
新型コロナウイルス感染症に関する状況等に応じて、やむを得ず、選抜方法等
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人文基礎専攻
【求める学生像】

本専攻は、真・善・美という人類の最も基本的な価値についての研究を特色とすることから、学生は、ものごとを根本から思索
する能力が求められます。そのためにまた、現代のみならず、過去に蓄積された重要な知的遺産、とりわけ古典とされる文献資料・
芸術作品を厳密かつ正確に理解する能力も必要とされます。

学部における勉学により、上記の思索する能力、古典を理解する能力を十分に身につけた学生を本専攻は求めています。

【入学者選抜方法】
入学選抜に当たっては、何よりも本専攻の教育理念にふさわしい人材の確保を基本方針とします。そのため、卒業論文あるいは

研究計画書の提出を求めるとともに、各専修に必要な専門知識や語学力を問い、さらに口頭試問を課します。

歴史空間論専攻
【求める学生像】

本専攻では、現代社会の成り立ちを、時間的あるいは空間的な社会の多様性への関心を通じて見通すことを目標とします。具体
的には、自ら史資料を収集・解析することで、特定の地域や時代における社会の特質を、実証的に、また理論的に解明する能力が
求められます。その過程においては、人間精神の多様性を認識するセンスと、論理的思考力および独創性を養っていくことが期待
されます。

学部における勉学により、上記の実証的、論理的思考力を十分に身につけた学生を本専攻は求めています。

【入学者選抜方法】
入学選抜に当たっては、何よりも本専攻の教育理念にふさわしい人材の確保を基本方針とします。そのため、卒業論文あるいは

研究計画書の提出を求めるとともに、各専修に必要な専門知識や語学力を問い、さらに口頭試問を課します。

言語・文学専攻
【求める学生像】

本専攻は、言語という人類の最も基本的な知についての研究を特色とすることから、学生は、ものごとを根本から思索する能力
が求められます。そのためにまた、現代の言語現象のみならず、過去に蓄積された重要な文献、とりわけ古典と呼ばれる文献を厳
密かつ正確に読解する能力も必要とされます。

学部における勉学により、上記の思索する能力、文献を読解する能力を十分に身につけた学生を本専攻は求めています。

【入学者選抜方法】
入学選抜に当たっては、何よりも本専攻の教育理念にふさわしい人材の確保を基本方針とします。そのため、卒業論文あるいは

研究計画書の提出を求めるとともに、各専修に必要な専門知識や語学力を問い、さらに口頭試問を課します。

 人文科学府のアドミッション・ポリシー
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大学院人文科学府修士課程の学生を第１期と第２期とにわけて２度募集する。なお，入学志願者は第１期と第２期の
いずれか，又は両方を受験することができる。

１．専攻，分野，専修及び募集人員

２．出　願　資　格
　九州大学大学院人文科学府修士課程に入学を志願できる者は，次のとおりである。
⑴　大学を卒業した者及び令和３年３月卒業見込みの者
⑵ 　学校教育法第104条第４項の規定により学士の学位を授与された者及び令和３年３月までに学士の学位を授与され

る見込みの者
⑶　外国において，学校教育における16年の課程を修了した者及び令和３年３月修了見込みの者
⑷ 　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における

16年の課程を修了した者及び令和３年３月修了見込みの者
⑸ 　我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるも

のに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が
指定するものの当該課程を修了した者及び令和３年３月修了見込みの者

⑹ 　外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，当該外国の政府又は関係機関の認証
を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。）におい
て，修業年限が３年以上である課程を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国におい
て履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であっ
て前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。）により，学士の学位に相当する学位を授与された者

⑺ 　専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で
文部科学大臣が指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者及び修了見込みの者

⑻　文部科学大臣の指定した者
⑼ 　学校教育法第102条第２項の規定により大学院に入学した者であって，本大学院の学府において，本大学院の学府

における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
⑽ 　本学府において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で，令和３年

３月31日までに22歳に達するもの
⑾　本学府において，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

（出願に関する注意事項）
 【注１】有職者の場合，願書提出前に九州大学人文社会科学系事務部教務課（人文科学府担当）にその旨申し出ること。
 【注２】  ⑼，⑽，⑾により出願しようとする者は，事前に入学資格審査を行うので，下記書類を，第１期については令
和２年７月１日（水），第２期については令和２年11月12日（木）までに本学府へ提出すること。個別の入学資格審査

を本学府で実施する場合がある。
　　　　　・事前審査申請書　　　　　（本学府所定の用紙：事前に別途請求ください。）

※２

歴史空間論
広域文明史学

西洋史学
イスラム文明史学

地理学 地理学

言語・文学

日本・東洋文学
国語学・国文学
中国文学

西洋文学
英語学・英文学
独文学
仏文学

言語学 言語学

専　　攻 分　　野 専　　修 専　　攻 分　　野 専　　修

人文基礎

哲学・倫理学 哲学
倫理学

東洋思想 インド哲学史
中国哲学史

芸術学 芸術学
※１広人文学コース

※２

歴史空間論

日本史学 日本史学

アジア史学
東洋史学
朝鮮史学
考古学

募　　集　　人　　員　　　　　56名（第１期と第２期の合計）
※１　人文基礎専攻の「広人文学コース」は，別途に募集する。
※２　歴史空間論専攻に歴史学拠点コースを置く。

一 般 入 試

令和３年度九州大学大学院人文科学府修士課程学生募集要項
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　　　　　・入学願書　　　　　　　　（本学府所定の用紙）
　　　　　・成績証明書　　　　　　　最終学校作成のもの
　　　　　・卒業証明書　　　　　　　最終学校のもの
　　　　　・研究事項報告書　　　　　これまでの研究概要等，A4 判　4,000字以内
　　　　　・その他の参考資料　　　　学術論文等

３．願書受付期間　 第１期　令和２年７月21日（火）から７月31日（金）17時まで（必着）
 第２期　令和２年12月15日（火）から令和３年１月８日（金）17時まで（必着）

４．出　願　手　続
 　出願者は次の書類を取りそろえ，願書受付期間内に到着するよう，九州大学人文社会科学系事務部教務課（人文科学
府担当） （〒819-0395　福岡市西区元岡744番地）宛に郵送すること。又は，本人が直接教務課（人文科学府担当）窓口
へ提出すること。
⑴ 　入学願書，受験票， 照合票（いずれも本要項綴込の用紙）及び写真２葉（縦3.5cm× 横2.8cm，３か月以内に撮影し

たものを願書及び照合票に貼付すること）
⑵　出身大学（学部）長の成績証明書
⑶　卒業（見込）証明書（出願資格⑵により出願する者は提出を必要としない）
⑷ 　大学評価・学位授与機構が発行した学士の学位授与証明書又は学士の学位授与申請受理証明書（出願資格⑵に該当

する者のみ。ただし，出願時に大学評価・学位授与機構の認定専攻科を置く短期大学又は高等専門学校の当該専攻科
に在籍している者は，在籍する学校長が発行する学士の学位授与申請予定証明書でも可）

⑸　研究計画書・論文等
　　次のイ又はロのいずれかを提出すること。
　イ　志望専修に関わる研究計画書又は研究概要（A４判　6,000字以内）
　ロ　志望専修に関わる卒業論文，あるいはそれに代わるべき論文がある者は，当該論文又はその写し
　　（注）論文は他の出願書類とは別便で送付してもよいが，願書受付期間内に必着のこと。
⑹ 　検定料30,000円（本要項綴込の 「入学検定料の支払いについて」， 「九州大学 コンビニエンスストア・クレジット

カードでの入学検定料払込方法」 を参照すること。）
⑺　受験票送付のため，本要項綴込の封筒を使用し，宛名及び郵便番号を明記の上，374円切手を貼付のこと。
⑻　住所票（本要項綴込の用紙－志望専修，住所，氏名を記入したもの）

５．入学者選抜方法
⑴　筆記試験及び口頭試問

専　　修
筆　　　　記　　　　試　　　　験

口　頭　試　問
外国語科目 専　　　修　　　科　　　目

哲 学

英語，独語，仏語，
中国語，朝鮮語の
うちから１選択
 （注）

哲 学

提出された研究計画
書・論文等及び専修
科目等について

倫 理 学 倫 理 学

イ ン ド 哲 学 史
インド哲学史に加えて関連する語学の試験

（サンスクリット，古典チベット語のうちか
ら１選択）を課すことがある

中 国 哲 学 史 中国哲学史（漢文読解を含む）
芸 術 学 芸 術 学
日 本 史 学 日 本 史 学
東 洋 史 学 東 洋 史 学
朝 鮮 史 学 朝 鮮 史 学
考 古 学 考 古 学
西 洋 史 学 西 洋 史 学
イスラム文明史学 イ ス ラ ム 文 明 史 学
地 理 学 地 理 学
国 語 学 ・ 国 文 学 国 語 学  ・ 国 文 学
中 国 文 学 中 国 文 学
英 語 学 ・ 英 文 学 英 語 学  ・ 英 文 学
独 文 学 独 文 学
仏 文 学 仏 文 学
言 語 学 言 語 学

（注）「英語学・英文学」 は英語を，「独文学」 は独語を，「仏文学」 は仏語を，「中国文学」 は中国語を選ぶことはできない。

⑵　研究計画書・論文等の審査　　　提出された研究計画書・論文等の審査
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６．試験日時及び試験場
第１期試験

試　　験　　日 試験科目 時　　　間 試 験 場

令和２年９月３日（木）
外国語科目 ９：30　～　11：00 受験票送付時

に通知する。専 修 科 目 13：30　～　16：30
令和２年９月４日（金） 口 頭 試 問 別途指示する。

第２期試験

試　　験　　日 試験科目 時　　　間 試 験 場

令和３年２月４日（木）
外国語科目 ９：30　～　11：00 受験票送付時

に通知する。専 修 科 目 13：30　～　16：30
令和３年２月５日（金） 口 頭 試 問 別途指示する。

７．合格者発表及び入学手続書類の送付

⑴　第１期　令和２年９月16日（水）
　　第２期　令和３年２月17日（水）

⑵　入学手続書類は，第１期・第２期とも令和３年２月下旬に送付する。

８．入学時期　令和３年４月１日（第１期，第２期とも）

９．入学料・授業料等の納入金額
⑴　入学料　282,000円（予定）
⑵　授業料　前期分　267,900円（予定）又は前・後期分　535,800円（予定）
　　　（注） 　上記の納付金額は予定額であり，入学時及び在学中に学生納付金改定が行われた場合には，改定時から新

たな納付金額が適用される。

10．長期履修学生制度について
 　人文科学府では，やむを得ない理由により長期履修を希望する場合は，申請により「標準修業年限を超えて一定の期
間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了すること」が認められる。
 　この制度により，長期履修学生が修了するまで，１年間に納める授業料の額は，標準修業年限（２年）分の授業料を，
計画的に履修することを認められた一定の期間の年数で除した額となる。

11．障害等のある入学志願者について
 　本学では，障害等のある者に対して，受験上及び修学上必要な配慮を行う場合があり，そのための相談を常時受け付
けています。
 　受験上の配慮については，内容によって対応に時間を要することもありますので，出願前のなるべく早い時期に人文
社会科学系事務部教務課（人文科学府担当）まで相談してください。
　なお，出願期間内に連絡がない場合，受験上の配慮が講じられない場合もありますので十分注意してください。

12．そ　　の　　他
⑴ 　募集要項を郵便で請求する場合は，返信用封筒（角形２号33cm×24cm に住所，氏名，郵便番号を明記し，250円切

手を貼付）を同封のうえ，封筒表面に 「修士課程募集要項請求」と朱書して申し込むこと。
⑵　出願書類を郵便で提出する場合は必ず書留便とし，封筒表面には 「大学院入試関係書類」 と朱書すること。
⑶ 　出願手続後における書類の変更，検定料の払戻しは一切行わない。ただし， 検定料納付後，出願しなかった者及び

受理できなかった者については，検定料を返還する。
⑷　提出論文は口頭試問終了後，本人に返却する。 

いずれも，午前９時に人文社会科学系教務課前の屋外掲示板に公式に掲示する
と共に，郵送により合格者に通知する。また，合格者発表以降に，九州大学大
学院人文科学府の Web サイト（http://www2.lit.kyushu-u.ac.jp）上にも掲載す
る。なお，電話による合否の問い合わせには応じません。

九 州 大 学 大 学 院 人 文 科 学 府
　  〒819-0395　福岡市西区元岡744番
　  TEL　092-802-6366（人文社会科学系事務部教務課（人文科学府担当））
　  e-mail: jbkkyomu1lt ＠ jimu.kyushu-u.ac.jp

　  〔人文科学府ホームページ　http://www2.lit.kyushu-u.ac.jp〕 



― 4 ―

大学院人文科学府修士課程の 「一般社会人コース」，「高校教員等特別コース」，「文化財学特別コース」 の学生を第１期と
第２期とにわけて２度募集する。なお，入学志願者は第１期と第２期のいずれか，又は両方を受験することができる。
「一般社会人コース」 は，一定の社会的経験を積んだ人で，高度な教養と専門的知識の獲得をめざす人を対象とする。
「高校教員等特別コース」，「文化財学特別コース」 は，高校教員や学芸員等として社会的に活動している人で，さらに高

度な専門的知識を身につけ，最新の知見を獲得することによって，その社会的活動の一層の充実をめざす人を対象とする。

１．専攻，分野，専修及び募集人員
⑴　専攻，分野及び専修

⑵　募集人員　「一般社会人コース」10名程度，「高校教員等特別コース」及び「文化財学特別コース」若干名

２．出　願　資　格
 　次の各号のいずれかに該当する者で，「一般社会人コース」 については，大学卒業等の資格を得，その後３年以上の社
会人としての経験を有する者，「高校教員等特別コース」 及び 「文化財学特別コース」 については，出願時に高校教員や
学芸員等の職に在職している者
⑴　大学を卒業した者
⑵　学校教育法第104条第４項の規定により学士の学位を授与された者
⑶　外国において，学校教育における16年の課程を修了した者
⑷ 　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における

16年の課程を修了した者
⑸ 　我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるも

のに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が
指定するものの当該課程を修了した者

⑹ 　外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，当該外国の政府又は関係機関の認証
を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。）におい
て，修業年限が３年以上である課程を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国におい
て履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であっ
て前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。）により，学士の学位に相当する学位を授与された者

⑺ 　専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で
文部科学大臣が指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

⑻ 　文部科学大臣の指定した者
⑼ 　学校教育法第102条第２項の規定により大学院に入学した者であって，本大学院の学府において，本大学院の学府

※３

歴史空間論
広域文明史学

西洋史学
イスラム文明史学

地理学 地理学

言語・文学

日本・東洋文学
国語学・国文学
中国文学

西洋文学
英語学・英文学
独文学
仏文学

言語学 言語学

専　　攻 分　　野 専　　修 専　　攻 分　　野 専　　修

人文基礎

哲学・倫理学 哲学
倫理学

東洋思想 インド哲学史
中国哲学史

芸術学 芸術学
※２広人文学コース

※３

歴史空間論

日本史学 日本史学

アジア史学
東洋史学
朝鮮史学
考古学

※ １　「高校教員等特別コース」又は「文化財学特別コース」に出願しようとする者は，表に示す専攻・分野・
専修を考慮の上，希望する指導教員（予定）と，内容等について事前に相談すること。

※２　人文基礎専攻の「広人文学コース」は，別途に募集する。
※３　歴史空間論専攻に歴史学拠点コースを置く。

社 会 人 入 試

令和３年度九州大学大学院人文科学府
修士課程〔社会人入試〕学生募集要項

（一般社会人コース・高校教員等特別コース※１・文化財学特別コース※１）
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における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
⑽ 　本学府において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で，令和３年

３月31日までに22歳に達するもの
⑾ 　本学府において，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

（出願に関する注意事項）
 【注１】出願資格について不明な点があれば九州大学人文社会科学系事務部教務課（人文科学府担当）に照会すること。
 【注２】  ⑼，⑽，⑾により出願しようとする者は，事前に入学資格審査を行うので，下記の書類を，第１期については，

令和２年７月１日（水），第２期については，令和２年11月12日（木）までに本学府へ提出すること。個別の
入学資格審査を本学府で実施する場合がある。

　　　　　・事前審査申請書　　　　　（本学府所定の用紙：事前に別途請求ください。）
　　　　　・入学願書　　　　　　　　（本学府所定の用紙）
　　　　　・成績証明書　　　　　　　最終学校作成のもの
　　　　　・卒業証明書　　　　　　　最終学校のもの
　　　　　・研究事項報告書　　　　　これまでの研究概要等，A ４判　4,000字以内
　　　　　・その他の参考資料　　　　学術論文等

３．願 書 受 付 期 間　 第１期　令和２年７月21日（火）から７月31日（金）17時まで（必着）
 第２期　令和２年12月15日（火）から令和３年１月８日（金）17時まで（必着）

４．出　願　手　続
 　出願者は次の書類を取りそろえ，願書受付期間内に到着するよう，九州大学人文社会科学系事務部教務課（人文科学
府担当）（〒819-0395　福岡市西区元岡744番地）宛に郵送すること。又は，本人が直接教務課（人文科学府担当）窓口
へ提出すること。
⑴ 　入学願書，受験票， 照合票（いずれも本要項綴込の用紙）及び写真２葉（縦3.5cm× 横2.8cm，３か月以内に撮影し

たものを願書及び照合票に貼付すること）
⑵ 　「高校教員等特別コース」 又は 「文化財学特別コース」 を受験する者については，在職証明書（在職期間を明示）及

び所属長の出願同意書
⑶　卒業証明書
⑷　出身大学（学部）長の成績証明書
⑸ 　大学評価・学位授与機構が発行した学士の学位授与証明書又は学士の学位授与申請受理証明書（出願資格⑵に該当

する者のみ。ただし，出願時に大学評価・学位授与機構の認定専攻科を置く短期大学又は高等専門学校の当該専攻科
に在籍している者は，在籍する学校長が発行する学士の学位授与申請予定証明書でも可）

⑹　入学志願理由書（研究計画を含む。A ４判　6,000字以内）。論文等があれば参考資料として付すことができる。
⑺ 　検定料30,000円（本要項綴込の 「入学検定料の支払いについて」， 「九州大学 コンビニエンスストア・クレジット

カードでの入学検定料払込方法」 を参照すること。）
⑻ 　受験票送付のため，本要項綴込の封筒を使用し， 宛名及び郵便番号を明記の上，374円切手を貼付のこと。
⑼ 　住所票（本要項綴込の用紙（シール）に志願者の専修，住所，氏名を記入すること）

５．入学者選抜方法
⑴　筆記試験及び口頭試問
　　筆記試験は，小論文と専修科目（外国語を課すこともある）の試験を行う。
⑵　入学志願理由書等の審査　　　提出された入学志願理由書等の審査

６．試験日時及び試験場
第１期試験

試　　験　　日 試験科目 時　　　間 試 験 場

令和２年９月３日（木）
小 論 文 ９：30　～　12：30 受験票送付時

に通知する。専 修 科 目 13：30　～　16：30
令和２年９月４日（金） 口 頭 試 問 別途指示する。

第２期試験　

試　　験　　日 試験科目 時　　　間 試 験 場

令和３年２月４日（木）
小 論 文 ９：30　～　12：30 受験票送付時

に通知する。専 修 科 目 13：30　～　16：30
令和３年２月５日（金） 口 頭 試 問 別途指示する。
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７． 合格者発表及び入学手続書類の送付

⑴　第１期　令和２年９月16日（水）
　　第２期　令和３年２月17日（水）

⑵　入学手続書類は，第１期・第２期とも令和３年２月下旬に送付する。

８．入学時期　令和３年４月１日（第１期， 第２期とも）

９．大学院設置基準第14条による特例の適用
 　大学院設置基準第14条による特例（有職者の所属先における勤務条件，通学に要する時間等を考慮し，授業時間は，
通常の授業時間帯及び通常の時間帯以外の特定の時間又は時期に設ける）による教育の実施を希望する者は，合格発表
後，速やかに指導教員（予定）から今後の研究・学習計画等について指導を受けること。但し，上記特例は，入学後２
年目以降に適用する。

10．入学料・授業料等の納入金額
⑴　入学料　282,000円（予定）
⑵　授業料　前期分　267,900円（予定）又は前・後期分　535,800円（予定）
　　　（注 ）上記の納付金額は予定額であり，入学時及び在学中に学生納付金改定が行われた場合には，改定時から新た

な納付金額が適用される。

11．長期履修学生制度について
 　人文科学府では，やむを得ない理由により長期履修を希望する場合は，申請により 「標準修業年限を超えて一定の期
間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了すること」 が認められる。
 　この制度により，長期履修学生が修了するまで，１年間に納める授業料の額は，標準修業年限（２年）分の授業料を，
計画的に履修することを認められた一定の期間の年数で除した額となる。

12．障害等のある入学志願者について
 　本学では，障害等のある者に対して，受験上及び修学上必要な配慮を行う場合があり，そのための相談を常時受け付
けています。
 　受験上の配慮については，内容によって対応に時間を要することもありますので，出願前のなるべく早い時期に人文
社会科学系事務部教務課（人文科学府担当）まで相談してください。
　なお，出願期間内に連絡がない場合，受験上の配慮が講じられない場合もありますので十分注意してください。

13．そ　　の　　他
⑴ 　募集要項を郵便で請求する場合は，返信用封筒（角形２号33cm×24cm に，住所，氏名，郵便番号を明記し，250円

切手を貼付）を同封のうえ，封筒表面に 「修士課程募集要項請求」 と朱書して申し込むこと。
⑵　出願書類を郵便で提出する場合は必ず書留便とし，封筒表面には 「大学院入試関係書類」 と朱書すること。
⑶ 　出願手続後における書類の変更，検定料の払戻しは一切行わない。ただし，検定料納付後，出願しなかった者及び

受理できなかった者については，検定料を返還する。
⑷　提出論文は口頭試問終了後，本人に返却する。

九 州 大 学 大 学 院 人 文 科 学 府
　  〒819-0395　福岡市西区元岡744番
　  TEL　092-802-6366（人文社会科学系事務部教務課（人文科学府担当））
　  e-mail: jbkkyomu1lt ＠ jimu.kyushu-u.ac.jp

　  〔人文科学府ホームページ　http://www2.lit.kyushu-u.ac.jp〕

いずれも，午前９時に人文社会科学系教務課前の屋外掲示板に公式に掲示する
と共に，郵送により合格者に通知する。また，合格者発表以降に，九州大学大
学院人文科学府の Web サイト（http://www2.lit.kyushu-u.ac.jp）上にも掲載す
る。なお，電話による合否の問い合わせには応じません。
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大学院人文科学府修士課程（外国人留学生）の学生を第１期と第２期とにわけて２度募集する。なお，入学志願者は第
１期と第２期のいずれか，又は両方を受験することができる。

１．専攻，分野，専修及び募集人員

２．出　願　資　格
 　外国人留学生として入学を志願できる者は，留学の目的をもって日本に入国した外国人又は入国しようとする外国人
で，次の各号のいずれかに該当する者。
⑴　外国において，学校教育における16年の課程を修了した者，又は令和２年３月修了見込の者
⑵ 　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における

16年の課程を修了した者及び令和３年３月修了見込みの者
⑶ 　我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるも

のに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が
指定するものの当該課程を修了した者及び令和３年３月修了見込みの者

⑷ 　外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，当該外国の政府又は関係機関の認証
を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。）におい
て，修業年限が３年以上である課程を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国におい
て履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であっ
て前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。）により，学士の学位に相当する学位を授与された者

⑸　日本の大学を卒業した者又は令和３年３月卒業見込の者
⑹　本学府において，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
 【 注】⑹により出願しようとする者は，事前に入学資格審査を行うので，下記書類を，第１期については令和２年７月

１日（水），第２期については令和２年11月12日（木）までに本学府へ提出すること。個別の入学資格審査を本学府
で実施する場合がある。

　・事前審査申請書（本学府所定の用紙：事前に別途請求ください。）
　・入学願書　　　 （本学府所定の用紙）
　・成績証明書　　　　最終学校作成のもの
　・卒業証明書　　　　最終学校のもの
　・研究事項報告書　　これまでの研究概要等，Ａ４判　4,000字以内
　・その他の参考資料　学術論文等

３．願 書 受 付 期 間　 第１期　令和２年７月21日（火）から７月31日（金）17時まで（必着）
 第２期　令和２年12月15日（火）から令和３年１月８日（金）17時まで（必着）

４．出　願　手　続
 　出願者は次の書類を取りそろえ，願書受付期間内に到着するよう，九州大学人文社会科学系事務部教務課（人文科学

※２

歴史空間論
広域文明史学

西洋史学
イスラム文明史学

地理学 地理学

言語・文学

日本・東洋文学
国語学・国文学
中国文学

西洋文学
英語学・英文学
独文学
仏文学

言語学 言語学

専　　攻 分　　野 専　　修 専　　攻 分　　野 専　　修

人文基礎

哲学・倫理学 哲学
倫理学

東洋思想 インド哲学史
中国哲学史

芸術学 芸術学
※１広人文学コース

※２

歴史空間論

日本史学 日本史学

アジア史学
東洋史学
朝鮮史学
考古学

募　　集　　人　　員　　　　　若　干　名
※１　人文基礎専攻の「広人文学コース」は，別途に募集する。
※２　歴史空間論専攻に歴史学拠点コースを置く。

外国人留学生入試

令和３年度九州大学大学院人文科学府修士課程（外国人留学生入試）学生募集要項
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府担当）（〒819-0395　福岡市西区元岡744番地）宛に郵送すること。又は，本人が直接教務課（人文科学府担当）窓口
へ提出すること。
⑴ 　入学願書（小学校入学以後の学歴，職歴等を明細に記入すること），受験票， 照合票（いずれも本要項綴込の用紙）

及び写真２葉（縦3.5cm× 横2.8cm，３か月以内に撮影したものを願書及び照合票に貼付すること）
⑵　最終出身学校の成績証明書
⑶　卒業（見込）証明書
⑷　日本語の能力についての証明書
⑸　研究計画書・論文等
　次のイ又はロのいずれかを提出すること。
　イ　志望専修に関わる研究計画書又は研究概要（A ４判　6,000字以内）
　ロ　志望専修に関わる卒業論文，あるいはそれに代わるべき論文がある者は，当該論文，又はその写し
　　（注）１．論文は他の出願書類とは別便で送付してもよいが，願書受付期間内に必着のこと。
　　　　 ２．  日本史学と国語学・国文学を志望する者の提出する研究計画書，研究概要，又は論文は日本語のものに

限る。
⑹ 　検定料30,000円（本要項綴込の 「入学検定料の支払いについて」，「九州大学 コンビニエンスストア・クレジット

カードでの入学検定料払込方法」 を参照すること。）
⑺　受験票送付のため，本要項綴込の封筒を使用し，宛名及び郵便番号を明記の上，374円切手を貼付のこと。
⑻　住所票（本要項綴込の用紙－志望専修，住所，氏名を記入したもの）
⑼　在留カードの写し

５．入学者選抜方法
⑴　筆記試験及び口頭試問

専　　　修
筆　　　　　記　　　　　試　　　　　験

口 頭 試 問
外 国 語 科 目 専　　修　　科　　目 日 本 語

哲 学 哲学

全専修に
課す

提 出 さ れ た
研究計画書・
論 文 等 及 び
専 修 科 目 等
について

倫 理 学 倫理学

イ ン ド 哲 学 史
インド哲学史に加えて関連する語学の試験

（サンスクリット，古典チベット語のうち
から１選択）を課すことがある

中 国 哲 学 史 中国哲学史（漢文読解を含む）
芸 術 学 芸術学
日 本 史 学 日本史学
東 洋 史 学 東洋史学
朝 鮮 史 学 朝鮮史学
考 古 学 考古学

西 洋 史 学
英語，独語，仏語，
中国語，朝鮮語の
うちから１選択

西洋史学

イスラム文明史学
英語，独語，仏語，
中国語，朝鮮語の
うちから１選択

イスラム文明史学

地 理 学 地理学
国 語 学 ・ 国 文 学 国語学・国文学
中 国 文 学 中国文学
英 語 学 ・ 英 文 学 英語学・英文学
独 文 学 独文学
仏 文 学 仏文学

言 語 学 英語（英語母語話
者は免除する） 言語学

（注）上記外国語科目中，母国語を選ぶことはできない。

⑵　研究計画書・論文等の審査　　　提出された研究計画書・論文等の審査
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６．試験日時及び試験場
第１期試験

試　　験　　日 試験科目 時　　　間 試 験 場

令和２年９月３日（木）
外国語科目 ９：30　～　11：00 受験票送付時

に通知する。専 修 科 目 13：30　～　16：30
日 本 語 17：00　～　18：00

令和２年９月４日（金） 口 頭 試 問 別途指示する。

第２期試験

試　　験　　日 試験科目 時　　　間 試 験 場

令和３年２月４日（木）
外国語科目 ９：30　～　11：00 受験票送付時

に通知する。専 修 科 目 13：30　～　16：30
日 本 語 17：00　～　18：00

令和３年２月５日（金） 口 頭 試 問 別途指示する。

７．合格者発表及び入学手続書類の送付

⑴　第１期　令和２年９月16日（水）
　　第２期　令和３年２月17日（水）

⑵　入学手続書類は，第１期・第２期とも令和３年２月下旬に送付する。

８．入学時期　令和３年４月１日（第１期， 第２期とも）

９．入学料・授業料等の納入金額
⑴　入学料　282,000円（予定）
⑵　授業料　前期分　267,900円（予定）又は前・後期分　535,800円（予定）
　　　（注 ）上記の納付金額は予定額であり，入学時及び在学中に学生納付金改定が行われた場合には，改定時から新

たな納付金額が適用される。

10．長期履修学生制度について
 　人文科学府では，やむを得ない理由により長期履修を希望する場合は，申請により「標準修業年限を超えて一定の期
間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了すること」が認められる。
 　この制度により，長期履修学生が修了するまで，１年間に納める授業料の額は，標準修業年限（２年）分の授業料を，
計画的に履修することを認められた一定の期間の年数で除した額となる。

11．障害等のある入学志願者について
 　本学では，障害等のある者に対して，受験上及び修学上必要な配慮を行う場合があり，そのための相談を常時受け付
けています。
 　受験上の配慮については，内容によって対応に時間を要することもありますので，出願前のなるべく早い時期に人文
社会科学系事務部教務課（人文科学府担当）まで相談してください。
　なお，出願期間内に連絡がない場合，受験上の配慮が講じられない場合もありますので十分注意してください。

12．そ　　の　　他
⑴ 　募集要項を郵便で請求する場合は，返信用封筒（角形２号33cm×24cm に，住所，氏名，郵便番号を明記し，250円

切手を貼付）を同封のうえ，封筒表面に 「修士課程募集要項請求」 と朱書して申し込むこと。
⑵ 　出願書類を郵便で提出する場合は必ず書留便とし，封筒表面には 「大学院入試関係書類」 と朱書すること。
⑶ 　出願手続後における書類の変更，検定料の払戻しは一切行わない。ただし，検定料納付後，出願しなかった者及び

受理できなかった者については，検定料を返還する。
⑷ 　提出論文は，口頭試問終了後，本人に返却する。

九 州 大 学 大 学 院 人 文 科 学 府
　  〒819-0395　福岡市西区元岡744番
　  TEL　092-802-6366（人文社会科学系事務部教務課（人文科学府担当））
　  e-mail: jbkkyomu1lt ＠ jimu.kyushu-u.ac.jp
　  〔人文科学府ホームページ　http://www2.lit.kyushu-u.ac.jp〕

いずれも，午前９時に人文社会科学系教務課前の屋外掲示板に公式に掲示する
と共に，郵送により合格者に通知する。また，合格者発表以降に，九州大学大
学院人文科学府の Web サイト（http://www2.lit.kyushu-u.ac.jp）上にも掲載す
る。なお，電話による合否の問い合わせには応じません。
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大学院人文科学府修士課程（文系4学部副専攻プログラム修了者）の学生を第１期と第２期とにわけて２度募集する。な
お，入学志願者は第１期と第２期のいずれか，又は両方を受験することができる。

１．専攻，分野，専修及び募集人員
⑴　専攻，分野及び専修

⑵　募集人員　若干名

２．出　願　資　格
 　九州大学文学部，教育学部，法学部，又は経済学部を卒業及び令和３年３月卒業見込みの者で，文系４学部副専攻プ
ログラムを修了及び令和３年３月修了見込みのもの

３．願 書 受 付 期 間　 第１期　令和２年７月21日（火）から７月31日（金）17時まで（必着）
 第２期　令和２年12月15日（火）から令和３年１月８日（金）17時まで（必着）

４．出　願　手　続
 　出願者は次の書類を取りそろえ，願書受付期間内に到着するよう，九州大学人文社会科学系事務部教務課（人文科学
府担当）（〒819-0395　福岡市西区元岡744番地）宛に郵送すること。又は，本人が直接窓口へ提出すること。
⑴ 　入学願書，受験票，照合票（いずれも本要項綴込の用紙）及び写真２葉（縦3.5cm× 横2.8cm，３か月以内に撮影し

たものを願書及び照合票に貼付すること）
⑵ 　出身学部長の成績証明書
⑶　卒業（見込）証明書
⑷　研究計画書・論文等
　　次のイ又はロのいずれかを提出すること。
　　　イ　志望専修に関わる研究計画書又は研究概要（A ４判 6,000字以内）
　　　ロ　志望専修に関わる卒業論文，あるいはそれに代わるべき論文がある者は，当該論文又はその写し
　　（注）論文は他の出願書類とは別便で送付してもよいが，願書受付期間内に必着のこと。
⑸ 　検定料30,000円（本要項綴込の 「入学検定料の支払いについて」， 「九州大学 コンビニエンスストア・クレジット

カードでの入学検定料払込方法」 を参照すること。）
⑹ 　受験票送付のため，本要項綴込の封筒を使用し，宛名及び郵便番号を明記の上，374円切手を貼付のこと。
⑺ 　住所票（本要項綴込の用紙（シール）に志願者の専修，住所，氏名を記入すること）

５．入学者選抜方法
⑴　筆記試験及び口頭試問
　　筆記試験は，小論文と専修科目（外国語を課すこともある）の試験を行う。
⑵　研究計画書・論文等の審査　　　提出された研究計画書・論文等の審査

※２

歴史空間論
広域文明史学

西洋史学
イスラム文明史学

地理学 地理学

言語・文学

日本・東洋文学
国語学・国文学
中国文学

西洋文学
英語学・英文学
独文学
仏文学

言語学 言語学

専　　攻 分　　野 専　　修 専　　攻 分　　野 専　　修

人文基礎

哲学・倫理学 哲学
倫理学

東洋思想 インド哲学史
中国哲学史

芸術学 芸術学
※１広人文学コース

※２

歴史空間論

日本史学 日本史学

アジア史学
東洋史学
朝鮮史学
考古学

※１　人文基礎専攻の「広人文学コース」は，別途に募集する。
※２　歴史空間論専攻に歴史学拠点コースを置く。

文系４学部副専攻プログラム入試

令和３年度九州大学大学院人文科学府修士課程
〔文系４学部副専攻プログラム入試〕学生募集要項
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６．試験日時及び試験場
第１期試験

試　　験　　日 試験科目 時　　　間 試 験 場

令和２年９月３日（木）
小 論 文 ９：30　～　12：30 受験票送付時

に通知する。専 修 科 目 13：30　～　16：30
令和２年９月４日（金） 口 頭 試 問 別途指示する。

第２期試験　

試　　験　　日 試験科目 時　　　間 試 験 場

令和３年２月４日（木）
小 論 文 ９：30　～　12：30 受験票送付時

に通知する。専 修 科 目 13：30　～　16：30
令和３年２月５日（金） 口 頭 試 問 別途指示する。

７．合格者発表及び入学手続書類の送付

⑴　第１期　令和２年９月16日（水）
　　第２期　令和３年２月17日（水）

⑵　入学手続書類は，第１期・第２期とも令和３年２月下旬に送付する。

８．入学時期　令和３年４月１日（第１期， 第２期とも）

９．大学院設置基準第14条による特例の適用
 　大学院設置基準第14条による特例（有職者の所属先における勤務条件，通学に要する時間等を考慮し，授業時間は，
通常の授業時間帯及び通常の時間帯以外の特定の時間又は時期に設ける）による教育の実施を希望する者は，合格発表
後，速やかに指導教員（予定）から今後の研究・学習計画等について指導を受けること。但し，上記特例は，入学後２
年目以降に適用する。

10．入学料・授業料等の納入金額
⑴　入学料　282,000円（予定）
⑵　授業料　前期分　267,900円（予定）又は前・後期分　535,800円（予定）
　　　（注 ）上記の納付金額は予定額であり，入学時及び在学中に学生納付金改定が行われた場合には，改定時から新た

な納付金額が適用される。

11．長期履修学生制度について
 　人文科学府では，やむを得ない理由により長期履修を希望する場合は，申請により「標準修業年限を超えて一定の期
間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了すること」が認められる。
 　この制度により，長期履修学生が修了するまで，１年間に納める授業料の額は，標準修業年限（２年）分の授業料を， 

計画的に履修することを認められた一定の期間の年数で除した額となる。

12．障害等のある入学志願者について
 　本学では，障害等のある者に対して，受験上及び修学上必要な配慮を行う場合があり，そのための相談を常時受け付
けています。
 　受験上の配慮については，内容によって対応に時間を要することもありますので，出願前のなるべく早い時期に人文
社会科学系事務部教務課（人文科学府担当）まで相談してください。
　なお，出願期間内に連絡がない場合，受験上の配慮が講じられない場合もありますので十分注意してください。

13．そ　　の　　他
⑴ 　募集要項を郵便で請求する場合は，返信用封筒（角形２号33cm×24cm に，住所，氏名，郵便番号を明記し，250円

切手を貼付）を同封のうえ，封筒表面に 「修士課程募集要項請求」 と朱書して申し込むこと。
⑵　出願書類を郵便で提出する場合は必ず書留便とし，封筒表面には「大学院入試関係書類」と朱書すること。
⑶ 　出願手続後における書類の変更，検定料の払戻しは一切行わない。ただし，検定料納付後，出願しなかった者及び

受理できなかった者については，検定料を返還する。
⑷　提出論文は口頭試問終了後，本人に返却する。

いずれも，午前９時に人文社会科学系教務課前の屋外掲示板に公式に掲示する
と共に，郵送により合格者に通知する。また，合格者発表以降に，九州大学大
学院人文科学府の Web サイト（http://www2.lit.kyushu-u.ac.jp）上にも掲載す
る。なお，電話による合否の問い合わせには応じません。
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○人文基礎専攻

哲学専修

倉　田　　　剛　　教　授
専　　門：哲学基礎論
専門分野：  現代英語圏の分析形而上学・形式存在論，および十九世紀後半から二十世紀初頭にかけての「オース

トリア哲学」を主な研究領域とする。
主要業績：  『現代存在論講義Ⅰ─ファンダメンタルズ』（新曜社，2017年）
　　　　　『現代存在論講義Ⅱ─物質的対象・種・虚構』（新曜社，2017年）
　　　　　『日常世界を哲学する─存在論からのアプローチ』（光文社新書，2019年）
　　　　　『ワードマップ現代形而上学』（共著，新曜社，2014年）

大　西　克　智　　准教授
専　　門：西洋哲学史
専門分野：  古代から近世に至る存在論，自由（意志）論，様相論を主な研究対象とする。哲学と倫理の，そして

信と知の渾然として未分化な淵源を探ることが目的である。
主要業績：  『意志と自由―一つの系譜学』（知泉書館，2014年）
　　　　　『デカルト全書簡集 第四巻（1640～1641）』（監訳，知泉書館，2016年）
　　　　　『西洋哲学史 III―ポストモダンの前に』（共著，講談社選書メチエ，2012年）

倫理学専修
横　田　理　博　　教　授

専　　門：近現代ドイツ思想，近代日本思想，比較思想
専門分野：  マックス・ウェーバーの比較宗教社会学の読み解きを基軸として，多様な文化の中での運命観，連帯

観，行為の推進力などの実相を探究している。
主要業績：『ウェーバーの倫理思想―比較宗教社会学に込められた倫理観』（未來社，2011年）
　　　　　 「ニーチェからヴェーバーへ―『ルサンティマン』説をめぐって」（『ドイツ社会学とマックス・ヴェー

バー―草創期ドイツ社会学の固有性と現代的意義』，時潮社，2012年）
　　　　　「西田幾多郎の『善の研究』とウィリアム・ジェイムズ」（『宗教研究』第362号，2009年）

吉　原　雅　子　　准教授
専　　門：現代倫理思想
専門分野：  道徳にかかわる命題の言語の観点からの研究。特に，規範命題と事実命題についての研究，決定論と

責任の両立可能性をめぐる問題の研究。
主要業績：  「信念文が不透明である理由」（『科学基礎論研究』94，2000年）
　　　　　「道徳法則の妥当性と個別主義」（『哲学年報』68，2009年）
　　　　　「PAP の限界と因果的決定論」（『哲学年報』67，2008年）

教員一覧及び主な研究事項

（令和２年５月現在）
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飯　嶋　裕　治　　准教授
専　　門：倫理学理論，日本思想史
専門分野：  倫理学の基礎的な理論研究として，規範性・意味という現象に注目し，解釈学的観点からの行為論・

共同体論の研究に取り組んでいる。また現代の「われわれ」自身の道徳的理想像の探求の一環として，
日本思想史・文化史研究も行なっている。

主要業績：  「和辻哲郎の解釈学的行為論に見る「個人」的存在の可能性―「資格」と「徳」を手がかりに」（『思想』
1061，2012年）

　　　　　�Über die hermeneutische Struktur der „Normativität“ der Ethik Tetsurō Watsujis - ausgehend von seiner 
Rezeption des Denkens Martin Heideggers （Heidegger-Jahrbuch 7, 2013）

　　　　　�Über die hermeneutische Struktur der „Normativität“ der Ethik Tetsurō Watsujis - ausgehend von seiner 
Rezeption des Denkens Martin Heideggers （Heidegger-Jahrbuch 7, 2013）

　　　　　『和辻哲郎の解釈学的倫理学』（東京大学出版会，2019年）

インド哲学史専修
岡　野　　　潔　　教　授

専　　門：インド仏教学
専門分野：  インド仏教文献，特に初期仏教の諸文献（宇宙論，説話文学，仏伝）と初期大乗経典。ネパールのサ

ンスクリット写本とチベット語訳に基づく仏教文献の校訂や翻訳を進めています。
主要業績：  「インド正量部による世界の歴史―『大いなる帰滅の物語』内容梗概」（『印度学宗教学会論集』38，

2011年）

片　岡　　　啓　　准教授
専　　門：インド思想史
専門分野：  サンスクリット語で書かれたものなら何でも読みます。インド哲学全般，特に，ミーマーンサー・ニ

ヤーヤ・仏教論理学が得意です。ヨーガと詩文学も。
主要業績：  『ミーマーンサー研究序説』（九州大学出版会，2011年）

中国哲学史専修
南　澤　良　彦　　教　授

専　　門：中国古代中世思想史
専門分野：  両漢魏晋南北朝隋唐時代の思想を研究している。特に魏晋から隋唐時代にかけての儒教思想の解明に

努めている。近年は中国科学技術思想や日本漢学に研究分野を拡大している。
主要業績：  『中国明堂思想研究―王朝をささえるコスモロジー』（岩波書店，2018年）
　　　　　 「試論漢唐将作大匠―中国古代的科学技術与官僚制」（『第七届中日学者中国古代史論壇論文集』，中国

社会科学出版社，2016年）
　　　　　 「日本に於ける『孔子家語』の受容―徳川時代を中心として」（『日本中国学会報』65，2013年）
　　　　　 「張衡の宇宙論とその政治的側面」（『東方学』89，1995年）

藤　井　倫　明　　准教授
専　　門：中国近世思想史
専門分野：  宋明時代の理学思想，特に朱子学の思想構造について研究。東アジアの朱子学にも関心を持ち，近年

は山崎闇斎学派の朱子学についても研究を進めている。
主要業績：  『朱熹思想結構探索―以「理」為考察中心』（台湾大学出版中心，2011年）
　　　　　「宋代道学における聖人観の本質―道学的『無』の意味するもの」（『東方学』104，2002年）
　　　　　「『流行』する『理』―朱熹の『理』再考」（『日本中国学会報』61，2009年）
　　　　　「日本崎門学者的『知蔵』論探析」（『中正漢学研究』27，2016年）
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芸術学専修
井　手　誠之輔　　教　授

専　　門：東洋美術史
専門分野：  中世以来，日本に舶載されて伝来してきた中国・朝鮮の仏画を中心に研究している｡ これらの請来仏

画が，本来，宋元時代や高麗時代のどのような文化的・社会的な文脈を反映していたのかを，中国絵
画史・朝鮮絵画史の問題として再検討するとともに，請来仏画が日本側でどのように機能したのか，
また日本側でどのような受容が行われたのかについても議論し，既存の影響伝播論・受容論の枠組み
を再検討していきたいと考えている。

主要業績：  『大徳寺伝来五百羅漢図』（共著，思文閣出版，2014年）
　　　　　�『Light & Color 絵画表現の深層をさぐる』（共著，中央公論美術出版，2009年）
　　　　　�『日本の宋元仏画』（至文堂，2001年）
　　　　　�『故宮博物院 南宋の絵画』（日本放送出版協会，1998年）
　　　　　�「高麗仏画の世界─東アジア美術における領分とその諸相」（『国華』1313，2005年）

東　口　　　豊　　准教授
専　　門：美学，音楽学，映像学
専門分野：  近現代ドイツ美学における自然の問題について研究。また，音楽や写真・映画等の映像表現，サブカ

ルチャーもカヴァーする。更に美学史研究を土台にしつつ，藝術体験の存在論や社会学，先端技術の
感性論等に関する新しい美学思想の構築を目指している。

主要業績：  “Can AR Technologies Have an Impact of the Definition of Art?” （AM Journal of Art and Media Studies, 
No.20, 2019）

　　　　　  「Th・W・アドルノの音楽言語論における「沈黙」」（『哲學年報』第69輯，2010年）
　　　　　�“The Aesthetics of Periphery without Center —A New foundation of the Aesthetics of Nature” 

（International Yearbook of Aesthetics, Vol.5, 2002）

石　井　祐　子　　准教授
専　　門：西洋美術史，芸術学
専門分野：  西洋近現代の美術の中でも，特にシュルレアリスムの美術をめぐる諸問題について研究。両大戦間の

展覧会活動や，コラージュの理念と実践，シュルレアリスムの国際化と日英での受容など，様々な観
点から考察を進めている。近年は，イギリスのモダン・アートと趣味論の関わりにも関心を広げてい
る。

主要業績： Michael Richardson, Dawn Ades, Steven Harris, Krzysztof Fijalkowski, Georges Sebbag （eds.）, The 
International Encyclopedia of Surrealism, London: Bloomsbury, 3 vols, 2019.

　　　　　『コラージュの彼岸：マックス・エルンストの制作と展示』（ブリュッケ，2014年）
　　　　　「シュルレアリスムの展覧会とカタログ（1）」（『哲学年報』78，2019年）
　　　　　�「その道は，長いというより広い：1930年代のコーク・ストリートにみるイギリスにおけるシュルレ

アリスム受容の一側面」（『藝術研究』28，2015年）
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○歴史空間論専攻

日本史学専修
坂　上　康　俊　　教　授

専　　門：奈良平安時代史
専門分野：  律令国家の成立・展開と中世国家への転換過程を，主として制度史的な側面から追っている。より具

体的には，中国法典の継受と固有法ないし慣習との緊張関係を基軸に据えて，日本古代の官僚制や収
取制度の歴史的位置付けを目ざしている。

主要業績：  『唐令拾遺補』（共編，東京大学出版会，1997年）
　　　　　『律令国家の転換と「日本」』（講談社学術文庫，2009年）
　　　　　『平城京の時代』（岩波新書，2011年）
　　　　　『摂関政治と地方社会』（吉川弘文館，2015年）

佐　伯　弘　次　　教　授
専　　門：日本中世史
専門分野：  中世の九州地域史と対外関係史に関心を持っている。具体的には，博多の都市的発展と対外関係，対

馬宗氏の領国形成と朝鮮・九州との関係などを研究している。特に，中世考古学の成果に注目するな
ど，隣接の学問分野との共同研究の必要性を感じている。

主要業績：  『日本の中世９─モンゴル襲来の衝撃』（中央公論新社，2003年）
　　　　　『街道の日本史49─壱岐・対馬と松浦半島』（編著，吉川弘文館，2006年）
　　　　　『日本史リブレット77─対馬と海峡の中世史』（山川出版社，2008年）

岩　﨑　義　則　　准教授
専　　門：日本近世史
専門分野：  大坂銅座の沿革と意義を柱とする近世の銅流通，および秋田・別子等の鉱山，更には貿易都市長崎の

研究をすすめている。また，平戸藩の政治と文化について，楽歳堂文庫の書籍類を中心に研究を進め
ている。

主要業績：  『長崎県内の多様な集落が形成する文化的景観保存調査報告書 資料編３ 藩政資料』（長崎県，2013年）
　　　　　 “THE AKITA DOMAIN AND OSAKA MERCHANT HOUSES AT THE TIME OF THE 

ESTABLISHMENT OF THE MEIWA COPPER AGENCY”,

　　　　　 『Trade and Commerce in the Eastern Chinese Sea: Early Modern Sino-Japanese Copper Trade 1650- 
1850』, Keiko Nagase-Reimer, Brill, 2015.

国　分　航　士　　講　師
専　　門：日本近現代史
専門分野：  明治期以降の天皇・皇室制度について，法と政治という観点から研究を進めている。特に，明治後期・

大正期に行われた皇室制度改革，議会制と天皇・皇室制度の関係，東アジア社会における恩赦制度な
どに関心を持っている。

主要業績：「明治立憲制と「宮中」」（『史学雑誌』124編９号，2015年）
　　　　　「大正初期の「剰余金支出」問題」（『史林』98巻３号，2015年）
　　　　　「大正期皇室制度改革と「会議」」（御厨貴編著『天皇の近代』，千倉書房，2018年）

東洋史学専修
中　島　楽　章　　准教授

専　　門：中国社会史，東アジア海域史
専門分野：  中国社会史では，文書史料なども活用して，宋元・明清時代の社会結合や，商業活動の展開を検討し

ている。東アジア海域史では，15～18世紀の九州・中国・東南アジア海域の貿易・交流を，日・中・
欧の史料を利用して研究している。

主要業績：  『明代郷村の紛争と秩序─徽州文書を史料として』（汲古書院，2002年）
　　　　　『徽州商人と明清中国』（山川出版社，2009年）
　　　　　『寧波と博多』（共編著，汲古書院，2013年）
　　　　　『南蛮・紅毛・唐人─一六・一七世紀の東アジア海域』（編著，思文閣出版，2013年）
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朝鮮史学専修
森　平　雅　彦　　教　授

専　　門：朝鮮中近世史，東アジア交渉史
専門分野：  朝鮮中近世の国際関係や政治社会を研究。具体的には，東アジア諸地域との外交，学術・書籍等の文

化交流，陸海の交通，およびそのもとで展開した国家の史的特質について，考察をすすめている。ま
た近年は文字文化や生活誌，および環境史にも関心をよせている。

主要業績：  『朝鮮の歴史─先史から現代』（共著，昭和堂，2008年）
　　　　　『モンゴル帝国の覇権と朝鮮半島』（山川出版社，2011年）
　　　　　『中近世の朝鮮半島と海域交流』（編著，汲古書院，2013年）
　　　　　『モンゴル覇権下の高麗─帝国秩序と王国の対応』（名古屋大学出版会，2013年）

小　野　容　照　　准教授
専　　門：朝鮮近代史
専門分野：  植民地時代の朝鮮民族運動を研究。とくに，同時代の日本，中国，台湾の思想状況や運動との相互影

響関係に着目しながら，朝鮮民族運動をグローバルな視点で描くことを目指してきた。それと並行し
て近年は，スポーツイベントや部活動を中心とする文化史，教育史研究も進めている。

主要業績：  『朝鮮独立運動と東アジア 1910-1925』（思文閣出版，2013年）
　　　　　『帝国日本と朝鮮野球―憧憬とナショナリズムの隘路』（中央公論新社，2017年）
　　　　　 「第一次世界大戦の勃発と朝鮮独立運動―対華二十一ヵ条要求をめぐる二つの戦略」（『東アジア近代

史』18，2015年）
　　　　　「第一次世界大戦の終結と朝鮮独立運動―民族「自決」と民族「改造」」（『人文学報』110，2017年）

考古学専修
宮　本　一　夫　　教　授

専　　門：東アジア考古学
専門分野：  中国を中心とした東アジア世界における文明の形成と発展過程を，小地域ごとの多様性の比較検討と

広域に渡る統一性に注目して分析をすすめている。また，中国文明の形成過程を農耕民と牧畜型農耕
民の文化接触という視点から研究をすすめている。研究にあたっては実地・実物の調査を重視し，中
国・極東ロシア・モンゴル国・日本でフィールド調査をおこなっている。

主要業績：  『東北アジアの初期農耕と弥生の起源』（同成社，2017年）
　　　　　『農耕の起源を探る─イネの来た道』（吉川弘文館，2009年）
　　　　　『中国の歴史01─神話から歴史へ（神話時代 夏王朝）』（講談社，2005年）

辻　田　淳一郎　　准教授
専　　門：日本考古学
専門分野：  日本列島の古代国家形成過程に関する比較考古学的研究。物質文化の分析を基礎として，社会の複雑

化の実態解明やその相対化を目指しつつ研究を行っている。
主要業績：『鏡の古代史』（角川選書，2019年）
　　　　　『同型鏡と倭の五王の時代』（同成社，2018年）
　　　　　『鏡と初期ヤマト政権』（すいれん舎，2007年）
　　　　　「世界の中の古墳時代研究─比較考古学の観点から─」（『考古学研究』61-3，2014年）

西洋史学専修
岡　崎　　　敦　　教　授

専　　門：フランス中世史，文書学
専門分野：  西欧における大学や知識人の形成についての関心から，司教座教会周辺にたむろする多様な教会人の

活動，彼らの存在を制度的に保証する教会制度等の研究を進めてきた。同時に，実証研究を根拠づけ
る資料認識について，文書学やアーカイブズ学などの観点から再検討してきた。

主要業績：  Pratiques éprouvées et rénovations de la diplomatique (Orient / Occident) : enquêtes et réflexions, in 
Annuaire de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, section des sciences historiques et philologiques. Résumés des 
conférences et travaux, 147e année, 2014-2015, Paris, 2016

　　　　　�La juridiction gracieuse en voie de formation et la diplomatique épiscopale: le cas parisien (XIIe – début 
du XIIIe siècle), in Journal of Western Medieval Histor y （SŎYANG CHUNGSESA YŎNGU）, 38, 2016
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今　井　宏　昌　　講　師
専　　門：ドイツ現代史
専門分野：  物理的・肉体的な暴力の経験が，時代状況とのかかわりの中でどのように変容し，また逆にその当事

者や社会をどのように規定していったのかという問題関心から，第一次世界大戦後ドイツにおけるパ
ラミリタリ（準軍隊）組織・義勇軍とそのメンバーのバイオグラフィを，経験史の観点から分析して
いる。

主要業績：『暴力の経験史─第一次世界大戦後ドイツの義勇軍経験1918～1923─』（法律文化社，2016年）
　　　　　 アンドレアス・ヴィルシング／ベルトルト・コーラー／ウルリヒ・ヴィルヘルム編『ナチズムは再来

するのか？─民主主義をめぐるヴァイマル共和国の教訓─』（共訳，慶應義塾大学出版会，2019年）
　　　　　トーマス・キューネ／ベンヤミン・ツィーマン編『軍事史とは何か』（共訳，原書房，2017年）
　　　　　ジェフリー・ハーフ『ナチのプロパガンダとアラブ世界』（共訳，岩波書店，2013年）

イスラム文明史学専修
清　水　和　裕　　教　授

専　　門：アラブ史，初期イスラム史
専門分野：  アッバース朝を対象として政治史，軍事・行財政制度，そして社会における民衆の運動などを研究。

近年はカリフ体制論を中心に，書記官僚による行政技術や，シーア派活動におけるシンボリズムのあ
り方などを検討している。

主要業績：  『イスラーム史のなかの奴隷』（山川出版社，2015年）
　　　　　『軍事奴隷・官僚・民衆─アッバース朝解体期のイラク社会』（山川出版社，2005年）
　　　　　 「ヤズデギルドの娘たち─シャフルバーヌー伝承の形成と初期イスラーム世界」（『東洋史研究』67-2，

2008年）

小笠原　弘　幸　　准教授
専　　門：オスマン帝国史
専門分野：  オスマン帝国を専門とし，特に帝国の前近代における歴史叙述のあり方について，ペルシア語歴史叙

述との関係にも注意を払いつつ研究している。最近では，近代やトルコ共和国初期における歴史認識
の問題についても考察を進めている。

主要業績：  『イスラーム世界における王朝起源論の生成と変容―古典期オスマン帝国の系譜伝承をめぐって』（刀
水書房，2014年）

　　　　　『オスマン帝国―繁栄と衰亡の600年史』（中公新書，2018年）
　　　　　 『トルコ共和国　国民の創成とその変容―アタテュルクとエルドアンのはざまで』（九州大学出版会，

2019年，編著）

地理学専修
遠　城　明　雄　　教　授

専　　門：人文地理学，都市研究
専門分野：  近代および現代の日本や第三世界の都市を対象として，人々の社会生活がどのような論理によって営

まれているのか，またそれが国家や資本の動きとどのような関係にあるのかを，特に創り出された景
観，空間，場所の分析を通して研究しています。また都市や空間をめぐる理論研究の学説史的検討も
行っています。

主要業績：  Akio ONJO ed., Power Relations, Situated Practices, and the Politics of the Commons.(Kyushu University, 

2017).
　　　　　『新修福岡市史資料編 近現代２ 近代都市福岡の始動』（共編，福岡市，2015年）
　　　　　『身体と生存の文化生態』（共著，海青社，2014年）
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今　里　悟　之　　准教授
専　　門：文化地理学，村落研究
専門分野：  日本の農山漁村を対象として，そこに住む人々が空間や環境あるいは社会を，どのように分類し意味

づけ秩序立てているかを，主にフィールドワークにもとづいて明らかにしようとしています。近年は，
長崎県平戸島の村落の民俗宗教にも関心を広げています。

主要業績：  『農山漁村の＜空間分類＞―景観の秩序を読む』（京都大学学術出版会，2006年）
　　　　　 Spatial structures of Japanese Hidden Christian organizations on Hirado Island (Japanese Journal of 

Religious Studies 44, 2017)
　　　　　「平戸島における宗教分布と集落空間構成の地形的条件」（『史淵』155，2018年）

○言語・文学専攻

国語学・国文学専修
高　山　倫　明　　教　授

専　　門：日本語音韻史
専門分野：  万葉仮名文献や中国資料等，広義の漢字資料による日本語音韻史の研究。また，音声学，古文献によ

る方言史の研究にも関心がある。
主要業績：  『シリーズ日本語史　音韻史』（編著，岩波書店，2016年）
　　　　　『日本語音韻史の研究』（ひつじ書房，2012年）
　　　　　「濁音小考─有声阻害音の意味」『古典語研究の焦点』，武蔵野書院，2010年）

辛　島　正　雄　　教　授
専　　門：中古・中世文学
専門分野：  物語文学史の研究を，従来手薄であった『源氏物語』以後の作品を中心にすすめている。その際，作

品理解の根本となる注釈的研究を深めることが重要と考えている。
主要業績：  『とりかへばや物語』（共著，岩波書店，1992年）
　　　　　『小夜衣』（笠間書院，1997年）
　　　　　『中世王朝物語史論上巻・下巻』（笠間書院，2001年）
　　　　　『御津の浜松一言抄』（九州大学出版会，2015年）

青　木　博　史　　准教授
専　　門：日本語文法史
専門分野：  派生・複合など語形成に関する研究，動詞の自他を中心としたヴォイスに関する研究，複文における

従属節に関する研究。中世末期言語資料の文献学的研究。
主要業績：『語形成から見た日本語文法史』（ひつじ書房，2010年）
　　　　　『日本語文法の歴史と変化』（編著，くろしお出版，2011年）
　　　　　『日本語歴史統語論序説』（ひつじ書房，2016年）

川　平　敏　文　　准教授
専　　門：近世文学
専門分野：  17～18世紀における思想と文学のありようを研究している。特に，江戸期における徒然草受容，九

州・東アジア文化史，学者・文人伝など。
主要業績：  『兼好法師の虚像―偽伝の近世史』（平凡社，2006年）
　　　　　『徒然草の十七世紀―近世文芸思潮の形成』（岩波書店，2015年）
　　　　　『長崎先民伝注解』（共編，勉誠出版，2016年）
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中国文学専修
静　永　　　健　　教　授

専　　門：中国古代文学
専門分野：  漢魏六朝文学研究（『文選』『玉台新詠』など），唐代文学研究（李白，杜甫，白居易など），東アジア

というグローバルな視点から捉え直した中国古典文学研究
主要業績：  『唐詩推敲―唐詩研究のための四つの視点』（研文出版，2012年）
　　　　　『漢籍伝来―白楽天の詩歌と日本』（勉誠出版，2010年）
　　　　　『海がはぐくむ日本文化』（東京大学出版会，2014年）
　　　　　『漢籍東漸及日蔵古文献論考稿』（中華書局，2011年）

井　口　千　雪　　講　師
専　　門：中国中近世文学
専門分野：  『三國志演義』を中心とした明代白話小説の成立過程（版本の校勘や歴史書との比較など），及び受容

の様相（書坊・知識人・大衆の関わり）
主要業績：「武定侯郭勛による『三国志演義』『水滸伝』私刻の意図」（『日本中国学会報』71，2019年）
　　　　　『三國志演義成立史の研究』（汲古書院，2016年）
　　　　　「『三國志演義』三系統の版本の継承関係―劉龍田本を手がかりに―」（『東方學』127，2014年）
　　　　　「関索説話に関する考察」（『和漢語文研究』11，2013年）

景　　　　　浩　　准教授（外国人教師）
専　　門：中国古代文学，文献学
専門分野：  漢魏六朝文学研究（『文選』など），注釈研究，古籍文献学
主要業績：  「百年選学：抄本研究的成就与不足」（『中国社会科学報』2015年第３期）
　　　　　「敦煌『文選』佚名注綜合研究」（『文史・核Ｃ』2015年第１期）
　　　　　「曹植，謝霊運詩歌対偶比較研究」（『山西煤炭管理干部学院学報』2014年第４期）

英語学・英文学専修
西　岡　宣　明　　教　授

専　　門：英語学
専門分野：  統語論，生成文法理論，特に否定現象
主要業績：「話題・焦点活性化と WH-mo, XP-sika, RokunaN」（『極性表現の構造・意味・機能』開拓社，2019年）
　　　　　  Negative Sensitive Items and the Discourseconfigurational Nature of Japanese （共著，Glossa 1: 33, 2016）
　　　　　『英語否定文の統語論研究』（くろしお出版，2007年）

鵜　飼　信　光　　教　授
専　　門：イギリス文学，特にイギリス小説
専門分野：  エミリー・ブロンテ，オースティン，ディケンズ，ハーディ，ワイルドなどの19世紀の小説家，ウル

フ，E. M. フォースターなどの20世紀の小説家を研究している。
主要業績：  『一九世紀「英国」小説の展開』（共著，松柏社，2014年）
　　　　　『背表紙キャサリン・アーンショー─イギリス小説における自己と外部』（九州大学出版会，2013年）
　　　　　『ディケンズ文学における暴力とその変奏』（共著，大阪教育図書，2012年）

大　橋　　　浩　　教　授
専　　門：英語学
専門分野：  認知言語学的アプローチによる英語・日本語の分析，文法化，（間）主観化，構文化
主要業績：  『認知言語学の本質』（共著，くろしお出版，2018年）
　　　　　『認知言語学─基礎から最前線へ』（共著，くろしお出版，2013年）
　　　　　The Development of an English Intensifier Phrase: A Corpus-based Study (English Linguistics 23, 2006)
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高　野　泰　志　　准教授
専　　門：アメリカ文学
専門分野：  アーネスト・ヘミングウェイをはじめとするアメリカ小説，およびセクシャリティ研究，アメリカ文

化研究など。
主要業績：『下半身から読むアメリカ小説』（松籟社，2018年）
　　　　　『アーネスト・ヘミングウェイ，神との対話』（松籟社，2015年）
　　　　　『引き裂かれた身体―ゆらぎの中のヘミングウェイ文学』（松籟社，2008年）

エドムンド・ルーナ　　准教授（外国人教師）
専　　門：英語学
専門分野：  意味論，語用論，機能的談話分析，言語人類学
主要業績： “IIndonesian money, Balinese people: codeswitching and numerals in Balinese sociopolitical discourse” 

Proceedings of the 33rd Meeting of the Berkeley Linguistics Society (BLS 33): 474-485, 2013
　　　　　�“Humans, animals, and the indexing of social status in Balinese folktale narrative: the case of ukud and 

diri” SEALS XIII: Papers from the 13th Annual Meeting of the Southeast Asian Linguistics Society 2003, 125-
138, 2007.

　　　　　�“’Ajak of all trades’: problems with categorizing Balinese ajak in discourse”. Proceedings of the 30th 
Meeting of the Berkeley Linguistics Society (BLS 30): 223-231, 2004.

テッド・クロンツ　　准教授（外国人教師）
専　　門：アメリカ文学
専門分野：  戦後アメリカ都市小説
主要業績：  Wilderness City: The Post World War II American Urban Novel from Algren to Wideman. (Routledge, 

Routledge Studies in Literary Criticism and Cultural Theory, 2005)

　　　　　Dictionary of Literary Biography: Post World War II American Novelists, “Stephen Wright” (2009)
　　　　　Dictionary of Literary Biography: Post World War II American Novelists, “Donald Antrim” (2009)

独文学専修
小　黒　康　正　　教　授

専　　門：ドイツ近代文学・現代文学，ドイツ思想
専門分野：  主として①トーマス・マン（黙示録，アレゴリー），②「水の女」（ロマン派，インゲボルク・バッハ

マン），③ルードルフ・カスナー（観相学，エッセイ）を考察の中心に据えながら，近現代ドイツの文
学ならびに思想の研究に取り組んでいる。

主要業績：  『黙示録を夢みるとき—トーマス・マンとアレゴリー』（鳥影社，2001年）
　　　　　�『トーマス・マン『魔の山』の「内」と「外」—新たな解釈の試み』（編著，日本独文学会研究叢書041，

2006年）
　　　　　『水の女—トポスへの船路』（九州大学出版会，2012年）
　　　　　ヘルタ・ミュラー『心獣』（翻訳，三修社，2014年）

武　田　利　勝　　准教授
専　　門：ドイツ古典文学・近代文学，近代芸術理論
専門分野：  ドイツ・ロマン派を代表する論客フリードリヒ・シュレーゲルならびにゲーテの友人カール・フィ

リップ・モーリッツを考察の中心に据えながら，1800年前後のドイツにおける芸術論・文学論の研究
に取り組んでいる。

主要業績：  「絵画と文学の《境界》，あるいは《輪郭》―アウグスト・ヴィルヘルム・シュレーゲルの『挿絵論』」
（『ドイツ文学』127，2006年）

　　　　　�Das Projekt „Universalpoesie“. Zum Begrif f der Organischen Literaturgeschichte bei Friedrich Schlegel

（『ドイツ文学』137，2009年）
　　　　　�「境界の自律性―カール・フィリップ・モーリッツにおける装飾の有機的自己形成について」（『ドイ

ツ文学』146，2013年）
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ウルリヒ・ヨハネス・バイル　　教　授（外国人教師）
専　　門：ヨーロッパ文学
専門分野：  近代ドイツ文学を中心とするヨーロッパの文学・哲学の研究。メディア論。
主要業績：  Die Wiederkehr des Absoluten: Studien zur Symbolik des Kristallinen und Metallischen in der Literatur der 

Jahrhundertwende, Frankfurt/M. 1988.

　　　　　�Aufgelassene Archive. Gedichte. Köln, DuMont- Buchverlag 1998.

　　　　　�Die hybride Gattung. Poesie und Prosa im europäischen Roman von Heliodor bis Goethe, Würzburg 2010.

仏文学専修
髙　木　信　宏　　教　授

専　　門：フランス文学（18世紀後半から19世紀）
専門分野：  19世紀ロマン主義文学，特にスタンダールの小説作品を対象として文学史的な研究をつづけていま

す。また18世紀の啓蒙思想からロマン主義にいたる思潮にも関心があり，ルソー，シャトーブリアン
といった大作家や，今日では忘れ去られた作家のテクストをとりあげ，社会体制の変遷と関連づけつ
つ文学の動向を多角的に考証しています。

主要業績：  『スタンダール—小説の創造』（慶應義塾大学出版会，2008）.

　　　　　�« Deux lettres inédites de Stendhal : documents Jean-Jacques Ampère » (HB, Revue internationale 
d’études stendhaliennes, no 21, 2017).

　　　　　�« Variantes de l’édition Hetzel de La Chartreuse de Parme » (HB, Revue internationale d’études stendha-
liennes, no 20, 2016).

　　　　　�« Petite remarque sur l’histoire du stendhalisme : Paul Léautaud et Adolphe Paupe » (L’Année Sten-
dhalienne, no 14, 2015).

シャルレーヌ・クロンツ　　准教授（外国人教師）
専　　門：フランス文学（20世紀）
専門分野：  現代文学，とりわけ現代詩の方法論について研究しています。近年ではルーマニア出身の20世紀フラ

ンスの詩人ゲラシム・ルカの作品をとりあげ，ピクトポエジーとオントフォニーの観点から詩の分析
と解釈をおこなっています。またルカが加わっていたシュルレアリスムの芸術と活動についても文学
史的・実証的な調査をつづけています。

主要業績：  Escapades（Hatier, 2012）.

　　　　　  « Comme je dis comme : ravinement et maillage de l’espace figural dans l’œuvre de Gherasim Luca » 

(Europe, no 1045, 2016).
　　　　　�« Je m’oralise : Gherasim Luca et le Théâtre de bouche » (Mélusine - Cahier du Centre de Recherches sur le 

surréalisme, no 34, 2014).
　　　　　« Le surréalisme et les arts du spectacle » (L’Âge d’Homme, 2014).

言語学専修
久　保　智　之　　教　授

専　　門：音声学，音韻論，形態論
専門分野：  満洲語，モンゴル語，日本語など，アジア東部／東北部の言語を対象とし，音と意味との関係，単語

の内部構造，音と文構造とのかかわり，などに興味をもちながら，自分自身で言語データをあつめ，
分析をおこなっている。データを大事にする言語学と，理論を大事にする言語学の両立をめざしてい
る。

主要業績：  Reduplication Meduplication in Khalkha Mongolian（『言語研究』112, 1997年）
　　　　　「福岡方言における統語論と音韻論の境界領域」（『音声研究』5-3，2001年）
　　　　　�『シベ語の基礎（言語研修テキスト）』（共著，東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所，2011

年）
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上　山　あゆみ　　教　授
専　　門：理論言語学，統語意味論
専門分野：  母語である日本語の観察を基盤にして，生成文法の観点から文の構造及び意味解釈と構造の関係を研

究している。生成文法は，従来，英語に関する研究が先行しており，日本語の分析も英語の分析を修
正・適用するものが多いが，英語における成果に依存せずとも実証的に示せる理論構築を目標として
いる。

主要業績：  『はじめての人の言語学─ことばの世界へ』（くろしお出版，1991年）
　　　　　『生成文法の考え方』（共著，研究社，2004年）
　　　　　�Model of Judgment Making and Hypotheses in Generative Grammar (Japanese/Korean Linguistics 17, 

2010)
　　　　　『統語意味論』（名古屋大学出版会，2015年）

下　地　理　則　　准教授
専　　門：琉球語，日本語諸方言，言語類型論
専門分野：  フィールドワークにもとづく個別言語の記述をベースとしつつ，個別言語の実証的データから通言語

的・理論的一般化を行う言語類型論を専門とする。個別言語の記述に関しては，琉球語を中心に日本
の危機言語・危機方言の総合的記述に取り組んでおり，音韻から統語・談話にいたる言語の全体像を
描き出す記述文法書の作成に力を入れている。

主要業績：  An Introduction to Ryukyuan Languages （共編，ILCAA, 2011）
　　　　　Quasi-Kakarimusubi in Irabu (Japanese/Korean Linguistics 18, 2011)
　　　　　Foot and Rhythmic Structure in Irabu Ryukyuan （『言語研究』135, 2009年）
　　　　　『南琉球宮古語伊良部島方言』（くろしお出版，2018年）

太　田　真　理　　講　師
専　　門：言語脳科学，心理言語学
専門分野：  脳波や機能的磁気共鳴画像法（fMRI）などの脳機能イメージング手法を用いて，文法の神経基盤の研

究を進めている。生成文法を中心とする理論言語学で提唱された仮説を，神経科学の実験を通して実
証することで，言語学と神経科学を統合した言語処理の脳内モデルを構築することを目標としてい
る。

主要業績：  Syntactic computation in the human brain: The Degree of Merger as a key factor （共著，PLOS ONE 8, 

2013）
　　　　　 Dissociat ing ef fects of scrambl ing and topicalization within the left frontal and temporal language areas : 

An fMRI study in Kaqchikel Maya （共著， Frontiers in Psychology 8, 2017）
　　　　　 Merge-generability as the key concept of human language: Evidence from neuroscience (共著， Frontiers 

in Psychology 29, 2019)




