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桑 報

1989年 (昭和64年)1月-1989年 (平成元年)12月

研 究 状 況

Ⅰ 班 研 究

日 本 部

文学から何がみえてくるか 班長 飛鳥井雅道

荘漠たる表題を掲げて発足 した当研究会も一年目

を終了しようとしている｡初年度は自己紹介を兼ね

た報告の積み重ねと,文学理論研究の出発点として -

の宣長の 『紫文要領』をとりあげた読書会との二本

立てで,かなり濃密な研究会を持てた｡

個々の班員の守備範囲は広汎であるが,これまで

の報告では,｢近代｣｢テクス トの構造と理論化｣

｢身体表現｣など,いくつかの論点への収束の可能

性がうかがえる｡次年度はこれらの動きに方向を与

える形で議論を進めてゆきたいO

班員 飛鳥井雅道 宇佐美賛 大浦康介 佐々木

克 鈴木啓司 富永茂樹 平田由美 藤田隆則 村

田裕子 (以上所内) 浅見洋二 (山口人) 荒井と

みよ (大谷大) 池田浩士 井上健 加藤幹夫 木

村崇 三原弟平 君島正 (以上教養部) 米非力也

(金蘭短大) 須田千里 (光華女子大) 谷川恵一

(高知大) 藤元優子 松村耕光 (以上大阪外大)

生田美智子 堀田桂子

1988年

1月11日 準備会議 全員

富IIJの伏姫- ｢幻界｣の構想 ･序説

の 1 飛鳥井

4月12日 虚構の時間と時制の形式 平田

26日 紫文要領 飛鳥井

5月10日 モーパッサンと群衆 富永

24日 紫文要領 藤田

6月14日 エロスとことば-アポリネールの恋

愛書簡 宇佐美

28日 紫文要領 須出

7月14日 ビルマにおける ｢近代｣小説 堀田

･, ,, 『不如帰』と親段 し 谷川

7月15日 メロドラマの歴史と構造 加藤

ク ケ フランス日記体小説研究 大浦

9月 1日 異文化テクストとしての身体(1性 田

〃 〃 演技を通じたテクストの読み 藤田

9月 2日 坪内道蓮の夢一進化論と伝統一

飛鳥井

･, ,, (美しきインドネシア)考

(ゲスト.スピーカー 束南ア研 ･

土屋健治)

10月25日 レールモントフの散文における (請

り)の変容 木村

11月 8日 柴文要領 平田

11月22日 女主人公の不機嫌一近代小説と病気

荒井

近代日本のアジア認識 班長 古屋哲夫

本研究は,近代日本においてアジアという言葉が,

どのよう到着報にもとづき,どのような目的のもと

に使用されてきたかを,明らかにしようとするもの

である｡そしてそのためには,(1)アジアからの情報

が日本にもたらされる道筋と仕組,(2)日本人のアジ

アへの要求のあり方と進出の仕方,(3け ジアの観念

を利用した日本人の国民的使命観の創出,などの関

題を検討することが必要となる｡

班員 古屋哲夫 奥村弘 杉本俊宏 藤井謙治

山室信一 I11本有造 横山俊夫 (以上所内) 松尾

専売 筒井清忠 (以上文学部) 永井和 (立命館

大) 秋定義和 (池坊短大) 尾崎ムゲン (大阪女

子大) 掛谷幸平 (立命館大) 桂川光正 (大阪産

業大) 木坂順一郎 (竜谷大) 小路田黍直 (奈良

女千大) 三川譲二 (京大研修員) 藤永壮 森田

一彦 三宅栄治 張恒 (以上京大大学院) 小泉洋

(六甲高校) 斎藤勇 (愛知大学) 里上竜平 (桃
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人 文 学 報

谷高校) 須崎慎一 鈴木正幸 (以上神戸大) 副 揮 幸 (大阪大) 三浦国雄 〔人阪市大) 横EU冬

島B7uJ- (和歌山人) 武邦保 (同志社女子大) 山 彦 月中戸大)

本明 出中真人 (以 目口J志社大) 福井l自二秀 (京都 1989年

文化短大〕 伊藤之雄 (京都女子薬科大) 溝部英

幸 (京産人)

1989年

1月23H 前近代 日本の "アジア"イメージ

藤井

2月 6日 ｢改造｣｢中公｣論説にみる中国観

三 宅

2月20日 書評 :岩波近代 日本思想体系 ｢対外

観｣ 奥村

4月17日 東邦協会と稲垣満次郎 山室

5月15日 書評 ･岩武照彦 ｢南方軍政論集｣

山本

6月5日 政教社のアジア認識u 古屋

6月19日 雑誌 ｢大大阪｣にみるアジア認識

里 卜

7月10日 日露戦後溝川商工業者移民について

柳沢

9月18日 雑誌 ｢黒龍｣にみるアジア認識

桂川

10月16日 国民同盟会の思想 古屋

11月6E] 加藤 一夫のアジア認識 三原

11月20日 柳田国夫のアジア認識 福井

12月4日 教科書にあらわれたアジア 尾崎

貝原益軒とその時代 班長 横山俊夫

17世紀後半から18世紀初頭にかけての安定期 日本

社会の性格を考えるため,日原益軒の著述を学際的

な視野から検討 しているo益軒の知的活動の広さと

読者層の多様さが,その著述に独特の社会性を与え

ていたと考えられるからである｡

初年度にひきつづき資料輪読に重点を置いているo

ただし,後期より,個別テーマによる発表 も増 して

いる｡なお本年の客員として,ハーバー ド入学から

ハロル ド･ボライソ教授,オ ソクスフォー ド大学か

らジェイムス ･マックマレン博士を迎えた｡

班員 塚本明 富永茂樹 平田由美 藤井譲治

ハロル ド･ボライソ ジェイムズ ･マ ブクマ レン

三浦秀一 番谷邦夫 山本石造 横山俊夫 (以上所

内) 梶山雅史 (岐阜大〕 白幡洋二郎 (国際日本

文化研究センター〕 辻本雅史 (光華女子大) 探
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1月23日 『君子訓』 仁

『京城勝覧』洛外

2月6日 ク ',

『i!.子訓』中

13日 ケ 〃

『京城勝覧』洛外

20日 ′ケ ''

『君 7-訓』｢f･

27日 『京城勝覧』洛外

本

山

山

凹

幡

出

井

揮

永

山

横

板

松

白

平

藤

深

富

4月24E] 徳川暮府の権力とその限度

空中勲男

5月8日 『慎思録』巻12｢養生｣ 三浦秀

･, ,, #lr1

15日 『性理字義』 と日本儒学

J･タ-カー

22日 『憤思録』巻12｢養姓｣ 横田

･･ ,J やLL.i

29日 益軒と文学 深揮

6月5E] 近世前期における大名の侍講 藤井

12日 『憤思録』巻12｢養生｣ 白幡

'y '/ 梶山

19日 『篤信一世用財記』考 山本

26日 『憤思録』巻12｢養生｣ 平田

･, ,, 辻本

7月 3円 『河内屋叶止旧記』について

H ･ボライソ

10月 2日 近世都市社会のおどし 塚本

9日 『寛文日記』寛文 1I2年 横田

16日 『神祇訓』考 横Ill

伊藤仁斎 『童+閃』抄 三浦秀

23日 『篭文日記』寛文 2･3年 深洋

本卓関係図譜類について 白幡

30日 見学 ｢京 自治の源流｣展,於京都

市歴史資料館 全員

11月 6日 熊沢蕃山と京都

Ⅰ･∫･マ ックマレン

13E] r寛文日記』寛文 4年 藤井

『和俗童子訓』 と昏彪 『読書作文譜』

梶1rI



藁

20口 『竜文日記』案文 5年 白幡

27日 ,, 寛文 6年 券谷

12月4日 『大利俗訓』について 辻本

｢満洲国｣の研究 班艮 山本有造

本研究は,日本の植民地支配の主裳な一環をなし

た ｢満洲｣ 中国東北地域一につきその最終形態で

ある ｢満洲凶｣期に焦点をあつめ,そこでの支配の

実態を総合的に (政治的,経済的および文化的諸側

面,ならびに日本植民地史的および中国地方史的ア

プローチを合せて)究明しようとする｡ 1年間の準

備会ののち,1987年4月より正式に発足し,税春隔

週月曜日に研究会を開いている｡

関内における関係研究者の数が限られているため,

関東方面からゲスト･スピーカーを招 くなどして報

告の幅を広げるよう努)Jしている｡

班員 山本有造 奥村弘 古屋哲夫 村田裕子

山室信一 (以上所内) 岡田英樹 (立命館人 ･文)

副島昭一 (和歌山大 ･経) 仲村成雄 (大阪外大 ･

外国語) 松野周治 (立命館大 ･経) 松本俊郎-

(岡山大 ･経)

1989年

1月30日 1930年代前半の満鉄経常について

金子文夫(ゲスト)

2月27日 ｢満州国｣研究の政治史的意義 山室

4月24日 打合せ会 全員

5月8日 ｢満州｣の郷土文学 LuT ｢線色的

谷｣を軸に一 岡田

5月22日 ハンドブック ｢満州国｣の作業につ

いて 松本

6月12日 日満産業統制委員会について 松野

6月26口 在満機構改革問題について 古屋

7月10日 日露戦後日本人商丁業者の ｢満州｣

進出 柳沢遊(ゲスト)

9月25日 満州帝国憲法草案をめぐって 11｢室

10月9日 満州離別摘Uに関する基礎的考察

奥村

10月23日 関束州貿易統計論 山本

11月13日 中国における東北文学研究の概況

岡田

11月27日 ヤルタ協定と戦後中国東北地域政治

丙村

12月11日 満州国の治外法権撤廃 副烏

報

明治維新期の研究 班長 佐々木 克

現在の日本近代史研究の傾向は,かつて明治維新

を,絶対主義天皇政権の誕牛とみなした見解から,

論者によって様ざまな註釈がつけられながらも,そ

れはブルジョア革命であった,とする理解が主な潮

流となっている｡こうした変化をもたらしたのは,

政治と党派という外的要凶を別にすれば,理論と解

釈の深化というより,60年代後半から急速に展開し

た,地方自治体史の編さんの川行にともなう史資料

の発掘と,公 ･私文書の大量の公開 ･刊行という,

史資料における新たな研究状況の発生がその最人の

要因といえよう｡しかしながら,明治維新について

の発言は,ほぼ近代史の研究者に限られ,また新史

料も必ずしも充分に消化 ･吸収が出来ているとはい

い難い｡そこでこの研究班では,近川:史研究者の協

ノ｣を得て,およそ以下のような方法で研究会を進め

ているo(訂新史料を把握した上で,研究史の再検討

を試みる｡②明治維新を化政期から憲法体制成立期

(およそ19世紀全体)に生る長い時I/.7の中で考える｡

③政治 ･思想 ･文化 ･経済 ･社会等々さまざまな分

野からのアプロ-チを,ジャンルにとらわれない発

想で分析するr/④従来は主として維新の変革の血に

視点を注ぎがちであったが,連続の面にも留意する｡

以上のことを基本的な方針として設定し,とりあえ

ず各自の問題関心と当面のテーマをもとに研究発表

と討論で研究会を運営している｡本年度の研究発表

は以下のごとくであるが,しばらくはこうした個別

研究を進めて省くつもりである｡最終的には,明治

維新とは如何なるものであったか,ということを明

確にすることを目標としている｡

鉱員 佐々木克 飛鳥井雅道 奥本1弘 谷LLl正道

塚本明 平田由美 藤井譲治 山本有造 (以上所

内) 青山忠正 (大阪商大) 池田宏 (滋賀県立図

書館) 井上章一 園田英弘 (以l二日文研) 今西

一一 鈴木祥二 (以 卜立命館大) 小股憲明 (大阪女

子大) 高久嶺之助 (同志付人) 辻ミチ子 (宇治

市歴史資料館) 辻本雅史 (光華女子大) 原田敬

一(大阪大) 薮田賢 (橘女子大) 高木博志

1989年

1月20日 幕末に於る ｢大和｣の発見 飛鳥井

2月3日 19世紀の都市編成について 原田

2月17日 戯作から近代小説へ 平田
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4月21日 都から首都へ 佐々木

5月26日 近代天皇制の文化的統合と大利

高木

6月 9日 明治国家に於る位階について 藤井

6月23日 書評 『開港と維新』 奥村

7月7日 幕末維新期大和の社会情勢と村役人

層 谷山

9月22日 明治維新期の天皇と華族 佐々木

10月13日 維新政権の対外理念と政策決定

青山

10月27日 明治前期に於る近江水口藩の士族に

ついて 池田

11月17日 明治維新史学会と共催研究会

11月24日 兵庫県に於る初期民会について

奥村

12月8日 明治期京都府の教育政策と府会

小股

西 洋 郡

諸宗教の比較研究 班長 山下正男

1989年3月をもって本研究は終 †し,その成果は

『人文学報』65号を本研究特集号として発表 した｡

法的思考の研究 班艮 山下正男

20世紀における論理学の研究はまことにめざまし

いものがあるが,そうした論理学はすべて存在の論

理学と呼ばれるべきであって,当為の論理学の研究

は大そうおくれている｡本研究はそうしたアンバラ

ンスを是正することを目的とする｡

そのために(1)義務論理学 (deonticlogic)の確立,

(2)法律家たちの硯場における法的思考法の分析,(3)

一般人の倫理 ･道徳の場における思考上の分析,等

の諸作業をおこないたい｡以上の作業は論理学,法

学,倫理学の各分野の専門家たちが共同しておこな

うものとする｡

姓員 山下正男 井狩摘介 (以上所内) 足立幸

男 (教養部) 阿部昌樹 川浜昇 EEl中成明 山本

克己 (以上法学部) 浜野研三 (文学部) 今井弘

追 (北大) 植松秀雄 江口三角 (以上岡山大)

亀本洋 (金沢人) 服部高宏 (国学院大) 平野仁

荏 (三重大) 深田二徳 (同志社大) 松浦好治

(大阪大) 森際康友 (名古屋大) 若松良樹 (東

和大) 玉木秀敏 平井亮輔 中山竜一

学 報

1989年

4月28日 研究会の基本方針 全員

5月12日 義務論理学は法律にとって有効か

山下

5月26日 法学上の認知主義 亀本

6月9日 法的思考について 田中

6月23日 弁証概念 植松

7月14日 判例法の思考方法について 松浦

10月13日 法思考における経済的 ･政治的合理

性に背 く特質について 森際

10月27日 帰結主義の射程 若松

11月10日 法の射程 服部

11月24円 政策評価の論理 足立

12月8日 法的推論の経験的研究の可能性

阿部

国家の比較史的研究 班長 中村賢二郎

本研究では,前近代における国家の諸機能が考察

されたO蛙員の関心は,王権のイデオロギー,民族

と国家,国家の諸制度,とりわけ財政制度にほぼ収

赦 し,予定どおり1989年3月で研究会活動を終えた｡

また,1989年3月には,共同研究報告 『国家一理念

と制度-』が,人文科学研究所より刊行されている｡

班員 中村賢二郎 梅原郁 谷泰 前川和也 横

山俊夫 藤井譲治 甚野尚志 (以上所内) 川北稔

江川温 (以上大阪人) 早川良弥 (梅花女子大)

鈴木利幸 (神戸大) 野村雅一 (国立民族学博物

館) 井上浩一 大男俊二 (以上大阪市大) 白幡

洋三郎 井上章一一(以上凶際 日本文化研究センタ

ー) 阿河雄二郎 (大阪外人) 田中峰夫 (甲南

大) 川島昭夫 (神戸市外大) 山辺規子 (京都橘

女子人)

1989年

1月10日 Hellhy,MedleValHousehold:紹介

と論評 大黒

2月7日 サンクト･ガレン寄進証署における

中世前期の家族 早川

家族とハウスホール ドの比較史的研究

班長 前川和也

⊥業化以前の社会では,｢家族｣ないし ｢ハウス

ホール ド｣が個人と社会,国家をつなぐ結節点とし

て機能した｡本研究では,前工業化社会の ｢家族｣,

｢ハウスホール ド｣の多様性を考察するOまた,中,
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案

近世ヨーロソバのみならず,19世紀西欧,古典古代,

古代由アジア,イスラム,日本,中国をも視野に入

れている｡本年度はとりわけ,｢家｣の成員にかか

わる諸問題,家系 ･家門意識,血縁的紐帯のもつ意

義,ライフサイクルの諸問題,｢家｣継私 相続の

制度的物質的基盤などに班員の関心が集まっている｡

班員 前川和也 岩熊幸男 井野尚志 田中雅一

富永茂樹 横山俊夫 (以上所内) 夫馬進 (学内)

阿河雄二郎 南川高志 (以上大阪外大) 井上浩一

大黒俊夫 (以上大阪市大) 江川温 川北稔 (以上

人阪大) 川島昭夫 (神戸市外大) 川本正知 (奈

良産業大) 鈴木利章 (神戸人) 田中峰夫 (甲南

大) 波多野敏 (京都学院大) 早川良弥 (梅花女

子大) 山辺規子 (京都橘女子人)

1989年

4月 18日 AnthropologyoftheltallanRe一

malSSanCe PeterBark

(Univ.ofCambridge)

5月9日 老人と家族と⊥業一研究ノート(1)

川北

5月16日 16世紀サマルカンドの-遺言状

-イスラム法学における家族と遺

産相続 川本

5月23日 18世紀日本の ｢家｣意識についての

覚書 横山

6月 6日 清末の保嬰会 夫馬

6月20円 14･5世紀フランスにおける貴族家

門の形成と破綻 田中(峰)

6月27日 近世フランスの奉公人の世界 阿河

7月4日 親族 ･系族 ･祖先-12世紀北欧貴族

の場合 江川

9月12日 Thehistoryofmannersandpollte一

messinearlymodem England

KeithThomas

(Univ.OfOxford)

9月19日 日本中世の家と女性 田端泰子

(京都橘女子大)

9月26日 紋章学,系図学と人名学(1) 鈴木

10月 3日 ローマの家族と女性

一前提的知識と近年の研究動向

南川

10月17日 西欧中世の家と家政学(1) 甚野

報

10月24日 フランス,アンシャン.レジームに

おける ｢結婚の約束｣と性 波多野

10月 7日 中世中期 ･北イタリアの貴族家系

山辺

10月21日 親族名称に関する若干の資料

-7世紀 『エテユモロギマエ』を

中心に 岩熊

11月28H tlT一代メソポタミアの家と家族(1)シュ

メール 前川

12月 5R 相続の格子と家族経済 川島

民族誌記述の方法をめぐって 班長 谷泰

初年度 (1986年度)はおもに,民族誌記述の方法

に係わる議論の批判的紹介に焦点をおいた｡87,88

年度は,個々の瑛員のブイ-ルドおよび関心対称に

応じて,具体的な民族誌的ケース ･スタディの報告

がなされた｡89年度は,各班員が論文執筆を前提と

した報告をおこない,書きあげられた論文について

は合評会をおこなうという形式をとった｡記述の対

象は様々であるが,方法論については共通の問題点

が確認されている｡各班員の論文はほぼ完成してお

り,近く人文書院から出版される予定である｡

班員 谷泰 井狩禰介 田中雅一 藤田隆別 (以

上所内) 市川光雄 太田至 (以上アフリカ地域研

究センター) 菅原利孝 (教養部) 江口信活 (立

命館大) 栗本英世 細川弘明 (以上東京外大)

末原達郎 (富山人) 福井勝義 吉田憲司 (以上国

立民族学博物館) 松井健 (神戸学院大) 松田素

二 (大阪市大) 水谷雅彦 (神戸大) 宮脇幸生

(大阪府人) 棚瀬慈朗 (学振特別研究員)

1989年

1月23日 生成する ｢かたち｣ 杉村和彦

2月 6R SomeprillCiplesandmethodology

エリック･ローラン

2月20日 タイの通婚関係について 西井涼子

4月24日 冗長性の修辞論 菅原和孝

5月22日 民族誌におけるあたりまえの言説の

背後にあるもの 松EEI素二

ヒンドゥ･パンテオンの構造

田中雅一

6月5日 能の化身の ｢語り｣のテクスト構成

藤田降則

民族誌としての旧約五書の語り口
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谷泰

6月19日 秘義の虚構 市田憲司

｢事実｣の多層性と ｢出来事｣の記

述 宮脇幸生

フィールドワークすることと民族誌

を書くこと 栗本英世

7月3日 ザイール ･イソリ地方における贈与

･物々交換 ･現金取引 市川光雄

アフリカ農業の記述と農業民族誌

末原達郎

7月10日 トゥルカナにおける家畜の病気の分

類 太田生

死の儀礼との遭遇 福井勝義

10月16日 なんで人類学するねん 棚瀬慈朗

12月4日 論文合評会 全員

12月11日 超伝達の語り 藤Ef]隆則

トゥルカナの家畜の病気分類太田至

12月18日 論文合評会 全員

知識と秩序- 近代におけるその再編過程

班長 阪上孝

フランス革命をはさんで18世紀後半から1830年頃

にいたる時期は,政治 ･経済の領域のみならず知識

の領域においても人きな革新が進行し,しかも,知

識と社会の関係が大きく変化した時代であるO社会

秩序は神によって与えられたものではなく人間が作

るものだという新たな前提のもとで,秩序の建設の

ための知識の形成,その知識の制度化 ･社会化が重

要な課題となり,またそれにともなって社会におけ

る知識人の集団の問題が現れてくるのである｡本研

究は,この時期の知識と秩序の関係を多角的に検討

することによって,近代社会の問題性をその原点に

おいて把握することを目的としている｡現在,最終

年度にはいり,これまでの成果をふまえた報告書の

刊行を計画中であり,班員各自の論文執筆とその検

討の作業をすすめているO

班員 阪上孝 大浦康介 富永茂樹 光永雅明

山田慶見 (以上所内) 浅田彰 (経済研) 大東祥

孝 (保健診療所) 木崎喜代治 (経済学部) 服部

春彦 (文学部) 石井三記 (和歌山医大) 市田良

彦 (人阪女子大) 岡本明 (広島大) 小西義幸

(大阪市大) 小林清一 (滋賀短大〕芝井啓司 (関

西大) 谷川稔 (奈良女子大) 田中秀夫 (甲南

学 報

大) 西川長夫 (立命館大) 林学 (徳島文理大)

樋口謹- (仏教大)

1989年

1月13日 フランス革命と国家 河野

1月27日 フランス革命と国家のイデオロギー

西川

3月17日 フランス革命における ｢古代｣石井

4月14日 自然と制度 サンージュス トの政治

哲学 市EE1

4月28日 保存と公開-フランス革命期の ≪文

化行政》をめぐって 富永

5月19R R台volutlOnfrancaise:laquerelledes

interprとtations Domenach

5月26日 百日天下論一政治的自由主義の軌跡

岡本

6月9日 イデオローグにおける知識と秩序

阪上

6月23日 カバニスの心身論(2) 大東

7月7日 確率的知識と社会技術 コンドル七

を読む 浅田

9月22日 共和政とデモクラシーージェファ

ーソンとジャクソこアン 小林

10月20日 理工科学校の設立について-フラン

ス革命と知識(4) 富永

10月27日 まとめの方rETほ めぐって 全員

11月24日 LaHarpe :Dufanatl'Smedan5hz

languere'volut10nnaZ're.について

人浦

12月15日 フランス革命期の司法制度と弁護士

会廃lL 石井

12月22日 フランス革命と国民統介 丙川

伝統文化の構造一古代インドとインド･ヨーロッパ

諸民族の文化比較一 班長 井狩禰介

第3年度の本研究班は,前年度に引続いて北西イ

ンドのカシミール地域におけるヒンドゥーイズムの

伝統文化がどのように編成されたかの諸問題を,同

地黄ll;のヒンドゥーイズム文献 ｢ニーラマタ｣を中

心に検討を進め,同テクストの全体の会読を終える

ことができた｡引続き,儀礼,暦法,聖地伝承神話

などの中心主題に関して,ヒンドゥーイズムの他の

同種文献,後代の綱要書 (ダルマこパンダ)などと

の比較を通じて本テクストの内容の特徴を明確化す
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る作業に移っている｡また,新写本を含む関係諸写

本の検討から,本テクストの最終編纂に至る過程に

ついての新たな知見も得られている｡目下,研究の

総括に向けての諸作業を進めつつある段階であるC

班員 井狩禰介 ミヒャエル ･ウイッツェル 船

山徹 山下正男 (所内) 狩野恭 徳永宗雄 御牧

克己 (以上文学部) 赤松明彦 (九州大) 永ノ尾

信悟 (国立民族学博物館) 榎本文雄 (華頂女子短

大) 黒田泰司 八木徹 (以上大阪学院短大) 島

岩 引田弘道 (以上愛知学院大) 正信公章 渡瀬

信之 (以 ヒ東海大) 竹中智泰 (常葉学園大) 中

谷英明 (神戸学院大) 林隆夫 (同志社大) 藤井

正人 (大阪大) 矢野道雄 山上誼道 ぐ以上京都産

業大)

フランス ･ロマン主義の研究 班長 宇佐美 斎

前年にひきつづき.フランス ･ロマン主義の多角

的な分析とその綜合をめざして,各班員の口頭発表,

討論を中心に研究会を積み重ねた｡活動開始後3年

日にあたる4月以降は,以下の3つの視点に着目す

るかたちで研究報告がなされた｡(1)転換期の時代の

流れと社会変動の関わりのなかで浮かびあがるロマ

ン主義的芸術家像の諸相｡(2)言語芸術と空間芸術と

の関わりに着目しながら,ロマン主義がヴィジョン

の記述史に残した足跡を迫尋する｡(3)ロマン主義に

おける ｢私｣の問題｡今後は,1991年春の研究成果

報告書の出版に向けて,さらに努力を積み重ねる所

存である｡

班員 宇佐美粛 大浦康介 阪上孝 鈴木啓司

(以上所内) 浅田彰 (経済研) 稲垣直樹 (教養

那) 井上輝夫 (慶応大) 柏木隆雄 (末阪大)

柏木加代子 (京都市芸大) 小西嘉幸 (大阪市大)

小山俊輔 (立命館大 ･非) 島本淀 (帝塚山学院

大) 丹治恒次郎 (関西学院大) 露崎俊和 (千葉

大) ピェ-ル ･ドゥヴォ- (甲南女子大) 内藤

高 (同志社大) 西川良夫 (I.7_命館大) 丸岡高弘

(南山大) 吉田典子 (神戸大)

1989年

1月14日 ｢純な心｣の小説空間について

柏木(加)

1月28日 フランス ･ロマン主義絵画-のアプ

ローチ- ｢風景画｣成立を巡って-

島本

報

2月25日 ロマン主義における自我の諸相-ユ

ゴーを中心に 一 稲垣

3月25R モJ )ス ･ド･ゲランとロマン主義

宇佐美

4月15円 ベルトランの詩法とロマン主義時代

の光学魔術 吉日

5月20日 ｢あほう烏｣を読む-ボードレール

の1859年- 小山

5月27日 スタール夫人論J]-r細exionとen_

thouslaSme- 鈴木

6月10日 Durasdesplanches ドゥヴォ-

6月24日 Le"hbrosromantique"etlanarra-

tion 大浦

7月8日 ドイツ･ロマン主義とフランス ･ロ

マン主義-Drコ-レフを巡って-

(ゲスト)前川追介

9月16R Sainte-BeuveのVolupt占.ロマン主

義,主体,現代性 露崎

9月30日 個人 ･書く行為 ･超越的価値 稲垣

10月21日 ユゴーとクローデルの接点 内藤

10月28日 ｢聖ジュリアン伝｣の構成について

の一考察 和木(加)

11月18日 Balzacの LaMaison du Chat-

qui-peloteの一つの読み方 (ロマン

主義研究の視点から) 柏木(隆)

11月25日 フランス ･ロマン主義風景画におけ

るHorizontailteをめぐって 島本

12月9日 フランスにおけるハイネ-ロマン主

義と民衆一 丹治

12月23日 ルソー･自我とテクストー分身論の

視点から- 小西

東 方 部

中国近世の法制と社会 班長 梅原郁

唐代において一つのピークに逢した中国の法則は,

所謂 ｢律令制度｣との関わりの面から,従来より日

本でも多くの研究者の関心を引きつけてきた｡また,

元代の法制に関しては,F元典章』F通制条格』など

を通して本研究所でも優れた研究成果をあげてきた｡

しかし,その中間にあり,しかも中国法制史におけ

る注目すべきエポックでもある宋代の法則について

紘,これまで必ずしも十分に究明されてきたとは言
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い難い｡本共同研究では,南末の 『慶元条法事類』

と,最近その存在を知られるようになった明坂 F名

公害判清明集』の会読を通じて,律令時代から勅令

時代への移行,地方末端での法規の具体的運用等の

問題を,様々な視角から研究する｡現在,毎週 F条

法事類』と 『清明集』とを交互に読みながら,問題

点を検討しつつ,現代語訳と詳注を作成している｡

本年度は,前者を巻十二 ･職制門九まで,後者は巻

十凶 ･懲悪門を読了した｡

中国科学史文献研究 班長 山田慶鬼

一九八七年度から ｢中国科学史文献研究｣班を組

織 し,三か年の予定で,これまであまり取り上げて

こなかった諸種の文献の検討を進めている｡とりあ

げる文献は大きく二つに分かれる｡一つは,最近出

土 した科学文献のうち,『新発規中国科学史資料の

研究 ･訳注篇』を公刊 した時点以後に公表されたも

の｡これはすでに訳注の作成を終えている｡一つは,

中国科学の個々の達成よりむしろ,中凶科学の方法

･思想 ･組織,あるいは外国の知識の受容過程にわ

たる文献｡これまでに数学 ･天文学 ･本草 ･建築な

どの文献数種を読みすすんできた｡会読にとりあげ

た文献はすべて訳注を作っている｡また最終年度に

あたり,全員が別に研究論文の執筆をすすめている｡

これらをあわせて,一九九〇年度にはなんとか出版

の目途をつけたいと考えている｡

1989年

1月31日 AWorkontheMaleriaMedzcaln

theTaoIStCanonFabrlCIOPregadio

2月21日 中国庭園の初期的風格 田中淡

4月18日 湯液について 摩育群

5月23日 伝統社会における知識人の技術観

山田慶兄

6月27日 崇禎改暦と ｢見界総星岡｣橋本敬造

7月15日 周易参同契における同類の思想

村上嘉実

9月26日 陰陽と式占 山田産児

10月19日 緊東南個黍考査記 田中淡

11月7日 中国における科学史研究の近況

杜石然

11月14日 江南製造総局と科学技術文献

橋本敬道

11月21日 F素問』与 F笠松』中的眠診研究
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摩育群

文人の生活 班長 荒井健

1986年より向う5年の予定で,旧中国の文人の生

活全般について,｢江南文人の研究｣班の成果をふ

まえ,精神的 .物質的両面から綜合的な検討を行っ

てみようという目標で,本研究班を発足させる｡旧

江南文人班よりほ一層広範 ･包括的な題目をあえて

選んだのは,班員のおのおのの関心のありようから

して,研究対象をむしろ限定しないほうをよしと考

えたためである｡研究の進めかたとしては,旧班と

同じく,各分野の報告と並行して,明代16世紀末の

最も広範歯の文人趣味文献たる ｢連生八牒｣の内容

を検討して行く｡今期は清修妙論 ･四時調摂の両棲

に眼を通 した｡なおこれまで会読を続けた ｢長物

志｣は第8巻を読 f,全巻の訳注稿を整理中｡

1989年

1月13日 文人と隠逸 (再続) 茂木信之

4月28日 坂出祥伸氏に聞く ｢明清の養生術｣

6月9日 神田先生旧蔵善本観書

6月23日 李遠国氏に聞く ｢明清養生術の流派

について｣

9月29日 明末紹興の庭園記一祁彪佳 ｢寓山

志｣について 荒井健

10月6日 雲煙と中国文化 合山究

12月22日 李後主の文房趣味 村上哲見

目鋸学の諸問題 班長 尾崎雄二郎

今年度,｢日録学の諸問題｣姓の目録班 (A班)

では,前年度に引続き黄杢烈 『士礼居蔵書題践記』

の会読を進めた｡

一九 小学姓 (B班)は,語学をテーマとする各

班員の研究報告を行なった｡

古史新証 班長 林巳奈夫

前年に引き続き,中国新石器時代から秦漠時代ま

でのLT.土資料に関する諸問題について,班員の研究

発表を隔週で行い,1989年3月で三年間の共同研究

を終了したo過去一年間に当班で発表されたものの

幾つかを,『古史春秋』第六号として1990年 1月に

公刊する予定｡

4-8世紀の中央アジアとインド 班長 桑山正進

1986年4月より5年計画で開始した研究班の目標

(東方学報第59冊,604頁参照)のうち,悟空行紀の

現代標語と注釈との作成は,1989年 1月より6月ま



案

での期間に,吉田豊 ･桑山正進 ･榎本文雄 ･船山徹

･武内細入 ･中谷英明 ･高田時雄 ･稲葉穣 ･衣川強

･小野浩 ･井谷鋪道の担当で全文を終 了した｡テキ

ストは,高麗本 ･大正蔵経本を併用 し,シャヴァン

ヌ仏訳 とスタイン注釈 とを参照｡なお,4月には

CollとgedeFrance教授 GerardFussman博士 を招

碑 し,カラコルムハイウェイ沿いに関する最近の仏

教美術 ･碑銘発見とその解釈について3回の講義を

お願いした0 9月からは訳注の公刊にむけて 『往生

天竺国伝』の訳文の詳細なチェックと執筆分坤を行

った｡

六朝道教の研究 班長 吉川忠夫

発足から四年目をむかえた本研究班は,梁の陶弘

景が編纂 した F真話』七篇仝二十巻のうち,第一巻

から第七巻のなかばまでと,第十九 ･二十巻との訳

注をおえたoまたその間,下記の研究発表を行った｡

1月18日 F真詰』中の押韻字に見える呉語現

象 赤松祐子

2月15日 心如明鏡還是泉流 ?一両宗禅心性説

影響於中国詩論的一個側面 孫昌武

5月31日 尋薬から存恩へ- 『神仙伝』 と 『実

話』とのあいだ 小南一郎

6月28日 日中無影 吉川忠夫

10月4日 大洞真経三十九章について

番谷邦夫

11月 1日 唐代楼観考一欧陽誼撰 ｢大唐宗聖観

記｣碑を手掛かりに 愛宕元

11月29日 方諸青童君をめぐって 神壕淑子

1920年代の中国 班長 狭間直樹

本研究会は ｢国民革命の研究｣班の成果をふまえ

ながら,研究対象とする時期を ｢20年代｣にしぼる

ことによって,新しい視角から国民革命期の中国を

報

1月20日 五四時期家族論の背景 小野和子

1月27日 陳独秀の ｢二回革命論｣ 江田憲治

4月28日 1920年代の出発点としての五四運動

研究の最近の動向 狭間直樹

5月12日 愛国布は亡国布 ? 森時彦

5月19日 山丁における<郷土文学>村田裕子

5月26日 ポロデインの中国戟略 松尾洋二

6月2日 宋数仁と陽明学 竹内弘行

6月 9日 二十世紀初頭の社会調査資料を探し

もとめて 中村哲夫

6月16日 梁赦漠と毛沢東 河田悌-

6月23日 1920年代の国粋思想 森紀子

6月30日 1920年代の文学的諸問題 萩野修二

7月7日 察鍔与護国戦争 曾業英

9月29円 五四運動前後の王光祈 小野信爾

10月6日 中国における協同組合思想の受容

菊池-降

10月13日 黄輔軍官学校と朝鮮の民族解放運動

水野直樹

10月20日 五四時期の中国に於けるマルクス主

義の受容 石川禎浩

洋関の成立に関する一考察

岡本隆司

10月27目 論五四時期的合作主義思潮 張允侯

11月10日 外国資本主義与中国社会発展

李時岳

11月17日 20年代広東の土匪 ･民団 ･農民自衛

軍 蒲豊彦

11月24日 雀秋白と国民革命論 江田憲治

12月 1日 察元塔の女性観 石田米子

12月8日 辛亥革命期のアナーキズム

内藤明子

とらえなおそうとするものである｡各班員は,政治, 中国中世の文物 班長 砺波護

経済,社会,思想,文化などの諸テーマについて研 本研究班では昨年に引き続き,隔週水曜日の研究

兜をすすめている｡また,国外の研究者とも交流の 会で,秦漢から五代に至る時代の出土文物に関する

機会をもつようっとめている｡7月 7日曾業英氏 姓員の研究発表が行われた｡89年の発表題目は以下

(中国社会科学院近代史研究所副研究員),10月27日 のとおり｡

張允侯氏 (同前),及び11月10日李時岳氏 (広東省

歴史研究所研究員)の報告はそれぞれ本研究所来訪

のおりにお願いしたものである｡89年の研究報告は

次とおりである｡

1月13日 銭荘から銀行へ 川井悟
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1月25日 郭氏家廟碑について 辻正博

5月10日 唐代柴陽難民と本貫地の関係

愛宕元

5月24日 漢代エナナ川流域の関所とその機能

富谷至



人 文 学 報

6月7日 貴紙と白簡 中村幸爾 ているOまた研究会と平行 して,致怪漢筒と研究所

6月21日 扶風法門寺の出土文物,関係碑刻お 未収の石刻資料を写真カー ド化する作業も進行中で

よびその歴史 気賀沢保規 ある｡本年の訳注 ･研究発表の担当者は以下のとお

7月5日 京都大学威唐墓誌二種一段会墓誌と り｡

荏程夫人都民合甜墓誌 砺波護

9月27日 唐李賢墓 ･李重潤墓嘩画の山水表現

について 河野道房

10月 1日 前漢の中朝をめぐって 藤田高夫

10月25日 漢長安城未央宮 3号建築遺比につい

て 佐原康夫

11月8日 南朝帝陵の石獣と樽柿 曽布川篭

11月22日 F臣軌』′ト論 唐代前半期の国家と

国家イデオロギー 渡辺信一郎

12月6日 計算機を用いた中国文献研究の硯状

勝村哲也

中国舌代礼制研究 班長 ′ト南一郎

1989年4月より,五年の予定で開始された本研究

班は,中国古代社会における礼制度の機能,および

礼の伝統が ｢礼学｣として後世に伝承される諸様相

を明らかにしようとするものである｡具体的な作業

としては,三礼の内の ｢周礼｣を取 りしげ,その中

でも宗教的な色彩の濃い春官篇を,本文と鄭玄注に

対して訳誌を付けながら読んでいる｡基本のテキス

トとして選んだ貢公彦の疏は,議論が煩環で,なか

なか解読が進行せぬのであるが,出版できるかたち

に纏める予定である｡こうした作業と並行して,吹

のような研究発表が行なわれた｡

6月27口 腹柏の ｢礼記解話｣について

池田秀三

10月24日 銭穆 ･顧頴剛の ｢周礼｣理解をめぐ

って 仲畑信 木島史雄

11月28日 ｢周礼｣真偽之争及其書写成的真実

依拠

中国社会科学院歴史研究所 劉起鉦

客 員 部 門

漢代出土文字資料の研究 班長 永田英正

本研究では昨年に引き続き,主として漢代石刻資

料の釈読を進めている｡班員が分担して作成した訳

1月20日 李弁西狭項 ･析里楕郵閣類

大川俊降

2月 3日 張景碑 ･侍廷里父老弾買田約束石券

粗山明

4月21日 高陽令楊著碑 ･ヂ宙碑 吉本道椎

4月28日 嵩両少室閑 ･開母開 ･堂渓典請的嵩

岳銘 佐原康夫

5月19日 史農前 ･後碑 松井嘉徳

5月26日 孔苗碑 ･張遷碑 角谷常子

6月 9日 漢墓の外表施設と内部構造 〔発表)

岡村秀典

6月16円 三老諒字忌日記 ･哀安碑 ･哀歓碑

船越倍

6月23口 元氏封龍山頚 ･紀三公山碑

江村治樹

6月30日 訪中中間報告一北京 ･西安 ･蘭州一

概1日明

9月22R 嵩山大室閑銘 ･郷他君石両生題記 ･

安回向堂題記 佐原康夫

9月29円 百石卒史碑 ･韓仁銘 杉本憲L71

10日6日 桐柏涯廟碑 ･固令趨君碑 辻正博

10月13日 王孝淵墓碑 ･モ孝淵墓門残碑 ･二公

山神碑 富谷幸

10月20日 候史広徳坐罪行罰轍について-兼ね

て候史の職掌を論ず- (発表)

永田英正

11月10日 貫武仲妻馬氏墓記 ･契敏碑

杉村邦彦

11月17日 劉平国摩崖 ･吹角覇摩崖 ･劉熊碑残

石 永田英正

11月24日

12月 1日

口臨為父作封記 ･衡方碑 稲葉一郎

白石神君碑 小南一郎

Ⅲ 個 人 研 究

日 本 部

注を毎週の研究会で検討し,残欠の少ない長文もの 日本近代文化史の研究 飛鳥井雅道

は大体読み終えた｡班員の研究発表を折々に行われ 日本ファシズムの研究 古屋 哲夫
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植民地経済の研究 山本 有造

廃藩置県の研究 佐々木 克

文化史および文明史としての国民国家の形成

日本近世社会における政治権ノJ

政治文化の中の社会理論

日本帝国主義の経済構造

日本近代文学の研究

近代日本形成期における地域構造

日本近世の地域社会の研究

横山 俊夫

藤井 譲治

山室 信一

杉本 俊宏

､1(田 由美

奥村 弘

塚本 明

西 洋 部

ドイツ宗教改革史 中村賢二郎

酉洋論理思想史

社会的和互行為の解読

思想と制度

シュメール行政 ･経済文書の研究

インド世界の儀礼の研究

フランス散文詩の研究

群衆規象の社会学

南アジアにおける宗教と社会

文学理論の研究

山下 正男

谷 泰

阪 L 孝

前川 和也

井狩 禰介

宇佐美 斎

富永 茂樹

田中 雅一

大浦 康介

ヨーロ ソバ12t"二紀の論理学と意味論 岩熊 幸男

社会構造の概念に関する社会哲学的考察

浅田 彰

西欧中世の身分論と社会メタ77- 甚野 尚志

デカダンス文学における自己矛盾の研究

鈴木 啓司

音声形式の記述と分析 藤田 隆則

フレデリソク ハリスンとイギリス実証主義

光永 雅明

東 方 部

中国音韻史の研究

段周文物の考古学的研究

中国の詩学

宋代の官僚制度

六朝惰暦精神史

隔騎政治社会史研究

五四時期中国社会主義の研究

尾崎雄二郎

林 巳奈夫

荒井 健

梅原 郁

吉川 忠夫

砺波 護

狭間 直樹

ポスト-クシャーン期中央アジアの考古学的研究

棄山 正進
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tt]代中国における説話伝承の研究 小南 一郎

中国古代の医学と思想 山田 慶晃

中国中世土地所有制の研究 勝村 哲也

六朝道教思想研究 委谷 邦夫

中国美術の様式と意味

中匝l建築の様式 ･技法 .空間

近代中国の綿紡織業

敦塩文書の古語史的研究

東北作家の文学

明活学術史の研究

1920年代における中ljil労働運動

清朝前期における士大夫の思想

中国古代都市の研究

漢唐間における天文学と文化

巾l玉1における革命主体形成の研究

中世近世の中l玉I絵idTi研究

曽布川 寛

田中 淡

森 時彦

高田 時雄

村田 裕子

井上 進

江円 憲治

二滴 秀一

佐原 康夫

新井 昔司

小林 敦子

河野 道房

イスラーム勢力進出期のアフガニスタン･北イン

ド 稲葉 穣

唯諸思想研究 船山 徹

中国中世の政治と社会 辻 正博

事 業 概 況

停年退官教授記念講演会

1989年3月16日 午後 1時半 於 本館大会議室

中国占一代の帝と天 林 巳奈夫

近fH:ヨーロッパ社会の底辺 中村賢二郎

感想 ･大学における研究と ｢教育｣ 尾崎雄二郎

1989年 8月

人文科学夏期講座

於 本館大会議室

一生活空間の文化史-

1口 京都の町 (ちょう) 塚本 明

江戸社会へのまなざし H ･ボライソ

2日 孝子のパラダイス -漢代両生考一

佐原 康夫

漢字以外 高田 時雄

3日 革命と伝統 民法典の編纂過程-

阪上 孝

フランス革命と知識

-度量衡の統一と共和暦の制定-
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富永 茂樹

開所60周年記念公開講演会

1989年11月 於 本館大会議室

西欧中世の社会メタフ7- 甚野 尚志

穀食忌避の思想 賓谷 邦夫

軍事からみた近代日本 古屋 哲夫

研究成果の刊行

Ⅰ 紀 要

人文学軸 第64号

義務論理学史素描 山下 正男

ペラダン論 1 『暴民政治の芸術』における

｢デカダンス｣一 鈴木 啓pl

日本近代造船業の成立 (上)一日露戦争前後の三

菱長崎造船所一 杉本 俊宏

日清 ･日露戟間期における新教育勅語案について

小股 憲明

日本陸軍の華北占領地統治計画について

永井 和

多田道太郎教授 略歴 ･著作目録

樋口謹一教授 略歴 ･著作目録

第65号

宗教論序説 宗教的文章の本性について一

山下 正男

｢アブラハムの試練｣,その解釈史の一断面

学 報

沖縄久米島の稲紀祭祭場の仮設性について

伊従 勉

高年齢化社会における宗教観と自然観の非連続性

-キリス ト教の歴史的視点からの-試論-

佐藤 吉昭

宗教の約束するもの一宗教空間でのベクトル計算

山下 正男

微小宗教一個の救済とLtr直しの間にて-

野田 正彰

東方学報 第61冊

中国古代の遺物に表はされた ｢気｣の図像的表現

林 巳奈夫

漠代の官街と属更について 佐原 康夫

壷型の字盲 小南 一郎

漢学の成立 井上 進

王国経の学風を論ず一経史子集の革命的転換一

井波 陵 一

五四運動の精神的前提 惟代英のアナキズムの時

代惟- 狭間 直樹

五四前夜天津学生の意識-南開学校 F校風』を中

心に一 片同 一忠

労⊥神聖の麺包一民国八年秋,北京の思想状況-

小野 信爾

-満州文人の軌跡一穆儒弓と 『盛京時報』文芸欄

村田 裕子

中国近代における機械製綿糸の普及過程

森 時彦

論南宋刑政未明之原凶及其影響一由 ≪名公書判清

明集》所見- 何 忠穂

勝村 弘也 李義山七律集釈稿 (七) 李義山七律注釈班

キリス ト教と科学一魔術に対するニコル ･オレ-

ムの批判一 中村 治

ホージャ･アフラールのワクフ文書 川本 正知

ヴェ-ダ祭式文献にみられる再生観念の諸相

井狩 爾介

仏教パンテオンの発展形態 栢富 本宏

道と気と神一道教教坪における意義をめぐって一

番谷 邦夫

天照大神の運命-キリスト教からみた神道一

村上 一三

｢泥海こふき｣の比較宗教的分析 大橋 良介

- 218

[ 研究報告その他

明未清初期の研究 岩見 宏 ･谷口規矩雄編

1989年 3月31日刊

国家-理念と制度一 中村賢二郎編

1989年 3月31日刊

中匝)古代科学史論 山田 優 先編

1989年3月31日刊

所報 ｢人文｣第35号

1989年3月31日刊
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所 員 動 静

･浅田 彰助手 (西洋部)は,京都大学経済研究所

助教授に昇任 (3月1日付)0

･尾崎雌二郎,林 巳奈夫 (東方部),中村賢二郎

(西洋部)二教授は,停年退官 (3月31日付),京

都大学名誉教授の称号を授与 (4月 1日付)0

･江円憲治助手 (東方部)は,辞任 (3月31日付)

の L,京都産業大学外国語学部講師に転出O

･谷 泰教授 (西洋部)を当研究所長及び附属東洋

学文献センター長に併任 (4月 1日-1991年3月

31日)0

･永田英正滋賀大学教育学部教授は,併任教授 し東

方部)0(比較文化部門,4月1日-1990年3月31

日)0

･谷山正道広島大学助教授は,併任助教授 (E]本

那).(比較文化部門. 4月1日～1990年 3月31

日)0

･山田慶見教授 (東方部)は,国際日本文化センタ

-教授に転出 (4月 1日付),当研究所併任教授

(東方部)0(文化交渉部門,4月1日-1990年 3

月31日)0

･井好捕介,前川和也 (歯洋部)両助教授は,教授

に昇任 (4月 1口付)0

･高田時雄助教授 (東方部)は,京都大学教養部よ

り配置換 (4月1日付)o

･大浦康介助教授 (西洋部)は,甲南女子大学文学

部助教授より採用 (4月 1口付)O

･塚本 明氏を助手 (R本部)に採用 (4月 1日

付)0

･彬本俊宏助手 (日本部)は,辞任 (10月15日付)

の上,京都高度技術研究所研究員に就任｡

･光永雅明氏を助手 (西洋部)に採用 (11月1Fl付)0

･小林敦子助手 (東方都)は,3月26日成田発,ス

タンフォード大学に於いてアメリカ合衆匝=こおけ

る中国文献調査を行い6月10日帰国｡

･田中 淡助教授 (東方部)は,4月21日伊丹発,

上海他各地に於いて,貴州 トン族の高床住居と集

落構成に関する調査を行い5月9日帰国｡

･狭間直樹教授,森 時彦助教授 (東方部)は,4

月29日伊丹発,北京師範大学,中凶社会科学院に

報

おいて,五四運動七十周年学術討論会参加及び研

究資料収集を終え5月8日帰国｡

･田中 淡助教授 (東方部)は, 5月17日成出発,

ダンパートン･オークス造園研究センターに於い

て造園芸術史の情況シンポジウムに出席し,ペン

シルバニア入学,フィラデルフィア美術館,フォ

ッグ美術館,メトロポリタン美術館において資料

収集を終え6月1日帰国｡

･小林敦子助手 (東方部)は,文部省在外研究員と

して6月18日伊丹発,スタンフォード大学,コロ

ンビア大学,ハーバード入学,オ ソクスフォード

入学,ケンブリッジ大学に於いて,欧米に於ける

中国研究文献調査を行い1990年 3月31日帰国予定｡

･東山正進教授 (東方部)は, 6月28日伊丹発,フ

ランス,ギメ博物館に於いて開催の第10匝Ⅰ南アジ

ア考古学会に出席して7月8日に帰国｡

･鈴木啓司助手 (西洋部)は, 7月 1日成田発,

フランス ･ビジー,パリにおいて,フランス語 ･

フランス文化研修に出席し,パリ国､r/｣司書館,パ

リ第七人学に於いて,フランス文学に関する研究

調査を行い9月30日に帰国｡

･岩熊幸男助手 (西洋部)は,7月23日成田発,サ

ルティコフ ･シチュドリン凶書館,パリ国立凶書

鰭,レアル凶書館,バイエルン州立図書館に於い

て,中世論坪学に関するラテン語所蔵写本閲覧を

行って8月28日帰国｡

･谷 泰教授 (西洋部)は,文部省科学研究費補

助金により,8月20日伊丹発インド.デリー市内,

プアルガム周辺,ビカネール周辺でインド亜大陸

における雑穀栽培とそれをめぐる農牧複合の研究

を終え9月19日帰国｡

･高田時雄助教授 (東方部)は,9月 2日伊丹発ヘ

ルシンキ大学,ソ連東洋学研究所に於いて敦塩文

書の調査,研究を行って9月22日帰国｡

･狭間直樹 (東方部)は,文部省在外研究員として

9月11日成田発,パリ第七大学,コロンビア大学,

ハーバード大学,連邦議会図書館に於いて,欧米

における中国近,現代史の研究を終えて10月6日

帰国｡

･日中雅一助教授 (西洋部)は,文部省科学研究費

補助金により, 9月15日伊丹発インド･デリー

マ トラスに於いてガンジス河流域の複合文化形成
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動因の比較研究を終え11月 3日帰国｡

･田中 淡助教授 (東方部)は,9月20日伊丹発,

台北市に於いて第1回中国飲食文化学術研討会に

出席,講演を行って9月26日帰国｡

･lll重信 一助教授 (日本部)は,9月30日伊丹発,

中国日本学研究センターに於いて,日本語教育,

日本語教育に関する研究及び指導を行い,1990年

1月30日帰国予定｡

･阪上 孝教授 (西洋部)は,11月 1日伊丹発,フ

ランス【司立文書館,国立凶書館,パリ市ーJ_文書院

に於いて文化革命としてのフランス革命の研究を

行って1990年 4月22日帰国予定｡

･曽布川 寛助教授 (東方部)は,11月16日伊丹発,

台湾故宮博物院,中央研究院,台湾大学に於いて

中国美術の調査及び資料収集を行って11月22日帰

国｡
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