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所在地一覧
部局等の名称 所在地

大学院・学部

大学院文学研究科・文学部 606-8501 京都市左京区吉田本町
附属文化遺産学・人文知連携センター 〃

大学院教育学研究科・教育学部 606-8501 京都市左京区吉田本町
　心理教育相談室 〃

　臨床教育実践研究センター 〃

大学院法学研究科・法学部 606-8501 京都市左京区吉田本町
　法政策共同研究センター 〃

大学院経済学研究科・経済学部 606-8501 京都市左京区吉田本町
　プロジェクトセンター 〃

　東アジア経済研究センター 〃

大学院理学研究科・理学部 606-8502 京都市左京区北白川追分町
　天文台
　　花山天文台 607-8471 京都市山科区北花山大峰町
　　飛騨天文台 506-1314 岐阜県高山市上宝町蔵柱
　　岡山天文台 719-0232 岡山県浅口市鴨方町本庄
　地磁気世界資料解析センター 606-8502 京都市左京区北白川追分町
　地球熱学研究施設
　　本部 874-0903 大分県別府市野口原3088

　　火山研究センター 869-1404 
熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽5280-1

　サイエンス連携探索センター 606-8502 京都市左京区北白川追分町
　植物園 606-8502 京都市左京区北白川西町
大学院医学研究科・医学部 606-8501 京都市左京区吉田近衛町
　動物実験施設 〃

　先天異常標本解析センター 〃

　総合解剖センター 〃

　脳機能総合研究センター 606-8507 京都市左京区聖護院川原町54
　ゲノム医学センター 606-8507 京都市左京区聖護院川原町53
　医学教育・国際化推進センター 606-8501 京都市左京区吉田近衛町
　がん免疫総合研究センター 〃

　医療DX教育研究センター 〃

医学部附属病院 606-8507 京都市左京区聖護院川原町54

大学院薬学研究科・薬学部 606-8501 
京都市左京区吉田下阿達町46-29

　薬用植物園 〃

　統合薬学教育開発センター 〃

大学院工学研究科・工学部

（大学院）
615-8530 京都市西京区京都大学桂
（学部）
606-8501 京都市左京区吉田本町

　光・電子理工学教育研究センター 615-8510 京都市西京区京都大学桂
　流域圏総合環境質研究センター 520-0811 大津市由美浜1-2
　量子理工学教育研究センター 611-0011 宇治市五ケ庄
　桂インテックセンター 615-8530 京都市西京区京都大学桂
　情報センター 〃

　環境安全衛生センター 615-8510 京都市西京区京都大学桂
　工学基盤教育研究センター 615-8530 京都市西京区京都大学桂
　学術研究支援センター 615-8245 京都市西京区御陵大原1-30 
　ミャンマー工学教育拡充支援ユニット 615-8510 京都市西京区京都大学桂
大学院農学研究科・農学部 606-8502 京都市左京区北白川追分町
　農場
　　本場 619-0218 京都府木津川市城山台4-2-1
　　京都農場 606-8502 京都市左京区北白川追分町

　牧場 622-0203 
京都府船井郡京丹波町富田蒲生野144-1

大学院人間・環境学研究科・ 総合人間学部 606-8501 京都市左京区吉田二本松町
大学院エネルギー科学研究科 606-8501 京都市左京区吉田本町
大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 606-8501 京都市左京区吉田下阿達町46
大学院情報学研究科 606-8501 京都市左京区吉田本町
大学院生命科学研究科 606-8501 京都市左京区吉田近衛町
　放射線生物研究センター 〃

　生命動態研究センター 〃

大学院総合生存学館 606-8306 京都市左京区吉田中阿達町1
大学院地球環境学堂・学舎 606-8501 京都市左京区吉田本町
　三才学林 〃
大学院公共政策連携研究部・ 
公共政策教育部 606-8501 京都市左京区吉田本町

大学院経営管理研究部・教育部 606-8501 京都市左京区吉田本町
　経営研究センター 〃

附置研究所

化学研究所 611-0011 宇治市五ケ庄
　先端ビームナノ科学センター 〃

　元素科学国際研究センター 〃

　バイオインフォマティクスセンター 〃

人文科学研究所 606-8501 京都市左京区吉田本町

　東アジア人文情報学研究センター 606-8265 
京都市左京区北白川東小倉町47

　現代中国研究センター 606-8501 京都市左京区吉田本町
医生物学研究所 606-8507 京都市左京区聖護院川原町53
　感染症モデル研究センター 〃

　再生実験動物施設 〃

　ヒトES細胞研究センター 〃

エネルギー理工学研究所 611-0011 宇治市五ケ庄
　エネルギー複合機構研究センター 〃

生存圏研究所 611-0011 宇治市五ケ庄
　生存圏未来開拓研究センター 〃

防災研究所 611-0011 宇治市五ケ庄
　巨大災害研究センター 〃

　地震予知研究センター 〃

　火山活動研究センター 891-1419 鹿児島市桜島横山町1722-19
　斜面災害研究センター 611-0011 宇治市五ケ庄

　流域災害研究センター 612-8235 
京都市伏見区横大路下三栖東ノ口

　水資源環境研究センター 611-0011 宇治市五ケ庄
基礎物理学研究所 606-8502 京都市左京区北白川追分町
経済研究所 606-8501 京都市左京区吉田本町
　複雑系経済研究センター 〃

数理解析研究所 606-8502 京都市左京区北白川追分町
　計算機構研究施設 〃

複合原子力科学研究所 590-0494 
大阪府泉南郡熊取町朝代西2丁目

　粒子線腫瘍学研究センター 〃

　安全原子力システム研究センター 〃

東南アジア地域研究研究所 606-8501 京都市左京区吉田下阿達町46
iPS細胞研究所 606-8507 京都市左京区聖護院川原町53
附属図書館

附属図書館 606-8501 京都市左京区吉田本町
　宇治分館 611-0011 宇治市五ケ庄
全国共同利用施設

学術情報メディアセンター 606-8501 京都市左京区吉田本町
生態学研究センター 520-2113 大津市平野2-509-3
野生動物研究センター 606-8203 京都市左京区田中関田町2-24
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　幸島観察所 889-3311 
宮崎県串間市大字市木吹切16-1

　屋久島観察所
891-4201 
鹿児島県熊毛郡屋久島町永田字浜の上
3279-2

　熊本サンクチュアリ 869-3201 
熊本県宇城市三角町大田尾990

学内共同教育研究施設

高等教育研究開発推進センター 606-8501 京都市左京区吉田二本松町
総合博物館 606-8501 京都市左京区吉田本町
フィールド科学教育研究センター 606-8502 京都市左京区北白川追分町
　芦生研究林 601-0703 京都府南丹市美山町芦生
　北海道研究林標茶区 088-2339 北海道川上郡標茶町多和553

　同 白糠区 088-0322 
北海道白糠郡白糠町西2条北8-1-10

　和歌山研究林 643-0551 
和歌山県有田郡有田川町上湯川76

　上賀茂試験地 603-8047 京都市北区上賀茂本山2
　徳山試験地 745-0851 山口県周南市徳山鉢窪10769
　北白川試験地 606-8502 京都市左京区北白川追分町
　紀伊大島実験所 649-3632 和歌山県東牟婁郡串本町須江
　舞鶴水産実験所 625-0086 京都府舞鶴市長浜
　瀬戸臨海実験所 649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町459
福井謙一記念研究センター 606-8103 京都市左京区高野西開町34-4
ヒト行動進化研究センター 484-8506 愛知県犬山市官林41-2
　人類進化モデル研究センター 〃

　国際共同先端研究センター 〃

教育院等

国際高等教育院 606-8501 京都市左京区吉田二本松町
　国際学術言語教育センター 〃

　日本語・日本文化教育センター 〃

　データ科学イノベーション
　教育研究センター 606-8315 京都市左京区吉田近衛町69

大学院教育支援機構 606-8501 京都市左京区吉田二本松町
　グローバル生存学リーディング大学院 606-8306 京都市左京区吉田中阿達町1
　充実した健康長寿社会を築く総合医療
　開発リーダー育成リーディング大学院 606-8501 京都市左京区吉田近衛町

　デザイン学リーディング大学院 606-8501 京都市左京区吉田本町
　霊長類学・ワイルドライフサイエンス・ 
　リーディング大学院 606-8203 京都市左京区田中関田町2-24

　先端光・電子デバイス創生学卓越大学院 615-8510 京都市西京区京都大学桂
　メディカルイノベーション卓越大学院 606-8501 京都市左京区吉田近衛町
　プラットフォーム学卓越大学院 606-8501 京都市左京区吉田本町
学生総合支援機構 606-8501 京都市左京区吉田本町
環境安全保健機構 606-8501 京都市左京区吉田本町
情報環境機構 606-8501 京都市左京区吉田本町
　IT企画室 〃

図書館機構 606-8501 京都市左京区吉田本町
産官学連携本部 606-8501 京都市左京区吉田本町
オープンイノベーション機構 606-8501 京都市左京区吉田本町
国際戦略本部 606-8501 京都市左京区吉田本町
人と社会の未来研究院 606-8501 京都市左京区吉田下阿達町46
大学文書館 606-8305 京都市左京区吉田河原町15-9
高等研究院

高等研究院 606-8501 京都市左京区吉田牛ノ宮町
　物質ー細胞統合システム拠点 〃

　ヒト生物学高等研究拠点 606-8501 京都市左京区吉田近衛町
　理研－京大科学技術ハブ 606-8501 京都市左京区吉田牛ノ宮町
　豊田理研－京大連携拠点 606-8501 京都市左京区吉田本町
その他の学内組織

アフリカ地域研究資料センター 606-8501 京都市左京区吉田下阿達町46
白眉センター 606-8501 京都市左京区吉田本町

学際融合教育研究推進センター 606-8501 京都市左京区吉田本町
　統合複雑系科学国際研究ユニット 606-8501 京都市左京区吉田本町
　ナノテクノロジーハブ拠点 〃

　こころの科学ユニット 606-8203 京都市左京区吉田下阿達町46
　日本－エジプト連携教育研究ユニット 615-8540 京都市西京区京都大学桂
　地域連携教育研究推進ユニット 606-8501 京都市左京区吉田本町
　生理化学研究ユニット 606-8502 京都市左京区北白川追分町
　政策のための科学ユニット 606-8501 京都市左京区吉田近衛町
　触媒・電池元素戦略研究拠点ユニット 615-8245 京都市西京区御陵大原1-30
　構造材料元素戦略研究拠点ユニット 606-8501 京都市左京区吉田本町
　アジア研究教育ユニット 〃

　高度情報教育基盤ユニット 〃

　宇宙総合学研究ユニット 606-8502 京都市左京区北白川追分町
　社会科学統合研究教育ユニット 606-8501 京都市左京区吉田本町
　グローバルヘルス学際融合ユニット 606-8501 京都市左京区吉田近衛町
　活力ある生涯のためのLast5X
　イノベーションユニット 606-8501 京都市左京区吉田本町

　インフラシステムマネジメント
　研究拠点ユニット 615-8540 京都市西京区京都大学桂

　次世代研究創成ユニット 606-8501 京都市左京区吉田本町
　スマートエネルギーマネジメント研究
　ユニット 〃

　ヒマラヤ研究ユニット 〃

　レジリエンス実践ユニット 615-8540 京都市西京区京都大学桂
　スーパーグローバルコース
　数学系ユニット 606-8502 京都市左京区北白川追分町

　スーパーグローバルコース
　化学系ユニット 615-8510 京都市西京区京都大学桂

　スーパーグローバルコース
　医学生命系ユニット 606-8501 京都市左京区吉田近衛町

　スーパーグローバルコース
　人文社会科学系ユニット 606-8501 京都市左京区吉田本町

　アフリカ学際研究拠点推進ユニット 606-8501 京都市左京区吉田下阿達町46
　超高齢社会デザイン価値創造ユニット 606-8501 京都市左京区吉田近衛町
　熱帯林保全と社会的持続性研究推進
　ユニット 606-8502 京都市左京区北白川追分町

　アカデミックデータ・イノベーション
　ユニット 606-8501 京都市左京区吉田本町

　人工知能研究ユニット 〃

　水・エネルギー・災害研究教育
　ユネスコチェアユニット 606-8306 京都市左京区吉田中阿達町1

　アジア環太平洋研究ユニット 606-8501 京都市左京区吉田下阿達町46
　光量子センシング研究拠点 615-8530 京都市西京区京都大学桂
　モビリティ基盤数理研究ユニット 606-8501 京都市左京区吉田本町
　非線形・非平衡プラズマ科学研究
　ユニット 611-0011 宇治市五ケ庄

　バイオ・高分子ビッグデータによる地球
　と人類に優しいソフト材料の創出拠点 615-8530 京都市西京区京都大学桂

研究連携基盤 606-8507 京都市左京区聖護院川原町53
学術研究支援室 606-8501 京都市左京区吉田本町
高大接続・入試センター 606-8501 京都市左京区吉田本町
男女共同参画推進本部 606-8501 京都市左京区吉田本町
　男女共同参画推進センター 606-8303 京都市左京区吉田橘町
事務本部

事務本部 606-8501 京都市左京区吉田本町


