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【全学相談窓口】

　　　電話：075-753-2515

　　　e-mail：counseling*www.adm.kyoto-u.ac.jp（*を@に変えてください）

　　　URL：http://www.gssc.kyoto-u.ac.jp/counsel/index.html

　　　受付時間：原則として月曜日から金曜日の午前10時から午後5時まで 

　　　担当：杉原 保史、村上 嘉津子、中川 純子、和田 竜太、古川 裕之、中藤　信哉

　　　電話：075-753-2090

　　　e-mail：830madoguchi*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp（*を@に変えてください）

　　　受付時間：原則として月曜日から金曜日の午前10時から午後5時まで 

　　　担当：佐伯　賢治、一井　道志、樫村　洋志、岡本　加緒里、三津川　麻友

【部局相談窓口】

電話 e-mail（*を@に変えてください）

文学部、文学研究科 下垣　仁志 しもがき　ひとし 2786 S-H.soudan＊bun.kyoto-u.ac.jp 教員 否

文学部、文学研究科 黒島　妃香 くろしま　ひか 2816 S-H.soudan＊bun.kyoto-u.ac.jp 教員 否

文学部、文学研究科 出羽　彩 でわ　あや 2803 S-H.soudan＊bun.kyoto-u.ac.jp 職員 否

文学部、文学研究科 藤山　優美 ふじや　まゆみ 2715 S-H.soudan＊bun.kyoto-u.ac.jp 職員 否

教育学部、教育学研究科 楠見　孝 くすみ　たかし 3065 kusumi.takashi.7u＊kyoto-u.ac.jp 教員 否

教育学部、教育学研究科 矢野　智司 やの　さとし 3038 教員 否

教育学部、教育学研究科 松下　姫歌 まつした　ひめか 3061 matsushita.himeka.2x＊kyoto-u.ac.jp 教員 メールのみ可

教育学部、教育学研究科 桑原　知子 くわばら　ともこ 3027 教員 否

教育学部、教育学研究科 辻　幸代 つじ　さちよ 3010 tsuji.sachiyo.4a＊kyoto-u.ac.jp 職員 否

教育学部、教育学研究科 靭　尚子 うつぼ　なおこ 3000 utsubo.naoko.2r＊kyoto-u.ac.jp 職員 否

法学部、法学研究科（法科大学院） 淺田　正彦 あさだ　まさひこ 3212 教員 可

法学部、法学研究科（法科大学院） 川濵　　昇 かわはま　のぼる 3117 教員 否

法学部、法学研究科（法科大学院） 稲森　公嘉 いなもり　きみよし 3225 inamori*law.kyoto-u.ac.jp 教員 否

法学部、法学研究科（法科大学院） 齊藤　真紀 さいとう　まき 3180 教員 否

法学部、法学研究科（法科大学院） 佐々木　健 ささき　たけし 3235 sasaki*law.kyoto-u.ac.jp 教員 可

法学部、法学研究科（法科大学院） 上原　和志 かみはら　かずし 3107 職員 否

法学部、法学研究科（法科大学院） 中山　明美 なかやま　あけみ 3122 職員 否

経済学研究科 北田 雅 きただ　みやび 3531 kitada.miyabi.8v＊kyoto-u.ac.jp 教員 否

経済学研究科 高野　久紀 こうの　ひさき 3459 kono.hisaki.2n＊kyoto-u.ac.jp 教員 可

経済学研究科 坂出　　健 さかで　たけし 3464 sakade.takeshi.5m＊kyoto-u.ac.jp 教員 否

経済学研究科 山田　憲 やまだ　けん 3542 教員 可

経済学研究科 土橋　一範 つちはし　かずのり 3403 tsuchihashi.kazunori.7a＊kyoto-u.ac.jp 職員 否

理学研究科 平島　崇男 ひらじま　たかお 4171 hirajima*kueps.kyoto-u.ac.jp 教員 可
理学研究科 田中　耕一郎 たなか　こういちろう 3756 kochan*scphys.kyoto-u.ac.jp 教員 可
理学研究科 堤　誉志雄 つつみ　よしお 3733 tsutsumi*math.kyoto-u.ac.jp 教員 可
理学研究科 鈴木　俊法 すずき　としのり 3971 suzuki*kuchem.kyoto-u.ac.jp 教員 可
理学研究科 山口　孝男 やまぐち　たかお 3735 takaoy*math.kyoto-u.ac.jp 教員 可
理学研究科 大鍛治　隆司 おおかじ　たかし 3655 okaji*math.kyoto-u.ac.jp 教員 可
理学研究科 松田　祐司 まつた　ゆうじ 3790 matsuda*scphys.kyoto-u.ac.jp 教員 可
理学研究科 谷森　達 たにもり　とおる 3858 tanimori*cr.scphys.kyoto-u.ac.jp 教員 可
理学研究科 太田　耕司 おおた　こうじ 3904 ohta*kusastro.kyoto-u.ac.jp 教員 可
理学研究科 秋友　和典 あきとも　かずのり 3921 akitomo*kugi.kyoto-u.ac.jp 教員 可
理学研究科 生形　貴男 うぶかた　たかお 4158 ubukata*kueps.kyoto-u.ac.jp 教員 可
理学研究科 吉村  一良 よしむら　かずよし 3989 kyhv*kuchem.kyoto-u.ac.jp 教員 可
理学研究科 武田　和行 たけだ　かずゆき 4011 takezo*kuchem.kyoto-u.ac.jp 教員 可
理学研究科 嶋田　知生 しまだ　ともお 4140 tshimada*gr.bot.kyoto-u.ac.jp 教員 可
理学研究科 今元　泰 いまもと　やすし 4243 imamoto*rh.biophys.kyoto-u.ac.jp 教員 可
理学研究科 田中　美里 たなか　みさと 3614 tanaka.misato.7u*kyoto-u.ac.jp 職員 否

     お急ぎの相談をメールでされる場合には、受信確認を行うことをお薦めします。

部局等名 氏名 ふりがな
連絡先

職名
英語
対応

　※e-mailアドレスは、文学研究科を除き、ハラスメント相談専用ではありません。

ハラスメント相談窓口（平成30年4月1日現在）

　以下の相談窓口にて、教職員、学生及び関係者の相談に応じます。

　●学生総合支援センターカウンセリングルーム

　●総務部人事課労務管理室

　※電話番号は内線番号です。学外からは以下の番号に続き、相談員のそれぞれの番号にかけてください。

      ただし、番号の末尾に*があるものは内線専用です。

　　　　・本部地区は075-753-、

　　　　・病院地区A（病A）は075-751-、

　　　　・病院地区B（病B）は075-366-、

　　　　・宇治地区（宇）は0774-38-、

　　　　・桂地区（桂）は075-383-

mailto:yamaji@kueps.kyoto-u.ac.jp
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電話 e-mail（*を@に変えてください）
部局等名 氏名 ふりがな

連絡先
職名

英語
対応

医学部、医学研究科 大森　孝一 おおもり　こういち （病A）3343 教員 否

医学部、医学研究科 玉木　敬二 たまき　けいじ 4472 ktamaki＊fp.med.kyoto-u.ac.jp 教員 可

医学部、医学研究科 柳田　素子 やなぎた　もとこ （病）3860 motoy＊kuhp.kyoto-u.ac.jp 教員 可

医学部、医学研究科 今中　雄一 いまなか　ゆういち 4453 imanaka-y*umin.net 教員 可

医学部、医学研究科 神田　俊明 かんだ　としあき 4300 kanda.toshiaki.3c＊kyoto-u.ac.jp 職員 否

医学部、医学研究科 北浦　和子 きたうら　かずこ 4695 kitaura.kazuko.6e＊kyoto-u.ac.jp 職員 否

医学部、医学研究科 南條　徳則 なんじょう　とくのり 9482 nanjou.tokunori.5n＊kyoto-u.ac.jp 職員 否

医学部、医学研究科 今西　恭子 いまにし　きょうこ 4306 imanishi.kyoko.5c＊kyoto-u.ac.jp 職員 否

医学部、医学研究科 西村　尚美 にしむら　なおみ 9463 nishimura.naomi.2z＊kyoto-u.ac.jp 職員 否

医学部、医学研究科 黒坂　良一 くろさか　りょういち 4325 kurosaka.ryohichi.8r＊kyoto-u.ac.jp 職員 否

医学部、医学研究科
（人間健康科学系）

柳吉　桂子 やぎ　けいこ （病A）3916 yagi.keiko.5a＊kyoto-u.ac.jp 教員 否

医学部、医学研究科
（人間健康科学系）

加藤　寿宏 かとう　としひろ （病A）3819 Katochan*hs.med.kyoto-u.ac.jp 教員 可

医学部、医学研究科
（人間健康科学系）

池添　冬芽 いけぞえ　とめ （病A）3967 Ikezoe*hs.med.kyoto-u.ac.jp 教員 可

薬学部、薬学研究科 加藤　博章 かとう　ひろあき 4617 教員 可

薬学部、薬学研究科 星野　大 ほしの　まさる 4531 教員 可

薬学部、薬学研究科 伊藤　美千穂 いとう　みちほ 4506 教員 可

薬学部、薬学研究科 三宅　歩 みやけ　あゆみ 4539 教員 可

薬学部、薬学研究科 山川　美恵 やまかわ　みえ 4513 職員 否

薬学部、薬学研究科 小屋敷　浩 こやしき　ひろし 4514 職員 否

工学研究科 伊庭　千恵美 いば　ちえみ 桂（2921） iba.chiemi.6r＊kyoto-u.ac.jp 教員 可

工学研究科 邑瀬　邦　明 むらせ　くにあき 吉田（5056） murase.kuniaki.2n*kyoto-u.ac.jp 教員 可
工学研究科 萩原　敬三 はぎわら けいぞう 桂（2071） hagiwara.keizou.8r＊kyoto-u.ac.jp 職員 否
工学研究科 深尾　奈美 ふかお　なみ 桂（3514） fukao.nami.7w*kyoto-u.ac.jp 職員 否

工学研究科 宮内　友則 みやうち　とものり 桂（3127） miyauchi.tomonori.7r*kyoto-u.ac.jp 職員 否
工学研究科 武岡　良子 たけおか　よしこ 桂（2077） takeoka.yoshiko.3a＊kyoto-u.ac.jp 職員 否
工学研究科 小野　一　代 おの　かずよ 桂（2010） ono.kazuyo.2e＊kyoto-u.ac.jp 職員 否

工学研究科 中川　美葉 なががわ　みは 吉田（5360） nakagawa.miha.5r*kyoto-u.ac.jp 職員 否

工学研究科 山崎　友顕 やまざき　ともあき 桂（2008） yamazaki.tomoaki.2v＊kyoto-u.ac.jp 職員 否

農学研究科 村上　章 むらかみ　あきら 6467 akiram*kais.kyoto-u.ac.jp 教員 可

農学研究科 林　由佳子 はやし　　ゆかこ 17-3750 yhayashi*kais.kyoto-u.ac.jp 教員 否

農学研究科 廣岡　博之 ひろおか　ひろゆき 6363 hirooka*kais.kyoto-u.ac.jp 教員 否

農学研究科 近藤　直 こんどう　なおし 6170 kondonao*kais.kyoto-u.ac.jp 教員 可

農学研究科 秋津　元輝 あきつ　もとき 6180 akitsu*kais.kyoto-u.ac.jp 教員 可

農学研究科 谷　史人 たに　  　ふみと 17-3742 tanifumi*kais.kyoto-u.ac.jp 教員 否

農学研究科 真常　仁志 しんじょう　ひとし 6299 shinhit*kais.kyoto-u.ac.jp 教員 可

農学研究科 赤松　美紀 あかまつ　　みき 6489 akamatsu*kais.kyoto-u.ac.jp 教員
 可

農学研究科 神﨑　護 かんざき　まもる 6071 mkanzaki*kais.kyoto-u.ac.jp 教員 可

農学研究科 吉岡　まり子 よしおか　まりこ 6253 mariko*kais.kyoto-u.ac.jp 教員 否

農学研究科 落合　久美子 おちあい　くみこ 6108 pochi*kais.kyoto-u.ac.jp 教員 否

農学研究科 杉本　実紀 すぎもと　み き 6334 sugimoto*kais.kyoto-u.ac.jp 教員 否

農学研究科 小杉　緑子 こすぎ　  よしこ 6089 ykosugi*kais.kyoto-u.ac.jp 教員 可

農学研究科 滝澤　理仁 たきさわ　　りひと　 0774-94-6404 takisawa*kais.kyoto-u.ac.jp 教員 否

農学研究科 清水　克哉 しみず　　かつや 6439 shimizu.katsuya.4x*kyoto-u.ac.jp 職員 否

農学研究科 安田　真理子 やすだ　　　まりこ 6004 yasuda.mariko.5a*kyoto-u.ac.jp 職員 否

総合人間学部、人間・環境学研究科 大倉　得史 おおくら　とくし 6561 soudan1*adm.h.kyoto-u.ac.jp 教員 否

総合人間学部、人間・環境学研究科 木下　千花 きのした　ちか 6662 soudan5*adm.h.kyoto-u.ac.jp 教員 可

総合人間学部、人間・環境学研究科 谷口　一美 たにぐち　かずみ 6702 soudan2*adm.h.kyoto-u.ac.jp 教員 可

総合人間学部、人間・環境学研究科 森成　隆夫 もりなり　たかお 6780 soudan3*adm.h.kyoto-u.ac.jp 教員 可

総合人間学部、人間・環境学研究科 幡野　恭子 はたの　きょうこ 6854 soudan4*adm.h.kyoto-u.ac.jp 教員 否

総合人間学部、人間・環境学研究科 小西　孝則 こにし　たかのり 2985 職員 否

総合人間学部、人間・環境学研究科 小平　由美 こひら　ゆみ 7875 職員 否

エネルギー科学研究科 隅井　妙 すみい　たえ 吉田4871 sumii.tae.2s＊kyoto-u.ac.jp 職員 否

アジア・アフリカ地域研究研究科 古澤　拓郎 ふるさわ　たくろう 7835 furusawa＊asafas.kyoto-u.ac.jp 教員 可

アジア・アフリカ地域研究研究科 安岡　宏和 やすおか　ひろかず 7393 yasuoka＊asafas.kyoto-u.ac.jp 教員 可

アジア・アフリカ地域研究研究科 高橋  基樹 たかはし　もとき 7829 takahashi*asafas.kyoto-u.ac.jp 教員 可

アジア・アフリカ地域研究研究科 金子　守恵 かねこ　もりえ 7821 kaneko＊asafas.kyoto-u.ac.jp 教員 可

アジア・アフリカ地域研究研究科 伊藤　正子 いとう　まさこ 7388 itomasak＊asafas.kyoto-u.ac.jp 教員 可

アジア・アフリカ地域研究研究科 中村　沙絵 なかむら　さえ 9622 nakamura＊asafas.kyoto-u.ac.jp 教員 可

情報学研究科 辻本　諭 つじもと　さとし 5798 tsujimoto.satoshi.5s＊kyoto-u.ac.jp 教員 可

情報学研究科 山本　詩子 やまもと　うたこ 85520 yamamoto.utako.6a＊kyoto-u.ac.jp 教員 可

情報学研究科 八木　清隆 やぎ　きよたか 3599 yagi.kiyotaka.3u＊kyoto-u.ac.jp 職員 否

情報学研究科 松野　千夏 まつの　ちなつ 5370 matsuno.chinatsu.7c＊kyoto-u.ac.jp 職員 否

生命科学研究科 加藤　裕教 かとう　ひろのり 7687 hirokato*pharm.kyoto-u.ac.jp 教員 可

生命科学研究科 西浜　竜一 にしはま　りゅういち 6390 nishihama*lif.kyoto-u.ac.jp 教員 可

生命科学研究科 大澤　志津江 おおさわ　しづえ 7685 ohsawa*lif.kyoto-u.ac.jp 教員 可

生命科学研究科 服部　佑佳子 はっとり　ゆかこ 9240 yhattori*lif.kyoto-u.ac.jp 教員 可

生命科学研究科 神德　智恵 しんとく　ともえ 9221 150soudan*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 職員 否

総合生存学館 櫻井　繁樹 さくらい　しげき 075-762-2110 教員 可

総合生存学館 大西　永恵 おおにし　ひさえ 075-762-2055 ohnishi.hisae.5x*kyoto-u.ac.jp 職員 否
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電話 e-mail（*を@に変えてください）
部局等名 氏名 ふりがな

連絡先
職名

英語
対応

地球環境学堂 SINGER, B Jane
しんがー　びー　じぇー
ん

5933 singer.jane.6e*kyoto-u.ac.jp 教員 可

地球環境学堂 岡田　直紀 おかだ　なおき 6097 okad*kais.kyoto-u.ac.jp 教員 可

地球環境学堂 岩谷　彩子 いわたに　あやこ 2875 iwatani.ayako.6v*kyoto-u.ac.jp 教員 可

地球環境学堂 佐藤　淳二 さとう　じゅんじ 5051 sato.junji.6s*kyoto-u.ac.jp 教員 可

地球環境学堂 松浦　千鶴 まつうら　ちづる 5630 matsuura.chizuru.6c*kyoto-u.ac.jp 職員 否

公共政策連携研究部 唐渡　晃弘 からと　てるひろ 3167 karato*law.kyoto-u.ac.jp 教員 可

公共政策連携研究部 上原　和志 かみはら　かずし 3107 職員 否

公共政策連携研究部 中山　明美 なかやま　あけみ 3122 職員 否

経営管理大学院 澤邉　紀生 さわべ　のりお 3515 教員 可

経営管理大学院 砂川　伸幸 いさがわ　のぶゆき 3441 教員 否

経営管理大学院 末松　千尋 すえまつ　ちひろ 3433 教員 可

経営管理大学院 金　広文 きむ　くあんむん 3533 教員 可

経営管理大学院 木元　小百合 きもと　さゆり 15-3192 kimoto.sayuri.6u＊kyoto-u.ac.jp 教員 可

経営管理大学院 土橋　一範 つちはし　かずのり 3403 tsuchihashi.kazunori.7a＊kyoto-u.ac.jp 職員 否

化学研究所 島川  祐一 しまかわ　ゆういち (宇治）3110 shimak*scl.kyoto-u.ac.jp 教員 可 

化学研究所 若宮  淳志 わかみや　あつし (宇治）3080 wakamiya*scl.kyoto-u.ac.jp 教員 可 

化学研究所 松宮  由実 まつみや　ゆみ (宇治）3136 matsmiya*scl.kyoto-u.ac.jp 教員 可 

化学研究所 山本  守雄 やまもと　もりお （宇治）3344 yamamoto.morio.7m*kyoto-u.ac.jp 職員 否

化学研究所 八代　幸造 やつしろ　こうぞう （宇治）3344 yatsushiro.kozo.8u*kyoto-u.ac.jp 職員 否

人文科学研究所 山名　昌代 やまな　まさよ 6902 myamana*zinbun.kyoto-u.ac.jp 職員  否

人文科学研究所 高階　絵理加 たかしな　えりか 6946 erika*zinbun.kyoto-u.ac.jp 教員  否

人文科学研究所 楠見　牧子 くすみ　まきこ 6954 職員  否

人文科学研究所 中西　竜也 なかにし　たつや 6986 nakanishi.tatsuya@zinbun.kyoto-u.ac.jp 教員  否

ウイルス・再生医科学研究所 吉富　啓之 よしとみ　ひろゆき （病A）4107 yositomi*infront.kyoto-u.ac.jp 教員 可

ウイルス・再生医科学研究所 竹本　経緯子 たけもと　けいこ （病A）3987 ktakemot*infront.kyoto-u.ac.jp 教員 可

ウイルス・再生医科学研究所 増田　喬子 ますだ　きょうこ （病A）3818 kyoko.masuda*infront.kyoto-u.ac.jp 教員 可

ウイルス・再生医科学研究所 小林　英治 こばやし　えいじ （病A）4001 kobayashi.eiji.5a*kyoto-u.ac.jp 職員 否

ウイルス・再生医科学研究所 服部　和枝 はっとり　かずえ （病A）4002 hattori.kazue.7x*kyoto-u.ac.jp 職員 否

エネルギー理工学研究所 木村　晃彦 きむら　あきひこ （宇治）3476 教員 可 

エネルギー理工学研究所 紀井　俊輝 きい　としてる （宇治）3422 教員 可

エネルギー理工学研究所 小林　進二 こばやし　しんじ （宇治）3454 教員 可

エネルギー理工学研究所 高塚　真理 たかつか　まり （宇治）3415 職員 否

エネルギー理工学研究所 大平　直子 おおひら　なおこ （宇治）3345 職員 否

生存圏研究所 塩谷　雅人 しおたに　まさと （宇治）3850 shiotani@rish.kyoto-u.ac.jp 教員 可

生存圏研究所 三谷　友彦 みたに　ともひこ （宇治）3880 mitani@rish.kyoto-u.ac.jp 教員 可

生存圏研究所 阿部　賢太郎 あべ　けんたろう （宇治）3695 abekentaro@rish.kyoto-u.ac.jp 教員 可

生存圏研究所 田鶴　寿弥子 たづる　すやこ （宇治）3689 tazurusuyako@rish.kyoto-u.ac.jｐ 教員 可

生存圏研究所 矢吹　正教 やぶき　まさのり （宇治）4611 yabuki@rish.kyoto-u.ac.jp 教員 可

生存圏研究所 松山　晋治 まつやま　しんじ （宇治）3346 matsuyama.shinji.3s@rish.kyoto-u.ac.jp 職員 否

防災研究所 Mori James Jiro モリ　ジェームズ　ジロー（宇治）4205 mori＊eqh.dpri.kyoto-u.ac.jp 教員 可

防災研究所 関口　春子 せきぐち　はるこ （宇治）4286 sekiguchi.haruko.6u＊kyoto-u.ac.jp 教員 可

防災研究所 山口　弘誠 やまぐち　こうせい （宇治）4262 yamaguchi.kosei.5r＊kyoto-u.ac.jp 教員 可

防災研究所 廣中　保彦 ひろなか　やすひこ （宇治）3331 hironaka.yasuhiko.7x*kyoto-u.ac.jp 職員 否

防災研究所 中村　亜都子 なかむら　あつこ （宇治）3348 nakamura.atsuko.6n*kyoto-u.ac.jp 職員 否

基礎物理学研究所 向山　信治 むこうやま　しんじ 7061 shinji.mukohyama*yukawa.kyoto-u.ac.jp 教員 可 

基礎物理学研究所 藤田　裕子 ふじた　ゆうこ 7009 fujita*yukawa.kyoto-u.ac.jp 教員 可 

基礎物理学研究所 中村　美由紀 なかむら　みゆき 7074 miyuki.nakamura*yukawa.kyoto-u.ac.jp 職員 可

基礎物理学研究所 中川　秀樹 なかがわ　ひでき 7000 hideki.nakagawa*yukawa.kyoto-u.ac.jp 職員 否

経済研究所 関口　格 せきぐち　ただし 7141 教員 可

経済研究所 要藤　正任 ようどう　まさとう 7173 教員 否

経済研究所 山口　悟 やまぐち　さとる 7101 職員 否

経済研究所 美濃部　朋子 みのべ　ともこ 7107 職員 否

数理解析研究所 向井　茂 むかい　しげる 7248 mukai*kurims.kyoto-u.ac.jp 教員 可

数理解析研究所 小野　薫 おの　かおる 7207 ono＊kurims.kyoto-u.ac.jp 教員 可

数理解析研究所 志村　創 しむら　はじめ 87206 shimura*kyoto-u.ac.jp 職員 否

数理解析研究所 濵口　敦子 はまぐち　あつこ 7223 hamagu＊kurims.kyoto-u.ac.jp 職員 否

複合原子力科学研究所 木野村　淳 きのむら　あつし 072-451-2682 akinomura*rri.kyoto-u.ac.jp 教員 可 

複合原子力科学研究所 木梨　友子 きなし　ゆうこ 072-451-2437 kinashi*rri.kyoto-u.ac.jp 教員 可 

複合原子力科学研究所 張　倹 ちゃん　じぇん 072-451-2453 zhang*rri.kyoto-u.ac.jp 職員 可 

複合原子力科学研究所 中山　千代子 なかやま　ちよこ 072-451-2312 nakayama*rri.kyoto-u.ac.jp 職員 否

複合原子力科学研究所 山本　由佳 やまもと ゆか 072-451-2325 yuka*rri.kyoto-u.ac.jp 職員 否

複合原子力科学研究所 赤松　裕也 あかまつ ひろや 072-451-2310 akamatsu.hiroya.2w*kyoto-u.ac.jp 職員 否

霊長類研究所 髙田　昌彦 たかだ　まさひこ 0568-63-0572 takada.masahiko.7x＊kyoto-u.ac.jp 教員 可

霊長類研究所 脇田　真清 わきた　ますみ 0568-63-0560 wakita.masumi.2e*kyoto-u.ac.jp 教員 可

霊長類研究所 林　美里 はやし　みさと 0568-63-0548 hayashi.misato.4e*kyoto-u.ac.jp 教員 可

霊長類研究所 藤井　純子 ふじい　じゅんこ 0568-63-0512 fujii.junko.3c*kyoto-u.ac.jp 職員 可

mailto:nakanishi.tatsuya@zinbun.kyoto-u.ac.jp
mailto:shiotani@rish.kyoto-u.ac.jp
mailto:mitani@rish.kyoto-u.ac.jp
mailto:abekentaro@rish.kyoto-u.ac.jp
mailto:tazurusuyako@rish.kyoto-u.ac.j%EF%BD%90
mailto:yabuki@rish.kyoto-u.ac.jp
mailto:matsuyama.shinji.3s@rish.kyoto-u.ac.jp
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東南アジア地域研究研究所 水野　廣祐 みずの　こうすけ 7351 mizuno*cseas.kyoto-u.ac.jp 教員 可

東南アジア地域研究研究所 HAU, Caroline Sy. ハウ　カロライン 7357 hau*cseas.kyoto-u.ac.jp 教員 可

東南アジア地域研究研究所 帯谷　知可 おびや　ちか 9612 obiya*cseas.kyoto-u.ac.jp 教員 可

東南アジア地域研究研究所 設楽 成美 したら　なるみ 7344 shitara*cseas.kyoto-u.ac.jp 教員 可

東南アジア地域研究研究所 木戸場　大輔 きとば　だいすけ 7302 kitoba.daisuke.4u*kyoto-u.ac.jp 職員 可

iPS細胞研究所 髙須　直子 たかす　なおこ 19-87016 教員 可

iPS細胞研究所 藤田　みさお ふじた　みさお 19-7194 教員 可

iPS細胞研究所 沖田　圭介 おきた　けいすけ 19-7372 教員 可

iPS細胞研究所 森澤　眞輔 もりさわ　しんすけ 19-87308 教員 可

iPS細胞研究所 渡邉　正和 わたなべ　まさかず 19-7004 職員 否

iPS細胞研究所 古屋　比奈 ふるや　ひな 19-7001 職員 否

附属図書館 島　文子 しま　ふみこ 2617 shima.fumiko.8s@kyoto-u.ac.jp 職員 否

附属図書館 冨岡　達治 とみおか　たつじ 2683 tomioka.tatsuji.5a＊kyoto-u.ac.jp 職員 否

附属図書館 梶山　暢子 かじやま　のぶこ 2681 kajiyama.nobuko.6e*kyoto-u.ac.jp 職員 否

医学部附属病院 内藤　知佐子 ないとう　ちさこ 19-84337 教員 否

医学部附属病院 尾﨑　幹子 おざき　みきこ 19-3744 職員 否

医学部附属病院 中井　葉子 なかい　ようこ 19-3744 職員 否

医学部附属病院 足立　由起 あだち　ゆき 19-3708 職員 否

医学部附属病院 惠藤　昌子 えとう　あきこ 19-3505 職員 否

医学部附属病院 宇野　久美子 うの　くみこ 19-3640 職員 否

医学部附属病院 藤元　正人 ふじもと　まさひと 19-7836 職員 否

医学部附属病院 斎田　聡一朗 さいた　そういちろう 19-3523 職員 否

医学部附属病院 向井　太　一 むかい　たいち 19-3390 職員 否

医学部附属病院 西山　有紀子 にしやま　ゆきこ 19-3490 職員 否

医学部附属病院 岡村　みや子 おかむら　みやこ 19-3591 職員 否

医学部附属病院 植村　博　樹 うえむら　ひろき 19-3003 職員 否

医学部附属病院 橋元　美津子 はしもと　みつこ 19-4355 職員 否

医学部附属病院 芦田　雅弘 あしだ　まさひろ 19-3036 職員 否

学術情報メディアセンター・情報環境機構 中村 裕一 なかむら　ゆういち 7477 教員 可
学術情報メディアセンター・情報環境機構 岡部 寿男 おかべ　やすお 7458 教員 可
学術情報メディアセンター・情報環境機構 飯山 将晃 いいやま　まさあき 9062 教員 可
学術情報メディアセンター・情報環境機構 元木 環 もとき　たまき 9012 教員 否

生態学研究センター 中野　伸一 なかの　しんいち 077-549-8239 nakano*ecology.kyoto-u.ac.jp 教員 可

生態学研究センター 木庭　啓介 こば　けいすけ 077-549-8256 keikoba*ecology.kyoto-u.ac.jp 教員 可

生態学研究センター 酒井　章子 さかい　しょうこ 077-549-8260 shokosakai*ecology.kyoto-u.ac.jp 教員 可

生態学研究センター 太田　祐子 おおた　ゆうこ 077-549-8200 ota*ecology.kyoto-u.ac.jp 職員 否

野生動物研究センター 木下　こづえ きのした　こづえ 075-771-4387 kinoshita.kodzue.8v*kyoto-u.ac.jp 教員 可

野生動物研究センター 山本　啓 やまもと　ひらく 075-771-4393 yamamoto.hiraku.6a*kyoto-u.ac.jp 職員 否

高等教育研究開発推進センター 松下　佳代 まつした　かよ 3085 matsushita.kayo.7r*kyoto-u.ac.jp 教員 可

総合博物館 村上　由美子 むらかみ　ゆみこ 3279 murakami.yumiko.3n*kyoto-u.ac.jp 教員 可

総合博物館 泉森　嘉宏 いずもり　よしひろ 7720 izumori.yoshihiro.2n＊kyoto-u.ac.jp 職員 否

フィールド科学教育研究センター 德地　直子 とくち　なおこ 2268 tokuchi*kais.kyoto-u.ac.jp 教員 否

フィールド科学教育研究センター 益田　玲爾 ますだ　れいじ 0773-62-9631 教員 可

フィールド科学教育研究センター 坂野上　なお さかのうえ　なお 6431 nao*kais.kyoto-u.ac.jp 教員 否

フィールド科学教育研究センター 加藤　哲哉 かとう　てつや 0739-42-3515 職員 否

フィールド科学教育研究センター 南　幸一 みなみ　こういち 6416 minami.koichi.6n*kyoto-u.ac.jp 職員 否

福井謙一記念研究センター 山崎　友顕 やまざき　ともあき 桂（2008） yamazaki.tomoaki.2v＊kyoto-u.ac.jp 職員 否

こころの未来研究センター 畑中　千紘 はたなか　ちひろ 9683 hatanaka.chihiro.3e*kyoto-u.ac.jp 教員 可

こころの未来研究センター 松原　努 まつばら　つとむ 9670 matsubara.tsutomu.3s*kyoto-u.ac.jp 職員 否

文化財総合研究センター
文学部、文学研究
科窓口へ

国際高等教育院 山木　壱彦 やまき　かずひこ 3690 yamaki.kazuhiko.6r*kyoto-u.ac.jp 教員 可

国際高等教育院 吉田　万里子 よしだ　まりこ 6657 yoshida.mariko.8n*kyoto-u.ac.jp 教員 可

環境安全保健機構 平井　康宏 ひらい　やすひろ 7712 hirai*eprc.kyoto-u.ac.jp 教員 可

環境安全保健機構 川本　卓男 かわもと　たくお 7516 kawamoto.takuo.6s*kyoto-u.ac.jp 教員 可

環境安全保健機構 松崎　慶一 まつざき　けいいち 2416 matsuzaki.keiichi.4v*kyoto-u.ac.jp 教員 否

環境安全保健機構 高山　宏江 たかやま　ひろえ 2405 takayama.hiroe.8z*kyoto-u.ac.jp 職員 否

産官学連携本部 井上　貴博 いのうえ　たかひろ 5536 inoue.takahiro.2n*kyoto-u.ac.jp 職員 否

産官学連携本部 岩坪　佳苗 いわつぼ　かなえ 16-5553 iwatsubo.kanae.5a＊kyoto-u.ac.jp 職員 否

国際戦略本部 片山　貴世 かたやま　たかよ 2019 職員 可

学生総合支援センター 中川　純子 なかがわ　じゅんこ 2515 nakagawa.junko.8u*kyoto-u.ac.jp 教員 否

学生総合支援センター 村田　淳 むらた　じゅん 2550 murata.jun.4v*kyoto-u.ac.jp 教員 否

大学文書館 冨永　　望 とみなが　のぞむ 2657 教員 否

大学文書館 元　　ナミ うぉん　なみ 2035 教員 可

高等研究院 杉村　薫 すぎむら　かおる 9866 ksugimura*icems.kyoto-u.ac.jp 教員 可

高等研究院 松永　倫紀 まつなが　みちのり 9754 matsunaga.michinori.6x*kyoto-u.ac.jp 職員 否

mailto:jkoizumi@cseas.kyoto-u.ac.jp
mailto:yamada.daisuke.8a@kyoto-u.ac.jp
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アフリカ地域研究資料センター 高橋 基樹 たかはし　もとき 7829 takahashi*asafas.kyoto-u.ac.jp 教員 可

アフリカ地域研究資料センター 安岡　宏和 やすおか　ひろかず 7393 yasuoka*asafas.kyoto-u.ac.jp 教員 可

アフリカ地域研究資料センター 金子　守恵 かねこ　もりえ 7821 kaneko*asafas.kyoto-u.ac.jp 教員 可

白眉センター 赤松　明彦 あかまつ　あきひこ 3581 akamatsu.akihiko.6s＊kyoto-u.ac.jp 教員 まずはメールで

学際融合教育研究推進センター 下記ユニットで対応

統合複雑系科学国際研究ユニット 各所属部局窓口へ

ナノテクノロジーハブ拠点 小池　正一 こいけ　しょういち 5645 職員 否

心の先端研究ユニット 吉川　左紀子 よしかわ　さきこ 9670 教員 可

心の先端研究ユニット 明和　政子 みょうわ　まさこ 3074 教員 可

日本エジプト連携教育研究ユニット
ナノテクノロジ－ハ
ブ拠点ユニット窓口
へ

地域連携教育研究推進ユニット 服部　憲児 はっとり　けんじ 3082 教員 可

生理化学研究ユニット 入江　一浩 いりえ　かずひろ 6281 irie*kais.kyoto-u.ac.jp 教員 可

レジリエンス実践ユニット
工学部、工学研究
科窓口へ

政策のための科学ユニット 尾上　洋介 おのうえ　ようすけ 9341 教員 可

政策のための科学ユニット 祐野　恵 ゆうの　めぐみ 9394 yuno.megumi.8z*kyoto-u.ac.jp 教員 可

政策のための科学ユニット カール・ベッカー 9486 becker.carlbradley.5e*kyoto-u.ac.jp 教員 可

森里海連環学教育研究ユニット 清水　夏樹 しみず　なつき 6426 natsuki*kais.kyoto-u.ac.jp 教員 可

実験と理論計算科学のインタープレイによ
る触媒・電池の元素戦略研究拠点ユニット

工学部、工学研究
科窓口へ

構造材料元素戦略研究拠点ユニット
工学部、工学研究
科窓口へ

アジア研究教育ユニット 落合恵美子 おちあい えみこ 2850 ochiai.emiko.3r*kyoto-u.ac.jp 教員 可

人間の安全保障開発連携教育ユニット
エネルギー科学研
究科窓口へ

高度情報教育基盤ユニット 情報学研究科窓口へ

宇宙総合学研究ユニット 土井　隆雄 どい　たかお 9665 教員 可
宇宙総合学研究ユニット 辻廣　智子 つじひろ　さとこ 9665 職員 否

社会科学統合研究教育ユニット 各所属部局窓口へ

次世代研究創成ユニット 小川　正 おがわ　ただし 5913 ogawa.tadashi.7a*kyoto-u.ac.jp 職員 可

次世代研究創成ユニット 山口　陽子 やまぐち　ようこ 5899 yamaguchi.yoko.7v*kyoto-u.ac.jp 職員 可

Future Earth研究推進ユニット 各所属部局窓口へ

インフラシステムマネージメント研究拠点ユ
ニット

工学部、工学研究
科窓口へ

スマートエネルギーマネジメント研究ユニット
学術情報メディアセ
ンター窓口へ

ヒマラヤ研究ユニット 湯本　貴和 ゆもと　たかかず 0568-63-0582 yumoto.takakazu.6w*kyoto-u.ac.jp 教員 可

スーパーグローバルコース数学系ユニット 並河　良典 なみかわ　よしのり 3688 namikawa*math.kyoto-u.ac.jp 教員 可

スーパーグローバルコース化学系ユニット 跡見　晴幸 あとみ　はるゆき （桂）2777 atomi*sbchem.kyoto-u.ac.jp 教員 可

スーパーグローバルコース医学生命系ユニット 橋本　亜紀 はしもと　あき 9287 hashimoto.aki.7r*kyoto-u.ac.jp 職員 可

スーパーグローバルコース人文社会科学
系ユニット

浜　亜希 はま　あき 3476 職員 可

スーパーグローバルコース人文社会科学
系ユニット

池田　登貴子 いけだ　ときこ 3476 職員 可

超高齢社会デザイン価値創造ユニット 各所属部局窓口へ

アカデミックデータ・イノベーションユニット 各所属部局窓口へ

人工知能研究ユニット 情報学研究科窓口へ
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電話 e-mail（*を@に変えてください）
部局等名 氏名 ふりがな

連絡先
職名

英語
対応

水・エネルギー・災害研究教育ユネスコチェ
アユニット

寶　馨 たから　かおる 762-2013 takara.kaoru.7v＊kyoto-u.ac.jp 教員 可
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電話 e-mail（*を@に変えてください）
部局等名 氏名 ふりがな

連絡先
職名

英語
対応

総務部 西村　隆利 にしむら　たかとし 2021 nishimura.takatoshi.2w*kyoto-u.ac.jp 職員 否

総務部 住田　会美 すみた　えみ 2028 sumita.emi.5a*kyoto-u.ac.jp 職員 否

財務部 松野　友紀 まつの　ゆうき 2167 職員 否

財務部 西村　亮 にしむら　りょう 2127 職員 否

施設部 平野　彰人 ひらの　あきひと 内線2300 hirano.akihito.2m@kyoto-u.ac.jp 職員 否

施設部 小菅　将文 こすげ　まさふみ 内線2334 kosuge.masafumi.7c@kyoto-u.ac.jp 職員 否
施設部 末光　史子 すえみつ　ふみこ 内線2150 suemitsu.fumiko.2c@kyoto-u.ac.jp 職員 否
施設部 木村　浩二 きむら　こうじ 内線2364 kimura.koji.2m@kyoto-u.ac.jp 職員 否

施設部 田村　哲哉 たむら　てつや 内線2320 tamura.tetsuya.6c@kyoto-u.ac.jp 職員 否

企画・情報部 外村 孝一郎 とのむら　こういちろう 9004 職員 否

企画・情報部 江﨑 文俊 えざき ふみとし 9016 職員 否

企画・情報部 岡田 悦子 おかだ えつこ 2114 職員 否

企画・情報部 飯島　由多加 いいじま　ゆたか 2079 職員 可

企画・情報部 木村　智子 きむら　ともこ 2600 職員 可

企画・情報部 野尻　知江 のじり　ともえ 2045 職員 可

企画・情報部 町　美稚子 まち　みちこ 7441 職員 否

企画・情報部 武田　鋼 たけだ　はがね 7495 職員 否

教育推進・学生支援部 田平　亜美子 たひら　あみこ 2482 tahira.amiko.6c＊kyoto-u.ac.jp 職員 否

教育推進・学生支援部 廣瀬　泰子 ひろせ　やすこ 2514 hirose.yasuko.2r*kyoto-u.ac.jp 職員 否

教育推進・学生支援部 呑海　和彦 どんかい　かずひこ 2494 donkai.kazuhiko.5x*kyoto-u.ac.jp 職員 否

教育推進・学生支援部 菊井　知子 きくい　ともこ 2507 kikui.tomoko.7z@kyoto-u.ac.jp 職員 否

研究推進部 岡田　健志 おかだ　たけし 2097 okada.takeshi.2m＊kyoto-u.ac.jp 職員 否

研究推進部 矢野　麻美 やの　まみ 2041 yano.mami.4c＊kyoto-u.ac.jp 職員 否

研究推進部 荒木　智子 あらき　ともこ 2024 araki.tomoko.2e＊kyoto-u.ac.jp 職員 否

本部構内（文系）共通事務部 村田　諭 むらた　さとし 2707 murata.satoshi.3n＊kyoto-u.ac.jp 職員 否

本部構内（文系）共通事務部 大嶋　三奈子 おおしま　みなこ 6905 ooshima.minako.7n＊kyoto-u.ac.jp 職員 否

本部構内（理系）共通事務部 樋口　雅之 ひぐち　まさゆき 5023 higuchi.masayuki.7n*kyoto-u.ac.jp 職員 否

本部構内（理系）共通事務部 鎌苅　貴美子 かまかり　きみこ 5017 kamakari.kimiko.7c*kyoto-u.ac.jp 職員 否

本部構内（理系）共通事務部 深尾　秀正 ふかお　ひでまさ 9223 fukao.hidemasa.7m*kyoto-u.ac.jp 職員 否

本部構内（理系）共通事務部 西垣　光嗣 にしがき　みつぐ 5004 nishigaki.mitsugu.6m*kyoto-u.ac.jp 職員 否

吉田南構内共通事務部総務課 中西　　賢 なかにし　けん 6555 nakanishi.ken.6v@kyoto-u.ac.jp 職員 否

吉田南構内共通事務部 結城　美和 ゆうき　みわ 6696 yuki.miwa.7r*kyoto-u.ac.jp 職員 否

医学・病院構内共通事務部 道上　吾朗 みちがみ　ごろう 4693 michigami.goro.5＊kyoto-u.ac.jp 職員 否

医学・病院構内共通事務部 千葉　千恵乃 ちば　ちほの 4460 chiba.chihono.4u@kyoto-u.ac.jp 職員 否

医学・病院構内共通事務部 今井　知子 いまい　ともこ 9529 imai.tomoko.5u＊kyoto-u.ac.jp 職員 否

南西地区共通事務部 森川　未帆 もりかわ　みほ (病Ｂ）7141 morikawa.miho.5x*kyoto-u.ac.jp 職員 否

南西地区共通事務部 田實　祐吉 たじつ　ゆうきち （病Ｂ）7109 tajitsu.yuukichi.7u@kyoto-u.ac.jp 職員 否

北部構内事務部 俣野　雅彦 またの　まさひこ 3632 matano.masahiko.5e*kyoto-u.ac.jp 職員 否

北部構内事務部 長瀬　孝之 ながせ　たかゆき 6023 nagase.takayuki.7c*kyoto-u.ac.jp 職員 否

北部構内事務部 木原　一智 きはら　かずとも 3605 kihara.kazutomo.3n*kyoto-u.ac.jp 職員 否

北部構内事務部 藤村　浩樹 ふじむら　ひろき 6003 fujimura.hiroki.3n*kyoto-u.ac.jp 職員 否

北部構内事務部 前野　敏昭 まえの　としあき 6028 maeno.toshiaki.7a*kyoto-u.ac.jp 職員 否

北部構内事務部 松村　美穂 まつむら　みほ 6419 matsumura.miho.4s*kyoto-u.ac.jp 職員 否

北部構内事務部 堀田　浩志 ほった　ひろし 3639 hotta.hiroshi.6z*kyoto-u.ac.jp 職員 否

北部構内事務部 土山　賀子 つちやま　よしこ 3622 tsuchiyama.yoshiko.2r*kyoto-u.ac.jp 職員 可

北部構内事務部 中西　高之 なかにし　たかゆき 3604 nakanishi.takayuki.7z*kyoto-u.ac.jp 職員 否

北部構内事務部 東　年昭 ひがし　としあき 6379 higashi.toshiaki.5c*kyoto-u.ac.jp 職員 否

宇治地区事務部 池田　竜也 いけだ　たつや （宇治）3378 ikeda.tatsuya.7z＊kyoto-u.ac.jp 職員 否

宇治地区事務部 西川知延 にしかわとものぶ （宇治）3395 nishikawa.tomonobu.8x@kyoto-u.ac.jp 職員 否

宇治地区事務部 村上　加代子 むらかみ　かよこ （宇治）3332 kamuraka*uji.kyoto-u.ac.jp 職員 否

宇治地区事務部 春木　淳 はるき　あつし （宇治）4936 haruki.atsushi.6s*kyoto-u.ac.jp 職員 可

桂地区（工学研究科）事務部
工学部、工学研究
科窓口へ

学術研究支援室 稲石　奈津子 いないし　なつこ 5161 inaishi.natsuko.8s＊kyoto-u.ac.jp 職員 否

学術研究支援室 関　二郎 せき　じろう 5112 seki.jiro.2e＊kyoto-u.ac.jp 職員 否
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