
2．研究会テーマ一覧

テーマ 代表者 所属

第1期 近代京都における社会発展の諸条件の研究

1957.4～1959.3 第1班　　意識・思想（宗教・芸術・文明開化） 石田一良 文学部

第2班　　教育・行政（自治）・政治 高橋貞三 法学部

第3班　　産業構造 黒松巌 経済学部

第2期　　 第1研究 近代京都における社会発展の諸条件の研究

1959.4～1965.3 第1班　　文化・芸能班 里井陸郎 文学部

第2班　　教育・行政・政治班 高橋貞三 法学部

第3班　　産業構造班 黒松巌 経済学部

第2研究 キリスト教社会問題研究 住谷悦治 経済学部

第3研究 近畿地方村落構造の総合的研究 吉川秀造 商学部

第3期 第1研究 キリスト教社会問題研究 篠田一人 文学部

1965.4～1971.3 A班　　明治期キリスト教の思想史的研究　（明治期研究）

B班　　大正期のキリスト教と社会主義　（大正期研究）

C班　　戦時下キリスト者および自由主義者の抵抗に関する研究

（戦時下抵抗の研究）

D班　　プロテスタント各派教団・各教会の資料の調査・収集・

研究（教会研究）（1968年度より、新たにD班編成）

第2研究 日本封建制の研究 吉川秀造 商学部
秋山國三 文学部

第3研究 資本主義研究

A班　　日本資本主義研究 竹林庄太郎 商学部

B班　　世界資本主義研究 今井俊一 商学部

入江節次郎 経済学部

第4期 第1研究 キリスト教社会問題研究 竹中正夫 神学部

1971.4～1974.3 A班　教会研究

B班　海老名弾正とその周辺

C班　キリスト教と社会主義および国家主義の研究

第2研究 日本の「家」 竹田聴洲 文学部

第3研究 両大戦間時代における知識人と政治 和田洋一 文学部

第4研究 都市問題の研究 西村豁通 経済学部

第5研究 芸術における伝統と変革－民族の問題を中心に－ 土肥美夫 商学部

第6研究 日本における外来文化の受容とその論理 土橋　寛 文学部

第5期 第1研究 キリスト教社会問題研究 竹中正夫 神学部

1974.4～1977.3 A班　日本組合基督教会の成立とその諸活動

B班　海老名弾正とその周辺

C班　キリスト教と社会主義ならびに国家主義の研究

※このほかにサブグループとして「留岡幸助研究」班

第2研究 European Communities の発展とそれに伴う法制度の変遷 高橋　悠 法学部

第3研究 京都商業慣行の研究 安岡重明 商学部

第4研究 地域社会と福祉 中條　毅 文学部

第5研究 明治時代の芸術思想 金田民夫 文学部

第6期 第1研究 キリスト教社会問題研究 竹中正夫 神学部

1977.4～1980.3 A班　キリスト教と地域社会

B班　『六合雑誌』の総合的研究

C班　『人道』の総合的研究

D班　日本ファシズム体制と民衆の研究

第2研究 家族制度の比較研究 松本通晴 文学部

第3研究 日本経済における地場産業問題の研究 前川恭一 商学部

第4研究 近代化過程における民族文化の諸問題 薬師川虹一 文学部



第7期 第1研究 キリスト教社会問題研究 今中寛司 文学部

1980.4～1983.3 A班　キリスト教と日本社会の研究

B班　『七一雑報』の研究

C班　排耶論の研究

D班　農民・労働運動の研究

第2研究 財閥の比較研究 安岡重明 商学部

第3研究 京都地場産業の研究 笹田友三郎 経済学部

第4研究 現代資本主義と低開発 内田勝敏 商学部

第5研究 近代社会における人権問題の研究 遠藤　彰 神学部

第8期 第1研究 キリスト教社会問題研究 幸日出男 神学部

1983.4～1986.3 A班　キリスト教と日本社会の研究

B班　排耶思想の研究

C班　近代日本における平和運動の研究

D班　海外移民および海外伝道に関する研究

E班　山室軍平の研究

第2研究 産業・企業組織の比較史的研究 藤田貞一郎 商学部

第3研究 産業構造と中小企業問題 前川恭一 商学部

第4研究 近代地方名望家の研究 松本通晴 文学部

第9期 第1研究 キリスト教社会問題研究 幸日出男 神学部

1986.4～1989.3 A班　キリスト教と日本社会の研究

B班　日本における平和運動の研究

C班　海外移民と日本人キリスト教会に関する研究

D班　山室軍平の研究

第2研究 産業化と雇用慣行の研究 中條　毅 文学部

第3研究 南北問題の歴史構造 内田勝敏 商学部

第4研究 地域社会の史的研究－にない手・編成および諸類型－ 井ケ田良治 法学部

第10期 第1研究 キリスト教社会問題研究 土肥昭夫 神学部

1989.4～1992.3 A班　キリスト教と日本社会の研究

B班　近代天皇制とキリスト教に関する研究

C班　海外移民と日本人キリスト教会の研究

D班　日本におけるアメリカンボード宣教師の研究

第2研究 市場の成長と商品の変遷 岩下正弘 商学部

第3研究 変革期における世界経済と第三世界の発展構造 辻　忠夫 経済学部

第4研究 地域社会のにない手の史的研究 仲村　研 人文研

松本通晴 文学部

第5研究 技術革新と産業社会 太田進一 商学部

第6研究 超越的世界観の比較文化的研究 笠井昌昭 文学部

第11期 第1研究 近代日本社会の展開とキリスト教 竹中正夫 神学部

1992.4～1995.3 A班　『新人』『新女界』の研究

B班　近代天皇制とキリスト教の研究

C班　石井十次の研究

D班　キリスト教と日本社会の研究

第2研究 日本におけるキリスト教の受容と教派・教会の展開 土肥昭夫 神学部

A班　アメリカン・ボード宣教師文書の研究

B班　日本における教派・教会の研究

第3研究
他民族社会における異文化交流と社会構造の変容に関する研

究ーカナダ・ハワイの場合ー
沖田行司 文学部

ハワイ研究班

カナダ研究班

第4研究 所有と経営の国際比較 安岡重明 商学部

第5研究 現代世界経済とアジアの発展途上国 西口章雄 商学部
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第6研究 都市化の研究 松本通晴 文学部

第7研究 企業のグローバリゼーションと産業社会 岡本博公 商学部

第8研究 覇権構造と政策協調 山根　学 商学部

第9研究 近代市民社会と「周辺」システムに関する比較社会経済史 庄司俊作 人文研

第10研究 統一ドイツとEC統合問題 前川恭一 商学部

第11研究 現代社会における政府システムの変容と課題 君村　昌 法学部

第12期 第1研究 近代日本の社会問題とキリスト教 佐野安仁 文学部

1995.4～1998.3 第2研究 新島襄の総合的研究 伊藤彌彦 法学部

第3研究
近代日本におけるプロテスタント・ミッションと主要教派の形

成
吉田亮 文学部

第4研究 多民族における文化・社会変容の研究 森川眞規雄 文学部

第5研究 商品と生活 石川健次郎 商学部

第6研究 世界経済システムの現代的構造 門脇　彰 商学部

第7研究 地域社会変容の史的研究 高久嶺之介 人文研

第8研究
日本の企業の海外展開に伴う産業の空洞化の理論的・実証的研

究
郡嶌　孝 経済学部

第9研究
世界経済の構造的変化とマクロ経済政策協調－覇権の経済理論

の構築を目指して－
藤原秀夫 商学部

第10研究 社会変動と周縁性の総合的研究－階層・ジェンダー・人種－ 松久玲子
言語文化教

育センター

第11研究
サービス供給システムの変容と公共部門の新たな役割－福祉

サービスを中心として－
君村　昌 法学部

第13期 第1研究 近代日本の社会問題の周縁とキリスト教 宮庄哲夫 文学部

1998.4～2001.3 第2研究 新島襄の学際的研究 伊藤彌彦 法学部

第3研究 アメリカン・ボード宣教師と日米文化交流 吉田亮 文学部

第4研究
文化の中心と周縁の総合研究－カルチュラル・スタディーズを

方法論として－
沖田行司 文学部

第5研究 ランドマーク商品と博覧会・見本市 石川健次郎 商学部

第6研究 経済自由化と世界経済システム 平　勝廣 商学部

第7研究 地域社会組織の変容 高久嶺之介 人文研

第8研究 移行期の世界経済のマクロ経済分析 西村　理 経済学部

第9研究
行政改革の現代的位相－省庁再編、地方分権、公・共・私関係

を中心として－
君村　昌 法学部

第14期 第1研究 近代日本における女性キリスト者の研究 宮庄哲夫 文学部

2001.4～2004.3 第2研究 同志社社史資料の研究ー同志社125年の再吟味ー 伊藤彌彦 法学部

第3研究 アメリカン・ボード宣教師と日本社会（1869-1895） 吉田亮 文学部

第4研究 トランス・カルチャー－越境する社会の顔と記憶－ 沖田行司 文学部

第5研究 ランドマーク商品の定着・普及過程の研究 石川健次郎 商学部

第6研究 グローバル市場経済化のなかのアジア 平　勝廣 商学部

第7研究 地域社会変容の史的研究－近畿地方を対象に－ 高久嶺之介 人文研

第8研究 日本産業の10年－1991～2000年 岡本博公 商学部

第9研究
21世紀における行政管理改革－国際的比較の視点から見たわが

国行政改革の特質と課題－
真山達志 法学部

第10研究 近代日本における「社会的身体」の変容の研究 田端信廣 文学部

第11研究 社会運動・政策決定とジェンダーの国際比較研究 松久玲子

言語文化教

育研究セン

ター

第15期 第1研究 同志社社史資料の研究ー理事会記録・英文書簡発掘を中心にー 伊藤彌彦 法学部

2004.4～2007.3 第2研究 同志社大学とアーモスト大学の交流史ー明治・大正・昭和 押本年眞
言語文化教

育研究セン

第3研究 近代日本の社会運動家ーその書誌的総合研究ー 田中真人 人文研
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第4研究 地域社会の変容と地域開発の史的研究－近畿地方を対象に－ 高久嶺之介 人文研

第5研究 土産物に関する商品史的研究 石川健次郎 商学部

第6研究 世界経済のグローバル化の進展と周縁部の構造変化 布留川正博 経済学部

第7研究
産業集積の形成メカニズムと産業集積の地域社会に与えるイン

パクトに関する経済学的・経営学的研究
徳岡一幸 経済学部

第8研究
準政府(Quasi Government) の国際比較研究－特殊法人改革との

関連において－
新川達郎

総合政策科

学研究科

第16期 第1研究 同志社大学とアーモスト大学交流史 沖田行司 社会学部

2007.4～2010.3 第2研究 北米日本人移民のトランスナショナリズム 吉田亮 社会学部

第3研究 近代日本の社会運動家の総合的研究 出原政雄 法学部

第4研究 京都地域における大学生協の総合的研究 庄司俊作 人文研

第5研究 ランドマーク商品に関する商品史的研究 石川健次郎 商学部

第6研究 日独における大衆消費社会の出現と身体・医療の変遷 服部　伸 文学部

第7研究 市場型間接金融とマクロ経済 植田宏文 商学部

第8研究 公的ガバナンスの変容に関する調査研究 新川達郎
総合政策科

学研究科

第9研究
ヨーロッパと日本における植民地主義と近代性：比較研究のパ

ラダイム構築に向けて
有満保江

言語文化教

育研究セン

ター

第10研究
「花・歌・人形」－トランスユーラシアの開かれた文化文脈を

求めて
岡林　洋 文学部

第17期 第1研究 同志社大学とアーモスト大学の交流ー歴史と問題点 沖田行司 社会学部

2010.4～2013.3 第2研究 1930年代北米日系二世の越境教育 吉田亮 社会学部

第3研究 近代日本におけるプロテスタント 本井康博 神学部

第4研究
地域社会における近代化と国際化ーキリスト教受容の具体相

と、その問題点について
原　誠 神学部

第5研究 ランドマーク商品に関する学際的研究 森田雅憲 商学部

第6研究
大衆社会における身体・環境の操作－「マニュアル」の比較社

会史
服部　伸 文学部

第7研究 金融危機と実体経済 植田宏文 商学部

第8研究
公的ガバナンス変化への適応と対応可能な方策に関する比較研

究
新川達郎 政策学部

第9研究
〈ポスト比較〉の植民地主義研究：国際研究の基盤構築に向け

て
水谷　智

言語文化教

育センター

第10研究 「モノ」カルチャーによる日米交流 岡林　洋 文学部

第11研究
生活協同組合と地域事業連合の総合的研究－大学・地域・人物

における“協同”
庄司俊作 人文研

第12研究 西洋史の中の近代：記憶の歴史化 中井義明 文学部

第13研究 戦後日本思想の総合的研究 出原政雄 法学部

第14研究
産業集積の形成・発展に係る地域内・地域間経済要因に関する

経済学的・経営学的研究
鹿野嘉昭 経済学部

第15研究 制度と秩序の生成と変容に関する理論的・実証的構造分析 瀧田輝己 商学部

第16研究 グローバル競争枠組の変化と事業システム 岡本博公 商学部

第18期 第1研究 近代日本とキリスト教 原　誠 神学部

2013.4～2016.3 第2研究 1930年代アメリカ日系宗教の越境社会史 吉田亮 社会学部

第3研究 同志社社会事業史の基礎的研究ーその源流と水脈 木原活信 社会学部

第4研究 新島襄関係英文書簡の研究 田中智子 人文研

第5研究
高度経済成長と戦後日本の総合的歴史研究－高度成長の社会史

－
庄司俊作 人文研

第6研究 戦後日本思想の諸相 出原政雄 法学部

第7研究
組織ガバナンスとネットワーク・ガバナンスの連携分析による

ローカル・ガバナンスの作動に関する実証的研究
新川達郎 政策学部
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第8研究 現代日本の権力
スティー

ル・ジル

国際教育イ

ンスティ

テュート

第9研究
近代社会における身体と環境の「知」と大衆：「マニュアル」

からの比較史
服部　伸 文学部

第10研究 植民地主義のグローバル・ヒストリー 水谷　智

グローバル

地域文化学

部

第11研究

グローバルアジアにおける文化交換（カルチュラル・インター

ラクション）－「中華」「バロック」「原住民」「オタク」を

交換事例として－

岡林　洋 文学部

第12研究 歴史の記憶 中井義明 文学部

第13研究
近代大西洋世界における離散と解放－アフリカ人の語りをめ

ぐって
山田史郎 文学部

第14研究 ラテンアメリカにおける国際労働移動の比較研究 松久玲子

グローバル

地域文化学

部

第15研究 持続的創造都市：京都のくらしと「まち」の総合研究 鰺坂　学 社会学部

第16研究 京都の文化と観光の融合による新しい学びと観光の創造的研究 鋤柄俊夫
文化情報学

部

第17研究
伝統文化形成に関する総合データベースの構築と平安朝文学の

伝承と受容に関する研究
福田智子

文化情報学

部

第18研究 商品と社会－ランドマーク商品と高度経済成長 森田雅憲 商学部

第19研究 マクロプルーデンス政策の国際比較 丸茂俊彦 商学部

第19期 第1研究 キリスト教と日米地域社会の形成 吉田　亮 社会学部

2016.4～2019.3 第2研究 同志社社会事業史の発展的研究―その源流と水脈― 木原活信 社会学部

第3研究 東アジアキリスト教伝道史基礎アーカイヴズの研究 原　誠 神学部

第4研究
古典籍の保存・継承のための画像・テキストデータベースの構

築と日本文化の歴史的研究
福田智子

文化情報学

部

第5研究 生きるための環境をめぐるマニュアルの社会史 服部　伸 文学部

第6研究
ASEAN共同体の研究：自然資源開発、一次産品貿易と海洋権益

をめぐる政治経済学
林田秀樹 人文研

第7研究 衣食住文化からみた解放前後の日韓関係 板垣竜太 社会学部

第8研究
転換期のデモクラシー ―「戦後民主主義」に関する歴史的・理

論的研究―
望月詩史 法学部

第9研究
ランドマーク商品に関する国際比較研究―インフラ･所得・ライ

フスタイル―
川満直樹 商学部

第10研究 歴史学の成り立ちをめぐる基礎的研究―現場と公共性― 小林丈広 文学部

第11研究 ラテンアメリカにおける国際労働移動の比較研究 松久玲子
グローバル

地域文化学

第12研究 脱植民地化と植民地主義の現在 水谷　智
グローバル

地域文化学
第13研究 歴史のなかの記憶と記憶のなかの歴史 堀井　優 文学部

第14研究
防災・減災と回復力に関する政府間関係制度におけるリスク・

ガバナンスの構築
新川達郎 政策学部

第15研究 京都のくらしと「まち」の総合研究 西村　卓 経済学部

第16研究
カルチャー・ミックス ―アメリカ文化研究への呼びかけと

「妙」のEco美学的考察
清瀬みさを 文学部

第17研究

開発主義国家戦後日本の形成・展開と社会、民衆の総合的歴史

研究

占領冷戦/東アジア、1955年体制/参加と分権の政治システム、

経済成長/持続的、開発/福祉、地域社会/地方自治、社会運動/

社会統合

冨山一郎

グローバ

ル・スタ

ディーズ研

究科

第18研究 日本の女性と政治：‘社会’と‘個人’の結びつき
スティー

ル・ジル

国際教育イ

ンスティ
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第19研究 経済制度と社会秩序の形成に関する理論実証分析 上田雅弘 商学部

第20期 第1研究
近代日本の社会事業の形成とキリスト教

―欧米思想の受容とその影響をめぐって―
木原活信 社会学部

2019.4～2022.3 第2研究 第二次大戦後日本の教育再建と日系キリスト教 吉田　亮 社会学部

第3研究
知識発見型データベース作成アプリの開発と日本伝統文化の分

野横断的研究
福田智子

文化情報学

部

第4研究
ASEANの連結と亀裂の研究：供給連鎖・資源・領有権の東アジ

ア的地経学・地政学
林田秀樹 人文研

第5研究 ソーシャル・イノベーション学構築に向けた総合的研究 今里　滋 政策学部

第6研究 体制形成期北朝鮮の文化史の学際的研究 板垣竜太 社会学部

第7研究 『商品史文献解題』編集に関する研究 川満直樹 商学部

第8研究
現代レイシズムの批判的比較分析―植民地研究との融合を目指

して
菊池恵介

グローバ

ル・スタ

ディーズ研

究科

第9研究
歴史学の成り立ちをめぐる基礎的研究

―現場と公共性―
小林丈広 文学部

第10研究 近現代日本の保守主義をめぐる思想史的研究 望月詩史 法学部

第11研究 サプライチェーンの設計と運営をめぐる産業間・国際比較研究 中道一心 商学部

第12研究
京都のコミュニティに関する総合的研究

―都市における「つながり」の実証研究―
奥田以在 経済学部

第13研究
多元的なリスクをめぐる個と共同性に関する学際的研究

―移民・難民・災害避難民を軸に
王　柳蘭

グローバル

地域文化学

部

第14研究
京都の茶文化の学際的、国際的見地からの研究と、その地域活

性化への還元に関する研究
佐伯順子 社会学部

第15研究
日本と英国の若者と政治

―政治行動・政治意識の比較と分析―

スティー

ル・ジル

国際教育イ

ンスティ

テュート

第16研究 経済制度と社会秩序の形成に関する理論実証分析 上田雅弘 商学部

第17研究
ポスト新自由主義時代におけるラテンアメリカの人権レジー

ム：地域統合と各国での実践
宇佐見耕一

グローバル

地域文化学

部
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