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組織図と構成員

事業体制

幹 事 会

⽂学研究科 教授 落合恵美⼦ ＊ユニット⻑

⽂学研究科 教授 平⽥昌司  

⽂学研究科 准教授 出⼝康夫  

経済学研究科 教授 久野秀⼆  

経済学研究科 准教授 ⽮野 剛  

経済学研究科 講師 北⽥ 雅  

運 営 協 議 会
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⽊⽥章義

⽂学研究科／⽂献⽂化学専攻国語学・国⽂学講座／教
授

研究分野

国語史

リンク先

http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/sS7rE

 

平⽥昌司

⽂学研究科／⽂献⽂化学専攻中国語学・中国⽂学講座
／教授

研究分野

中国⽂化史、中国語

リンク先

http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/wS4zK

 

家⼊葉⼦

 

永盛克也

⽂学研究科 教授 落合恵美⼦  

⽂学研究科 教授 平⽥昌司  

⽂学研究科 准教授 出⼝康夫  

⽂学研究科／アジア研究教育ユニット 特定准教授 安⾥和晃  

⽂学研究科 副研究科⻑・教授 吉⽥和彦  

経済学研究科 教授 久野秀⼆  

経済学研究科 准教授 ⽮野 剛  

経済学研究科 講師 北⽥ 雅  

経営管理研究部 教授 松井啓之  

アジア・アフリカ地域研究研究科 教授 ⽟⽥芳史  

教育学研究科 教授 杉本 均  

農学研究科 准教授 秋津元輝  

東南アジア研究所 准教授 三重野⽂晴  

⼈⽂科学研究所 准教授 村上 衛  

国際交流センター 教授 森眞理⼦  

⽂学研究科 事務⻑ 和⽥ 薫  

ユニットメンバー

http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/sS7rE
http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/wS4zK


⽂学研究科／⽂献⽂化学専攻欧⽶語学・欧⽶⽂学講座
／准教授

研究分野

歴史⾔語学、歴史的統語論、計量⾔語学、コーパス⾔
語学、⽂献学、歴史的⽂体論

リンク先

http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/wR7yB

⽂学研究科／⽂献⽂化学専攻欧⽶語学・欧⽶⽂学講座
／准教授

研究分野

フランス17世紀⽂学

リンク先

http://researchmap.jp/read0093395/

 

藤⽥正勝

総合⽣存学館／総合⽣存学専攻／教授

研究分野

⽇本哲学史

リンク先

http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/zR4yE

 

上原⿇有⼦

⽂学研究科／思想⽂化学専攻哲学・宗教学講座／教授

研究分野

研究分野：近代⽇本哲学・翻訳学

リンク先

http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/cR8bI

 

吉岡 洋

⽂学研究科／思想⽂化学専攻美学・美術史学講座／教
授

研究分野

美学、芸術学、現代芸術、メディアアート

リンク先

http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/jF1jG

 

出⼝康夫

⽂学研究科／思想⽂化学専攻哲学専修／准教授

研究分野

数理哲学、分析アジア哲学

リンク先

http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/philosophy/phi-
professors/

 

横⽥冬彦

⽂学研究科／歴史⽂化学専攻⽇本史学講座／教授

研究分野

⽇本近世史

リンク先

http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/nB2zO

 

⾦澤周作

⽂学研究科 / 歴史⽂化学専攻⻄洋史学講座 / 准教授

研究分野

イギリス近代史

リンク先

http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/gR9nV
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中砂明徳

⽂学研究科／歴史⽂化学専攻東洋史学講座／准教授

研究分野

中国中世・近世史

リンク先

http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/dX2bO

 

落合恵美⼦

⽂学研究科／⾏動⽂化学専攻社会学講座／教授

研究分野

家族社会学、ジェンダー論、歴史社会学

リンク先

http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/sR6lZ

 

⽥窪⾏則

⽂学研究科／⾏動⽂化学専攻⾔語学講座／教授

研究分野

⽣成⽂法、談話、語⽤論、談話管理、メンタルスペー
ス、危機⾔語

リンク先

http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/xH3hG

 

太郎丸 博

⽂学研究科／⾏動⽂化学専攻社会学講座／准教授

研究分野

数理社会学、社会階層論、社会学⽅法論

リンク先

http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/fM7dT

 

安⾥和晃

⽂学研究科／⾏動⽂化学専攻社会学講座／特定准教授

研究分野

アジア研究、移⺠研究

リンク先

 

永井 和

⽂学研究科／現代⽂化学専攻現代⽂化学講座／教授

研究分野

⽇本近現代史(政治・外交)

リンク先

http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/bZ5sG

http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/dX2bO
http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/sR6lZ
http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/xH3hG
http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/fM7dT
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海⽥⼤輔

⽂学研究科／現代⽂化学専攻／科学哲学科学史専修／
講師

研究分野

英語圏の現代哲学

リンク先

 

植⽥和弘

経済学研究科／経済学専攻⾦融・財政講座／教授

研究分野

環境経済学、財政学

リンク先

http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/uK3cE

 

塩地 洋

経済学研究科／経済学専攻現代経済学講座／教授

研究分野

⾃動⾞産業の国際⽐較

リンク先

http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/hE7wN

 

久野秀⼆

経済学研究科／経済学専攻⽐較制度・政策講座／教授

研究分野

農業・⾷料の国際政治経済学、農業社会学

リンク先

http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/pP0gI

 

⽮野 剛

経済学研究科／経済学専攻統計・情報分析講座／准教
授

研究分野

発展途上経済、移⾏経済、企業家、企業⾦融、企業間
信⽤、統計学

リンク先

http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/rK1yF

 

北⽥ 雅

経済学研究科／経済学研究科附属プロジェクトセンタ
ー／講師

研究分野

医学教育学、医療経済学、臨床⼼理学

リンク先

http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/nY8zY

http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/uK3cE
http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/hE7wN
http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/pP0gI
http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/rK1yF
http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/nY8zY


 

松井啓之

経営管理研究部／経営管理専攻／教授

研究分野

マルチエージェントシミュレーション、ゲーミングシ
ミュレーション

リンク先

http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/oL4kC

 

重⽥眞義

アジア・アフリカ地域研究研究科／アフリカ地域研究
専攻／教授

研究分野

⽣態⼈類学、アフリカ農学、エスノボタニー

リンク先

http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/aA1oZ

 

杉島敬志

アジア・アフリカ地域研究研究科／東南アジア地域研
究専攻地域変動論講座／教授

研究分野

⽂化⼈類学、東南アジア地域研究

リンク先

http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/hT1cH

 

⽟⽥芳史

アジア・アフリカ地域研究研究科／東南アジア地域研
究専攻地域変動論講座／教授

研究分野

タイ政治、地域研究、⽐較政治学

リンク先

http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/cS3dI

 

岩井⼋郎

教育学研究科／教育科学専攻教育社会学講座／教授

研究分野

教育社会学、ライフコース研究、家族社会学、社会階
層、社会調査

リンク先

http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/yW5uK

 

杉本 均

教育学研究科／教育科学専攻⽐較教育政策学講座／教
授

研究分野

⽐較教育学

リンク先

http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/xU8oG

http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/oL4kC
http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/aA1oZ
http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/hT1cH
http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/cS3dI
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南部広孝

教育学研究科／教育科学専攻⽐較教育政策学講座／准
教授

研究分野

東アジア、⾼等教育、中国

リンク先

http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/qA2aX

 

秋津元輝

農学研究科／⽣物資源経済学専攻⽐較農史農学論講座
／准教授

研究分野

農村・農業社会学、⾷農倫理、地域再⽣、地域資源、
アジア農村

リンク先

http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/tP0kM

 

三重野⽂晴

東南アジア研究所／政治経済相関研究部⾨／准教授

研究分野

経済学、開発⾦融論

リンク先

http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/yS4eC
http://www.cseas.kyoto-u.ac.jp/~fmieno/

 

村上 衛

⼈⽂科学研究所／⽂化表象研究部⾨／准教授

研究分野

中国近代史、社会経済史

リンク先

http://www.zinbun.kyoto-
u.ac.jp/zinbun/members/murakami.htm

 

森 眞理⼦

国際交流センター・教授

研究分野

⽇本近世⽂学、俳諧、⽇本語⽇本⽂化教育

リンク先

http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/eM5fT

取組学部・研究科・研究所

⽂学部・⽂学研究科

http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/qA2aX
http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/tP0kM
http://kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp/j/yS4eC
http://www.cseas.kyoto-u.ac.jp/~fmieno/
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http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/


経済学部・経済学研究科

経営管理⼤学院

アジア・アフリカ地域研究研究科

教育学部・教育学研究科

農学部・農学研究科

東南アジア研究所

⼈⽂科学研究所

国際交流センター

ご挨拶

⽬的と事業概要

組織図と構成員

事業体制

ユニットメンバー

取組学部・研究科・研究所

国際連携⼤学と研究機関

関連組織・プログラム

アジア研究の国際拠点形成

社会部⾨

⽂化部⾨

経済部⾨

環境部⾨

国際連携教育プログラム

多⽂化理解交流教育

多⾔語現地研修

短期SEND

SEND・派遣基礎トレーニング

多⾔語多⽂化科⽬

短期学⽣受⼊プログラム

国際連携専⾨教育

系統講義「京都で学ぶアジアと⽇

本」

東アジア持続的経済発展研究コース

京都⼤学国際教育プログラム

海外フィールド調査・インターンシ

ップ

教員・学⽣派遣・受⼊（専⾨教育）

国際連携研究指導

学⽣派遣・受⼊（研究指導）

エラスムス派遣プログラム

（中⻑期派遣）

⻑期SEND

ダブルディグリー制度

学⽣国際ワークショップ

次世代グローバルワークショップ

東アジア学⽣ワークショップ

学⽣ワークショップ

派遣型ワークショップ・

 交流プログラム

教材作成事業

応募・派遣前⼿続き

短期派遣プログラム

エラスムス派遣プログラム

国際研究集会派遣

派遣後の⼿続き

派遣実績

派遣報告書
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