である東北アジア地域を研究エリアとしています。具体的には、中国

を主とした東アジア社会・文化史の比較研究、近世印刷出版文化の研究、及びソ連

史ロシア近代のアジア・極東政策史の研究に重点を置いています。院生は文学研

究科に所属しますが、教員は、東北アジア研究センターに所属し、文学研究科には

協力講座として参画して、教育・研究に携わっています。教育内容の充実のために、

外部から非常勤講師を招聘することもあります。

　東アジア及びロシア地域を研究の中心に置くため、研究の際には専攻テーマに

よって中国語・漢文、もしくはロシア語、比較文化という観点から英語の語学力が

望まれます。

　中国やロシア、アジア・ヨーロッパ・アメリカの研究者と学術交流を持ちつつ、

フィールド調査を含めた共同研究を実施しています。

　現在、本研究室所属の院生や他研

究室の院生の指導に当たっていま

す。比較文化史学研究室では、新しい

学問領域へチャレンジする人材を募

集しています。

比較文化史学研究室
歴史科学専攻 History Science

　文化財とは、人間活動の所産であって文化価値を有するもので、概ね歴史遺産

をいう。しかしそれのみに止まらず、人間活動をはぐくんだ天然記念物など、地球

環境をも含む広い概念である。当専攻分野では、先ず文化財とはなにかという基

本を学び、各文化財は人々のいかなる行為の所産であるかを追究する。また環境

と人々の行為の関わりをも考える。その後、文化財が置かれている現状について検

討していく。次いで、保護・保存を前提としながら、活用策を研究する。文化財と社

会の接点をいかに形作っていくかが、課題となろう。文化財科学では、特別史跡多

賀城跡の研究、文化財の展示公開に関する博物館学的研究、文化財行政に関する

研究、文化財の保存処理および修復の研究などの教育研究を行っている。

　本研究分野は、文学研究科と宮城県教育委員会との『東北大学大学院博士課程

の教育研究への協力に関する協定書』に基づき実施する。いわゆる連携大学院で

ある。宮城県教育委員会の東北歴史博物館、および多賀城跡調査研究所の専門職

が客員教員（客員教授2名、客員准教授1名の定員）として、授業を実施している。

　また、副指導教員として、文学研究科の関連分野である考古学専攻分野の教員

が、補完的に指導にあたる。

文化財科学専攻分野
歴史科学専攻 History Science

Isobe Akira

■  教授：東北アジア研究センター教授
磯部　彰

Terayama Kyosuke

■  准教授：東北アジア研究センター准教授
寺山  恭輔

研究テーマ ： 東アジア出版文化史。
　　　　　　  近世中国文化史と中国小説・戯曲。

研究テーマ ： ソビエト連邦史。
　　　　　　  近代ロシアと極東政策。

Goto Syuichi

■  客員教授（多賀城跡調査研究所）
後藤  秀一
研究テーマ ： 多賀城跡の研究。

Abe Hiroshi

■  客員教授（東北歴史博物館）
阿部  博志

Furukawa Kazuaki
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Hamada Hiroshi

■  准 教 授
浜田　宏

Sato Yoshimichi

■  教  授
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Hongou Masatake

■  助  教
本郷  正武

Kimura Kunihiro

■  教 授
木村  邦博

研究テーマ ： 社会変動論。信頼の研究。
　　　　　　  社会階層論。ゲーム理論の応用。

研究テーマ ： 階層意識の計量分析。
　　　　　　  社会的意思決定の数理分析。
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Yoshihara Naoki
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Masamura Toshiyuki
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Hasegawa Koichi
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長谷川公一

Nagai Akira
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永井　彰
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教員の編著書
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　不可視の世界との関わりの中に成立している宗教現象は、時代を超え、地域を超

えて人間生活と共に在り続けてきました。本研究室ではそのような宗教現象に対

し、哲学や現象学、歴史学などと隣接する「文献研究」と、文化人類学や民俗学、社会

学などと隣接する「実証研究」との統合を目指しつつ研究活動を続けています。研究

指導上の特色として、全ての学生に「宗教学実習」の履修が求められる点がありま

すが、これは生きた信仰生活の現場に触れることなく宗教現象に対する理解を深

めることは困難であるとの認識があるからです。

　本年度の大学院生は博士前期10名、博士後期10名で、それぞれの研究テーマは

多岐にわたっておりますが、宗教を歴史の一部、社会の一部として捉えるのではな

く、宗教それ自体を研究の中心に据える視点は共通しています。

　なお、図書館に寄贈されている二代目教授の石津照璽博士の蔵書は、われわれ

の研究活動の大きな助けとなっています。

宗教学研究室
人間科学専攻 Human Science

　地球環境やエネルギーの問題では、科学技術はその根本原因の一つであると

同時に、解決策の一つでもあるという両義的な側面を持ちます。そうした諸問題に

係る国際交渉や国内政策における政策課題の評価や、政策決定過程を含めた諸

要因を科学技術論の観点から分析し、政策提言を行うことができるよう、専門的な

研究教育を行います。

　具体的な問題としては、地球温暖化および越境酸性雨、生物多様性、オゾン層破

壊、漁業資源管理などの地球規模の問題や国内におけるさまざまなリスクの問題

を中心に幅広く取り扱います。具体的な分析対象と研究手法の例としては、1．地球

環境問題の解決のために必要不可欠な科学技術分野の国際協力のメカニズムを

理論・実証の両面から解明し、東北アジア地域における当該協力を成功させるた

めの教訓を導きます、2．合理的な環境政策を実施するための知的基盤として重要

な科学的知見を国際交渉や国内の政策決定過程にインプットするための科学的

方法論や制度構築の要件を、政策科学と科学技術社会学を融合したアプローチに

より解明します。

　現時点での修了者は2名です。修

了後は、大学や研究機関において

活躍されることが期待されます。

※研究教育の内容をより適切に表すた
めに、平成22年度から「科学技術社会論」
と改称する予定です。

科学技術論
人間科学専攻 Human Science

　当研究室では、心の働きや仕組みを意識現象と行動を通して実証科学の立場か

ら解きあかそうとしている。研究分野は社会心理学、文化心理学、認知心理学、感情

心理学、動物心理学などの基礎的領域から、矯正・犯罪心理学、交通心理学、化粧心

理学などの応用領域にわたっている。どの領域の研究をするにも関連科目の情報

科学、哲学、社会学、統計学などの基礎知識は不可欠である。さらに大学院生には、

研究室での研究に積極的に参加し、研究領域や方法論についての関心の巾を広げ

るよう特に強く求めている。研究室では戦前より“Tohoku Psychologica Folia”とい

う欧文誌の刊行に努め、研究成果を広く海外に公表してきている。研究室の歴史は

80年に及んでいる。その間、約1,000名の学部卒業生を輩出した。また大学院修了

者の多くは、大学やその他の研究機関で活躍しているほか、一般企業においても優

れた研究者や実践家として活躍している。

心理学研究室
人間科学専攻 Human Science

　今日、文化人類学の研究対象は急速に変化しています。これに応じて、医療、環

境、開発、観光、紛争、難民、人権など多様な研究領域が開かれています。しかし、

フィールドワークという調査法を用いて、広い意味での文化を総体的に理解すると

いう基本的な性格は変わっていません。

　本研究室では、古典から先端研究までの研究史と、フィールドワークを用いて研

究できる現代的なテーマは何かを見出して、具体的な調査計画を立てるというこ

とを、プログラムの中心に置いています。二名の専任教員はいずれも東アジア研究

者ですが、学生たちのフィールドは、モロッコ、インド、ロシア、ナイジェリア、極北、

中国、韓国、ルーマニアなど多くの地域に及んでおり、各自の関心を自由に伸ばす

ことを重視して指導しています。発足して15年あまりの若い研究室ですが、徐々に

歴史を積みながら、未来に向かって開かれた研究室になっています。

文化人類学研究室
人間科学専攻 Human Science

Shima Mutsuhiko

■  教  授
嶋　陸奥彦

Numazaki Ichiro

■  教  授
沼崎  一郎

Kubota Ryo

■  助  教
久保田  亮

研究テーマ ： 東アジアの親族と地域社会。
　　　　　　  伝統の形成とその変容
　　　　　　  （韓国を中心として）。

研究テーマ ： 東アジアの経済と社会
　　　　　　  （台湾・香港を中心として）。
　　　　　　  現代世界の文化と人権
　　　　　　  （日本を中心として）。

Asuka Jusen

■  教授（東北アジア研究センター）
明日香  壽川

Ishii Atsushi

■  准教授（東北アジア研究センター）
石井　敦

研究テーマ ： 環境エネルギー問題の政治経済学。

研究テーマ ： 環境政策論。科学技術社会学。

Suzuki Iwayumi

■  教  授
鈴木  岩弓

Kimura Toshiaki

■  准 教 授
木村  敏明

Yamada Hitoshi

■  准 教 授
山田  仁史

Takizawa Katsuhiko

■  助  教
滝澤  克彦

研究テーマ ： 宗教民俗学。死生観。
　　　　　　  民間信仰の形成過程。
　　　　　　  現代日本の祖先祭祀。

研究テーマ ： 宗教人類学。インドネシアの社会と宗教。
　　　　　　  キリスト教の受容。宗教現象学理論。

研究テーマ ： 宗教民族学。神話学。
　　　　　　  台湾を中心としたオーストロネシア研究。

研究テーマ ： 宗教社会学、宗教人類学。
　　　　　　  モンゴルと日本を中心に宗教と
　　　　　　  社会の関係を研究。

Ohbuchi Ken-ichi

■  教  授
大渕  憲一

Gyoba Jiro

■  教  授
行場  次朗

Abe Tsuneyuki

■  准 教 授
阿部  恒之

Tsujimoto Masahiro

■  准 教 授
辻本  昌弘

Araki Tsuyoshi

■  助  教
荒木　剛

研究テーマ ： 社会心理学。
　　　　　　  人間の攻撃性と紛争解決の心理学。

研究テーマ ： 知覚心理学。視覚認知心理学
　　　　　　（パターン認知、錯視現象、
　　　　　　    感性情報処理）。

Nihei Yoshiaki

■  教  授
仁平  義明
研究テーマ ： 応用認知心理学
　　　　　　（ヒューマンエラー、音楽心理、
　　　　　　    日本の親子関係）。

研究テーマ ： 生理心理学（ストレス）。
　　　　　　  感情心理学（化粧）。
　　　　　　  知覚心理学（顔・香り）。

研究テーマ ： 社会心理学。
　　　　　　  地域社会における資源交換。

研究室が出版する学術雑誌「東北人類学論壇」（右）と研究室修了生の著作（左）。

宗教学実習の風景
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