
９-１３　文部科学省共同利用・共同研究拠点、学際的研究拠点、中核的研究拠点、先端的教育研究拠点、

　　　　　および寄付教育研究プロジェクト

文部科学省共同利用･共同研究拠点 センター長

赤ちゃん学研究センター
板倉　昭二
（研究開発推進機構専任フェロー教授）

快風館 学研都市ｷｬﾝﾊﾟｽ

学際的研究拠点（研究センター） センター長

高等教育・学生研究センター
山田　礼子
（社会学部教授）

渓水館 新町ｷｬﾝﾊﾟｽ

先端複合材料研究センター
田中　達也
（理工学部教授）

有徳東館 京田辺ｷｬﾝﾊﾟｽ

創造経済研究センター
河島　伸子
（経済学部教授）

良心館 今出川ｷｬﾝﾊﾟｽ

＜奄美－沖縄－琉球＞研究センター
冨山　一郎
（グローバル・スタディーズ研究科教授）

志高館 烏丸ｷｬﾝﾊﾟｽ

超音波医科学研究センター
秋山　いわき
（生命医科学部教授）

医心館 京田辺ｷｬﾝﾊﾟｽ

こころの科学研究センター
神山　貴弥
（心理学部教授）

香柏館低層棟 京田辺ｷｬﾝﾊﾟｽ

高機能微粒子研究センター
白川　善幸
（理工学部教授）

至心館 京田辺ｷｬﾝﾊﾟｽ

京都と茶文化研究センター
佐伯　順子
（社会学部教授）

渓水館 新町ｷｬﾝﾊﾟｽ

先端バイオマテリアル研究センター
森田　有亮
（生命医科学部教授）

医心館 京田辺ｷｬﾝﾊﾟｽ

良心学研究センター
小原　克博
（神学部教授）

待辰館 今出川ｷｬﾝﾊﾟｽ

フェミニスト・ジェンダー・セクシュアリ
ティ研究センター

石井　香江
（グローバル地域文化学部准教授）

志高館 烏丸ｷｬﾝﾊﾟｽ

南シナ海研究センター
浅野  亮
（法学部教授）

光塩館 今出川ｷｬﾝﾊﾟｽ

Well-being研究センター
飯塚　まり
（ビジネス研究科教授）

寒梅館 室町ｷｬﾝﾊﾟｽ

バイオマイクロフルイディクサイエンス研究
センター

塚越　一彦
（理工学部教授）

至心館 京田辺ｷｬﾝﾊﾟｽ

次世代科学技術社会コミュニケーション研究
センター

野口　範子
（生命医科学部教授）

医心館 京田辺ｷｬﾝﾊﾟｽ

国際インフラシステム研究センター
長岡　直人
（理工学部教授）

有徳西館 京田辺ｷｬﾝﾊﾟｽ

中小企業マネジメント研究センター
関　智宏
（商学部教授）

至誠館 今出川ｷｬﾝﾊﾟｽ

電磁回路システム研究センター
藤原　耕二
（理工学部教授）

有徳西館 京田辺ｷｬﾝﾊﾟｽ

スポーツ傷害予防研究センター
北條　達也
（スポーツ健康科学部教授）

磐上館 京田辺ｷｬﾝﾊﾟｽ

スポーツマネジメント研究センター
横山　勝彦
（スポーツ健康科学部教授）

磐上館 京田辺ｷｬﾝﾊﾟｽ

ヒューマン・ディグニティ研究センター
内藤　正典
（グローバル・スタディーズ研究科教授）

志高館 烏丸ｷｬﾝﾊﾟｽ

メカノバイオロジー研究センター
西川　喜代孝
（生命医科学部教授）

医心館 京田辺ｷｬﾝﾊﾟｽ

古典教材開発研究センター
山田　和人
（文学部教授）

徳照館 今出川ｷｬﾝﾊﾟｽ

文化財保護研究センター
水ノ江　和同
（文学部教授）

徳照館 今出川ｷｬﾝﾊﾟｽ

宮廷文化研究センター
岩坪　健
（文学部教授）

徳照館 今出川ｷｬﾝﾊﾟｽ

AI×ヒューマニティ研究センター
廣安　知之
（生命医科学部教授）

医心館 京田辺ｷｬﾝﾊﾟｽ

ジャーナリズム・メディア・アーカイブス研
究センター

小黒　純
（社会学部教授）

渓水館 今出川ｷｬﾝﾊﾟｽ

社会価値研究センター
須貝　フィリップ
（ビジネス研究科教授）

寒梅館 今出川ｷｬﾝﾊﾟｽ

ダイバーシティ研究センター
阪田　真己子
（文化情報学部教授）

夢告館 京田辺ｷｬﾝﾊﾟｽ

細胞保護再生システム研究センター
市川　寛
（生命医科学部教授）

医心館 京田辺ｷｬﾝﾊﾟｽ
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９-１２　特許出願・登録件数推移
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９－13　文部科学省共同利用・共同研究拠点、学際的研究拠点、 
中核的研究拠点、先端的教育研究拠点および 
寄付教育研究プロジェクト
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９-１４　在外研究員数

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

神学部 ・ 神学研究科 1 1 1

文学部 ・ 文学研究科 1 1 2 2 1 1 1 1 1

社会学部 ・ 社会学研究科 1 2 1

法学部 ・ 法学研究科 1 1 3 2 1 1 1 1 1

経済学部 ・ 経済学研究科 3 1 1 1 1 1

商学部 ・ 商学研究科 2 1 1 1 1 1 1 1

政策学部 ・ 総合政策科学研究科 1 1 2

文化情報学部 ・ 文化情報学研究科 1 1 2

理工学部 ・ 理工学研究科 2 2 3 2 2 1 1

生命医科学部 ・ 生命医科学研究科 2 1 1

ｽﾎﾟｰﾂ健康科学部 ・ｽﾎﾟｰﾂ健康科学研究科 1 1

心理学部 ・ 心理学研究科 1 1 1 1 1 1 1 1 2

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部 1 1 2 1 1

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ地域文化学部 2 2 3 1

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞ 研究科 2 1 1 3 1 2 2 1 1

脳科学研究科

司法研究科 1 2 1 1 1

ﾋﾞｼﾞﾈｽ研究科 1 1 0

言語文化教育研究ｾﾝﾀｰ

ｷﾘｽﾄ教文化ｾﾝﾀｰ

人文科学研究所

ｱﾒﾘｶ研究所

ﾊﾘｽ理化学研究所

日本語・日本文化教育ｾﾝﾀｰ 1 1

国際教育ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ 1 1 1

歴史資料館

免許資格課程ｾﾝﾀｰ 1

学習支援・教育開発ｾﾝﾀｰ

全学共通教養教育ｾﾝﾀｰ

研究開発推進機構

高等研究教育院

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ教育ｾﾝﾀｰ

合　　　　計 13 16 19 17 16 14 10 10 5 6

注１）在外研究期間を延長した場合は，当初の年度に計上した

　２）名称変更を行った学部・研究科等は、名称変更後の学部・研究科等の名で表記している

　３）改組・再編を行った学部・研究科等の採用者数は、改組・再編後の学部・研究科等に含む

　４）高等研究教育院は2018年度までの高等研究教育機構を含む

　５）2022年度は6月1日現在

中核的研究拠点（研究センター） センター長

コリア研究センター
太田　修
（グローバル・スタディーズ研究科教授）

志高館 烏丸ｷｬﾝﾊﾟｽ

モビリティ研究センター
佐藤  健哉
（理工学部教授）

恵喜館 京田辺ｷｬﾝﾊﾟｽ

ナノ・バイオサイエンス研究センター
小寺　政人
（理工学部教授）

至心館 京田辺ｷｬﾝﾊﾟｽ

実証に基づく心理・社会的トリートメント研
究センター

石川　信一
（心理学部教授）

香柏館低層棟 京田辺ｷｬﾝﾊﾟｽ

先端パワートレイン研究センター
松村  恵理子
（理工学部教授）

有徳東館 京田辺ｷｬﾝﾊﾟｽ

国際取引・国際法務研究センター
高杉  直
（法学部教授）

光塩館 今出川ｷｬﾝﾊﾟｽ

宇宙医科学研究センター
辻内　伸好
（理工学部教授）

有徳東館 京田辺ｷｬﾝﾊﾟｽ

文化遺産情報科学調査研究センター
津村　宏臣
（文化情報学部准教授）

夢告館 京田辺ｷｬﾝﾊﾟｽ

超音波応用科学研究センター
松川　真美
（理工学部教授）

有徳西館 京田辺ｷｬﾝﾊﾟｽ

スポーツ医科学研究センター
石井　好二郎
（スポーツ健康科学部教授）

磐上館 京田辺ｷｬﾝﾊﾟｽ

ラテンアメリカ研究センター
宇佐見　耕一
（グローバル地域文化学部教授）

志高館 烏丸ｷｬﾝﾊﾟｽ

神経変性疾患研究センター
宮坂　知宏
（生命医科学部准教授）

医心館 京田辺ｷｬﾝﾊﾟｽ

人工知能工学研究センター
土屋　誠司
（理工学部教授）

香知館 京田辺ｷｬﾝﾊﾟｽ

言語生態科学研究センター
沈　力
（文化情報学部教授）

夢告館 京田辺ｷｬﾝﾊﾟｽ

働き方と科学技術研究センター
藤本　昌代
（社会学部教授）

渓水館 新町ｷｬﾝﾊﾟｽ

STEM人材研究センター
中田　喜文
（政策学部教授）

志高館 烏丸ｷｬﾝﾊﾟｽ

自己組織化科学研究センター
剣持　貴弘
（生命医科学部教授）

医心館 京田辺ｷｬﾝﾊﾟｽ

行動神経科学研究センター
櫻井　芳雄
（脳科学研究科教授）

訪知館 京田辺ｷｬﾝﾊﾟｽ

デジタル法制研究センター
川和　功子
（法学部教授）

光塩館 今出川ｷｬﾝﾊﾟｽ

インクルーシブ防災（i-BOSAI）研究センター
立木　茂雄
（社会学部教授）

渓水館 新町ｷｬﾝﾊﾟｽ

法と社会政策研究センター
木下　麻奈子
（法学部教授）

光塩館 今出川ｷｬﾝﾊﾟｽ

ソーシャルマーケティング研究センター
瓜生原　葉子
（商学部教授）

至誠館 今出川ｷｬﾝﾊﾟｽ

若者と社会研究センター
尾嶋 史章
（社会学部教授）

渓水館 新町ｷｬﾝﾊﾟｽ

地域紛争研究センター
月村　太郎
（政策学部教授）

渓水館 今出川ｷｬﾝﾊﾟｽ

都市共生研究センター
森　千香子
（社会学部教授）

渓水館 今出川ｷｬﾝﾊﾟｽ

音響ナビゲーション研究センター
飛龍　志津子
（生命医科学部教授）

医心館 新町ｷｬﾝﾊﾟｽ

「間ｰ帝国史」研究センター
水谷　智
（グローバル地域文化学部教授）

志高館 烏丸ｷｬﾝﾊﾟｽ

先端的教育研究拠点（研究センター等）
センター長及び

プロジェクト代表者

一神教学際研究センター
アダ・タガー・コヘン
（神学部教授）

待辰館１階 今出川ｷｬﾝﾊﾟｽ

技術・企業・国際競争力研究センター
田口　聡志
（商学部教授）

寒梅館３階 室町ｷｬﾝﾊﾟｽ

エネルギー変換研究センター
稲葉　稔
（理工学部教授）

光喜館 京田辺ｷｬﾝﾊﾟｽ

ライフリスク研究センター
八木　匡
（経済学部教授）

博遠館５階 今出川ｷｬﾝﾊﾟｽ

宇宙生体医工学研究プロジェクト
辻内　伸好
（理工学部教授）

有徳東館 京田辺ｷｬﾝﾊﾟｽ
文部科学省私立大学研究ブラン
ディング事業選定拠点

同志社－ダイキン「次の環境」研究センター
後藤　琢也
（理工学部教授）

訪知館２階 京田辺ｷｬﾝﾊﾟｽ

寄付教育研究プロジェクト 開設部署・出資団体

アンチエイジングリサーチセンター
生命医科学部・
株式会社エージーイー研究所

医心館 京田辺ｷｬﾝﾊﾟｽ

糖化ストレス研究センター
生命医科学部・
株式会社レーネ

医心館 京田辺ｷｬﾝﾊﾟｽ

産学連携によるMBA教育機能強化プロジェクト
ビジネス研究科・
株式会社SCREENホールディングス

寒梅館 室町ｷｬﾝﾊﾟｽ

注）2022年6月1日現在
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