部局

⼿続き

受⼊形態

担当掛

内線電話

メールアドレス

URL

文学研究科
教育学研究科

雇用あり

法学研究科
経済学研究科

①採用（受入）予定証明書、在籍予定証明書、在

公共政策連携研究部

職証明書等の発行

吉田16-3005

A10jinji-kyousai*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

本部構内（文系）共通事務部総務課総務・国際掛

吉田16-2463

A10soumu*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

雇用なし
（招へい外国人学者・外国人共同研究者）

経営管理研究部

文系共通

本部構内（文系）共通事務部総務課人事掛

人文科学研究所

http://www.bunkei.kyoto-u.ac.jp/adm/

経済研究所
総合博物館
学生総合支援センター

吉田16-3005
②社会保険加入手続き

雇用あり

本部構内（文系）共通事務部総務課人事掛

エネルギー科学研究科

①採用（受入）予定証明書、在籍予定証明書、在 雇用あり

本部構内（理系）共通事務部総務課人事掛

情報学研究科

職証明書等の発行

A10jinji-kyousai*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

大学文書館

生命科学研究科

雇用なし

地球環境学堂

（招へい外国人学者・外国人共同研究者）

吉田16-5006

本部構内（理系）共通事務部総務課共通総務・国際交流掛

学術情報メディアセンター

理系共通

男女共同参画推進センター

吉田16-83598

A20jinji*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
A20soumu_kokusai*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

吉田16-5023
②社会保険加入手続き

雇用あり

本部構内（理系）共通事務部総務課人事掛

A20jinji*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

白眉センター

①、②共

雇用あり

本部構内（理系）共通事務部総務課人事掛

吉田16-5315 hakubi@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

https://www.hakubi.kyoto-u.ac.jp/eng/eng.html

複合原子力科学研究所

①、②共

雇用あり、なし共

総務掛

熊取18-2310 410soumu*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

https://www.rri.kyoto-u.ac.jp/

学際融合教育研究推進センター

①採用（受入）予定証明書、在籍予定証明書、在 雇用あり
職証明書等の発行

大学院人間・環境学研究科

吉田16-86600 A30shomei*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

大学院人間・環境学研究科総務掛

http://www.yoshida-south.kyoto-u.ac.jp/adm/

吉田16-6536 110soumu*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

（招へい外国人学者・外国人共同研究
②社会保険加入手続き

雇用あり

吉田南構内共通事務部総務課人事掛

①採用（受入）予定証明書、在籍予定証明書、在 雇用あり

吉田南構内共通事務部総務課人事掛

吉田16-86600 A30shomei*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

http://www.yoshida-south.kyoto-u.ac.jp/adm/

総合生存学館総務・広報掛

075-762-2055 gsais-soumu*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

http://www.gsais.kyoto-u.ac.jp/

職証明書等の発行

大学院総合生存学館

雇用なし

吉田16-6600 A30jinji-kyuyo*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

http://www.yoshida-south.kyoto-u.ac.jp/adm/

（招へい外国人学者・外国人共同研究
②社会保険加入手続き

吉田南構内共通

雇用なし

吉田南構内共通事務部総務課人事掛

雇用あり

吉田南構内共通事務部総務課人事掛

①採用（受入）予定証明書、在籍予定証明書、在 雇用あり

吉田南構内共通事務部総務課人事掛

吉田16-86600 A30shomei*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

吉田南構内共通事務部総務課総務掛

吉田16-9343 A30soumu*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

雇用あり

吉田南構内共通事務部総務課人事掛

吉田16-6600 A30jinji-kyuyo*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

①採用（受入）予定証明書、在籍予定証明書、在 雇用あり

吉田南構内共通事務部総務課人事掛

職証明書等の発行

高等教育研究開発推進センター国際高等教育院

雇用なし

吉田16-6600 A30jinji-kyuyo*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

（招へい外国人学者・外国人共同研究
②社会保険加入手続き

http://www.yoshida-south.kyoto-u.ac.jp/adm/

【学内限定】
http://www.yoshida-south.kyoto-u.ac.jp/adm/

吉田16-86600 A30shomei*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

http://www.yoshida-south.kyoto-u.ac.jp/adm/

職証明書等の発行

高等研究院

雇用なし

（物質-細胞統合システム拠点）赤字削除

吉田16-9753 ias-gap*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

http://www.icems.kyoto-u.ac.jp/ja/live_jp/

吉田16-6600 A30jinji-kyuyo*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

http://www.yoshida-south.kyoto-u.ac.jp/adm/

（招へい外国人学者・外国人共同研究者）
②社会保険加入手続き

雇用あり

①採用（受入）予定証明書、在籍予定証明書、在 雇用あり
職証明書等の発行
医学・病院構内共通

高等研究院事務部総務企画掛

医学研究科

人事掛

吉田16-84495 060igaku-jinji*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

医学・病院構内共通事務部

経理・研究協力課

国際掛

医学・病院構内共通事務部

経理・研究協力課

給与掛

吉田16-9516 a40kokusai*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

（招へい外国人学者・外国人共同研究
②社会保険加入手続き

http://www.med.kyoto-u.ac.jp/on-campus/proceeding/proceeding/#a5

[総務部人事課 医学・病院構内人事掛(医学担当)]
雇用なし

医学研究科

吉田南構内共通事務部総務課人事掛

雇用あり

【学内専用】
http://www.medhp.kyoto-u.ac.jp/adm/category/guide/guide_koryu

060igakukyuyo*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

なし

[総務部人事課 医学・病院構内給与掛(医学担当)]

薬学部・薬学研究科
アジア・アフリカ地域研究研究科
東南アジア地域研究研究所
南西地区

共通

ウイルス・再生医科学研究所

雇用あり雇用なし
南西地区共通事務部総務課人事掛

①採用（受入）予定証明書、在籍予定証明書、在
職証明書等の発行

（招へい外国人学者・外国人共同研究者）

南西地区共通事務部総務課総務掛

雇用あり

南西地区共通事務部総務課人事掛

病院19-87103
病院19-7110

A50jinji*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
A50soumu*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

アフリカ地域研究資料センター
こころの未来研究センター
iPS細胞研究所

②社会保険加入手続き

病院19-87107

A50jinji*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

【学内限定】 http://www.nansei.kyoto-u.ac.jp/adm/

部局

⼿続き

受⼊形態

①採用（受入）予定証明書、在籍予定証明書、在 雇用あり

担当掛

内線電話

メールアドレス

吉田16-6023 a60somu2*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

北部構内事務部国際室

吉田16-7660 a60oia*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

北部構内総務課給与掛

吉田16-3629 a60kyuyo*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

招へい研究員以外

吉田16-6023 a60somu2*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

【学内限定】

吉田16-6320 fsao*kais.kyoto-u.ac.jp

http://www.fsao.kais.kyoto-u.ac.jp/visiting_en

北部構内事務部国際室

吉田16-7660 a60oia*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

【学内限定】

招へい研究員以外

吉田16-3629 a60kyuyo@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

【学内限定】

吉田16-6320 fsao*kais.kyoto-u.ac.jp

http://www.fsao.kais.kyoto-u.ac.jp/visiting
【学内限定】

職証明書等の発行
（招へい外国人学者・外国人共同研究
②社会保険加入手続き

【学内限定】
http://www.hokubu.kyoto-u.ac.jp/adm/category/guide/guide_jinji#post-3613

雇用なし

理学研究科

URL

北部構内総務課人事掛

雇用あり

【学内限定】
http://www.hokubu.kyoto-u.ac.jp/adm/form_research2#post-4311
【学内限定】
http://www.hokubu.kyoto-u.ac.jp/adm/category/guide/guide_jinji#post-9155

①採用（受入）予定証明書、在籍予定証明書、在

雇用あり

職証明書等の発行

http://www.hokubu.kyoto-u.ac.jp/adm/category/guide/guide_jinji#post-3613

招へい研究員
国際交流室

雇用なし

農学研究科

北部構内総務課人事掛

（招へい外国人学者・外国人共同研究

②社会保険加入手続き

雇用あり

http://www.hokubu.kyoto-u.ac.jp/adm/form_research2#post-4311
北部構内総務課給与掛

http://www.hokubu.kyoto-u.ac.jp/adm/category/guide/guide_jinji#post-9155

招へい研究員
国際交流室

雇用あり

北部構内総務課人事掛

吉田16-6023 a60somu2*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

雇用なし

北部構内事務部国際室

吉田16-7660 a60oia*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

雇用あり

北部構内総務課給与掛

吉田16-3629 a60kyuyo*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

①採用（受入）予定証明書、在職予定証明書、在 雇用あり

北部構内総務課人事掛

吉田16-3605 a60somu1*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

北部構内事務部国際室

吉田16-7660 a60oia*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

北部構内総務課給与掛

吉田16-3629 a60kyuyo*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

①採用（受入）予定証明書、在籍予定証

基礎物理学研究所

明書、在職証明書等の発行

http://www.hokubu.kyoto-u.ac.jp/adm/category/guide/guide_jinji#post-3613
（招へい外国人学者・外国人共同研究

②社会保険加入手続き

【学内限定】
http://www.hokubu.kyoto-u.ac.jp/adm/form_research2#post-4311
【学内限定】
http://www.hokubu.kyoto-u.ac.jp/adm/category/guide/guide_jinji#post-9155

北部構内

共通

職証明書等の発行

数理解析研究所

（招へい外国人学者・外国人共同研究
②社会保険加入手続き

【学内限定】
http://www.hokubu.kyoto-u.ac.jp/adm/category/guide/guide_jinji#post-3613

雇用なし
雇用あり

【学内限定】
http://www.hokubu.kyoto-u.ac.jp/adm/form_research2#post-4311
【学内限定】
http://www.hokubu.kyoto-u.ac.jp/adm/category/guide/guide_jinji#post-9155

招へい研究員以外
野生動物研究センター事務掛

①採用（受入）予定証明書、在職予定証明書、在

野生動物研究センター

雇用あり

職証明書等の発行

075-772-4393 jimu_yasei@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

招へい研究員

【学内限定】

北部構内総務課人事掛

雇用なし

吉田16-3605 a60somu1*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

北部構内事務部国際室

吉田16-7660 a60oia*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

雇用あり

北部構内総務課給与掛

吉田16-3629 a60kyuyo*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

①採用（受入）予定証明書、在職予定証明書、在 雇用あり

北部構内総務課人事掛

吉田16-6023 a60somu2*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

北部構内事務部国際室

吉田16-7660 a60oia*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
吉田16-3629 a60kyuyo*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

（招へい外国人学者・外国人共同研究
②社会保険加入手続き

http://www.wrc.kyoto-u.ac.jp/

http://www.hokubu.kyoto-u.ac.jp/adm/category/guide/guide_jinji#post-3613

【学内限定】
http://www.hokubu.kyoto-u.ac.jp/adm/form_research2#post-4311
【学内限定】
http://www.hokubu.kyoto-u.ac.jp/adm/category/guide/guide_jinji#post-9155

職証明書等の発行

http://www.hokubu.kyoto-u.ac.jp/adm/category/guide/guide_jinji#post-3613
雇用なし

フィールド科学教育研究センター

【学内限定】

（招へい外国人学者・外国人共同研究

【学内限定】
http://www.hokubu.kyoto-u.ac.jp/adm/form_research2#post-4311

②社会保険加入手続き

雇用あり

北部構内総務課給与掛

①採用（受入）予定証明書、在職予定証

雇用あり、なし共

霊長類研究所総務掛

【学内限定】
http://www.hokubu.kyoto-u.ac.jp/adm/category/guide/guide_jinji#post-9155

霊長類研究所

附置研究所

全国共同利用施設

明書、在職証明書等の発行
②社会保険加入手続き

雇用あり

生態学研究センター

①、②共

雇用あり、なし共

化学研究所

①採用（受入）予定証明書、在籍予定証明書、在 雇用あり

エネルギー理工学研究所

職証明書等の発行

生存圏研究所
宇治地区

事務部

0568-63-0512 soumu_reichou*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
0568-63-0232

生態学研究センター総務掛

077-549-8200 620groupC*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

宇治地区人事掛

http://www.ecology.kyoto-u.ac.jp

宇治17-3338 uji.jinji*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

雇用なし
（招へい外国人学者・外国人共同研究者）

研究協力課国際交流掛

雇用あり

宇治地区人事掛

雇用あり

桂地区（工学研究科）総務課人事掛

宇治17-4544

uji.sien*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

防災研究所
大学院横断教育プログラム推進センターのうちグローバル
生存学リーディング大学院

②社会保険加入手続き

工学研究科

宇治17-3338 uji.jinji*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

桂15-82031 090sjinji*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

https://www.t.kyoto-u.ac.jp/adm/bc

福井謙一記念研究センター
学際融合教育研究推進センター

Ａクラスター事務室庶務掛

実験と理論計算化学のインタープレイによる触媒・電池の

攻、材料化学専攻、物質エネルギー化学専攻、分子工学専攻、高分子

元素戦略研究拠点ユニット

化学専攻、合成・生物化学専攻、化学工学専攻)

(工学研究科の電気工学専攻、電子工学専
桂15-2070 090sashomu*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

構造材料元素戦略研究拠点ユニット
インフラシステムマネジメント研究拠点ユニットレジリエ
ンス実践ユニット
桂地区事務部

スーパーグローバルコース化学系ユニット大学院横断プロ

①採用（受入）予定証明書、在籍予定証明書、在
職証明書等の発行

Ｃクラスター事務室庶務掛
雇用なし

(社会基盤工学専攻、都市社会工学専攻、

都市環境工学専攻、建築学専攻)

（招へい外国人学者・外国人共同研究者）

グラム教育推進センター
卓越大学院プログラム先端光・電子デバイス創成学

Ｃクラスター事務室庶務掛
攻、材料工学専攻)

事務室 (福井謙一記念研究センター)

産官学連携本部
附属図書館

②社会保険加入手続き

雇用あり

桂地区（工学研究科）総務課人事掛

①、②共

雇用あり、なし共

産官学連携課産官学連携企画掛

①採用（受入）予定証明書、在籍予定証

雇用あり、なし共

図書館企画課図書館企画掛

明書、在職証明書等の発行
②社会保険加入手続き

雇用あり

090scshomu*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

(機械理工学専攻、マイクロエンジニアリ

ング専攻、航空宇宙工学専攻、原子核工学専

吉田地区

桂15-3129

桂15-3452

075-711-7708 090akinen*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
桂15-82031 090sjinji*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
吉田16-5536 sanren-jinji*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
吉田16-2616

kikaku660*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

https://www.t.kyoto-u.ac.jp/adm/bc
https://www.saci.kyoto-u.ac.jp

