
【全学のハラスメント相談窓口】

　　　電話：075-753-5139

　　　担当：一井　道志、三津川　麻友

【部局のハラスメント相談窓口】
  ＜別紙一覧のとおり＞

【全学の学生相談窓口】

全学または部局のハラスメント相談窓口をご案内いたします。

  学生総合支援機構 学生相談部門 

　　・吉田相談室

　　　電話：075-753-2596

　　　E-mail：yoshida-ssc＊mail.assdr.kyoto-u.ac.jp（＊を@に変えてください）

　　・吉田南相談室

　　　電話：075-753-2547

　　　E-mail：yoshidaminami-ssc＊mail.assdr.kyoto-u.ac.jp（＊を@に変えてください）

　　・北部相談室

　　　電話：075-753-2587

　　　E-mail：hokubu-ssc＊mail.assdr.kyoto-u.ac.jp（＊を@に変えてください）

　　・桂相談室

　　　電話：075-383-7317

　　　E-mail：katsura-ssc＊mail.assdr.kyoto-u.ac.jp（＊を@に変えてください）

　　・宇治相談室

　　　電話：0774-38-4554

　　　E-mail：uji-ssc＊mail.assdr.kyoto-u.ac.jp（＊を@に変えてください）

※　上記の各相談室の受付時間は9時～17時（土日祝除く）です。

　学生生活上の様々な悩みに関する相談の窓口です。ご相談いただいた中でハラスメント調査等の対応を希望される場合には、

　※    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。

相談窓口（令和４年11月１4日現在）

　 公正調査監査室通報・相談掛

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

　　　受付時間：原則として9時～17時（土日祝除く） 

　※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-、

　　　　・宇地区（宇）は0774-38-、

　　　　・桂地区（桂）は075-383-

　　　※ 令和4年12月28日（水）は閉室といたします。
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別紙

電話 e-mail（*を@に変えてください）

文学部、文学研究科 津田　謙治 つだけんじ
S-H.soudan＊bun.kyoto-u.ac.jp
※このアドレスは、文学の相談員４名宛てに送信されま
す

教員 可

文学部、文学研究科 小林　久美子 こばやしくみこ
S-H.soudan＊bun.kyoto-u.ac.jp
※このアドレスは、文学の相談員４名宛てに送信されま
す

教員 可

文学部、文学研究科 中村　義行 なかむらよしゆき 2710
S-H.soudan＊bun.kyoto-u.ac.jp
※このアドレスは、文学の相談員４名宛てに送信されま
す

職員 否

文学部、文学研究科 梅山　慶子 うめやま　けいこ 2715
S-H.soudan＊bun.kyoto-u.ac.jp
※このアドレスは、文学の相談員４名宛てに送信されま
す

職員 否

教育学部、教育学研究科 佐藤　卓己 さとう　たくみ 3041 sato.takumi.5e*kyoto-u.ac.jp 教員
可（文書の
み）

教育学部、教育学研究科 南部　広孝 なんぶ　ひろたか 3039 nanbu.hirotaka.5m*kyoto-u.ac.jp 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 否
教育学部、教育学研究科 中野　秋子 なかの　あきこ 3000 nakano.akiko.4m*kyoto-u.ac.jp 職員 否
教育学部、教育学研究科 中村　敦朝 なかむら　あつとも 3010 nakamura.atsutomo.5z*kyoto-u.ac.jp 職員 否

法学部、法学研究科（法科大学院） 唐渡　晃弘 からと　てるひろ 3167 karato*law.kyoto-u.ac.jp 教員 可
法学部、法学研究科（法科大学院） 伊藤　孝夫 いとう　たかお 3162 takao*law.kyoto-u.ac.jp 教員 可
法学部、法学研究科（法科大学院） 曽我部　真裕 そがべ　まさひろ 3201 sogabe*law.kyoto-u.ac.jp 教員 否
法学部、法学研究科（法科大学院） 和久井　理子 わくい　まさこ 3199 wakui*law.kyoto-u.ac.jp 教員 可
法学部、法学研究科（法科大学院） 高谷　知佳 たかたに　ちか 3168 教員 否
法学部、法学研究科（法科大学院） 嶋村　智 しまむら　さとし 3220 職員 否
法学部、法学研究科（法科大学院） 金木　朋子 かねき　ともこ 3122 職員 否

経済学部、経済学研究科 羽村　靖之 はむら　やすゆき 3512 hamura.yasuyuki.6m@kyoto-u.ac.jp 教員 否
経済学部、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
経済学部、経済学研究科 スティーブン　アイビンス すてぃーぶん　あいびんす 3462 ivings.stevenedward.8a＊kyoto-u.ac.jp 教員 可
経済学部、経済学研究科 岩島　史 いわしま　ふみ 3485 iwashima.fumi.4s*kyoto-u.ac.jp 教員 可
経済学部、経済学研究科 藤井　純子 ふじい　じゅんこ 3403 fujii.junko.3c*kyoto-u.ac.jp 職員 否
経済学部、経済学研究科 荒木　茂 あらき　しげる 3475 araki.shigeru.8n*kyoto-u.ac.jp 職員 否
経済学部、経済学研究科 辻　幸代 つじ　さちよ 3467 tsuji.sachiyo.4a*kyoto-u.ac.jp 職員 否

理学部、理学研究科 高橋　淑子 たかはし　よしこ 4102 yotayota*develop.zool.kyoto-u.ac.jp 教員 可

理学部、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
理学部、理学研究科 田口　聡 たぐち　さとし 3951 taguchi*kugi.kyoto-u.ac.jp 教員 可

理学部、理学研究科 北川　宏 きたがわ　ひろし 4035 kitagawa*kuchem.kyoto-u.ac.jp 教員 可
理学部、理学研究科 雪江　明彦 ゆきえ　あきひこ 3739 yukie*math.kyoto-u.ac.jp 教員 可
理学部、理学研究科 高村　茂 たかむら　しげる 3657 takamura*math.kyoto-u.ac.jp 教員 否

理学部、理学研究科 幸坂　祐生 こうさか　ゆうき 3780 kohsaka.yuhki.3j*kyoto-u.ac.jp 教員 可
理学部、理学研究科 鶴　剛 つる　たけし 3868 tsuru*cr.scphys.kyoto-u.ac.jp 教員 可

理学部、理学研究科 嶺重　慎 みねしげ　しん 3901 shm*kusastro.kyoto-u.ac.jp 教員 可

理学部、理学研究科 石岡　圭一 いしおか　けいいち 3931 ishioka*kugi.kyoto-u.ac.jp 教員 否
理学部、理学研究科 田上　高広 たがみ　たかひろ 4153 tagami*kueps.kyoto-u.ac.jp 教員 可
理学部、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
理学部、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

理学部、理学研究科 秋山　秋梅 あきやま　ちゅうめい 4087 qmzhang*kingyo.zool.kyoto-u.ac.jp 教員 可

理学部、理学研究科 松下　智直 まつした　ともなお 4142 mat*gr.bot.kyoto-u.ac.jp 教員 可
理学部、理学研究科 瀬戸　美穂 せと　みほ 3616 seto.miho.2r*kyoto-u.ac.jp 職員 否

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 竹内　理 たけうち　おさむ 9500 otake*mfour.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A）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 鵜飼　健司 うかい　けんじ 9301 ukai.kenji.4n*kyoto-u.ac.jp 職員 否

医学部、医学研究科 矢野　麻美 やの　まみ 4300 yano.mami.4c*kyoto-u.ac.jp 職員 否

医学部、医学研究科 田中　奈保子 たなか　なおこ 4304 tanaka.naoko.6n*kyoto-u.ac.jp 職員 否

医学部、医学研究科 長谷川　央 はせがわ　ひさし 9296 hasegawa.hisashi.6v*kyoto-u.ac.jp 職員 否

医学部、医学研究科 山下　玲子 やました　れいこ 4325 yamashita.reiko.7s*kyoto-u.ac.jp 職員 否

医学部、医学研究科 山下　靖弘 やました　やすひろ 9313 yamashita.yasuhiro.4e*kyoto-u.ac.jp 職員 否

 医学部、医学研究科（人間健康科学系） 田村　恵子 たむら　けいこ （病Ａ）3921 tamura.keiko.2u＊kyoto-u.ac.jp 教員 否

 医学部、医学研究科（人間健康科学系） 建内　宏重 たてうち　ひろしげ （病Ａ）3967 tateuchi.hiroshige.8x*kyoto-u.ac.jp 教員 可

 医学部、医学研究科（人間健康科学系） 谷向　仁 たにむかい　ひとし （病Ａ）3926 tanimuki*kuhp.kyoto-u.ac.jp 教員 否

薬学部、薬学研究科 小野　正博 おの　まさひろ 4556 教員 可

薬学部、薬学研究科 髙倉　喜信 たかくら　よしのぶ 4615 教員 可

薬学部、薬学研究科 申　惠媛 しん　へうぉん 4537 教員 可
薬学部、薬学研究科 樋口　ゆり子 ひぐち　ゆりこ 4545 教員 可
薬学部、薬学研究科 神徳　智恵 しんとく　ともえ 4513 職員 否

薬学部、薬学研究科 黒坂　良一 くろさか　りょういち 4514 職員 否

工学部、工学研究科 島田　洋子 しまだ　ようこ (桂)3357 shimada.yoko.4x*kyoto-u.ac.jp 教員 可

工学部、工学研究科 邑瀬　邦明 むらせ　くにあき 5056 murase.kuniaki.2n*kyoto-u.ac.jp 教員 可
工学部、工学研究科 八木　佐知子 やぎ　さちこ (桂)82072 yagi.saachiko.8r*kyoto-u.ac.jp 職員 否
工学部、工学研究科 中村　大輔 なかむら　だいすけ (桂)2076 nakamura.daisuke.7e*kyoto-u.ac.jp 職員 否
工学部、工学研究科 馬場　貴司 ばば　たかし (桂)2967 baba.takashi.8m*kyoto-u.ac.jp 職員 否

工学部、工学研究科 古田　英明 ふるた　ひであき (桂)3127 furuta.hideaki.5s*kyoto-u.ac.jp 職員 否

工学部、工学研究科 松本　晶子 まつもと　あきこ 5036 matsumoto.akiko.2m*kyoto-u.ac.jp 職員 否

工学部、工学研究科 大田　瞳 おおた　ひとみ (桂)2642 ota.hitomi.8a*kyoto-u.ac.jp 職員 否

工学部、工学研究科 西垣　光嗣 にしがき　みつぐ (桂)2008 nishigaki.mitsugu.6m*kyoto-u.ac.jp 職員 否

連絡先
職名

英語
対応

部局等名 氏名 ふりがな
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電話 e-mail（*を@に変えてください）

連絡先
職名

英語
対応

部局等名 氏名 ふりがな

農学部、農学研究科 北島　薫 きたじま　かおる 6360 kitajima.kaoru.4s*kyoto-u.ac.jp 教員 可 

農学部、農学研究科 林　由佳子 はやし　ゆかこ （宇）3750 hayashi.yukako.7s*kyoto-u.ac.jp 教員 否

農学部、農学研究科 菅原　達也 すがわら　たつや 6212 sugawara.tatsuya.6v*kyoto-u.ac.jp 教員 可 

農学部、農学研究科 近藤　直 こんどう　なおし 6170 kondo.naoshi.6w*kyoto-u.ac.jp 教員 可

農学部、農学研究科 秋津　元輝 あきつ　もとき 6180 akitsu.motoki.4r*kyoto-u.ac.jp 教員 可

農学部、農学研究科 谷　史人 たに　ふみと 6286 tani.fumito.6w*kyoto-u.ac.jp 教員 可

農学部、農学研究科 真常　仁志 しんじょう　ひとし 6299 shinjo.hitoshi.4x*kyoto-u.ac.jp 教員 可

農学部、農学研究科 片山　礼子 かたやま　あやこ 6489 katayama.ayako.5v*kyoto-u.ac.jp 教員 可 

農学部、農学研究科 吉岡　まり子 よしおか　まりこ 6253 yoshioka.mariko.2r*kyoto-u.ac.jp 教員 否

農学部、農学研究科 落合　久美子 おちあい　くみこ 6108 ochiai.kumiko.7m*kyoto-u.ac.jp 教員 否

農学部、農学研究科 杉本　実紀 すぎもと　みき 6334 sugimoto.miki.5e*kyoto-u.ac.jp 教員 否

農学部、農学研究科 小杉　緑子 こすぎ  よしこ 6089 kosugi.yoshiko.4x*kyoto-u.ac.jp 教員 可

農学部、農学研究科 元木　　航 もとき　こう 0774-94-6404 motoki.ko.3m*kyoto-u.ac.jp 教員 否

農学部、農学研究科 尾田　直之 おだ　なおゆき 6439 oda.naoyuki.4n*kyoto-u.ac.jp 職員 否

農学部、農学研究科 北浦　和子 きたうら　かずこ 6004 kitaura.kazuko.6e*kyoto-u.ac.jp 職員 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 久代　恵介 くしろ　けいすけ 6876 soudan2*adm.h.kyoto-u.ac.jp 教員 否

総合人間学部、人間・環境学研究科 長谷川 千尋 はせがわ　ちひろ 6558 soudan8*adm.h.kyoto-u.ac.jp 教員 否

総合人間学部、人間・環境学研究科 松本 卓也 まつもと　たくや 2954 soudan1*adm.h.kyoto-u.ac.jp 教員 否

総合人間学部、人間・環境学研究科 石村 豊穂 いしむら　とよほ 6871 soudan3*adm.h.kyoto-u.ac.jp 教員 否

総合人間学部、人間・環境学研究科 BHATTE, Pallavi ばって，ぱっらゔぃ 6639 soudan6*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 上原　和志 かみはら　かずし 6507 職員 否

総合人間学部、人間・環境学研究科 籏谷　文一 はたや　ふみかず 6533 職員 否

エネルギー科学研究科 萩原　理加 はぎわら　りか 5822 hagiwara*energy.kyoto-u.ac.jp 教員 可

エネルギー科学研究科 下田　宏 しもだ　ひろし 5609 shimoda*energy.kyoto-u.ac.jp 教員 可

エネルギー科学研究科 垣田　明彦 かきた　あきひこ 4871 kakita.akihiko.7r*kyoto-u.ac.jp 職員 否
エネルギー科学研究科 常深　久美子 つねみ　くみこ 9212 tsunemi.kumiko.7m*kyoto-u.ac.jp 職員 否

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 ito.masako.8e*kyoto-u.ac.jp 教員 可

アジア・アフリカ地域研究研究科 大山　修一 おおやま　しゅういち 7807 oyama.shuichi.3r*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.hirokazu.7n*kyoto-u.ac.jp 教員 可

アジア・アフリカ地域研究研究科 近藤　有希子 こんどう　ゆきこ 7825 kondo.yukiko.3u*kyoto-u.ac.jp 教員 可

アジア・アフリカ地域研究研究科 玉田　芳史 たまだ　よしふみ 7379 tamada.yoshifumi.6w*kyoto-u.ac.jp 教員 可

アジア・アフリカ地域研究研究科 池亀　　彩 いけがめ　あや 9621 ikegame.aya.5u*kyoto-u.ac.jp 教員 可

情報学研究科 川原　純 かわはら　じゅん 5382 jkawahara*i.kyoto-u.ac.jp 教員 可 

情報学研究科 小山　里奈 こやま　りな 3297 linak*i.kyoto-u.ac.jp 教員 可 

情報学研究科 億　康子 おく　やすこ 5500 y-oku*i.kyoto-u.ac.jp 職員 否
情報学研究科 川原　英司 かわはら　えいじ 5945 k-eiji*i.kyoto-u.ac.jp 職員 否

生命科学研究科 垣塚　彰 かきづか　あきら 7674 kakizuka*lif.kyoto-u.ac.jp 教員 可
生命科学研究科 加藤　裕教 かとう　ひろのり 9260 hirokato*pharm.kyoto-u.ac.jp 教員 可

生命科学研究科 山城　佐和子 やましろ　さわこ 4399 yamashiro.sawako.5c*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 井上　佳祐 いのうえ　けいすけ 6142 inoue.keisuke.6w*kyoto-u.ac.jp 教員 否

生命科学研究科 辻　佳奈 つじ　かな 9221 150soudan*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 職員 否

総合生存学館 Ialnazov,Dimiter Savov やるなぞふ,でぃみたー さぼふ 762-2005 教員 可
総合生存学館 八代　幸造 やつしろ　こうぞう 762-2055 yatsushiro.kozo.8u*kyoto-u.ac.jp 職員 否

地球環境学堂 高野　裕久 たかの　ひろひさ （桂）3342 htakano*health.env.kyoto-u.ac.jp 教員 可 

地球環境学堂 高階　絵里加 たかしな　えりか 6946 erika*zinbun.kyoto-u.ac.jp 教員 可 

地球環境学堂 深町　加津枝 ふかまち　かつえ 6081 hukamachi.katsue.2e*kyoto-u.ac.jp 教員 可 

地球環境学堂 本田　晶子 ほんだ　あきこ （桂）3343 akko*health.env.kyoto-u.ac.jp 教員 可 

地球環境学堂 隅井　妙 すみい　たえ 5630 sumii.tae.2s*kyoto-u.ac.jp 職員 否 

公共政策連携研究部 岩下　直行 いわした　なおゆき 9701 iwashita.naoyuki.7e*kyoto-u.ac.jp 教員 可
公共政策連携研究部 嶋村　智 しまむら　さとし 3220 職員 否
公共政策連携研究部 金木　朋子 かねき　ともこ 3122 職員 否

経営管理大学院 安達　貴教 あだち　たかのり 3444 adachi.takanori.8m*kyoto-u.ac.jp 教員 可
経営管理大学院 Spring H. Han スプリング H.ハン 3527 han.hyunjeong.8r*kyoto-u.ac.jp 教員 可
経営管理大学院 赤木　亮介 あかぎ　りょうすけ 83410 akagi.ryosuke.2w*kyoto-u.ac.jp 職員 可
経営管理大学院 藤井　純子 ふじい　じゅんこ 3403 fujii.junko.3c*kyoto-u.ac.jp 職員 否

化学研究所 栗原　達夫 くりはら　たつお (宇）4710 kurihara.tatsuo.8m*kyoto-u.ac.jp 教員 可
化学研究所 阿久津　達也 あくつ　たつや (宇）3015 takutsu*kuicr.kyoto-u.ac.jp 教員 可
化学研究所 松宮  由実 まつみや　ゆみ (宇）3136 matsmiya*scl.kyoto-u.ac.jp 教員 可
化学研究所 井上　忠士 いのうえ　ただし (宇）3344 inoue.tadashi.5z*kyoto-u.ac.jp 職員 否

化学研究所 中川　秀樹 なかがわ　ひでき (宇）3006 nakagawa.hideki.4z*kyoto-u.ac.jp 職員 否

人文科学研究所 古松　崇志 ふるまつ　たかし soudan01*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 教員 否

人文科学研究所 伊藤　順二 いとう　じゅんじ soudan02*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 教員 否

人文科学研究所 山﨑　千恵 やまざき　ちえ soudan03*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 職員 否

人文科学研究所 赤木　俊介 あかぎ　しゅんすけ soudan04*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 職員 否

医生物学研究所 大串　雅俊 おおぐし　まさとし （病A）3846 ohgushi.masatoshi.5r*kyoto-u.ac.jp 教員 可
医生物学研究所 服部　鮎奈 はっとり　あゆな （病A）4805 ayu.hattori*nfront.kyoto-u.ac.jp 教員 可
医生物学研究所 牧野　晶子 まきの　あきこ （病A）4034 makino*infront.kyoto-u.ac.jp 教員 可
医生物学研究所 藤井　稔久 ふじい　としひさ （病A）4001 fujii.toshihisa.6m*kyoto-u.ac.jp 職員 否

医生物学研究所 原　彰子 はら　あきこ （病A）3803 hara.akiko.5a*kyoto-u.ac.jp 職員 否

エネルギー理工学研究所 大垣　英明 おおがき　ひであき （宇）3421 h-ohgaki*iae.kyoto-u.ac.jp 教員 可
エネルギー理工学研究所 中田　栄司 なかた　えいじ （宇）3515 e-nakata*iae.kyoto-u.ac.jp 教員 可
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エネルギー理工学研究所 小林　進二 こばやし　しんじ （宇）3454 kobayashi*iae.kyoto-u.ac.jp 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）3415 m-takatsuka*iae.kyoto-u.ac.jp 職員 否

エネルギー理工学研究所 井上　忠士 いのうえ　ただし （宇）3331 inoue.tadashi.5z*kyoto-u.ac.jp 職員 否

生存圏研究所 松尾　美幸 まつお　みゆき （宇）3649 matsuo.miyuki.4d*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）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）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）3689 tazurusuyako*rish.kyoto-u.ac.jp 教員 可
生存圏研究所 南川　朋子 みなみかわ　ともこ （宇）3346 minamikawa.tomoko.2m*kyoto-u.ac.jp 職員 否

防災研究所 CRUZ NARANJO，Ana Maria くるす　ならんほ　あな　まりあ （宇）4035 anamaria*drs.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）4286 sekiguchi.haruko.6u*kyoto-u.ac.jp 教員 可
防災研究所 佐山　敬洋 さやま　たかひろ （宇）4126 sayama.takahiro.3u*kyoto-u.ac.jp 教員 可
防災研究所 森下　直也 もりした　なおや （宇）3348 morishita.naoya.8x*kyoto-u.ac.jp 職員 否

防災研究所 岡本　加緒里 おかもと　かおり （宇）3348 okamoto.kaori.5a*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 延原　由紀 のぶはら　ゆき 7000 nobuhara.yuki.6v＊kyoto-u.ac.jp 職員 否

基礎物理学研究所 天野　香奈子 あまの　かなこ 7003 kanako.amano*yukawa.kyoto-u.ac.jp 職員 否

経済研究所 髙橋　修平 たかはし　しゅうへい 7153 takahashi*kier.kyoto-u.ac.jp 教員 可

経済研究所 鈴野　崇 すずの　たかし 7122 suzuno*kier.kyoto-u.ac.jp 教員 可

経済研究所 田添　普也 たぞえ　しんや 7102 tazoe.shinya.5c*kyoto-u.ac.jp 職員 否

経済研究所 錦　敦子 にしき　あつこ 7103 nishiki.atsuko.4e*kyoto-u.ac.jp 職員 否

数理解析研究所 荒川　知幸 あらかわ　ともゆき 7796 arakawa*kurims.kyoto-u.ac.jp 教員 可

数理解析研究所 中西　賢次 なかにし　けんじ 7223 kenji*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*kurims.kyoto-u.ac.jp 職員 否

数理解析研究所 鬼束　史子 おにつか　ふみこ 87205* onitsuka*kurims.kyoto-u.ac.jp 職員 可

複合原子力科学研究所 木野村　淳 きのむら　あつし 072-451-2682 kinomura.atsushi.3s*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.yuko.3r*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.jian.5c*kyoto-u.ac.jp 職員 可
複合原子力科学研究所 黒川　敏康 くろかわ　としやす 072-451-2305 kurokawa.toshiyasu.7c*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 yamamoto.yuka.7x*kyoto-u.ac.jp 職員 否
複合原子力科学研究所 松吉　由佳 まつよし　ゆか 072-451-2310 matsuyoshi.yuka.2e*kyoto-u.ac.jp 職員 否

ヒト行動進化研究センター 宮部　貴子 みやべ　たかこ 0568-63-0585 miyabe.takako.2s*kyoto-u.ac.jp 教員 可
ヒト行動進化研究センター 今村　公紀 いまむら　まさのり 0568-63-0580 imamura.masanori.2m*kyoto-u.ac.jp 教員 可
ヒト行動進化研究センター 兼子　明久 かねこ　あきひさ 0568-63-0393 kaneko.akihisa.5w*kyoto-u.ac.jp 職員 否
ヒト行動進化研究センター 新宅　優有 しんたく　ゆう 0568-63-0512 shintaku.yu.2c*kyoto-u.ac.jp 職員 否

東南アジア地域研究研究所 岡本　正明 おかもと　まさあき 7318 okamoto*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 赤塚　亮太 あかつか　りょうた 7302 akatsuka.ryohta.4r*kyoto-u.ac.jp 職員 否

iPS細胞研究所 藤田　みさお ふじた　みさお （病B）7331 教員 可
iPS細胞研究所 沖田　圭介 おきた　けいすけ （病B）7372 教員 可
iPS細胞研究所 池田　恵 いけだ　めぐみ （病B）7010 職員 否
iPS細胞研究所 森澤　眞輔 もりさわ　しんすけ （病B）87308* 職員 可

附属図書館 櫻井　待子 さくらい　まちこ 2691 sakurai.machiko.3n*kyoto-u.ac.jp 職員 否
附属図書館 北條　風行 ほうじょう　ふうこう 2681 hojo.fuko.8v*kyoto-u.ac.jp 職員 否
附属図書館 飯田　智子 いいだ　ともこ 2630 iida.tomoko.7e*kyoto-u.ac.jp 職員 否

医学部附属病院 江川　美保 えがわ　みほ （病A）3284 教員 可
医学部附属病院 辻田　麻衣子 つじた　まいこ （病A）3744 職員 否
医学部附属病院 岩﨑　由加子 いわさき　ゆかこ （病A）3744 職員 否
医学部附属病院 中村　明子 なかむら　あきこ （病A）3744 職員 否
医学部附属病院 川本　典子 かわもと　のりこ （病A）7519 職員 否
医学部附属病院 江口　明子 えぐち　あきこ （病A）7776 職員 否
医学部附属病院 村上　裕美 むらかみ　ひろみ （病A）3330 職員 否
医学部附属病院 小野原　明子 おのはら　あきこ （病A）3297 職員 否
医学部附属病院 西山　有紀子 にしやま　ゆきこ （病A）3480 職員 否
医学部附属病院 岡村　みや子 おかむら　みやこ （病A）3591 職員 否
医学部附属病院 武本　基嗣 たけもと　もとつぐ （病A）4916 職員 否
医学部附属病院 北山　恵子 きたやま　けいこ （病A）3003 職員 否
医学部附属病院 朝木　亮 あさき　りょう （病A）4355 職員 否

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 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 首藤　一幸 しゅとう　かずゆき 9044 教員 否

学術情報メディアセンター・情報環境機構 堀越　泉 ほりこし　いずみ 9052 教員 否

学術情報メディアセンター・情報環境機構 山川　美恵 やまかわ　みえ 7441 職員 否

学術情報メディアセンター・情報環境機構 植木　徹 うえき　とおる 9008 職員 否

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 077-549-8262 shokosakai*ecology.kyoto-u.ac.jp 教員 可

生態学研究センター 本庄　三恵 ほんじょう　みえ 077-549-8264 mhonjo*ecology.kyoto-u.ac.jp 教員 可

生態学研究センター 宮内　友則 みやうち　とものり 077-549-8200 miyauchi.tomonori.7r*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 山中　啓太郎 やまなか　けいたろう 075-771-4393 yamanaka.keitaro.2x*kyoto-u.ac.jp 職員 否

4/7



電話 e-mail（*を@に変えてください）

連絡先
職名

英語
対応

部局等名 氏名 ふりがな

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
高等教育研究開発推進センター 酒井　博之 さかい　ひろゆき 3086 sakai.hiroyuki.2v*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 池田　達志 いけだ　たつし 7720 ikeda.tatsushi.8z*kyoto-u.ac.jp 職員 否

フィールド科学教育研究センター 小林　志保 こばやし　しほ 6216 kobayashi.shiho.2z*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 sakanoue.nao.8z＊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 椿野　康弘 つばきの　やすひろ 6416 tsubakino.yasuhiro.2a*kyoto-u.ac.jp 職員 否

福井謙一記念研究センター 西垣　光嗣 にしがき　みつぐ (桂)2008 nishigaki.mitsugu.6m*kyoto-u.ac.jp 職員 否

福井謙一記念研究センター 大田　瞳 おおた　ひとみ (桂)2642 ota.hitomi.8a*kyoto-u.ac.jp 職員 否

人と社会の未来研究院 畑中　千紘 はたなか　ちひろ 9673 hatanaka.chihiro.3e*kyoto-u.ac.jp 教員 可
人と社会の未来研究院 岡部　剛機 おかべ　たけき 9678 okabe.takeki.4e*kyoto-u.ac.jp 職員 否

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
国際高等教育院 笹尾　洋介 ささお　ようすけ 9372 sasao.yosuke.8n*kyoto-u.ac.jp 教員 可
国際高等教育院 若月　和也 わかつき　かずや 9346 wakatuki.kazuya.3s*kyoto-u.ac.jp 職員 否
国際高等教育院 立田　有香 たつた　ゆか 9587 tatsuta.yuka.7s*kyoto-u.ac.jp 職員 否

大学院教育支援機構 若月　和也 わかつき　かずや 9346 wakatuki.kazuya.3s*kyoto-u.ac.jp 職員 否
大学院教育支援機構 立田　有香 たつた　ゆか 9587 tatsuta.yuka.7s*kyoto-u.ac.jp 職員 否

環境安全保健機構 平井　康宏 ひらい　やすひろ 7706 hirai*eprc.kyoto-u.ac.jp 教員 可 

環境安全保健機構 角山　雄一 つのやま　ゆういち 7530 tsunoyama.yuichi.5s*kyoto-u.ac.jp 教員 可 

環境安全保健機構 橋本　訓 はしもと　さとし 2390 hashimoto.satoshi.7e*kyoto-u.ac.jp 教員 否

環境安全保健機構 岡林　里枝 おかばやし　さとえ 2415 okabayashi.satoe.8c*kyoto-u.ac.jp 教員 否

産官学連携本部 浦嶋　真次 うらしま　しんじ 9148 urashima.shinji.3a＊kyoto-u.ac.jp 職員 否
産官学連携本部 古屋　比奈 ふるや　ひな 5536 furuya.hina.5x*kyoto-u.ac.jp 職員 否
産官学連携本部 原田　広毅 はらだ　こうき 5534 harada.kouki.6a*kyoto-u.ac.jp 職員 否

国際戦略本部 薮内　孝子 やぶうち　たかこ 2045 職員 可

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

学生総合支援機構 村田　淳 むらた　じゅん 5707 murata.jun.4v*kyoto-u.ac.jp 教員 否

大学文書館 橋本　陽 はしもと　よう 2657 教員 可

大学文書館 川口　朋子 かわぐち　ともこ 5165 教員 否

高等研究院 植田　和光 うえだ　かずみつ 9750 ueda.kazumitsu.7w*kyoto-u.ac.jp 教員 可
高等研究院 小川　正 おがわ　ただし 9801 ogawa.tadashi.7a*kyoto-u.ac.jp 教員 可

高等研究院 髙宮　泉水 たかみや　いずみ 9764 itakamiya*icems.kyoto-u.ac.jp 教員 可

高等研究院 井上　寛美 いのうえ　ひろみ 9879 inoue.hiromi.6u*kyoto-u.ac.jp 職員 可

高等研究院 細川　明宏 ほそかわ あきひろ 9754 hosokawa.akihiro.7e*kyoto-u.ac.jp 職員 否

高等研究院 伊藤　ゆり いとう　ゆり 9748 ito.yuri.2s*kyoto-u.ac.jp 職員 否

アフリカ地域研究資料センター 伊谷　樹一 いたに　じゅいち 7811 itani.juichi.4v*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 職員 可

学際融合教育研究推進センター

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 土屋　智由 つちや　としゆき (桂)3690 tutti*me.kyoto-u.ac.jp 教員 可

こころの科学ユニット 各所属部局窓口へ

日本エジプト連携教育研究ユニット 工学部・工学研究科窓口へ

地域連携教育研究推進ユニット 高見　茂 たかみ　しげる 3081 takami.shigeru.5e＊kyoto-u.ac.jp 職員 可

生理化学研究ユニット 阪井　康能 さかい　やすよし 6385 sakai.yasuyoshi.8x*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 祐野　恵 ゆうの　めぐみ 4427 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

実験と理論計算科学のインタープレイによる触媒・電池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 安里 和晃 あさと わこう 2780 asato.wako.4c*kyoto-u.ac.jp 教員 可

高度情報教育基盤ユニット 各所属部局窓口へ

宇宙総合学研究ユニット 寺田　昌弘 てらだ　まさひろ 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・5129 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

企画部窓口へ。ただし、ユニットは、下記ユニットで対応
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電話 e-mail（*を@に変えてください）

連絡先
職名

英語
対応

部局等名 氏名 ふりがな

グローバルヘルス学際融合ユニット 医学部・医学研究科窓口

活力ある生涯のためのLast５Ｘイノベーションユニット 鈴木　基史 すずき　もとふみ （桂）3659 m-snki*me.kyoto-u.ac.jp 教員 可

次世代研究創成ユニット 赤松　明彦 あかまつ　あきひこ 3581 akamatsu.akihiko.6s*kyoto-u.ac.jp 職員 可

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 各所属部局窓口へ

スーパーグローバルコース数学系ユニット 加藤　毅 かとう　つよし 2663 tkato*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 中尾　佳亮 なかお　よしあき （桂）2443 nakao.yoshiaki.8n＊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

アフリカ学際研究拠点推進ユニット 伊谷　樹一 いたに　じゅいち 7811 itani.juichi.4v*kyoto-u.ac.jp 教員 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

熱帯林保全と社会的持続性研究推進ユニット 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 各所属部局窓口へ

水・エネルギー・災害研究教育ユネスコチェアユニット 立川　康人 たちかわ　やすと （桂）3362 tachikawa.yasuto.4c＊kyoto-u.ac.jp 教員 可

アジア環太平洋研究ユニット 各所属部局窓口へ

光量子センシング研究拠点 工学部・工学研究科窓口へ

モビリティ基盤数理研究ユニット 各所属部局窓口へ

非線形・非平衡プラズマ科学研究ユニット 今寺　賢志 いまでら　けんじ （宇）4433 imadera*energy.kyoto-u.ac.jp 教員 可

バイオ・高分子ビックデータ駆動による地球と人類に優しいソフト材料の創出拠点 工学部・工学研究科窓口へ

総務部 木原　一智 きはら　かずとも 2021 kihara.kazutomo.3n*kyoto-u.ac.jp 職員 否
総務部 西井　美季 にしい　みき 2071 職員 否
総務部 伊藤　朋 いとう　とも 2073 ito.tomo.4s*kyoto-u.ac.jp 職員 否
総務部 河村　隆司 かわむら　たかし 2605 kawamura.takashi.7c*kyoto-u.ac.jp 職員 否

人事部 大場　匡朗 おおば　まさあき 2055 ohba.masaaki.7u*kyoto-u.ac.jp 職員 否
人事部 住田　会美 すみた　えみ 2059 sumita.emi.4a*kyoto-u.ac.jp 職員 否
人事部 山崎　友顕 やまざき　ともあき 2060 yamazaki.tomoaki.2v*kyoto-u.ac.jp 職員 否
人事部 小池　香織 こいけ　かおり 2147 koike.kaori.3a*kyoto-u.ac.jp 職員 否

財務部 松井　芳樹 まつい　よしき 2110 職員 否
財務部 大西　尚子 おおにし　なおこ 2117 職員 否
財務部 綱分　悦子 つなわき　えつこ 2127 職員 否
財務部 古澤　慎介 ふるさわ　しんすけ 2132 職員 否

施設部 谷川　喜隆 たにかわ　よしたか 2300 tanikawa.yoshitaka.4n*kyoto-u.ac.jp 職員 否
施設部 坂本　珠代 さかもと　たまよ 2364 sakamoto.tamayo.3a*kyoto-u.ac.jp 職員 否
施設部 川上　浩 かわかみ　ひろし 2334 kawakami.hiroshi.4w*kyoto-u.ac.jp 職員 否

施設部 河野 光伸 こうの　みつのぶ 2374 kohno.mitsunobu.2s*kyoto-u.ac.jp 職員 否

施設部 瀬田　晋司 せた　しんじ 2150 seta.shinji.5x*kyoto-u.ac.jp 職員 否

企画部 石地　啓介 いしじ　けいすけ 2600 職員 否
企画部 川野　裕介 かわの　ゆうすけ 2086 職員 否
企画部 山﨑　紀久 やまざき　のりひさ 2019／2220 職員 否
企画部 薮内　孝子 やぶうち　たかこ 2045 職員 可

情報部

教育推進・学生支援部 加治　真彦 かじ　まさひこ 2505 kaji.masahiko.7e*kyoto-u.ac.jp 職員 否
教育推進・学生支援部 垣本　謙一 かきもと　けんいち 2525 kakimoto.keniti.4s*kyoto-u.ac.jp 職員 否
教育推進・学生支援部 下古谷　綾香 しもふるたに　あやか 9019 shimofurutani.ayaka.3u*kyoto-u.ac.jp 職員 否

学術情報メディアセンター・情報環境機構窓口へ
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電話 e-mail（*を@に変えてください）
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研究推進部 髙橋　裕幸 たかはし ひろゆき 2017 takahashi.hiroyuki.5x*kyoto-u.ac.jp 職員 否
研究推進部 中川　憲一 なかがわ けんいち 2271 nakagawa.kenichi.5s*kyoto-u.ac.jp 職員 否
研究推進部 服部　和枝 はっとり　かずえ 2041 hattori.kazue.7x*kyoto-u.ac.jp 職員 否

公正調査監査室 足立　健史 あだち　けんじ 5135 adachi.kenji.2s*kyoto-u.ac.jp 職員 否

公正調査監査室 野尻　知江 のじり　ともえ 5140 nojiri.tomoe.7m*kyoto-u.ac.jp 職員 否

公正調査監査室 髙橋　徹 たかはし　とおる 5134 takahashi.tohru.2w*kyoto-u.ac.jp 職員 否

本部構内（文系）共通事務部 沖田　真樹 おきた　まさき 2707 okita.masaki.7a*kyoto-u.ac.jp 職員 否

本部構内（文系）共通事務部 岡田　悦子 おかだ　えつこ 3105 okada.etsuko.7e*kyoto-u.ac.jp 職員 否

本部構内（文系）共通事務部 梶山　暢子 かじやま　のぶこ 3113 kajiyama.nobuko.6e*kyoto-u.ac.jp 職員 否

本部構内（理系）共通事務部 福岡　隆一 ふくおか　りゅういち 5004 fukuoka.ryuuichi.6a*kyoto-u.ac.jp 職員 否

本部構内（理系）共通事務部 町　美稚子 まち　みちこ 9223 machi.michiko.7w*kyoto-u.ac.jp 職員 否

本部構内（理系）共通事務部 岩山　亜矢 いわやま　あや 5006 iwayama.aya.6r*kyoto-u.ac.jp 職員 否

本部構内（理系）共通事務部 森田　興 もりた　こう 5017 morita.koh.3m*kyoto-u.ac.jp 職員 否

吉田南構内共通事務部 靭　　尚子 うつぼ　なおこ 6555 utsubo.naoko.2r*kyoto-u.ac.jp 職員 否

吉田南構内共通事務部 西條　久夫 さいじょう　ひさお 6592 saijyou.hisao.5n*kyoto-u.ac.jp 職員 否

医学・病院構内共通事務部 北　幸史 きた　よしふみ 4309 kita.yoshifumi.7z*kyoto-u.ac.jp 職員 否

医学・病院構内共通事務部 山下　絵理子 やました　えりこ 9483 yamashita.eriko.4n*kyoto-u.ac.jp 職員 否

医学・病院構内共通事務部 河田　友彦 かわた　ともひこ 4693 kawata.tomohiko.5m*kyoto-u.ac.jp 職員 否

南西地区共通事務部 末光　史子 すえみつ　ふみこ （病B）7141 suemitsu.fumiko.2c*kyoto-u.ac.jp 職員 否

南西地区共通事務部 井上　夏樹 いのうえ　なつき （病B）7117 inoue.natsuki.8z*kyoto-u.ac.jp 職員 否

南西地区共通事務部 前野　敏昭 まえの　としあき （病B）7116 maeno.toshiaki.7a*kyoto-u.ac.jp 職員 否

南西地区共通事務部 中村　千晶 なかむら　ちあき （病B）7102 nakamura.chiaki.5e*kyoto-u.ac.jp 職員 可

北部構内事務部 田實　祐吉 たじつ　ゆうきち 3632 tajitsu.yuukichi.7u*kyoto-u.ac.jp 職員 否

北部構内事務部 西村　隆利 にしむら　たかとし 3604 nishimura.takatoshi.2w*kyoto-u.ac.jp 職員 否

北部構内事務部 姫野　淳朗 ひめの　あつろう 6023 himeno.atsurou.2v*kyoto-u.ac.jp 職員 否

北部構内事務部 樋口　雅之 ひぐち　まさゆき 6024 higuchi.masayuki.7n*kyoto-u.ac.jp 職員 否

北部構内事務部 笈田　由起子 おいだ　ゆきこ 3605 oida.yukiko.2a*kyoto-u.ac.jp 職員 否

北部構内事務部 森川　未帆 もりかわ　みほ 86412* morikawa.miho.5x*kyoto-u.ac.jp 職員 否

北部構内事務部 藤原　浩一 ふじわら　こういち 6028 fujiwara.kohichi.6w*kyoto-u.ac.jp 職員 否

北部構内事務部 井上　順子 いのうえ　じゅんこ 6010 inoue.junko.2w*kyoto-u.ac.jp 職員 否

北部構内事務部 松本　重樹 まつもと　しげき 3639 matsumoto.shigeki.4z*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 6026 tsuchiyama.yoshiko.2r*kyoto-u.ac.jp 職員 否

宇治地区事務部 川畑　まゆみ かわはた　まゆみ （宇）3332 kawahata.mayumi.7e*kyoto-u.ac.jp 職員 否

宇治地区事務部 田中　隆司 たなか　たかし （宇）3378 tanaka.takashi.2c*kyoto-u.ac.jp 職員 否

宇治地区事務部 織田　秀夫 おりた　ひでお （宇）3370 orita.hideo.3e*kyoto-u.ac.jp 職員 否

宇治地区事務部 高橋　裕美 たかはし　ひろみ （宇）3395 takahashi.hiromi.8v*kyoto-u.ac.jp 職員 否

桂地区（工学研究科）事務部 工学部・工学研究科窓口へ

学術研究展開センター 天野　絵里子 あまの　えりこ 85119 amano.eriko.6x*kyoto-u.ac.jp 職員 否

学術研究展開センター 菅井　佳宣 すがい　よしのり （桂）2632 sugai.yoshinori.7s*kyoto-u.ac.jp 職員 否

オープンイノベーション機構 南　祐志 みなみ　ゆうじ 9183 minami.yuji.3a*kyoto-u.ac.jp 職員 否

オープンイノベーション機構 髙森　舞 たかもり　まい 7768 takamori.mai.4w*kyoto-u.ac.jp 職員 否
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