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第 4 編第 2 章 学科・専攻・講座・学科目・研究部門の変遷 

凡 例 

1. 本図及び表は、創立から 2021年 5 月 1日までの京都大学における学科・専攻・講座・
学科目・研究部門の変遷を示したものである。

2. 本図及び表の構成は次の通りである。(1)学科（2002 年 3月 31 日まで）、(2)専攻（2002
年 3 月 31 日まで）、(3)講座（2002 年 3 月 31 日まで）、(4)学科目（2002 年 3 月 31
日まで）、(5)研究部門（2002 年 3 月 31 日まで）、(6)学科・学科目（2002 年 4 月 1
日以降）、(7)専攻・講座（2002 年 4月 1日以降）、(8)研究部門（2002年 4 月 1日以
降）、(9)医療技術短期大学部の学科・専攻。

3. 本図のうち、(1)~(5)については、『官報』、京都大学事務本部所蔵『達示例規書類』、『講
座別定員調』、『国立大学の講座及び学科目調』、『京都大学百年史』資料編三より作成し
た。学科、講座、学科目、研究部門については、2002 年 3月 25 日文部科学省令第 5 号
（国立大学の学科及び課程に関する省令）により文部科学省令で定めないこととされ
たため、(6)(7)(8)については、学内規則（京都大学の講座、学科目及び研究部門に関す
る規程及び各部局の規程）より作表した。その際、学科・専攻・コース名はゴシックで
示した。

4. 法令、告示、学内規則（達示及び例規）によって規定された学科・専攻・講座・学科目・
研究部門については、名称の下に公布年月日、種類、番号を示した。根拠となる法令の
存在しないものについては、『京都大学百年史』資料編三より設置年月日を示した。

5. 掲載の順番は、(1)~(5)については『官報』または『京都大学概要』における表記の順
にしたがった。ただし、作図の都合上、順番を変更した箇所もある。(6)(7)(8)について
は、「京都大学の講座、学科目及び研究部門に関する規程」における表記の順にしたが
った。ただし、作表の都合上、順番を変更した箇所もある。

6. 変遷が、他大学、他部局にまたがる場合は、（ ）で大学名、部局名を表記した。その
際、名称が異なるものとなっている場合には＜＞で表記した。部局附属施設から定員の
振替があった場合は施設名等を表記し（附）と付した。

7. (3)について、客員講座及び客員研究部門については、名称の前に＊を付した。協力講
座、寄附講座及び寄附研究部門は省略した。

8. (7)について、協力講座には名称の後ろに＊を付した。
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［総合人間学部］

［文科大学、文学部］

［教育学部］

［法科大学、法学部］

［経済学部］

⑴ 学科（2002年3月31日まで）

1992.9.30省33
人間学科

国際文化学科
1992.9.30省33

基礎科学科
1992.9.30省33

自然環境学科
1992.9.30省33

2002.3.25省5
人間学科

国際文化学科
2002.3.25省5

基礎科学科
2002.3.25省5

自然環境学科
2002.3.25省5

1959.4.21
経済学科

1959.4.21
経営学科

2002.3.25省5
経済学科

2002.3.25省5
経営学科

1899.7.4省35
法律学科

1907.5.18省16
法律学科

1941.12.15
法律学科

1907.5.18省16
政治学科

1941.12.15
政治学科

1899.7.4省35
政治学科 政治経済学科

1914.8.29省24

1903.9.19省31
〔廃止〕

1903.9.19省31
〔廃止〕

1926.1
〔廃止〕

1946
〔廃止〕

1946
〔廃止〕

1926.1
〔廃止〕

1964.2.25省3
教育学科

教育心理学科
1976.4.1省13

教育科学科
1998.3.31省8

教育科学科
2002.3.25省5

教育社会学科
1976.4.1省13

1995.3.30省10
人文学科

2002.3.25省5
人文学科

文化行動学科
1992.4.1省9

1906.6.11省10
哲学科

1906.6.11省10
史学科

1906.6.11省10
文学科
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［理工科大学］

［理科大学、理学部］

［医科大学、医学部］

1898.6.30省14
物理学科

採鉱冶金学科
1898.6.30省14

1898.6.30省14
数学科

1904.8.22省17
理学科

1898.6.30省14
純正化学科

1898.6.30省14
電気工学科

1898.6.30省14
製造化学科

1897.6.23省8
土木工学科

1897.6.23省8
機械工学科

1908.9.11省28
物理学科

1908.9.11省28
数学科

1908.9.11省28
純正化学科

1914.7.4
（理科大学）

1914.7.4
（理科大学）

1914.7.4
（理科大学）

1914.7.4
（工科大学）

1914.7.4
（工科大学）

1914.7.4
（工科大学）

1914.7.4
（工科大学）

1914.7.4
（工科大学〈工業化学科〉）

宇宙物理学科
1921.4.13

地球物理学科
1921.4.13

生物物理学科
1967.4.22省3

1914.7.4
物理学科

1921.4.13
動物学科

1921.4.13
植物学科1919.2

生物学科

1920.5

宇宙物理学
地球物理学科

1914.7.4
数学科

1919.2.6
化学科

1994.3.30省9
理学科

2002.3.25省5
理学科

1922.4
地質学鉱物学科

1914.7.4
純正化学科

（理工科大学）

（理工科大学）

（理工科大学）

1899.7.4省35
医学科

2002.3.25省5
医学科

1939.3.31
薬学科

1960.4.1
（薬学部）
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［福岡医科大学］

［薬学部］

1903.3.26省8
医学科

1911.3.31
（九州帝国大学医科大学）

1961.4.1
製薬化学科 1997.3.31省15

総合薬学科
2002.3.25省5
総合薬学科1960.4.1

薬学科（医学部）
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［工科大学、工学部］

採鉱冶金学科
1914.7.4

金属加工学科
1961.4.1

応用物理学科
1946.1.9

原子核工学科
1958.4.1

化学機械学科
1940.4.1

高分子化学科
1961.4.1

1914.7.4
土木工学科

1958.4.1
衛生工学科

1960.4.1
精密工学科

1955.7.1
航空工学科

1954.4.1
電子工学科

1959.4.1
数理工学科

1970.4.1省7
情報工学科

1942.3.27
航空工学科

1975.4.16省16
物理工学科

1994.6.24省22
物理工学科

1964.4.1省12
資源工学科

1996.4.1省10
地球工学科

1914.7.4
機械工学科

1914.7.4
電気工学科

1914.7.4
工学化学科

1939.3.31
燃料化学科

1941.3.15
繊維化学科

1961.4.1
化学工学科

1960.4.1
合成化学科

1993.3.31省10
工業化学科

1966.4.5省23
石油化学科

1942.3.27
鉱山学科

1996.4.1省10
建築学科

1995.3.30省10
情報学科

1942.3.27
冶金学科

1920.8.21
建築学科

1963.4.1
交通土木工学科

1964.4.1省12
建築学第二学科

1962.4.1
機械工学第二学科

1961.4.1
電気工学第二学科

1995.3.30省10
電気電子工学科

（理工科大学）

（理工科大学）

（理工科大学
〈製造化学科〉）

（理工科大学）

（理工科大学）

2002.3.25省5
物理工学科

2002.3.25省5
地球工学科

2002.3.25省5
工業化学科

2002.3.25省5
建築学科

2002.3.25省5
情報学科

2002.3.25省5
電気電子工学科
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［農学部］

農作園芸学科 
1924.1.26

農林経済学科
1924.1.26

農林生物学科
1924.1.26

1926.1.28
農学科

1924.1.26
林学科

1924.1.26
農林工学科 

1924.1.26
農林化学科

1949
農芸化学科

1949
農業工学科

1965.3.31省20
林産工学科

1967.4.22省3
食品工学科

1947.4.19
水産学科

1972.4.1省14
畜産学科

1995.3.30省10
生物生産科学科

1995.3.30省10
生産環境科学科

1995.3.30省10
生物機能科学科

2002.3.25省5
資源生物科学科

2001.3.31省58
資源生物科学科

2002.3.25省5
応用生命科学科

2001.3.31省58
応用生命科学科

2002.3.25省5
食料・環境経済学科

2002.3.25省5
森林科学科

2002.3.25省5
食品生物科学科

2002.3.25省5
地域環境工学科

2001.3.31省58
食料・環境経済学科

2001.3.31省58
森林科学科

2001.3.31省58
食品生物科学科

2001.3.31省58
地域環境工学科
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［文学研究科］

⑵ 専攻（2002年3月31日まで）

［教育学研究科］

1953.5.13告41
考古学

1953.5.13告41
言語学

1996.4.1
文献文化学

1996.4.1
思想文化学

1996.4.1
歴史文化学

1996.4.1
行動文化学

1996.4.1
現代文化学

2002.4.1達20
文献文化学

2002.4.1達20
思想文化学

2002.4.1達20
歴史文化学

2002.4.1達20
行動文化学

2002.4.1達20
現代文化学

1953.5.13告41
哲学

1953.5.13告41
英語学英米文学

1953.5.13告41
中国語学中国文学

フランス語学フランス文学
1953.5.13告41

1953.5.13告41
ドイツ語学ドイツ文学

1953.5.13告41
東洋史学

1953.5.13告41
西洋史学

美学美術史学
1953.5.13告41

国語学国文学
1953.5.13告41

梵語学梵文学
1953.5.13告41

1953.5.13告41
宗教学

1953.5.13告41
心理学

1953.5.13告41
社会学

1953.5.13告41
国史学

1953.5.13告41
地理学

1953.5.13告41
教育方法学

1998.4.1
臨床教育学

1998.4.1
教育科学

2002.4.1達20
臨床教育学

2002.4.1達20
教育科学1953.5.13告41

教育学

（修）1988.4.1
（博）1990.4.1

臨床教育学
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［法学研究科］

［経済学研究科］

1953.5.13告41
公法

1953.5.13告41
基礎法学

1953.5.13告41
民刑事法

1966.4.1
政治学

2002.4.1達20
公法

2002.4.1達20
基礎法学

2002.4.1達20
民刑事法

2002.4.1達20
政治学

（修）1987.4.1
（博）1989.4.1

現代経済学

1953.5.13告41
経済政策学

1996.3.29告62
現代経済学1953.5.13告41

理論経済学・経済史学 1996.3.29告62
経済システム分析

組織経営分析
1997.4.1

経済動態分析
1997.4.1

2002.4.1達20
現代経済学

2002.4.1達20
経済システム分析

組織経営分析
2002.4.1達20

経済動態分析
2002.4.1達20

1963.4.1
経営学
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［理学研究科］

［医学研究科］

1965.4.1
物理学第一

1965.4.1
物理学第二

1953.5.13告41
宇宙物理学

1953.5.13告41
地球物理学

1957.4.1
原子核理学

1953.5.13告41
数学

1953.5.13告41
化学

2002.4.1達20
化学

1994.4.1
数学・数理解析

1995.4.1
物理学・宇宙物理学

（博）1975.4.1
数理解析

（博）1986.4.1
霊長類学

1995.4.1
生物科学

地球惑星科学
1994.4.1

2002.4.1達20
数学・数理解析

2002.4.1達20
物理学・宇宙物理学

2002.4.1達20
生物科学

地球惑星科学
2002.4.1達20

地質学鉱物学
1953.5.13告41

1953.5.13告41
物理学

1953.5.13告41
動物学

1953.5.13告41
植物学

（修）1971.4.1
（博）1973.4.1

生物物理学

1955.8.3告81
社会医学系

1985.4.1
分子医学系

1990.4.1
脳統御医科学系

2002.4.1達20
分子医学系

2002.4.1達20
脳統御医科学系

1955.8.3告81
生理学系

1955.8.3告81
病理学系

1955.8.3告81
内科学系

1955.8.3告81
外科学系

1956.5.14告48
生理系

1956.5.14告48
病理系

1956.5.14告48
外科系

1956.5.14告48
内科系

2000.4.1
社会健康医学系

2002.4.1達20
社会健康医学系

2000.4.1
医科学専攻

2002.3.31
医科学専攻

2002.4.1達20
生理系

2002.4.1達20
病理系

2002.4.1達20
外科系

2002.4.1達20
内科系

『京都大学百二十五年史　資料編』 
第４編一覧・統計＞第２章学科・専攻・講座・学科目・研究部門の変遷＞(2) 専攻（2002年3月31日まで）

3443



［薬学研究科］

1997.4.1
生命薬科学

1997.4.1
医療薬科学

1965.4.1
製薬化学

1997.4.1
創薬科学

2002.4.1達20
生命薬科学

2002.4.1達20
医療薬科学

2002.4.1達20
創薬科学

1953.5.13告41
薬学

（修）1993.4.1
（博）1995.4.1

薬品作用制御システム
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［工学研究科］

交通土木工学
1967.4.1

機械工学第二
1966.4.1

電気工学第二
1965.4.1

機械物理工学
1994.4.1

機械物理工学
2002.4.1 達 20

航空宇宙工学
1994.4.1

電子物性工学
1995.4.1

電子通信工学
1995.4.1

環境地球工学
1996.4.1

1953.5.13告41
鉱山学

1996.4.1
建築学

1953.5.13告41
建築学

1953.5.13告41
冶金学

（情報学研究科）
1998.4.1

（情報学研究科）
1998.4.1

（情報学研究科）
1998.4.1

（情報学研究科）
1998.4.1

（エネルギー科学研究科）
1996.4.11994.4.1

エネルギー応用工学

1995.4.1
応用システム科学

1996.4.1
土木システム工学

（修）1991.4.1
（博）1993.4.1

環境地球工学

（修）1979.4.1
（博）1981.4.1

物理工学

（修）1974.4.1
（博）1976.4.1

情報工学

（修）1987.4.1
（博）1989.4.1

応用システム科学

1968.4.1
建築学第二

1957.4.1
原子核工学

2002.4.1 達 20
原子核工学

1953.5.13告41
応用物理学

1965.4.1
金属加工学

1996.4.1
生活空間学

1953.5.13告41
機械工学

2002.4.1達20
機械工学

1953.5.13告41
電気工学

1959.4.1
航空工学

1994.4.1
材料工学

1958.4.1
電子工学

1995.4.1
電気工学

航空宇宙工学
2002.4.1 達 20

電子物性工学
2002.4.1 達 20

2002.4.1 達 20
材料工学

2002.4.1 達 20
電気工学

1995.4.1
数理工学

1995.4.1
情報工学

1963.4.1
数理工学

1964.4.1
精密工学

2002.4.1 達 20
精密工学

1953.5.13告41
土木工学

1996.4.1
土木工学

1996.4.1
環境工学

1996.4.1
資源工学

環境地球工学
2002.4.1 達 20

2002.4.1 達 20
建築学

2002.4.1 達 20
土木システム工学

2002.4.1 達 20
生活空間学

2002.4.1 達 20
土木工学

2002.4.1 達 20
環境工学

2002.4.1 達 20
資源工学

1962.4.1
衛生工学

1968.4.1
資源工学

1993.4.1

物質エネルギー化学
2002.4.1 達 20

物質エネルギー化学

（修）1983.4.1
（博）1985.4.1

分子工学
2002.4.1 達 20
分子工学

1953.5.13告41
工業化学

1953.5.13告41
燃料化学

1970.4.1
石油化学

1993.4.1
材料化学

2002.4.1 達 20
材料化学

1993.4.1
合成 ・生物化学

2002.4.1 達 20
合成 ・生物化学

1953.5.13告41
化学機械学

1965.4.1
高分子化学

2002.4.1 達 20
高分子化学

1964.4.1
合成化学

1953.5.13告41
繊維化学

1965.4.1
化学工学

2002.4.1 達 20
化学工学
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［農学研究科］

地域環境科学
1995.4.1

応用生命科学
1997.4.1

応用生物科学
1996.4.1

1953.5.13告41
水産学

（修）1971.4.1
（博）1973.4.1

食品工学

（修）1976.4.1
（博）1978.4.1

畜産学

（修）1981.4.1
（博）1983.4.1

熱帯農学

1953.5.13告41
農林生物学

1953.5.13告41
農林経済学

1953.5.13告41
農芸化学

1953.5.13告41
農業工学

1969.4.1
林産工学

1996.4.1
森林科学

1953.5.13告41
農学

2002.4.1達20
農学

1953.5.13告41
林学

1995.4.1
生物資源経済学

地球環境科学
2002.4.1達20

応用生命科学
2002.4.1達20

応用生物科学
2002.4.1達20

2002.4.1達20
森林科学

2002.4.1達20
生物資源経済学

2002.4.1達20
食品生物科学専攻

2001.4.1
食品生物科学専攻

［人間・環境学研究科］

環境相関研究
（博）1997.4.1

アフリカ地域研究
（博）1996.4.1

（アジア・アフリカ地域研究研究科）
1998.4.1

（修）1991.4.1
（博）1993.4.1

人間・環境学

（修）1992.10.1
（博）1995.4.1

文化・地域環境学

環境相関研究
2002.4.1達20

2002.4.1達20
人間・環境学

2002.4.1達20
文化・地域環境学

［エネルギー科学研究科］

1996.4.1
エネルギー基礎科学

1996.4.1
エネルギー応用科学

1996.4.1
エネルギー変換科学

1996.4.1

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31
エネルギー社会・環境科学
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［生命科学研究科］

［アジア・アフリカ地域研究研究科］

［情報学研究科］

（博）1998.4.1
アフリカ地域研究

（博）1998.4.1

2002.3.31

2002.3.31
東南アジア地域研究

1998.4.1
知能情報学

1998.4.1
複雑系科学

1998.4.1
社会情報学

1998.4.1
数理工学

システム科学
1998.4.1

1998.4.1

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31
通信情報システム

1999.4.1
統合生命科学

1999.4.1
高次生命科学

2002.3.31
統合生命科学

2002.3.31
高次生命科学
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［総合人間学部］

⑶ 講座（2002年3月31日まで）

1992.9.30省33
文明論

1992.9.30省33
人間基礎論

1992.9.30省33
文化構造論

1992.9.30省33
数理基礎論

1992.9.30省33
情報科学論

1992.9.30省33
物質環境論

1992.9.30省33
環境適応論

1992.9.30省33
言語文化論

1992.9.30省33
生活空間論

1992.9.30省33
自然構造基礎論

1992.9.30省33
欧米文化・社会論

1992.9.30省33
生物・地球圏環境論

1992.9.30省33

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31
日本・中国文化・社会論
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［文科大学、文学部］

心理学第一
1906.6.5勅135

東洋古典学
1995.3.30省10

東洋古典学（文学研究科へ移行）
1996.5.11省19

西洋古典学
1995.3.30省10

西洋古典学（文学研究科へ移行）
1996.5.11省19

宗教学第一
1907.5.10勅187

宗教学第二
1922.6.1勅300

心理学第二
1973.4.27省11

宗教学第三
1926.6.21勅182

（教育学部）
1953.8

国史学第一
1907.5.10勅187

社会人間学
1986.3.31省13

東洋史学第一
1907.5.10勅187

東洋史学第二
1908.5.2勅117

東洋史学第三
1909.5.25勅142

国史学第二
1909.5.25勅142

哲学・哲学史第二
1906.6.5勅135

哲学・哲学史第五
1964.2.25省3

哲学・哲学史第六
1964.2.25省3

哲学・哲学史第三
1909.5.25勅142

美学・美術史第一
1909.5.25勅142

美学・美術史第二
1956.3.31省4

美学・美術史学第一
1968.4.1省8

美学・美術史学第二
1968.4.1省8

欧米語学・欧米文学（文学研究科へ移行）
1996.5.11省19

倫理学
1906.6.5勅135

社会学
1907.5.10勅187

教育学・教授法第一
1906.6.5勅135

日本史学
1995.3.30省10

日本史学（文学研究科へ移行）
1996.5.11省19

東洋史学
1995.3.30省10

東洋史学（文学研究科へ移行）
1996.5.11省19

1995.3.30省10

ヨーロッパ-アメリカ語学・
ヨーロッパ-アメリカ文学

哲学・宗教学
1995.3.30省10

哲学・宗教学（文学研究科へ移行）
1996.5.11省19

美学・美術史学
1995.3.30省10

美学・美術史学（文学研究科へ移行）
1996.5.11省19

哲学・哲学史第一
1906.6.5勅135

哲学・哲学史第五
1927.10.8勅305

哲学・哲学史第二
1964.2.25省3

国語学・国文学
1995.3.30省10

中国語学・中国文学
1995.3.30省10

中国語学・中国文学（文学研究科へ移行）
1996.5.11省19

国語学・国文学（文学研究科へ移行）
1996.5.11省19

哲学・哲学史第三
1964.2.25省3

哲学・哲学史第六
1947.7.5政126

哲学・哲学史第四
1912.5.30勅125

1909.5.25勅142
史学・地理学第三

西洋史学
1995.3.30省10

西洋史学（文学研究科へ移行）
1996.5.11省19

史学・地理学第二
1907.5.10勅187

地理学
1964.2.25省3

考古学
1995.3.30省10

考古学（文学研究科へ移行）
1996.5.11省191969.5.21省14

西南アジア史学

西洋史学第一
1964.2.25省3

西洋史学第二
1964.2.25省3

1966.4.5省23
現代史 現代史学

1968.4.1省8

1907.5.10勅187
史学・地理学第一
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1992.4.10省16

地域環境学
1989.5.29省25

考古学
1916.9.9勅213

1995.3.30省10

1995.3.30省10

国語学・国文学第一
1908.5.2勅117

梵語学・梵文学
1908.5.2勅117

西洋文学第二
1908.5.2勅117

西洋文学第四
1934.7.4勅221

西洋文学第三
1925.5.19勅194

西洋文学第五
1960.4.1省3

アメリカ文学
1964.2.25省3

西洋文学第一
1907.5.10勅187

国語学・国文学第二
1919.7.2勅322

言語学
1908.5.2勅117

1996.5.11省19
言語学（文学研究科へ移行）

1996.5.11省19
社会学（文学研究科へ移行）社会学

地理学

言語学

心理学
1996.5.11省19
心理学（文学研究科へ移行）

支那語学・支那文学
1906.6.5勅135

英語学・英文学第一
1964.2.25省3

英語学・英文学第二
1964.2.25省3

支那語学・支那文学第二
1919.7.2勅322

中国語学・中国文学第一
1954.9.7省23

中国語学・中国文学第二
1954.9.7省23

ドイツ語学・ドイツ文学
1964.2.25省3

1995.3.30省10

1995.3.30省10
地理学（文学研究科へ移行）
1996.5.11省19

1995.3.30省10

フランス語学・フランス文学第一
1964.2.25省3

フランス語学・フランス文学第二
1980.3.31省6

イタリア語学・イタリア文学
1940.12.11勅876

西洋古典語学・西洋古典文学
1953.8

基礎心理学
1992.4.10省16

実験心理学
1992.4.10省16

社会学
1992.4.10省16

地理学
1992.4.10省16

社会人間学

現代文化学
1996.5.11省19
現代文化学現代文化学（文学研究科へ移行）

1992.4.10省16

地域環境学
1992.4.10省16

科学哲学・科学史
1992.4.10省16

1937.12.27勅734
日本精神史

1946.3.15勅141
〔廃止〕

言語科学

教育学教授法第二
1949.7.1

（教育学部）
1951.4.1

教育心理学
1950.5.24

（教育学部）
1951.4.1
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［文学研究科］

1996.5.11省19
国語学・国文学（文学部から移行）

1996.5.11省19
中国語学・中国文学（文学部から移行）

2002.3.31

1996.5.11省19
東洋古典学（文学部から移行）

2002.3.31

1996.5.11省19
西洋古典学（文学部から移行）

2002.3.31

1996.5.11省19
欧米語学・欧米文学（文学部から移行）

2002.3.31

1996.5.11省19
哲学・宗教学（文学部から移行）

2002.3.31

1996.5.11省19
美学・美術史学（文学部から移行）

2002.3.31

1996.5.11省19
日本史学（文学部から移行）

2002.3.31

1996.5.11省19
東洋史学（文学部から移行）

2002.3.31

1996.5.11省19
西洋史学（文学部から移行）

2002.3.31

1996.5.11省19
考古学（文学部から移行）

2002.3.31

1996.5.11省19
心理学（文学部から移行）

2002.3.31

1996.5.11省19
言語学（文学部から移行）

2002.3.31

1996.5.11省19
社会学（文学部から移行）

2002.3.31

1996.5.11省19
地理学（文学部から移行）

2002.3.31

1996.5.11省19
現代文化学（文学部から移行）

2002.3.31

1976.5.10省24
※比較社会学

1996.5.11省19
※総合文化学

2002.3.31

2002.3.31
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［教育学部］

1952.2.7
教育哲学 

1952.2.7
教育指導

1954.4
教育課程

1964.2.25省3
社会教育

1953.5
図書館学

生涯学習計画
1992.4.10省16

臨床教育学（院）
1988.4.8省16

1951.4.1
教育史

1998.4.9省22
教育学（教育学研究科へ移行）

1952.2.7
教育史

1964.2.25省3
教育学

1951.4.1
教育方法学

1951.4.1
教育心理学

1951.10.1
教育学第三

1965.3.31省20
比較教育学

1964.2.25省3
教育心理学

1964.2.25省3
臨床心理学

1971.4.1省19
視聴覚教育

1964.2.25省3
教育社会学

1952.4.1
教育行政学

1951.10.1
教育学第二

1964.2.25省3
教育人間学

1998.4.9省22
教育方法学（教育学研究科へ移行）

1998.4.9省22
教育社会学（教育学研究科へ移行）

1998.4.9省22
生涯教育学（教育学研究科へ移行）

1998.4.9省22
臨床教育学（教育学研究科へ移行）

1998.4.9省22
心理臨床学（教育学研究科へ移行）

1952.4.1
教育社会学第一

1953.8
教育社会学第二

1998.4.9省22
教育認知心理学（教育学研究科へ移行）

1998.4.9省22
比較教育政策学（教育学研究科へ移行）

1951.4.1
教育学教授法第二

1988.4.8省16
臨床人格心理学（院）

教育学教授法第一
1953.8

教育心理学第一
1958.3.31省8

教育心理学第二
1958.3.31省8

1983.3.31省10
児童・青年心理学

（文学部）

（文学部）

（文学部）

『京都大学百二十五年史　資料編』 
第４編一覧・統計＞第２章学科・専攻・講座・学科目・研究部門の変遷＞(3) 講座（2002年3月31日まで）

3452



［教育学研究科］

1998.4.9省22
教育学（教育学部から移行）

1998.4.9省22
教育方法学（教育学部から移行）

2002.3.31

1998.4.9省22
教育認知心理学（教育学部から移行）

2002.3.31

1998.4.9省22
教育社会学（教育学部から移行）

2002.3.31

1998.4.9省22
生涯教育学（教育学部から移行）

2002.3.31

1998.4.9省22
比較教育政策学（教育学部から移行）

2002.3.31

1998.4.9省22
臨床教育学（教育学部から移行）

2002.3.31

1998.4.9省22
心理臨床学（教育学部から移行）

2002.3.31

2002.3.31
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［法科大学、法学部］

1953
ローマ法

1976.5.10省24
法社会学

1899.7.4勅321
民法第一

1899.7.4勅321
民法第二

1901.6.21勅134
民法第三

1907.5.10勅187
民法第四

1918.6.24勅261
商法第一

1918.6.24勅261
商法第二

1992.4.10省16
法社会学(法学研究科へ移行）

英吉利法第一
1901.6.21勅134

国際公法第一
1900.3.31勅107

国際公法第二
1914.1.24勅8

1992.4.10省16
法史学(法学研究科へ移行）

1907.5.10勅187
法制史

1899.7.4勅321
羅馬法

1900.3.31勅107
法理学

1899.7.4勅321
国法学

1951.4.1
租税法

1922.6.1勅300
海法学

1958.3.31省8
労働法

1958.3.31省8
刑事学

1966.4.5省23
英米法

1992.4.10省16
外国法(法学研究科へ移行）

1992.4.10省16
行政法(法学研究科へ移行）

1992.4.10省16
国際法(法学研究科へ移行）

1992.4.10省16
経済法(法学研究科へ移行）

1992.4.10省16
商事法(法学研究科へ移行）

1992.4.10省16
民事法(法学研究科へ移行）

1992.4.10省16
租税法(法学研究科へ移行）

1992.4.10省16
法理学(法学研究科へ移行）

1969.5.21省14
ソビエト法

1899.7.4勅321
行政法第一

1912.5.30勅125
行政法第二

1968.6.12省17
社会保障法

1983.3.31省10
現代外国法

1926.6.21勅182
日本法制史

1926.6.21勅182
西洋法制史

1907.5.10勅187
比較法制史

1899.7.4勅321
商法破産法第一

1900.3.31勅107
商法破産法第二

1953
イギリス法第一

1992.4.10省16
憲法(法学研究科へ移行）1899.7.4勅321

憲法

1953
海法

1909.5.25勅142
独逸法第二 1992.4.10省16

民事手続法(法学研究科へ移行）

刑法・刑事訴訟法第一
1899.7.4勅321

英吉利法第二
1909.5.25勅142

ドイツ法第二
1953

1992.4.10省16
社会法(法学研究科へ移行）

1953
イギリス法第二

1953
刑法
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1900.3.31勅107
財政学

1902.5.9勅151
統計学

1899.7.4勅321
国際私法

1992.4.10省16
政治理論(法学研究科へ移行）仏蘭西法第二

1909.5.25勅142

仏蘭西法第一
1901.6.21勅134

政治学・政治史第二
1912.5.30勅125

政治学・政治史第一
1906.4.24勅89

1953
政治史

1982.3.31省13
比較法

1918.6.24勅261
破産法

1958.3.31省8
政治学史

1992.4.10省16
比較政治(法学研究科へ移行）

1922.6.1勅300
外交史

1953
政治学

1922.6.1勅300
行政学

1992.4.10省16
政治外交史(法学研究科へ移行）

1992.4.10省16
国際政治学(法学研究科へ移行）

1980.3.31省6
国際取引法

1966.4.5省23
政治思想史

1899.7.4勅321
民事訴訟法

1953
刑事訴訟法

1901.6.21勅134
独逸法第一

1900.3.31勅107
経済学第一

1919.5.29勅256
（経済学部）

1919.5.29勅256
（経済学部）

1919.5.29勅256
（経済学部）

1919.5.29勅256
（経済学部）

1919.5.29勅256
（経済学部）

1919.5.29勅256
（経済学部）

1919.5.29勅256
（経済学部）

1919.5.29勅256
（経済学部）

1901.6.21勅134
経済学第二

1907.5.10勅187
経済学第三

1914.1.24勅8
経済学第四

1916.9.9勅213
経済学第六

1916.3.31勅55
経済学第五

1992.4.10省16
渉外関係法(法学研究科へ移行）

1967.4.22省3
日本政治外交史

1907.5.10勅187
刑事訴訟法第二

ドイツ法第一
1953

1992.4.10省16
刑事法(法学研究科へ移行）

1953
フランス法第一

1953
フランス法第二

1967.4.22省3
国際政治学

1978.4.1省13
政治過程論

1978.4.1省13
比較政治学

1992.4.10省16
現代政治行政分析(法学研究科へ移行）
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［法学研究科］

1992.4.16省16
法史学（法学部から移行）

1992.4.16省16
法理学（法学部から移行）

2002.3.31

1992.4.16省16
法社会学（法学部から移行）

2002.3.31

1992.4.16省16
外国法（法学部から移行）

2002.3.31

1992.4.16省16
憲法（法学部から移行）

2002.3.31

1992.4.16省16
行政法（法学部から移行）

2002.3.31

1992.4.16省16
租税法（法学部から移行）

2002.3.31

1992.4.16省16
国際法（法学部から移行）

2002.3.31

1992.4.16省16
民事法（法学部から移行）

2002.3.31

1992.4.16省16
商事法（法学部から移行）

2002.3.31

1992.4.16省16
経済法（法学部から移行）

2002.3.31

1992.4.16省16
社会法（法学部から移行）

2002.3.31

1992.4.16省16
民事手続法（法学部から移行）

2002.3.31

1992.4.16省16
渉外関係法（法学部から移行）

2002.3.31

1992.4.16省16
刑事法（法学部から移行）

2002.3.31

1992.4.16省16
政治理論（法学部から移行）

2002.3.31

1992.4.16省16
政治外交史（法学部から移行）

2002.3.31

1992.4.16省16
国際政治学（法学部から移行）

2002.3.31

1992.4.16省16
比較政治（法学部から移行）

2002.3.31

1992.4.16省16
現代政治行政分析（法学部から移行）

2002.3.31

1992.4.16省16
総合法政分析

2002.3.31

2002.3.31
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［経済学部］

1964.2.25省3
経済原論

1986.3.31省13
経済理論 1996.5.11省19

経済理論（経済学研究科へ移行）

1964.2.25省3
経済学史

1922.6.1勅300
社会政策

1946.3.22勅155
経済政策

1964.2.25省3
経営政策

1997.3.31省15
経営政策（経済学研究科へ移行）

1984.4.11省19
経営政策

日本経済理論
1939.10.11勅696

1919.5.29勅256
統計学

1922.6.1勅300
経済史

1919.5.29勅256
財政学

1959.3.31省5
交通論

1984.4.11省19
経営学

1959.3.31省5
経営史

1957.3.31省5
商業論

1954.4
会計学

1919.5.29勅256
経済学第一

1919.5.29勅256
経済学第二

1941.11.29勅1019
日本経済思想史

1978.4.1省13
マーケティング

1990.6.8省16
国際統計情報・金融

1988.4.8省16
経済史・思想史

1987.5.21省19
比較社会・経済政策

1989.5.29省25
財政・地域産業

1996.5.11省19
統計・情報分析（経済学研究科へ移行）

1996.5.11省19

歴史・思想分析
（経済学研究科へ移行）

1997.3.31省15
比較制度・政策（経済学研究科へ移行）

1997.3.31省15
金融・財政（経済学研究科へ移行）

1997.3.31省15
経営・社会環境分析（経済学研究科へ移行）

1997.3.31省15
市場・会計分析（経済学研究科へ移行）

1984.4.11省19
市場・会計分析

1996.5.11省19
国際経営・経済分析（経済学研究科へ移行）

1964.2.25省3
貨幣・金融論

1939.10.11勅696
東亜経済政策原論

（法科大学）

（法科大学）

1919.5.29勅256
経済学第四

1964.2.25省3
世界経済論

1964.2.25省3
産業経済論

1946.3.22勅155
経済学第七

1954.9
社会思想史

1962.3.31省11
経営学第二

1953.8
経営学第一

1964.2.25省3
経営学原理

（法科大学）

1919.5.29勅256
経済学第六（法科大学）

1919.5.29勅256
経済学第五（法科大学）

1919.5.29勅256
経済学第三（法科大学）

（法科大学）

（法科大学）
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［経済学研究科］

1996.5.11省19
経済理論（経済学部から移行）

1996.5.11省19
統計・情報分析（経済学部から移行）

2002.3.31

1996.5.11省19
歴史・思想分析（経済学部から移行）

2002.3.31

1997.3.31省15
比較制度・政策（経済学部から移行）

2002.3.31

1997.3.31省15
金融・財政（経済学部から移行）

2002.3.31

2000.3.31省28
ファイナンス工学

2002.3.31

1997.3.31省15
経営・社会環境分析（経済学部から移行）

2002.3.31

1997.3.31省15
経営政策（経済学部から移行）

2002.3.31

1997.3.31省15
市場・会計分析（経済学部から移行）

2002.3.31

2001.3.31省50
事業創成

2002.3.31

1987.5.21省19
現代経済学

2002.3.31

1987.5.21省19
日本経済論

1996.5.11省19
現代経済学

2002.3.31

1987.5.21省19
応用経済学

1996.5.11省19
国際経営・経済分析（経済学部から移行）

2002.3.31

1991.4.12省21
開発経営組織政策

2002.3.31
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［理工科大学］

1897.6.24勅219
数学第一

1897.6.24勅219
数学第二

1906.4.24勅89
数学第三

1897.6.24勅219
化学第一

1897.6.24勅219
化学第四

1900.3.31勅108
化学第五

1914.1.24勅8
化学第七

1908.5.2勅117
化学第六

1897.6.24勅219
化学第三

1897.6.24勅219
化学第二

土木工学第一
1897.6.24勅219

土木工学第三
1897.6.24勅219

土木工学第四
1899.5.17勅203

構造強弱学
1902.4.26勅147

機械工学第五
1902.4.26勅147

土木工学第二
1897.6.24勅219

機械工学第一
1897.6.24勅219

機械工学第三
1897.6.24勅219

機械工学第四
1899.5.17勅203

機械工学第二
1897.6.24勅219

1909.5.25勅142
建築学

1897.6.24勅219
物理学第一

1897.6.24勅219
物理学第三

1907.5.10勅187
物理学第四

1897.6.24勅219
物理学第二

1914.7.6勅146
（理科大学）

1914.7.6勅146
（理科大学）

1914.7.6勅146
（理科大学）

1914.7.6勅146
（理科大学）

1914.7.6勅146
（理科大学）

1914.7.6勅146
（理科大学）

1914.7.6勅146
（理科大学）

1914.7.6勅146
（理科大学）

1914.7.6勅146
（理科大学）

1914.7.6勅146
（工科大学）

1914.7.6勅146
（工科大学）

1914.7.6勅146
（工科大学）

1914.7.6勅146
（工科大学）

1914.7.6勅146
（工科大学）

1914.7.6勅146
（工科大学）

1914.7.6勅146
（工科大学）

1914.7.6勅146
（工科大学）

1914.7.6勅146
（工科大学）

1914.7.6勅146
（工科大学）

1914.7.6勅146
（工科大学）

1914.7.6勅146
（工科大学〈工業化学第三〉）

1914.7.6勅146
（工科大学〈工業化学第二〉）

1914.7.6勅146
（理科大学〈化学第三〉）

1914.7.6勅146
（理科大学〈化学第四〉）

1914.7.6勅146
（工科大学〈工業化学第一〉）
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電気工学第一
1897.6.24勅219

1901.6.21勅135
材料強弱学

1897.6.24勅219
採鉱学第一

1914.7.6勅146
（工科大学）

1914.7.6勅146
（工科大学）

電気工学第二
1897.6.24勅219 1914.7.6勅146

（工科大学）

電気工学第三
1899.5.17勅203 1914.7.6勅146

（工科大学）

電気工学第四
1909.5.25勅142 1914.7.6勅146

（工科大学）

1914.7.6勅146
（工科大学）

1909.5.25勅142
採鉱学第三

1914.7.6勅146
（工科大学）

1897.6.24勅219
採鉱学第二

1914.7.6勅146
（工科大学）

1897.6.24勅219
冶金学第一

1914.7.6勅146
（工科大学）

1906.4.24勅89
冶金学第三

1914.7.6勅146
（工科大学）

1897.6.24勅219
冶金学第二

1914.7.6勅146
（工科大学）
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［理科大学、理学部］

1914.7.6勅146
数学第一

微分方程式論
1965.3.31省20

確率統計数学
1954

輻射学放射学
1916.9.9勅213

核反応物理学
1964.2.25省3

中性子物理学
1959.3.31省7

極低温物理学
1965.3.31省20

高分子物理学
1966.4.5省23

非線形物理学（理学研究科へ移行）
1995.3.30省10

1964.2.25省3
幾何学

1966.4.5省23
整数論

1964.2.25省3
代数学

1994.6.24省22
解析学（理学研究科へ移行）

1964.2.25省3
複素解析学

1964.2.25省3
数学解析学

1964.2.25省3
結晶物理学

1964.2.25省3
輻射物理学

1965.3.31省20
固体分光学

1964.2.25省3
流体物理学

1964.2.25省3
物性基礎論

1995.3.30省10
物性基礎論（理学研究科へ移行）

1995.3.30省10
物質物理学（理学研究科へ移行）

1995.3.30省10
粒子物理学（理学研究科へ移行）

1995.3.30省10
宇宙放射学（理学研究科へ移行）

1914.7.6勅146
物理学第一

1949.1.31省4
物理学第七

1945.6.16勅372
物理学第六

1964.2.25省3
電波分光学

1966.4.5省23
函数解析学

1964.4.1省12
プラズマ物理学

1958.3.31省8
核エネルギー学

1964.4.1省12
高エネルギー物理学

1994.6.24省22
表現論代数構造論（理学研究科へ移行）

1995.3.30省10
物質・時空基礎論（理学研究科へ移行）

（理工科大学）

1914.7.6勅146
数学第三

1921.4.13勅86
数学第四

1965.3.31省20
位相数学

1964.2.25省3
原子核論

1964.2.25省3
素粒子論

1994.6.24省22
多様体論（理学研究科へ移行）

1994.6.24省22
基礎数理（理学研究科へ移行）

1995.3.30省10
量子光学（理学研究科へ移行）

1995.3.30省10
核物理学（理学研究科へ移行）

1967.4.22省3
計画数学

（理工科大学）

（理工科大学）

1914.7.6勅146
物理学第二（理工科大学）

1914.7.6勅146
物理学第四

1943.10.6勅760
物理学第五

（理工科大学）

1914.7.6勅146
物理学第三（理工科大学）

1914.7.6勅146
数学第二（理工科大学）

『京都大学百二十五年史　資料編』 
第４編一覧・統計＞第２章学科・専攻・講座・学科目・研究部門の変遷＞(3) 講座（2002年3月31日まで）

3461



1992.4.10省16
天体核物理基礎論

大気圏物理学（理学研究科へ移行）
1994.6.24省22

地球物質科学（理学研究科へ移行）
1994.6.24省22

地球生物圏史（理学研究科へ移行）
1994.6.24省22

1964.2.25省3
気象学

1964.2.25省3
岩石学

1921.4.13勅86
鉱物学

1921.4.13勅86
地史学

1919.7.2勅322
金相学

1964.2.25省3
地層学

1990.6.8省16
地震学

1940.6.26勅422
〔廃止〕

1937.2.16勅18
地球物理学第四

1945.1.25勅24
地球物理学第四

1964.2.25省3
地殻物理学

1975.4.16省16
銀河物理学

1921.4.13勅86
地質学第一

1921.4.13勅86
地質学第二

1991.4.12省21
物理気候学

1918.6.24勅261
宇宙物理学第一

1918.6.24勅261
地球物理学第一

1964.2.25省3
海洋物理学

1964.2.25省3
物理地質学

1922.6.1勅300
宇宙物理学第二

1921.4.13勅86
地球物理学第二

1922.6.1勅300
地球物理学第三

1957.3.31省5
地球電磁気学

1964.2.25省3
応用地球物理学

1994.6.24省22
固体地球物理学（理学研究科へ移行）

1994.6.24省22
水圏地球物理学（理学研究科へ移行）

1994.6.24省22　
物理気候学太陽惑星系電磁気学（理学研究科へ移行）

1914.7.6勅146
化学第一

1994.6.24省22
地球テクトニクス（理学研究科へ移行）

1995.3.30省10
宇宙物理学（理学研究科へ移行）

1995.3.30省10
宇宙構造学（理学研究科へ移行）

（理工科大学）

1914.7.6勅146
化学第二（理工科大学）

1914.7.6勅146
化学第三

1914.7.6勅146
化学第四

1921.4.13勅86
生物化学

1922.6.1勅300
分析化学

1964.2.25省3
量子化学

1964.2.25省3
物理化学

1994.6.24省22
理論化学（理学研究科へ移行）

1994.6.24省22
物理化学（理学研究科へ移行）

1994.6.24省22
物性化学（理学研究科へ移行）

1994.6.24省22
無機化学（理学研究科へ移行）

1964.2.25省3
有機化学

1964.2.25省3
無機化学

（理工科大学
〈化学第六〉）

（理工科大学
〈化学第七〉）

1944.1.7勅9
地質学第三

1945.6.16勅372
特殊金属学

1964.2.25省3
金属物性学

1962.3.31省11
高分子化学

宇宙線物理学
1965.3.31省20

1966.4.5省23
核分光学
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1994.6.24省22
〔表現論代数構造論〕（理学研究科へ移行）

1968.6.12省17
生体高分子構造学

1968.6.12省17
生体高分子反応学

1995.3.30省10
人類学（理学研究科へ移行）

1946.1.10勅7
〔廃止〕

1991.4.12省21
植物環境応答機構解析学

1970.4.17省14
理論生物物理学

1992.4.10省16
分子細胞機能学

1995.3.30省10
情報分子細胞学（理学研究科へ移行）

1995.3.30省10
高次情報形成学（理学研究科へ移行）

1986.3.31省13
集合有機分子機能

1994.6.24省22
生物化学（理学研究科へ移行）

1994.6.24省22
有機化学（理学研究科へ移行）

1943.2.1勅53
航空物理学

1964.2.25省3
発生生物学

1964.2.25省3
植物分類学

1969.5.21省14
分子生物学

1970.4.17省14
量子生物学

1964.2.25省3
一般細胞学

1962.3.31省11
放射線化学

1962.3.31省11
自然人類学

1919.7.2勅322
動物学第一

1921.4.13勅86
動物学第二

1929.12.18勅360
動物学第三

1919.7.2勅322
植物学第一

1921.4.13勅86
植物学第二

1929.12.18勅360
植物学第三

1981.4.1省17
人類進化論

1988.4.8省16
分子植物学

1985.4.1省11
形質発現学

1995.3.30省10
機能統合学（理学研究科へ移行）

有機合成化学
1964.4.1省12

放射線生物学
1959.3.31省7

原形質物性学
1969.5.21省14

分子植物科学（理学研究科へ移行）
1995.3.30省10

進化植物科学（理学研究科へ移行）
1995.3.30省10

1964.2.25省3
構造化学

1964.2.25省3
分光化学

1995.3.30省10
動物科学（理学研究科へ移行）

1995.3.30省10
自然史学（理学研究科へ移行）

1916.9.9勅213
応用数学・応用力学

1964.2.25省3
動物系統・遺伝学

1964.2.25省3
動物生理・生態学

1964.2.25省3
植物生理・生態学
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［理学研究科］

1994.6.24省22
相関数理

1994.6.24省22
表現論代数構造論（理学部から移行）

1994.6.24省22
多様体論（理学部から移行）

1994.6.24省22
解析学（理学部から移行）

1994.6.24省22
基礎数理（理学部から移行）

1995.3.30省10
相関重力基礎論

1995.3.30省10
物性基礎論（理学部から移行）

1995.3.30省10
非線形物理学（理学部から移行）

1995.3.30省10
物質物理学（理学部から移行）

1995.3.30省10
量子光学（理学部から移行）

1995.3.30省10
物質・時空基礎論（理学部から移行）

1995.3.30省10
粒子物理学（理学部から移行）

1995.3.30省10
核物理学（理学部から移行）

1995.3.30省10
宇宙放射学（理学部から移行）

1995.3.30省10
宇宙物理学（理学部から移行）

1995.3.30省10
宇宙構造学（理学部から移行）

1994.6.24省22
相関地球惑星科学

1994.6.24省22
固体地球物理学（理学部から移行）

1994.6.24省22
水圏地球物理学（理学部から移行）

1994.6.24省22
大気圏物理学（理学部から移行）

1994.6.24省22
太陽惑星系電磁気学（理学部から移行）

1994.6.24省22

地球テクトニクス（理学部から移行）

1994.6.24省22
地球物質科学（理学部から移行）

1994.6.24省22
地球生物圏史（理学部から移行）

1994.6.24省22
相関化学
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1994.6.24省22
理論化学 （理学部から移行）

1994.6.24省22
物理化学 （理学部から移行）

1994.6.24省22
物性化学 （理学部から移行）

1994.6.24省22
無機化学 （理学部から移行）

1994.6.24省22
有機化学 （理学部から移行）

1994.6.24省22
生物化学 （理学部から移行）

1995.3.30省10
相関動植共生学

1995.3.30省10
自然史学 （理学部から移行）

1995.3.30省10
動物科学 （理学部から移行）

1995.3.30省10
人類学（理学部から移行）

1995.3.30省10
分子植物科学（理学部から移行）

1995.3.30省10
進化植物科学（理学部から移行）

1995.3.30省10
情報分子細胞学 （理学部から移行）

1995.3.30省10
機能統合学（理学部から移行）

1995.3.30省10
高次情報形成学 （理学部から移行）
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［医科大学、医学部］

1916.9.9勅213
微生物学

生体構造医学（医学研究科へ移行）
1993.4.1省18

生体制御医学（医学研究科へ移行）
1993.4.1省18

（分子生体統御学（院））
1994.6.24省22

1900.3.31勅107
病理学

1990.6.8省16
〔廃止〕

1899.7.4勅321
解剖学第一

1900.3.31勅107
解剖学第二

1906.4.24勅89
解剖学第三

1912.5.30勅125
生物学第二

1945.5.1
薬理学第一

1961.4.1省8
医化学第二

腫瘍生物学
（医学研究科へ移行）
1993.4.1省18

1993.4.1省18

基礎病態学
（医学研究科へ移行）

1993.4.1省18

感染・免疫学
（医学研究科へ移行）

1945.5.1
薬理学第二

1954
病理学第一

1954
病理学第二

1920.8.13勅255
薬物学第二

1900.3.31勅107
薬物学第一

1899.7.4勅321
生物学第一

1899.7.4勅321
医化学第一

1900.3.31勅107
病理解剖学

1949.1.31省4
公衆衛生学

1901.6.21勅134
病理学病理解剖学第一

1901.6.21勅134
病理学病理解剖学第二

1899.7.4勅321
衛生学

1902.5.9勅151
法医学

1961.4.1省8
放射能基礎医学

1993.4.1省18

社会予防医学
（医学研究科へ移行）

免疫研究施設（附）

（アレルギー）

（免疫生物学）

1899.7.4勅321
内科学第一

1899.7.4勅321
内科学第二 臨床病態医科学

（医学研究科へ移行）
1994.6.24省22
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1902.5.9勅151
小児科学

1902.5.9勅151
精神病学

1994.6.24省22
遺伝医学（院）

1994.6.24省22
分子生体統御学（院）

1954
精神医学

1967.5.31省13
老年医学

耳鼻咽喉科学
1905.3.23勅71

理学的診療学
1944.8.23勅515

脳神経外科学
1964.4.1省12

臨床検査医学
1984.4.11省19

心臓血管外科学
1981.4.1省17

発生発達医学
（医学研究科へ移行）
1994.6.24省22

1955.7.1省14
麻酔学

1976.5.10省24
核医学

1934.7.4勅221
泌尿器科学

1906.4.24勅89
整形外科学

1949
放射線医学

1979.3.31省10
神経内科学

1994.6.24省22

放射線医学
（医学研究科へ移行）

1995.3.30省10
高次脳科学（院）

1902.5.9勅151
皮膚病学黴毒学

1995.3.30省10
脳病態生理学（院）

1994.6.24省22

臨床生体統御医学
（医学研究科へ移行）

1995.3.30省10
感覚運動系病態学（医学研究科へ移行）

器官外科学（医学研究科へ移行）
1995.3.30省10

1909.5.25勅142
内科学第三

1899.7.4勅321
外科学第一

1899.7.4勅321
外科学第二

1901.6.21勅134
眼科学

1901.6.21勅134
婦人科学産科学

1994.6.24省22

臨床器官病態学
（医学研究科へ移行）

臨床代謝栄養学
1992.4.10省16

1987.5.21省19
形成外科学
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1944.5.20勅353
航空医学

1960.4.1省3
（薬学部）

1960.4.1省3
（薬学部）

1960.4.1省3
（薬学部）

1960.4.1省3
（薬学部）

1960.4.1省3
（薬学部）

1960.4.1省3
（薬学部）

1960.4.1省3
（薬学部）生物薬品化学

1952.4.1

1941.4.16勅435
生薬学

1951.3.31
薬剤学

1946.1.10勅7
〔廃止〕

1980.3.31省6
〔廃止〕

1939.3.31勅108
薬品分析学

1939.3.31勅108
薬品製造学

1940.6.26勅422
有機薬化学

1940.12.11勅876
無機薬化学

1974.6.22省34
医用材料学

1950.5.31
口腔外科学

分子腫瘍学（院）
1985.4.1省11

分子遺伝学（院）
1985.4.1省11

分子病診療学（院）
1985.4.1省11

高次脳形態学（院）
1990.6.8省16

認知行動脳科学（院）
1990.6.8省16

脳病態生理学（院）
1990.6.8省16

（理学的診療室(附)）

（小児予防接種治療室(附)）

『京都大学百二十五年史　資料編』 
第４編一覧・統計＞第２章学科・専攻・講座・学科目・研究部門の変遷＞(3) 講座（2002年3月31日まで）

3468



［医学研究科］

1993.4.1省18
生体情報科学（アレルギー）

1993.4.1省18
生体構造医学 （医学部から移行）

2002.3.31

1993.4.1省18
生体制御医学 （医学部から移行）

2002.3.31

1993.4.1省18
腫瘍生物学 （医学部から移行）

2002.3.31

1993.4.1省18
基礎病態学 （医学部から移行）

2002.3.31

1993.4.1省18
感染 ・免疫学 （医学部から移行）

2002.3.31

1993.4.1省18
国際地域環境医学

2000.3.31省28
法医学

2002.3.31

1993.4.1省18
社会予防医学 （医学部から移行）

1994.6.24省22
臨床病態医科学 （医学部から移行）

2002.3.31

1994.6.24省22
臨床器官病態学 （医学部から移行）

2002.3.31

1994.6.24省22
臨床生体統御医学 （医学部から移行）

2002.3.31

1994.6.24省22
発生発達医学 （医学部から移行）

2002.3.31

1994.6.24省22
放射線医学 （医学部から移行）

2002.3.31

1995.3.30省10
移植免疫医学

2002.3.31

1995.3.30省10
器官外科学 （医学部から移行）

2002.3.31

1995.3.30省10
感覚運動系病態学（医学部から移行）

2002.3.31

医科学第一 （学部）

医科学第二 （学部）

1994.6.24省22
分子生体統御学

1985.4.1省11
分子腫瘍学

2002.3.31

1985.4.1省11
分子遺伝学

1994.6.24省22

遺伝医学
2002.3.31

1985.4.1省11
分子病診療学

放射能基礎医学 （学部）

2002.3.31

免疫研究施設（附）
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理学的診療室 （附）

1990.6.8省16
高次脳形態学

1995.3.30省10
高次脳科学

2002.3.31

1990.6.8省16
認知行動脳科学

生理学第一 （学部）

薬理学第二 （学部）

精神医学（学部）

脳神経外科学 （学部）

神経内科学 （学部）

1990.6.8省16
脳病態生理学

1995.3.30省10
脳病態生理学

2002.3.31

1993.4.1省18
※先端 ・国際医学

2002.3.31

2000.3.31省28
健康解析学

2002.3.31

2000.3.31省28
健康管理学

2002.3.31

2000.3.31省28
健康要因学

2002.3.31

2000.3.31省28
国際保健学

2002.3.31

外科学第一 （学部）
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［福岡医科大学］

1904.5.21勅151
小児科学

1906.4.24勅89
精神病学

耳鼻咽喉科学
1906.4.24勅89

1905.3.23勅71
薬物学

1903.9.12勅136
生理学

1904.5.21勅151
衛生学

1903.9.12勅136
医科学

1903.3.31勅68
眼科学

1906.4.24勅89
法医学

1903.3.31勅68
解剖学第一

1903.3.31勅68
内科学第一

1903.3.31勅68
外科学第一

1904.5.21勅151
外科学第二

1904.5.21勅151
解剖学第二

1905.3.23勅71
内科学第二

1909.5.25勅142
内科学第三

1909.5.25勅142
整形外科学

1904.5.21勅151
病理学第一

1908.5.2勅117
解剖学第三

1907.5.10勅187
病理学第二

1912.5.30勅129
（九州帝国大学医科大学）

1912.5.30勅129
（九州帝国大学医科大学）

1912.5.30勅129
（九州帝国大学医科大学）

1912.5.30勅129
（九州帝国大学医科大学）

1912.5.30勅129
（九州帝国大学医科大学）

1912.5.30勅129
（九州帝国大学医科大学）

1912.5.30勅129
（九州帝国大学医科大学）

1912.5.30勅129
（九州帝国大学医科大学）

1912.5.30勅129
（九州帝国大学医科大学）

1912.5.30勅129
（九州帝国大学医科大学）

1912.5.30勅129
（九州帝国大学医科大学）

1912.5.30勅129
（九州帝国大学医科大学）

1912.5.30勅129
（九州帝国大学医科大学）

1912.5.30勅129
（九州帝国大学医科大学）

1912.5.30勅129
（九州帝国大学医科大学）

1912.5.30勅129
（九州帝国大学医科大学）

1912.5.30勅129
（九州帝国大学医科大学）

1912.5.30勅129
（九州帝国大学医科大学）

1912.5.30勅129
（九州帝国大学医科大学）

1912.5.30勅129
（九州帝国大学医科大学）

1912.5.30勅129
（九州帝国大学医科大学）

1912.5.30勅129
（九州帝国大学医科大学）

1905.3.23勅71
婦人科学・産科学

1906.4.24勅89
皮膚病学・黴毒学
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［薬学部］

1964.2.25省3
衛生化学

1962.3.31省11
薬品工学

1966.4.5省23
生物化学生物薬品化学

1960.4.1省3

薬用植物化学
1961.4.1省8

微生物薬品学
1987.5.21省19

薬品創製化学（薬学研究科へ移行）
1997.3.31省15

生体分子薬学（薬学研究科へ移行）
1997.3.31省15

生体機能薬学（薬学研究科へ移行）
1997.3.31省15

生体情報薬学（薬学研究科へ移行）
1997.3.31省15

薬品物理化学
1964.2.25省3

情報薬学（院）
1993.4.1省18

1960.4.1省3
生薬学

1966.4.5省23
薬理学

1960.4.1省3
薬剤学

1993.4.1省18
〔廃止〕

1960.4.1省3
薬品分析学

1997.3.31省15
薬品機能統御学（薬学研究科へ移行）

1964.4.1省12
放射性薬品化学

1993.4.1省18
遺伝子薬品学（院）

1997.3.31省15
薬品動態医療薬学（薬学研究科へ移行）

1997.3.31省15
薬品製剤設計学（薬学研究科へ移行）

1997.3.31省15
病態機能解析学（薬学研究科へ移行）

1993.4.1省18
分子作用制御学（院）

（医学部）

（医学部）

（医学部）

（医学部）

（医学部）

（医学部）

（医学部）

1960.4.1省3
有機薬化学

1960.4.1省3
無機薬化学

1960.4.1省3
薬品製造学

1962.3.31省11
薬品作用学
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［薬学研究科］

1997.3.31省15
薬品創製化学（薬学部から移行）

1997.3.31省15
薬品機能統御学（薬学部から移行）

2002.3.31

1997.3.31省15
薬品製剤設計学 （薬学部から移行）

2002.3.31

1997.3.31省15
生体分子薬学（薬学部から移行）

2002.3.31

1997.3.31省15
生体機能薬学（薬学部から移行）

2002.3.31

1997.3.31省15
生体情報薬学 （薬学部から移行）

2002.3.31

1997.3.31省15
薬品動態医療薬学（薬学部から移行）

2002.3.31

1997.3.31省15
病態機能解析学（薬学部から移行）

2002.3.31

2002.3.31
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［工科大学、工学部］

1953
構造力学

1964.2.25省3
土質力学

1964.2.25省3
橋梁工学

1974.6.22省34
耐震工学

1996.5.11省19
構造工学（工学研究科へ移行）

1996.5.11省19
地盤工学（工学研究科へ移行）

土木工学第六
1922.6.1勅300

土木工学第一
1914.7.6勅146

土木工学第三
1962.3.31省11

環境システム工学（工学研究科へ移行）
1996.5.11省19

社会システム工学（工学研究科へ移行）
1996.5.11省19

ライフライン工学（工学研究科へ移行）
1996.5.11省19

環境マネジメント工学（工学研究科へ移行）
1996.5.11省19

複合基盤システム工学（工学研究科へ移行）
1996.5.11省19

探査計測システム工学（工学研究科へ移行）
1996.5.11省19

1996.5.11省19
（エネルギー科学研究科）

1914.7.6勅146
建築学

1996.5.11省19
水工学（工学研究科へ移行）

1914.7.6勅146
構造強弱学

1949.5.31
建設機械学

1964.2.25省3
土木材料学

1996.5.11省19
土木計画学（工学研究科へ移行）

1964.2.25省3
土木施工学

1964.2.25省3
地質鉱床学

1986.3.31省13
応用地質学

1986.3.31省13
応用計測学

1964.2.25省3
採鉱機械学

1960.4.1省3
環境衛生学

1914.7.6勅146
採鉱学第三

1942.4.17勅430
鉱山学第三

1940.12.11勅876
物理探鉱学

1961.4.1省8
衛生設備学

1965.3.31省20
路線施設学

1964.2.25省3
土木計画学

1969.5.21省14
水工計画学

1959.3.31省7
放射線衛生工学

1964.2.25省3
河川工学

1958.3.31省8
衛生工学

1964.2.25省3
水道工学

1964.2.25省3
探査工学

1964.2.25省3
開発工学

1967.5.31省13
海岸工学

1966.4.5省23
水質工学

土木工学第四
1914.7.6勅146

土木工学第五
1921.4.13勅86

産業衛生工学
1967.4.22省3

路盤基礎工学
1965.3.31省20

交通施設計画
1964.4.1省12

起終点施設学 
1966.4.5省23

都市交通工学 
1966.4.5省23

土木工学第三
1914.7.6勅146

1914.7.6勅146
採鉱学第一

1942.4.17勅430
鉱山学第一

1914.7.6勅146
採鉱学第二

1942.4.17勅430
鉱山学第二

（理工科大学）

（理工科大学）

（理工科大学）

（理工科大学）

（理工科大学）

（理工科大学）

（理工科大学）

（理工科大学）
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1964.2.25省3
建築計画

1986.3.31省13
精製工学

1964.2.25省3
建築設備

1964.2.25省3
内燃機関

1975.4.16省16
動力工学

1975.4.16省16
塑性工学

1979.3.31省10
流体工学

1975.4.16省16
流体力学

1964.2.25省3
流体工学

1964.2.25省3
塑性力学

1964.2.25省3
建築施工

材料力学
1953

1996.5.11省19
気圏工学（工学研究科へ移行）

建築基礎工学
1966.4.5省23

居住空間工学（工学研究科へ移行）
1996.5.11省19

機械材料力学（工学研究科へ移行）
1994.6.24省22

建築施設計画
1967.4.22省3

生活空間開発工学（工学研究科へ移行）
1996.5.11省19

1996.5.11省19
（エネルギー科学研究科）

1964.2.25省3
建築史

1964.2.25省3
水理学

1964.2.25省3
熱力学

1996.5.11省19
建築設計学（工学研究科へ移行）

1996.5.11省19
建築計画学（工学研究科へ移行）

1996.5.11省19
建築構造学（工学研究科へ移行）

1964.2.25省3
資源加工設備学

1964.2.25省3
資源精製学

1964.2.25省3
建築構造学

1964.2.25省3
建築意匠学

1964.2.25省3
建築環境学

1965.3.31省20
鉄骨構造学

1942.4.17勅430
鉱山学第四

1967.4.22省3
建築環境調整学

1996.5.11省19
生活空間計画学（工学研究科へ移行）

1996.5.11省19
環境構成材料学（工学研究科へ移行）

1996.5.11省19
環境リスク工学（工学研究科へ移行）

1966.4.5省23
鉄筋コンクリート構造学

1965.3.31省20
地域生活空間計画

1994.6.24省22
機械設計制御工学（工学研究科へ移行）

1991.4.12省21
水域環境工学（工学研究科へ移行）

1991.4.12省21
地圏工学（工学研究科へ移行）

1991.4.12省21
都市環境安全工学（工学研究科へ移行）

人間環境設計学（工学研究科へ移行）
1991.4.12省21

運輸交通計画
1964.4.1省12

1914.7.6勅146
材料強弱学

1968.6.12省17
土木設計学

1964.4.1省12
建築材料学

1964.2.25省3
機械材料学

土木工学第二
1914.7.6勅146

機械工学第六
1921.4.13勅86

機械工学第一
1914.7.6勅146

機械工学第四
1914.7.6勅146

機械工学第三
1914.7.6勅146

1962.3.31省11
精密工学第五

1942.4.17勅430
鉱山学第五

1922.6.1勅300
採鉱学第四

1920.8.13勅255
建築学第一

1920.8.13勅255
建築学第二

1921.4.13勅86
建築学第三

1921.4.13勅86
建築学第四

1950.5.24
建築学第五

1994.6.24省22
熱流体工学（工学研究科へ移行）

1986.3.31省13
加工設備学

地殻開発工学（工学研究科へ移行）
1996.5.11省19

（理工科大学）

（理工科大学）

（理工科大学）

（理工科大学）

（理工科大学）

『京都大学百二十五年史　資料編』 
第４編一覧・統計＞第２章学科・専攻・講座・学科目・研究部門の変遷＞(3) 講座（2002年3月31日まで）

3475



1964.2.25省3
伝熱工学

1964.2.25省3
精密加工

1975.4.16省16
機械要素

1994.6.24省22
物性工学（工学研究科へ移行）

1975.4.16省16
制御工学

1975.4.16省16
生産工学

1964.2.25省3
自動機械

1964.2.25省3
制御機器

1964.4.1省12
振動工学

1964.2.25省3
鉄冶金学

潤滑油圧工学
1965.3.31省20

高温材料工学
1962.3.31省11

精密工学第一
1960.4.1省3

精密工学第二 
1961.4.1省8

精密工学第三 
1961.4.1省8

精密工学第六
1963

精密計測工学
1964.2.25省3

精密機械要素
1964.2.25省3

量子物質工学（工学研究科へ移行）
1994.6.24省22

熱流体物性学
1975.4.16省16

システム工学
1975.4.16省16

1962.3.31省11
精密工学第四

1964.4.1省12
流体機械学

1964.2.25省3
動力熱工学

1964.2.25省3
機械設計学

1964.2.25省3
非鉄冶金学

1964.2.25省3
電気冶金学

1914.7.6勅146
冶金学第二

1914.7.6勅146
冶金学第一

1914.7.6勅146
冶金学第三

1921.4.13勅86
冶金学第四

1942.4.17勅430
冶金学第五

1943.7.28勅614
冶金学第六

1959.3.31省7
原子炉工学

金属加工学第一
1961.4.1省8

1961.4.1省8
核燃料工学

1958.3.31省8
同位体工学

1964.2.25省3
金属材料学

1964.2.25省3
鋳造冶金学

1964.2.25省3
結晶塑性学

1964.2.25省3
冶金反応及び操作

1975.4.16省16
材料強度学

1975.4.16省16
物性分光学

1976.5.10省24
量子物性学

1975.4.16省16
材料物性学

1975.4.16省16
精密加工学

1994.6.24省22
材料強度物性学（工学研究科へ移行）

1957.3.31省5
原子核反応工学

1994.6.24省22
知能機械システム（工学研究科へ移行）

1994.6.24省22
核エネルギー工学（工学研究科へ移行）

1994.6.24省22
エネルギー基礎工学（工学研究科へ移行）

1994.6.24省22
エネルギー材料工学（工学研究科へ移行）

1994.6.24省22
エネルギーシステム工学（工学研究科へ移行）

1994.6.24省22
システム工学（工学研究科へ移行）

機械工学第二
1914.7.6勅146

機械工学第五
1914.7.6勅146

工業化学第九
1943.11.24勅878

原子炉材料学
1959.3.31省7

原子核機器学
1960.4.1省3

（理工科大学）

（理工科大学）

（理工科大学）

（理工科大学）

（理工科大学）
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航空機構造学
1964.2.25省3

発送配電工学
1964.2.25省3

電気応用工学
1964.2.25省3

1964.2.25省3
振動学

1946.1.10勅7
〔廃止〕

1964.2.25省3
電気磁気学

1992.4.10省16
超伝導工学

1994.6.24省22
材料物性学（工学研究科へ移行）

1994.6.24省22
材料機能学（工学研究科へ移行）

1994.6.24省22
航空宇宙基礎工学（工学研究科へ移行）

1994.6.24省22
航空宇宙解析工学（工学研究科へ移行）

1994.6.24省22
材料プロセス工学（工学研究科へ移行）

1995.3.30省10
電気システム論（工学研究科へ移行）

電気工学第三
1914.7.6勅146

計測制御工学
1969.5.21省14

（理工科大学）

電気工学第一
1914.7.6勅146

（理工科大学）

電気工学第二
1914.7.6勅146

電気工学第五
1920.8.13勅255

（理工科大学）

金属加工学第二
1962.3.31省11 1964.2.25省3

金属組織学

金属加工学第三
1962.3.31省11

金属加工学第五
1963

金属加工学第四
1963

航空工学第一
1955.7.1省14

航空学第一
1942.4.17勅430

航空工学第二
1956.3.31省4

航空工学第三
1956.3.31省4

航空工学第四
1957.3.31省5

航空工学第五
1957.3.31省5

機械工学第七
1922.6.1勅300

航空電気学第一
1944.1.7勅9

航空電気学第二
1945.1.25勅24

1946.1.10勅7
〔廃止〕航空学第二

1942.4.17勅430

1946.1.10勅7
〔廃止〕

1946.1.10勅7
〔廃止〕

1946.1.10勅7
〔廃止〕

1946.1.10勅7
〔廃止〕

1946.1.10勅7
〔廃止〕

1946.1.10勅7
〔廃止〕

航空学第三
1942.4.17勅430

航空機力学
1941.11.29勅1019

航空学第四
1943.7.28勅614

航空学第五
1943.7.28勅614

航空学第六
1943.11.24勅878

航空工学第六
1958.3.31省8

応用物理学第二
1946.3.15勅141

応用物理学第四
1946.3.15勅141

応用物理学第三
1946.3.15勅141

応用物理学第一
1946.3.15勅141

1964.2.25省3
特殊鋼学

1964.4.1省12
溶接工学

1964.2.25省3
流体力学

1964.2.25省3
空気力学

1995.3.30省10
電磁工学（工学研究科へ移行）

1995.3.30省10
電力工学（工学研究科へ移行）

1964.2.25省3
推進工学

1964.2.25省3
電気機器

1964.4.1省12
放電工学

1964.2.25省3
鋳造加工学

1964.2.25省3
金属物理学

1964.2.25省3
構造強度学
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電子回路工学
1971.4.1省19

有線通信工学
1964.2.25省3

無線通信工学
1964.2.25省3

自動制御工学
1971.4.1省19

電力系統工学
1971.4.1省19

機能物性工学（工学研究科へ移行）
1995.3.30省10

計算機システム
1971.4.1省19

計算機ソフトウェア
1970.4.17省14

情報システム工学
1973.4.27省11

推論ソフトウエア
1992.4.10省16

論理システム
1974.6.22省34

電子工学第一
1954

電子工学第二
1954

電子工学第三
1954

計算機組織学
1962.3.31省11

電気工学第七
1952.4.1

通信情報工学（工学研究科へ移行）
1995.3.30省10

伝送メディア工学（工学研究科へ移行）
1995.3.30省10

1964.2.25省3
情報基礎論

電気工学第四
1914.7.6勅146

電子計測工学 
1964.2.25省3

電気回路網学 
1961.4.1省8

電気工学第六
1922.6.1勅300

工業数学第二
1967.5.31省13

1964.2.25省3
計算機工学

電子工学第五
1957.3.31省5

電子工学第四
1956.3.31省4

電力系統構成学
1964.2.25省3

電磁機械構成学
1964.2.25省3

エネルギー変換機器
1971.4.1省19

量子エレクトロニクス
1971.4.1省19

1964.2.25省3
電子物理学

1964.2.25省3
高周波工学

1962.3.31省11
半導体工学

1969.5.21省14
過度現象論

数理工学第一
1959.3.31省7

数理工学第二
1960.4.1省3

数理工学第三
1960.4.1省3

数理工学第四
1961.4.1省8

数理工学第五
1961.4.1省8

工業数学、工業力学
1944.12.20勅668

1995.3.30省10
量子工学（工学研究科へ移行）

1995.3.30省10
計算機工学（工学研究科へ移行）

1995.3.30省10
知能情報学（工学研究科へ移行）

1995.3.30省10
応用力学（工学研究科へ移行）

1995.3.30省10
応用数学（工学研究科へ移行）

1995.3.30省10
システム数理（工学研究科へ移行）

1995.3.30省10
電子回路システム（工学研究科へ移行）

1995.3.30省10
情報システム学（工学研究科へ移行）

1995.3.30省10
情報通信（工学研究科へ移行）

1964.4.1省12
音響工学

1964.2.25省3
自動制御

1964.2.25省3
応用数学

1964.2.25省3
制御理論

1964.2.25省3
計画工学

1964.2.25省3
応用力学

1971.4.1省19
論理回路

1972.5.22省33
情報処理

1971.4.1省19
電子装置

1989.5.29省25
システム基礎論（工学研究科へ移行）

（理工科大学）

1995.3.30省10
電子物理学（工学研究科へ移行）
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燃料化学第一
1939.3.31勅108

燃料化学第二
1939.3.31勅108

燃料化学第三
1940.6.26勅422

1964.2.25省3
天然物有機化学

1993.4.1省18
高分子材料化学（工学研究科へ移行）

1993.4.1省18
基礎エネルギー化学（工学研究科へ移行）

1964.2.25省3
化学工学熱力学

1964.2.25省3
拡散系単位操作

1964.2.25省3
機械系単位操作

1967.4.22省3
石油化学加工学

1966.4.5省23
基礎炭化水素化学

1966.4.5省23
炭化水素物理化学

工業化学第一
1914.7.6勅146

無機構造化学
1964.2.25省3

工業電気化学
1964.2.25省3

有機反応化学
1964.2.25省3

工業物理化学
1964.2.25省3

応用固体化学
1969.5.21省14

工業分析化学
1972.5.22省3

無機工業分析化学
1964.2.25省3

燃料化学第五
1945.6.16勅372

石油変換工学
1966.4.5省23

生物化学工学
1991.4.12省21

無機材料化学（工学研究科へ移行）
1993.4.1省18

有機材料化学（工学研究科へ移行）
1993.4.1省18

基礎物質化学（工学研究科へ移行）
1993.4.1省18

物性物理化学（工学研究科へ移行）
1993.4.1省18

装置制御工学
1964.2.25省3

1966.4.5省23
触媒化学

1964.2.25省3
反応工学

1969.5.21省14
触媒工学

1969.5.21省14
装置工学

1964.2.25省3
工業生化学

1964.2.25省3
輸送現象論

数理工学第六
1962.3.31省11

応用システム解析
1974.6.22省341964.2.25省3

非線型力学

1968.6.12省17
触媒物理学

工業化学第六
1942.4.17勅430

工業化学第八
1943.11.24勅878

化学工学第一
1962.3.31省11

化学工学第二
1954.9.7省23

化学工学第三
1954.9.7省23

化学工学第五
1961.4.1省8

化学工学第六
1963

化学工学第四
1961.4.1省8

化学工学第一
1954.9.7省23

化学工学第四
1954.9.7省23

化学機械学第二
1940.6.26勅422

化学機械学第三
1941.4.16勅435

化学機械学第一
1922.6.1勅300

化学機械学第四
1942.4.17勅430

1941.4.16勅435
〔廃止〕

1993.4.1省18
触媒科学（工学研究科へ移行）

1987.5.21省19
機械電子制御論（工学研究科へ移行）

（理工科大学
〈化学第四〉）

（理工科大学
〈化学第五〉）

（理工科大学
〈化学第三〉）

工業化学第二
1914.7.6勅146

工業化学第三
1914.7.6勅146

工業化学第四
1914.7.6勅146

工業化学第五
1918.6.24勅261

工業化学第六
1919.7.2勅322

1964.2.25省3
基礎高分子化学

1961.4.1省8
繊維化学第一
1941.4.16勅435

繊維化学第二
1941.4.16勅435

高分子化学第二
1961.4.1省8

高分子化学第一

1964.2.25省3
高分子構造
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1964.2.25省3
遊離基合成化学

1969.5.21省14
高分子材料化学

1993.4.1省18
化学システム工学（工学研究科へ移行）

1993.4.1省18
〔機能材料設計学〕

1993.4.1省18
〔有機材料化学〕

1977.4.18省14
放射線高分子化学

高分子分子論
1964.2.25省3

燃料化学第四
1941.4.16勅435

高分子物性
1964.2.25省3

有機合成化学
1964.2.25省3

有機金属化学
1964.2.25省3

物理有機化学
1964.2.25省3

有機接触化学
1964.2.25省3

一般分析化学
1964.4.1省12

一般電気工学
1962.3.31省11

化学工学基礎（工学研究科へ移行）
1993.4.1省18

〔通信情報工学〕
1995.3.30省10

1964.2.25省3
重合化学

1966.4.5省23
高温化学

1961.4.1省8
工業数学

1963
工業力学

1993.4.1省18
高分子合成（工学研究科へ移行）

1993.4.1省18
高分子物性（工学研究科へ移行）

繊維化学第三
1941.4.16勅435

繊維化学第四
1942.4.17勅430

工業化学第七
1943.7.28勅614

合成化学第二
1961.4.1省8

合成化学第三
1961.4.1省8

合成化学第四
1962.3.31省11

合成化学第五
1962.3.31省11

合成化学第六
1963

合成化学第一
1960.4.1省3

高分子化学第三
1961.4.1省8 1964.2.25省3

高分子合成

高分子化学第四
1961.4.1省8

高分子化学第五
1962.3.31省11

〔複合基盤システム工学〕
1996.5.1省19

〔生活空間開発工学〕
1996.5.1省19

〔エネルギー材料工学〕
1994.6.24省22

〔機械システム工学〕
1994.6.24省22

高分子化学第六
1963

1964.2.25省3
高分子力学

1995.3.30省10
〔応用数学〕

1995.3.30省10
〔応用力学〕

1993.4.1省18
合成化学（工学研究科へ移行）

1993.4.1省18
生物化学（工学研究科へ移行）

1983.3.10省10

分子物性工学
（工学研究科へ移行）

1993.4.1省18
〔物性物理化学〕

一般物理化学
1965.3.31省20 〔エネルギーシステム工学〕

1994.6.24省22

『京都大学百二十五年史　資料編』 
第４編一覧・統計＞第２章学科・専攻・講座・学科目・研究部門の変遷＞(3) 講座（2002年3月31日まで）

3480



一般材料力学
1966.4.5省23

〔システム数理〕
1995.3.30省10

1995.3.30省10
〔知能情報学〕

1995.3.30省10
〔応用数学〕
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［工学研究科］

1996.5.11省19
土木基礎情報学

1996.5.11省19
構造工学 （工学部から移行）

2002.3.31

1996.5.11省19
水工学 （工学部から移行）

2002.3.31

1996.5.11省19
地盤工学 （工学部から移行）

2002.3.31

1996.5.11省19
土木計画学 （工学部から移行）

2002.3.31

1996.5.11省19
都市基盤システム工学

2002.3.31

1996.5.11省19
ライフライン工学 （工学部から移行）

2002.3.31

1996.5.11省19
複合基盤システム工学 （工学部から移行）

2002.3.31

1996.5.11省19
社会システム工学 （工学部から移行）

2002.3.31

1996.5.11省19
資源開発工学

2002.3.31

1996.5.11省19
探査計測システム工学 （工学部から移行）

2002.3.31

1996.5.11省19
地殻開発工学 （工学部から移行）

2002.3.31

1996.5.11省19
環境デザイン工学

2002.3.31

1996.5.11省19
環境システム工学 （工学部から移行）

2002.3.31

1996.5.11省19
環境マネジメント工学 （工学部から移行）

2002.3.31

1991.4.12省12
環境情報工学

2002.3.31

1991.4.12省12
人間環境設計学 （工学部から移行）

2002.3.31

1991.4.12省12
水域環境工学 （工学部から移行）

2002.3.31

1991.4.12省12
地圏工学 （工学部から移行）

2002.3.31

1991.4.12省12
都市環境安全工学 （工学部から移行）

2002.3.31

1996.5.11省19
気圏工学 （工学部から移行）

2002.3.31

1996.5.11省19

環境リスク工学 （工学部から移行）
2002.3.31

1996.5.11省19
環境構成材料学 （工学部から移行）

2002.3.31

1996.5.11省19
居住空間工学 （工学部から移行）

2002.3.31

1996.5.11省19
建築情報システム学

2002.3.31

2002.3.31

〔廃止〕

『京都大学百二十五年史　資料編』 
第４編一覧・統計＞第２章学科・専攻・講座・学科目・研究部門の変遷＞(3) 講座（2002年3月31日まで）

3482



1996.5.11省19
建築設計学 （工学部から移行）

1996.5.11省19
建築計画学 （工学部から移行）

2002.3.31

1996.5.11省19
建築構造学 （工学部から移行）

2002.3.31

1996.5.11省19
人間生活環境工学

2002.3.31

1996.5.11省19
生活空間計画学 （工学部から移行）

2002.3.31

1996.5.11省19
生活空間開発工学 （工学部から移行）

2002.3.31

1994.6.24省22
機械システム工学

2002.3.31

1994.6.24省22
機械設計制御工学 （工学部から移行）

2002.3.31

1994.6.24省22
機械材料力学 （工学部から移行）

2002.3.31

1994.6.24省22
熱流体工学 （工学部から移行）

2002.3.31

1994.6.24省22
メゾスコピック物性工学

2002.3.31

1994.6.24省22
材料強度物性学 （工学部から移行）

2002.3.31

1994.6.24省22
物性工学 （工学部から移行）

2002.3.31

1994.6.24省22
デザインシステム論

2002.3.31

1994.6.24省22
システム工学 （工学部から移行）

2002.3.31

1994.6.24省22
知能機械システム （工学部から移行）

1994.6.24省22
エネルギー社会工学

1994.6.24省22
エネルギーシステム工学（工学部から移行）

1994.6.24省22
エネルギー基礎工学（工学部から移行）

1994.6.24省22
エネルギー材料工学（工学部から移行）

1996.5.11省19
（エネルギー科学研究科）

1996.5.11省19
（エネルギー科学研究科）

1996.5.11省19
（エネルギー科学研究科）

1996.5.11省19
（エネルギー科学研究科）

1996.5.11省19
（エネルギー科学研究科）

1994.6.24省22
量子ビーム科学

2002.3.31

1994.6.24省22
量子物質工学 （工学部から移行）

2002.3.31

1994.6.24省22
核エネルギー工学 （工学部から移行）

2002.3.31

1994.6.24省22
材料設計工学

2002.3.31

1994.6.24省22
材料プロセス工学 （工学部から移行）

2002.3.31

1994.6.24省22
材料物性学 （工学部から移行）

2002.3.31

2002.3.31
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1994.6.24省22
材料機能学 （工学部から移行）

1994.6.24省22
航空宇宙力学 （工学部から移行）

2002.3.31

1994.6.24省22
航空宇宙基礎工学 （工学部から移行）

2002.3.31

1994.6.24省22
航空宇宙解析工学 （工学部から移行）

2002.3.31

1995.3.30省10
複合システム論

2002.3.31

1995.3.30省10
電磁工学 （工学部から移行）

2002.3.31

1995.3.30省10
電力工学 （工学部から移行）

2002.3.31

1995.3.30省10
電気システム論 （工学部から移行）

2002.3.31

1995.3.30省10
集積機能工学

2002.3.31

1995.3.30省10
電子物理学 （工学部から移行）

2002.3.31

1995.3.30省10
機能物性工学 （工学部から移行）

2002.3.31

1995.3.30省10
量子工学 （工学部から移行）

2002.3.31

1995.3.30省10
並列情報処理

1995.3.30省10
通信情報工学 （工学部から移行）

1995.3.30省10
伝送メディア工学 （工学部から移行）

1995.3.30省10
電子回路システム（工学部から移行）

1995.3.30省10
離散数理

1995.3.30省10
応用数学 （工学部から移行）

1995.3.30省10
システム数理 （工学部から移行）

1995.3.30省10
応用力学 （工学部から移行）

1995.3.30省10
情報基礎学

1995.3.30省10
計算機工学 （工学部から移行）

1995.3.30省10
知能情報学 （工学部から移行）

1995.3.30省10
情報システム学 （工学部から移行）

1995.3.30省10
システム基礎論

1989.5.29省25
システム基礎論 （工学部から移行）

1987.5.21省19
応用人工知能論

1995.3.30省10
応用人工知能論

1998.4.9省22
（情報学研究科）

1998.4.9省22
（情報学研究科）

1998.4.9省22
（情報学研究科）

1998.4.9省22
（情報学研究科）

1998.4.9省22
（情報学研究科）

1998.4.9省22
（情報学研究科）

1998.4.9省22
（情報学研究科）

1998.4.9省22
（情報学研究科）

1998.4.9省22
（情報学研究科）

1998.4.9省22
（情報学研究科）

1998.4.9省22
（情報学研究科）

1998.4.9省22
（情報学研究科）

1998.4.9省22
（情報学研究科）

1998.4.9省22
（情報学研究科）

2002.3.31
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1987.5.21省19
機械電子制御論 （工学部から移行）

1989.5.29省25
画像情報学

1989.5.29省25
ロボティクス

1995.3.30省10
機械電子制御論

1995.3.30省10
画像情報学

1995.3.30省10
ロボティクス

1995.3.30省10
情報通信 （工学部から移行）

1993.4.1省18
機能材料設計学

1998.4.9省22
（情報学研究科）

1998.4.9省22
（情報学研究科）

1998.4.9省22
（情報学研究科）

1998.4.9省22
（情報学研究科）

2002.3.31

1993.4.1省18
無機材料化学 （工学部から移行）

2002.3.31

1993.4.1省18
有機材料化学 （工学部から移行）

2002.3.31

1993.4.1省18
高分子材料化学 （工学部から移行）

2002.3.31

1993.4.1省18
エネルギー変換化学

2002.3.31

1993.4.1省18
基礎エネルギー化学 （工学部から移行）

2002.3.31

1993.4.1省18
基礎物質化学 （工学部から移行）

2002.3.31

1993.4.1省18
触媒科学 （工学部から移行）

2002.3.31

1993.4.1省18
分子設計学

2002.3.31

1983.3.10省10
分子物性工学 （工学部から移行）

1983.3.10省10
分子設計学

2002.3.31

1983.3.10省10
分子エネルギー工学

2002.3.31

1993.4.1省18
分子物性工学

1993.4.1省18
分子エネルギー工学

1993.4.1省18
物性物理化学 （工学部から移行）

2002.3.31

1993.4.1省18
先端機能高分子

2002.3.31

1993.4.1省18
高分子合成 （工学部から移行）

2002.3.31

1993.4.1省18
高分子物性 （工学部から移行）

2002.3.31

1993.4.1省18
生物機能工学

2002.3.31

1993.4.1省18
合成化学 （工学部から移行）

2002.3.31

1993.4.1省18
生物化学 （工学部から移行）

2002.3.31

1993.4.1省18
環境プロセス工学

2002.3.31

1993.4.1省18
化学工学基礎 （工学部から移行）

2002.3.31

1993.4.1省18
化学システム工学 （工学部から移行）

2002.3.31
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［農学部］

林業工学第一
1925.5.19勅194

林業工学第二
1926.6.21勅182

耕地生態科学（農学研究科へ移行）
1997.3.31省15

生物材料工学（農学研究科へ移行）
1996.5.1省19

生物調節化学
1990.6.8省16

農芸化学第一
1925.5.19勅194

農林化学第一
1923.11.28勅490

農芸化学第二
1925.5.19勅194

農林化学第二
1923.11.28勅490

1925.5.19勅194
作物学

1925.5.19勅194
育種学

1926.6.21勅182
造園学

1974.6.22省34
雑草学

1982.3.31省13
砂防学

1983.3.31省10
土壌学

1925.5.19勅194
園芸学第一

1926.6.21勅182
園芸学第二

1964.2.25省3
蔬菜花卉園芸学

1967.4.22省3
木材加工材料学

1996.5.1省19
緑地環境保全学（農学研究科へ移行）

1996.5.1省19
生物材料機能学（農学研究科へ移行）

1964.2.25省3
砂防工学

1997.3.31省15
作物科学（農学研究科へ移行）

1997.3.31省15
園芸科学（農学研究科へ移行）

1923.11.28勅490
林学第二

1923.11.28勅490
林学第一

1924.5.29勅133
林学第三

1964.2.25省3
林業工学

1947.7.5政126
農薬化学

1964.2.25省3
木材工学

1964.2.25省3
生物化学

1925.5.19勅194
林産化学

1969.5.21省14
林産化学

農作園芸学第一
1924.5.29勅133

農作園芸学第二
1924.5.29勅133

天然高分子化学
1967.4.22省3

土壌及び粉体利用学
1964.2.25省3

1964.2.25省3
果樹園芸学

1964.2.25省3
森林経理学

1996.5.1省19
森林管理学（農学研究科へ移行）

1996.5.1省19
森林生産学（農学研究科へ移行）

1964.2.25省3
森林生態学

1966.4.5省23
木材構造学

1966.4.5省23
林産機械学

1997.3.31省15
応用生化学（農学研究科へ移行）

1968.6.12省17
木材化工学

1969.5.21省14
天然高分子化学

農薬研究施設（附）

（農薬製造製剤学）
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細胞物理化学
1990.6.8省16

微生物生産学
1968.6.12省17

細胞有機化学
1990.6.8省16

農芸化学第三
1925.5.19勅194

農林化学第四
1924.5.29勅133

農林化学第三
1924.5.29勅133

1990.6.8省16
分子細胞育種学

1990.6.8省16
植物分子生物学

1926.6.21勅182
発酵生理及び醸造学

農林生物学第一
1923.11.28勅490

農林生物学第二
1924.5.29勅133

農林生物学第三
1924.5.29勅133

家畜育種学・飼育学
1964.2.25省3

1925.5.19勅194
昆虫学

1974.6.22省34
家畜生体機構学 1996.5.1省19

動物機能開発学（農学研究科へ移行）

1996.5.1省19
海洋生物資源学（農学研究科へ移行）

1996.5.1省19
海洋生物生産学（農学研究科へ移行）

1996.5.1省19
動物遺伝増殖学（農学研究科へ移行）

植物保護科学（農学研究科へ移行）
1996.5.1省19

海洋微生物学（農学研究科へ移行）
1996.5.1省19

資源植物科学（農学研究科へ移行）
1996.5.1省19

食品生物工学（農学研究科へ移行）
1997.3.31省15

食品生命科学（農学研究科へ移行）
1997.3.31省15

生物機能化学（農学研究科へ移行）
1997.3.31省15

応用微生物学（農学研究科へ移行）
1997.3.31省15

分子細胞科学（農学研究科へ移行）
1997.3.31省15

1968.6.12省17
食品化学

1970.4.17省14
酵素化学

1925.5.19勅194
栄養化学

1969.5.21省14
農業分析学

1925.5.19勅194
農産製造学

1925.5.19勅194
植物病理学

1925.5.19勅194
実験遺伝学

1926.6.21勅182
応用植物学

1937.12.27勅734
畜産学第一

1947.4.21勅139
水産学第一

1947.4.21勅139
水産学第二

1947.4.21勅139
水産学第三

1947.4.21勅139
水産学第四

1956.3.31省4
畜産学第二

（細胞育種）

（植物ＤＮＡ組換）

（培養生産）

（細胞物理）

1990.6.8省16
制御発酵学

1964.2.25省3
植物栄養学

水産微生物学
1964.2.25省3

1964.2.25省3
水産化学

1964.2.25省3
家畜繁殖学

1964.2.25省3
水産物理学

生物細胞生産制御実験センター（附）

1964.2.25省3
水産生物学

1972.5.22省33
家畜育種学

1973.4.27省11
家畜栄養学

農薬研究施設（附）

（農薬影響学）

植物生殖質研究施設（附）

（栽培植物起源学）
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農業施設工学
1968.6.12省17

農業工学第一
1925.5.19勅194

農業工学第二
1925.5.19勅194

農林工学第一
1924.5.29勅133

農林工学第二
1924.5.29勅133

農用原動機学
1964.2.25省3

1925.5.19勅194
農史

1967.4.22省3
かんがい排水学

1925.5.19勅194
農業機械学第一

1963
農業機械学第二

1964.2.25省3
農用作業機械学

1970.4.17省14
農産加工機械学

国際農林経済学
（農学研究科へ移行）
1995.3.30省10

比較農史農学論
（農学研究科へ移行）
1995.3.30省10

農業施設工学及び農業水利学
1964.2.25省3

土地改良学及び農地造成学
1964.2.25省3

1925.5.19勅194
農政学

1925.5.19勅194
林政学

生物環境科学
（農学研究科へ移行）
1995.3.30省10

生産生態科学
（農学研究科へ移行）
1995.3.30省10

生物生産工学
（農学研究科へ移行）
1995.3.30省10

地域環境開発工学
（農学研究科へ移行）
1995.3.30省10

地域環境管理工学
（農学研究科へ移行）
1995.3.30省10

農企業経営情報学
（農学研究科へ移行）
1995.3.30省10

1969.5.21省14
水利工学

1952.4.1
農学原論

1924.5.29勅133
農林経済学

1925.5.19勅194
農業経営学

1981.4.1省17
熱帯農学（院）

1926.6.21勅182
農業計算学

（農業簿記）

（農家経済分析）

農業簿記研究施設（附）

1966.4.5省23
農地計画学

1981.4.1省17
水産資源学（院）

1981.4.1省17
国際林業論（院）

1981.4.1省17
畜産資源学（院）

1981.4.1省17
地域計画論（院）
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2002.3.31

2002.3.31

［農学研究科］

1997.3.31省15
作物科学（農学部から移行）

1997.3.31省15
園芸科学（農学部から移行）

1997.3.31省15
耕地生態科学（農学部から移行）

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2001.3.31省58 2002.3.31
品質科学

1996.5.11省19
森林管理学（農学部から移行）

森林経理学（学部）

1981.4.1省17
国際林業論

1981.4.1省17
畜産資源学

2002.3.31

1996.5.11省19
森林生産学（農学部から移行）

2002.3.31

1996.5.11省19
緑地環境保全学（農学部から移行）

2002.3.31

1996.5.11省19
生物材料工学（農学部から移行）

2002.3.31

1996.5.11省19
生物材料機能学（農学部から移行）

2002.3.31

1997.3.31省15
応用生化学（農学部から移行）

2002.3.31

1997.3.31省15
分子細胞科学（農学部から移行）

2002.3.31

1997.3.31省15
応用微生物学（農学部から移行）

2002.3.31

1997.3.31省15
生物機能化学

2002.3.31

1997.3.31省15
食品生命科学 （生命科学研究科）

1997.3.31省15
食品生物工学 （生命科学研究科）

1996.5.11省19

資源植物科学

1996.5.11省19

植物保護科学

1996.5.11省19

動物遺伝増殖学

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

1996.5.11省19
動物機能開発学

1996.5.11省19
海洋生物資源学家畜生体機構学（学部）

家畜栄養学（学部）
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水産微生物学（学部）

土壌学（学部）

1996.5.11省19
海洋微生物学

1996.5.11省19
海洋生物生産学

2002.3.31

2002.3.31

1995.3.30省10
比較農業論

1995.3.30省10
生物環境科学（農学部から移行）

1995.3.30省10
生産生態科学（農学部から移行）

1995.3.30省10
地域環境開発工学（農学部から移行）

1995.3.30省10
地域環境管理工学（農学部から移行）

1995.3.30省10
生物生産工学（農学部から移行）

1995.3.30省10
農企業経営情報学（農学部から移行）

1995.3.30省10
国際農林経済学（農学部から移行）

1995.3.30省10
比較農史農学論（農学部から移行）

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2001.3.31省58
食品生命科学

2001.3.31省58
食品健康科学

2001.3.31省58
食品生産工学

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

1981.4.1省17
水産資源学

1981.4.1省17
熱帯農学

1981.4.1省17
地域計画論
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［人間・環境学研究科］

1991.4.12省21
動態環境論

1992.9.30省33
人間社会論

1992.9.30省33
人間形成論

1992.9.30省33
自然環境論

1996.5.11省19
地域生態論

1996.5.11省19
民族共生論

1996.5.11省19
地域動態論

1992.9.30省33
環境情報認知論

1992.9.30省33
環境物性解析論

1992.9.30省33
環境保全発展論

1991.4.12省21

2002.3.31

2002.3.31
人間存在基礎論

1992.9.30省33
文化環境言語基礎論

1997.3.31省14
共有環境システム論

1997.3.31省14
生物環境システム論

1997.3.31省14

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31
社会環境システム論

1992.9.30省33
分子・生命環境論

1992.9.30省33
文化・社会環境論

（アジア・アフリカ地域研究研究科）
1998.4.9省22

（アジア・アフリカ地域研究研究科）
1998.4.9省22

（アジア・アフリカ地域研究研究科）
1998.4.9省22

1992.9.30省33

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31
自然・人間共生基礎論
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［エネルギー科学研究科］

［アジア・アフリカ地域研究研究科］

1996.5.11省19
社会エネルギー科学

1996.5.11省19
資源エネルギー学

1996.5.11省19
エネルギー社会環境学

1996.5.11省19
エネルギー変換システム学

1996.5.11省19
エネルギー応用プロセス学

1996.5.11省19
エネルギー機能設計学

1996.5.11省19
応用熱科学

1996.5.11省19
エネルギー反応学

1996.5.11省19

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31
エネルギー物理学

1998.4.9省22
生態環境論

1998.4.9省22
地域進化論

1998.4.9省22
連環地域論

1998.4.9省22
地域生態論

1998.4.9省22
民族共生論

1998.4.9省22

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31
地域動態論
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［情報学研究科］

1998.4.9省22
応用数学

複雑系構成論
1998.4.9省22

生物圏情報学
1998.4.9省22

システム構成論
1998.4.9省22

システム情報論
1998.4.9省22

知能メディア
1998.4.9省22

生命情報学
2001.3.31省58

システム数理
1998.4.9省22

1998.4.9省22
応用解析学

1998.4.9省22
複雑系力学

1998.4.9省22
数理物理学

1998.4.9省22
人間機械共生系

1998.4.9省22
社会情報モデル

1998.4.9省22
コンピュータ工学

1998.4.9省22
通信システム工学

1998.4.9省22
集積システム工学

1998.4.9省22
社会情報ネットワーク

1998.4.9省22
知能情報ソフトウェア

1998.4.9省22
生体・認知情報学

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31
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［生命科学研究科］

1999.3.31省13
遺伝機構学

1999.3.31省13
多細胞体構築学

2002.3.31

1999.3.31省13
細胞全能性発現学

2002.3.31

1999.3.31省13
応用生物機構学

2002.3.31

1999.3.31省13
環境応答制御学

2002.3.31

1999.3.31省13
認知情報学

2002.3.31

1999.3.31省13
体制統御学

2002.3.31

1999.3.31省13
高次応答制御学

2002.3.31

1999.3.31省13
高次生体統御学

2002.3.31

2002.3.31
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⑷ 学科目（2002年3月31日まで）

［文学部］

1996.5.11省19

1996.5.11省19
東洋文化学

哲学基礎文化学

2002.3.31

1996.5.11省19
西洋文化学

2002.3.31

1996.5.11省19
歴史基礎文化学

2002.3.31

1996.5.11省19
行動 ・環境文化学

2002.3.31

1996.5.11省19
基礎現代文化学

2002.3.31

2002.3.31

［教育学部］

1998.4.9省22
現代教育基礎学

1998.4.9省22
教育心理学

2002.3.31

1998.4.9省22
相関教育システム論

2002.3.31

2002.3.31

［法学部］

1992.4.10省16
基礎法学

1992.4.10省16
公法

2002.3.31

1992.4.10省16
民刑事法

2002.3.31

1992.4.10省16
政治学

2002.3.31

2002.3.31
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［経済学部］

1996.5.11省19
理論・情報

1996.5.11省19
経済史・思想史

2002.3.31

1996.5.11省19
財政・金融

2002.3.31

1997.3.31省15
産業・労働

2002.3.31

1996.5.11省19
国際経済

2002.3.31

1996.5.11省19
経営

2002.3.31

1997.3.31省15
会計

2002.3.31

2002.3.31

［理学部］

1994.6.24省22
数学

1995.3.30省10
物理学

2002.3.31

1994.6.24省22
宇宙惑星科学

2002.3.31

1994.6.24省22
地球科学

2002.3.31

1994.6.24省22
化学

2002.3.31

1995.3.30省10
生物科学

2002.3.31

2002.3.31
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［医学部］

1994.6.24省22
分子生物学

1993.4.1省18
細胞学・組織学

2002.3.31

1994.6.24省22
発生学・遺伝学

2002.3.31

1993.4.1省18
人体構造機能学

2002.3.31

1993.4.1省18
臨床入門医学

2002.3.31

1993.4.1省18
環境・社会医学

2002.3.31

1994.6.24省22
内科学

2002.3.31

1994.6.24省22
外科学

2002.3.31

1995.3.30省10
眼科学

2002.3.31

1995.3.30省10
婦人科学・産科学

2002.3.31

1994.6.24省22
小児科学

2002.3.31

1994.6.24省22
皮膚科学

2002.3.31

1995.3.30省10
形成外科学

2002.3.31

1995.3.30省10
泌尿器科学

2002.3.31

1995.3.30省10
耳鼻咽喉科学

2002.3.31

1995.3.30省10
整形外科学

2002.3.31

1995.3.30省10
精神医学

2002.3.31

1994.6.24省22
放射線医学・核医学

2002.3.31

1995.3.30省10
麻酔学

2002.3.31

1995.3.30省10
臨床神経学

2002.3.31

1994.6.24省22
臨床検査医学

2002.3.31

1995.3.30省10
口腔外科学

2002.3.31

2002.3.31
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［薬学部］

［工学部］

1997.3.31省15
物理・薬化学

1997.3.31省15
生物・分子薬学

2002.3.31

1997.3.31省15
生命・臨床薬学

2002.3.31

2002.3.31

1996.5.11省19
土木工学

1996.5.11省19
環境工学

2002.3.31

1996.5.11省19
資源工学

2002.3.31

1996.5.11省19
建築学

2002.3.31

1994.6.24省22
機械システム学

2002.3.31

1994.6.24省22
材料科学

2002.3.31

1994.6.24省22
エネルギー理工学

2002.3.31

1994.6.24省22
宇宙基礎工学

2002.3.31

1995.3.30省10
電気電子工学

2002.3.31

1995.3.30省10
計算機科学

2002.3.31

1995.3.30省10
数理工学

2002.3.31

1993.4.1省18
反応化学

2002.3.31

1993.4.1省18
物性化学

2002.3.31

1993.4.1省18
化学プロセス工学

2002.3.31
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［農学部］

2001.3.31省58
食品生物科学

1996.5.11省19
資源生物科学

2001.3.31省58
資源生物科学

2002.3.31

1995.3.30省10
生産システム学

2001.3.31省58
応用生命科学

2001.3.31省58
地域環境工学

2001.3.31省58
食料・環境経済学

2001.3.31省58
森林科学

2002.3.31

1995.3.30省10
生物環境科学

2002.3.31

1995.3.30省10

2002.3.31

地域環境創造学

1995.3.30省10
生物資源経済学

2002.3.31

1996.5.11省19
生物材料科学

2002.3.31

1997.3.31省15
応用生物科学
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［分校、教養部］

1963
保健体育

1949
歴史学

1964.2.25省3
芸術学

1964.2.25省3
政治学

1964.2.25省3
教育学

1964
中国語

1949
法政学

1949
経済学

1949
社会学

1949
心理学

1949
物理学

1949
生物学

1949
中露語

1992.9.30省32
〔廃止〕

1992.9.30省32
〔廃止〕

1992.9.30省32
〔廃止〕

1992.9.30省32
〔廃止〕

1992.9.30省32
〔廃止〕

1992.9.30省32
〔廃止〕

1992.9.30省32
〔廃止〕

1992.9.30省32
〔廃止〕

1992.9.30省32
〔廃止〕

1992.9.30省32
〔廃止〕

1992.9.30省32
〔廃止〕

1992.9.30省32
〔廃止〕

1992.9.30省32
〔廃止〕

1992.9.30省32
〔廃止〕

1992.9.30省32
〔廃止〕

1992.9.30省32
〔廃止〕

1992.9.30省32
〔廃止〕

1992.9.30省32
〔廃止〕

1992.9.30省32
〔廃止〕

1992.9.30省32
〔廃止〕

1992.9.30省32
〔廃止〕

1992.9.30省32
〔廃止〕

1992.9.30省32
〔廃止〕

1992.9.30省32
〔廃止〕

1992.9.30省32
〔廃止〕

1992.9.30省32
〔廃止〕

1964.2.25省3
社会思想史

1964.2.25省3
文化人類学

1964.2.25省3
社会統計学

1949
人文地理学

1949
哲学

1964.2.25省3
法学

1964
露語

1949
文学

1949
数学

1949
化学

1949
地学

1949
図学

1949
英語

1949
独語

1949
仏語

1949
体育
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（5） 研究部門（2002年3月31日まで）
［化学研究所］

1956
放射化学

1964.2.25省4
核放射線

1964.2.25省4
粉体化学

1975.4.1省11
界面化学

1992.4.15省20
界面物性

1964.2.25省4
電気材料

1964.2.25省4
高圧化学

1964.2.25省4
繊維化学

1964.2.25省4
酵素化学

1964.2.25省4
植物化学

1964.2.25省4
生理活性

1958
石油化学

1939
窯業化学

1937
液体燃料

1943
合成繊維

1944
特殊醗酵

1929
植物酵素

有機単位反応
1964.2.25省4

高分子結晶学
1965.3.31省21

材料物性基礎
1987.5.21省21

構造解析基礎
1992.4.15省20 2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

無機素材化学
1992.4.15省20

材料物性基礎
1992.4.15省20

有機材料化学
1992.4.15省20

有機合成基礎
1992.4.15省20

生体反応設計
1992.4.15省20

生体分子機能
1992.4.15省20

生体分子情報
1992.4.15省20

生理機能設計
1985.3.30省4

高分子分離学
1975.4.1省11

抗癌医薬開発
1983.3.31省11

ゴム及び樹脂
1939

膠質油脂化学
1933

コロイド化学
1964.2.25省4

1964.2.25省4
磁性体

1986.4.5省19
〔廃止〕

1956
原子核反応

1964.2.25省4
高分子物性

1982.3.31省5
新機能材料

1964.2.25省4
高分子構造

1964.2.25省4
微生物化学

1964.2.25省4
分子生物学

1945
物質の熱的性質

1941
非平衡反応煙の利用

1944
電気材料創製並びに改良

1937
人造繊維並びに繊維素原料

1926
化学療法に関する薬理学的

1929
工業用及び工芸用合金

1929
細菌及び線状菌の化学的

化学療法に関する薬理学的

1943
有機学の化学的基礎

1944
除虫菊及び薄荷油

物理的操作による農作物増産
1933
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［人文科学研究所］

1939
産業経済

1964.2.25省4
日本思想

1964.2.25省4
日本社会

1969.5.22省15
日本文化

1939
社会教育

1948
考古学

1948
地理学

1948
宗教学

1964.2.25省4
芸術史

1964.2.25省4
科学史

1980.3.31省8
宗教史

1988.4.8省17
言語史

1948
歴史学

1998.4.1省17
〔廃止〕

1948
中国思想史

1939
文化交渉史

1948
西洋文化史

1948
政治経済史

1998.4.9省23
言語動態史

1964.2.25省4
東洋考古学

1959
社会人類学

1964.2.25省4
中国思想

1964.4.1省10
西洋思想

1964.2.25省4
西洋文化

1964.2.25省4
西洋社会

1964.2.25省4
歴史地理

1975.4.1省11
現代中国

1948
中国社会

1978.4.1省14

※比較文化

1981.3.31省12

※比較社会

1985.3.30省4

※日本学

2000.3.31省31
文化研究創成

2002.3.31

2000.3.31省31
文化生成

2002.3.31

2000.3.31省31
文化表象

2002.3.31

2000.3.31省31
文化構成

2002.3.31

2000.3.31省31
文化連関

2002.3.31
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［結核研究所、結核胸部疾患研究所、胸部疾患研究所、再生医科学研究所］

［工学研究所、原子エネルギー研究所、エネルギー理工学研究所］

結核の特異性
1941.6.16

1964.2.25省4
外科学

1964.2.25省4
病理学

1998.4.9省23
生体システム医工学

（生体医療工学
研究センター）

1988.4.8省17
生体調節・再建学

1966.4.5省24
細胞化学

臨床肺生理学
1971.3.31省16

生体組織工学
1998.4.9省23

再生医学応用
1998.4.9省23

1941.6.16
結核の化学的治療法

1941.6.16
結核の手術的治療法

1941.6.16
結核の物理的診断ならびに治療法

1941.6.16
結核の細菌ならびに社会的衛生学的

1964.2.25省4
内科学第一

1988.4.8省17
環境生態学

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

1998.4.9省23
生体機能学

1998.4.9省23
再生統御学

1988.4.8省17
生体防御学

1988.4.8省17
細胞調節学

1964.2.25省4
内科学第二

1964.2.25省4
細菌血清学

1967.5.31省12
胸部外科学

1950
電気工学

1957
原子燃料

1946
材料工学

1941
化学工学

1941
物理工学

1941
構造工学

1945
〔廃止〕

1956
原子炉構造

1961
粒子線工学

1958
原子炉材料

1950
軸受

1941
溶接

1958
原子炉計測工学

1959
放射線応用工学

1959
原子炉保安工学

1972.5.1省21
原子炉事故解析

1956
原子核化学工学

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

1996.5.11省16
エネルギー生成

1941
航空および防空

1996.5.11省16
エネルギー機能変換

1996.5.11省16
エネルギー利用過程

1996.5.11省19
（エネルギー科学研究科）

1996.5.11省19
（エネルギー科学研究科）

1977.4.18省15

※原子エネルギー変換

（ヘリオトロン核融合研究センター）
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［木材研究所、木質科学研究所］

［食糧科学研究所］

1944
木材物理

1944
木材化学

1944
木材生物

1963
木質材料

1964.2.25省4
木質材料

木質生命科学
1991.4.12省16 2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

木質材料機能
1991.4.12省16

リグニン化学
1967.5.31省12

1991.4.12省16
木質バイオマス

1984.4.11省20
高耐久性木材開発

1991.4.12省16

※木質環境

1946
食糧化学

1954
蛋白食糧

1967.5.31省12
食品分析

1964.2.25省4
食糧生産

食糧生産環境
1995.3.30省6

（農学研究科）
2001.3.31省60

（農学研究科）
2001.3.31省60

（農学研究科）
2001.3.31省60

食品構造機能
1995.3.30省6

食糧設計利用
1995.3.30省6

たんぱく食糧
1964.2.25省4

食品プロセス
1983.3.31省11

食糧貯蔵加工
1946

1993.3.30省8
〔廃止〕

1946
応用遺伝学

1976.5.10省25
食糧安定性

1993.4.1省19
新食品設計

1946
応用微生物

1987.5.21省21

※地域伝統食品
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［防災研究所］

地震予知計測
1965.3.31省21

内水災害防止
1963

耐水システム
1982.3.31省5

湾域都市水害
1992.4.15省20

海岸災害防止
1961

地盤災害防止
1962.4

地形土壌災害防止
1963

塑性構造耐震
1979.3.31省12

脆性構造耐震
1979.3.31省12

1964.2.25省4
地震動

1960
水文学

1996.5.11省16
水災害

1964.2.25省4
地かく変動

1959
地すべり学

1990.6.8省17
〔廃止〕

1990.6.8省17
〔廃止〕

1990.6.8省17
〔廃止〕

1978.4.1省14
〔廃止〕

1992.3.31省7
〔廃止〕

1977.4.18省15
暴風雨災害

1965.3.31省21
砂防

1964.2.25省4
地形土じょう災害

1951
水害防止の総合的

1996.5.11
（水資源研究センター）

1951
災害の理学的工学的基礎

1951

震災・風災・火災及び雷災
防止軽減の総合的

1964.2.25省4
耐震構造

1964.2.25省4
河川災害

1964.2.25省4
内水災害

1964.2.25省4
海岸災害

1964.2.25省4
地盤災害

1964.2.25省4
地すべり

1961
耐風構造

1966.4.5省24
災害気候

1967.5.31省12
耐震基礎

1964.4.1省10
地盤震害

1958
地殻変動

1973.4.12省8
微小地震

1996.5.11省16
地震災害

1996.5.11省16
地盤災害

1996.5.11省16
大気災害

1996.5.11省16 2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

総合防災
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［基礎物理学研究所］

［ウイルス研究所］

1954
場の理論

1990.6.8省17
統計力学

1990.6.8省17
素粒子論

1990.6.8省17
物性理論

1990.6.8省17
場の理論

1954
中間子論

時間空間理論
1990.6.8省17

非線形物理学
1987.5.21省21

1954
物性論

1987.3.31省12
〔廃止〕

1954
原子核理論

1990.6.8省17 2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

一般相対論

1990.6.8省17
宇宙基礎論

1980.3.31省8
統計物理学

1997.3.31省16
非平衡系物理学

（広島大学理論物理学研究所）

（広島大学理論物理学研究所）

（広島大学理論物理学研究所）

（広島大学理論物理学研究所）

1982.3.31省5

※理論物理学
1990.6.8省17

※素粒子論的天体物理学

1964.2.25省4
血清免疫

1964.2.25省4
予防治療

がんウイルス
1987.5.21省21 2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

1956
病理学

1956
物理学

1969.5.22省15
遺伝学

1958
予防治療学

1990.6.8省17
生体応答学

1990.6.8省17
細胞生物学

1962
癌ウイルス

1957
血清免疫学

1964.2.25省4
病理

1964.2.25省4
物理

1957
化学

1989.5.29省26
遺伝子動態調節

1974.4.11省12
細胞ウイルス学

1977.4.18省15
※神経ウイルス病

2002.3.31
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［経済研究所］

［数理解析研究所］

1962
産業構造

1962
比較産業

1964.4.1省10
地域経済

1986.4.5省19
経済計画

1986.4.5省19
資源環境

1986.4.5省19
比較経済

1994.6.24省24
資産経済

1964.4.1省10
資源経済

1966.4.5省24
計画経済

1966.4.5省24
産業統計

1977.4.18省15
環境経済

比較経済体制
1979.3.31省12

数量産業分析
1986.4.5省19 2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

1993.3.30省8
〔廃止〕

1981.3.31省12
※現代経済分析

1983.3.31省11
※比較経済分析

1993.4.1省19
※国際政治経済

2000.3.31省31
〔廃止〕

1984.4.11省20
代数解析

1963
作用素論

基礎数学第一
1964.2.25省4

基礎数学第二
1964.4.1省10

応用解析第一
1964.4.1省10

応用解析第二
1965.3.31省21

代数多様体論
1992.4.15省20

1994.3.30省7
〔廃止〕

1978.4.1省14
大域解析学

1994.6.24省24
代数解析学

1989.5.29省26
数理物理学

1963
基礎数学Ⅰ

1999.3.31省15

無限解析
2002.3.31

1999.3.31省15

応用数理
2002.3.31

1999.3.31省15
基礎数理

2002.3.31
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［原子炉実験所］

1977.4.18省15
核生物学

原子炉核特性
1976.5.10省25

原子炉物理学
1977.4.18省15

1964.2.25省4
原子炉

1976.5.10省25
放射線物性

1977.4.18省15
放射線化学

1977.4.18省15
原子炉化学

1995.3.30省6
中性子科学

1995.3.30省6 2002.03.31

2002.03.31

2002.03.31

2002.03.31

2002.03.31

2002.03.31

原子炉安全管理

1977.4.18省15
原子炉計測制御

1995.3.30省6
応用原子核科学

1995.3.30省6
放射線生命科学

1977.4.18省15
原子炉化学工学

1977.4.18省15
低速中性子物理学

1969.5.22省15
原子炉熱特性管理

1995.3.30省6
バックエンド工学

1995.3.30省6
核エネルギー基礎

第一運営部
（原子炉） 
1963

第二運営部
（原子炉設備） 
1963

第三運営部
（ホットラボ設備）
1963

第四運営部
（計測装置） 
1963

第五運営部
（廃棄物処理設備） 
1963

第六運営部
（放射線管理） 
1963

1964.2.25省4
計測装置

1964.2.25省4
原子炉設備

1964.2.25省4
放射線管理

1964.2.25省4
廃棄物処理設備

1964.2.25省4
ホットラボ設備

1966.4.5省24
近似理論

1966.4.5省24
数値解析

1967.5.31省12
計算機構

1965.3.31省21
非線型問題

1980.3.31省8
※数理解析

1995.3.30省6
※応用数理
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［霊長類研究所］

1967.5.31省12
形態基礎

1993.4.1省19 2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

2002.3.31

進化系統 

1993.4.1省19
社会生態

1993.4.1省19
行動神経

1993.4.1省19
分子生理

1967.5.31省12
神経生理

1970.4.17省13
生活史

1973.4.12省8
生化学

1969.5.22省15
心理

1969.5.22省15
社会

1969.5.22省15
変異

1971.3.31省16
生理

1975.4.1省11
系統
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（6） 学科・学科目（2002年4月1日以降）

総合人間学部 文学部 教育学部 法学部
2003(平成15)年4月1日～ 2002(平成14)年4月1日～

総合人間学科 基礎法学
人間科学系 公法
国際文明学系 民刑事法
文化環境学系 政治学
認知情報学系
自然科学系

経済学部 理学部
2002(平成14)年4月1日～
2009(平成21)年3月31日
経済学科 経済経営学科
理論・情報 理論・情報
経済史・思想史 経済史・思想史
財政・金融 財政・金融
産業・労働 産業・労働
国際経済 国際経済
経営学科 経営・会計
経営
会計

化学
生物科学

2002(平成14)年4月1日～

教育科学科
現代教育基礎学
教育心理学
相関環境システム論

2002(平成14)年4月1日～

理学科
数学
物理学
宇宙惑星科学
地球科学

2009(平成21)年4月1日～

2002(平成14)年4月1日～

人文学科
哲学基礎文化学
東洋文化学
西洋文化学
歴史基礎文化学
行動・環境文化学
基礎現代文化学
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医学部 薬学部 工学部 農学部
2002(平成14)年4月1日～ 2002(平成14)年4月1日～

2006(平成18)年3月31日
2006(平成18)年4月1日～ 2002(平成14)年4月1日～

2004(平成16)年3月31日
2004(平成16)年4月1日～
20011(平成23)年3月31日

2011(平成23)年4月1日～
2021(令和3)年3月31日

2021(令和3)年4月1日～ 2002(平成14)年4月1日～

医学科 総合薬学科 薬科学科 地球工学科 地球工学科 地球工学科 地球工学科 資源生物科学科
分子生物学 物理・薬化学 創薬化学 土木工学 土木工学 土木工学 土木工学 資源生物科学
細胞学・組織学 生物・分子薬学 薬学科 環境工学 環境工学 環境工学 環境工学 応用生命科学科
発生学・遺伝学 生命・臨床薬学 医療薬科学 資源工学 資源工学 資源工学 資源工学 応用生命科学
人体構造機能学 建築学科 建築学科 建築学科 建築学科 地域環境工学
臨床入門医学 建築学科 建築学科 建築学科 建築学科 地域環境工学
環境・社会医学 物理工学科 物理工学科 物理工学科 物理工学科 食料・環境経済学科
内科学 機械システム学 機械システム学 機械システム学 機械システム学 食料・環境経済学
外科学 材料科学 材料科学 材料科学 材料科学 森林科学科
眼科学 エネルギー理工学 エネルギー理工学 エネルギー応用工学 エネルギー応用工学 森林科学科

婦人科学・産科学 宇宙基礎工学 宇宙基礎工学 原子核工学 原子核工学 食品生物化学科
小児科学 電気電子工学科 電気電子工学科 宇宙基礎工学 宇宙基礎工学 食品生物科学
皮膚科学 電気電子工学科 電気電子工学科 電気電子工学科 電気電子工学科
形成外科学 情報学科 情報学科 電気電子工学科 電気電子工学科
泌尿器科学 計算機科学 計算機科学 情報学科 情報学科
耳鼻咽喉科学 数理工学 数理工学 計算機科学 計算機科学
整形外科学 工業化学科 工業化学科 数理工学 数理工学
精神医学 反応化学 創成化学 工業化学科 工業化学科
放射線医学・核医学 物性化学 工業基礎科学 創成化学 創成化学
麻酔学 化学プロセス工学 化学プロセス工学 工業基礎科学 先端化学
臨床神経学 化学プロセス工学 化学プロセス工学
臨床検査医学
口腔外科学
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（7） 専攻・講座（2002年4月1日以降）

［文学研究科］ ［教育学研究科］
2002（平成14）年4月1日～
2004（平成16）3月31日

2004（平成16）年4月1日～
2016（平成28）年6月30日

2016（平成28）年7月1日～
2017（平成29）年9月30日

2017（平成29）年10月1日～ 2002（平成14）年4月1日～
2004（平成16）年3月31日

2004（平成16）年4月1日～
2018（平成30）年3月31日

2018（平成30）年4月1日～

文献文化学専攻 文献文化学専攻 文献文化学専攻 文献文化学専攻 教育科学専攻 教育科学専攻 教育学環専攻
国語学・国文学講座 国語学・国文学講座 東洋文献文化学講座 東洋文献文化学講座 教育学講座 教育学講座 教育・人間科学講座
中国語学・中国文学講座 中国語学・中国文学講座 西洋文献文化学講座 西洋文献文化学講座 教育方法学講座 教育方法学講座 教育認知心理学講座
東洋古典学講座 東洋古典学講座 思想文化学専攻 思想文化学専攻 教育認知心理学講座 教育認知心理学講座 臨床心理学講座
西洋古典学講座 西洋古典学講座 思想文化学講座 思想文化学講座 教育社会学講座 教育社会学講座 教育社会学講座
欧米語学・欧米文学講座 欧米語学・欧米文学講座 歴史文化学専攻 歴史文化学専攻 生涯教育学講座 生涯教育学講座 連携教育学講座*

思想文化学専攻 思想文化学専攻 歴史文化学講座 歴史文化学講座 比較教育政策学講座 比較教育政策学講座
哲学・宗教学講座 哲学・宗教学講座 行動文化学専攻 行動文化学専攻 臨床教育学専攻 臨床教育学専攻
美学・美術史学講座 美学・美術史学講座 行動文化学講座 行動文化学講座 臨床教育学講座 臨床教育学講座

歴史文化学専攻 歴史文化学専攻 現代文化学専攻 現代文化学専攻 心理臨床学講座 心理臨床学講座
日本史学講座 日本史学講座 現代文化学講座 現代文化学講座 臨床実践指導学講座
東洋史学講座 東洋史学講座 総合文化学講座 京都大学・ハイデルベルク大学 高等教育開発論講座*
西洋史学講座 西洋史学講座 文献文化論講座* 国際連携文化越境専攻 臨床心理実践学講座*
考古学講座 考古学講座 思想文化論講座* 文化越境講座

行動文化学専攻 行動文化学専攻 歴史文化論講座* 総合文化学講座
心理学講座 心理学講座 現代文化論講座* 文献文化論講座*
言語学講座 言語学講座 思想文化論講座*
社会学講座 社会学講座 歴史文化論講座*
地理学講座 地理学講座 現代文化論講座*

現代文化学専攻 現代文化学専攻
現代文化学講座 現代文化学講座
総合文化学講座 総合文化学講座

文献文化論講座*
思想文化論講座*
歴史文化論講座*
現代文化論講座*
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［法学研究科］ ［経済学研究科］
2002(平成14)年4月1日～
2004(平成16)年3月31日

2004(平成16)年4月1日～
2006(平成18)年3月31日

2006(平成18)年4月1日～ 2002(平成14)年4月1日～
2004(平成16)年3月31日

2004(平成16)年4月1日～

基礎法学専攻 法政理論専攻 法政理論専攻 経済システム分析専攻 経済システム分析専攻
法史学講座 法史学講座 法史学講座 経済理論講座 経済理論講座
法理学講座 法理論講座 法理論講座 統計・情報分析講座 統計・情報分析講座
法社会学講座 外国法講座 外国法講座 歴史・思想分析講座 歴史・思想分析講座
外国法講座 公法講座 公法講座 経済動態分析専攻 経済動態分析専攻

公法専攻 国際関係法講座 国際関係法講座 比較制度・政策講座 比較制度・政策講座
憲法講座 民事法講座 民事法講座 金融・財政講座 金融・財政講座
行政法講座 企業関係法講座 企業関係法講座 ファイナンス工学講座 市場動態分析講座
租税法講座 社会法講座 社会法講座 組織経営分析専攻 現代経済学専攻
国際法講座 刑事法講座 刑事法講座 経営・社会環境分析講座 現代経済学講座

民刑事法専攻 政治史講座 政治史講座 経営政策講座 国際経営・経済分析講座
民事法講座 政治行政分析講座 政治行政分析講座 市場・会計分析講座 ビジネス科学専攻
商事法講座 公共政策講座 公共政策講座 事業創成講座 経営管理・戦略講座
経済法講座 国際公共政策専攻 法曹養成専攻 現代経済学専攻 市場会計分析講座
社会法講座 法曹養成専攻 法理論系講座 現代経済学講座 事業創成講座
民事手続法講座 法理論系講座 公法系講座 国際経営・経済分析講座 ファイナンス工学講座
渉外関係法講座 公法系講座 民事法系講座 ビジネス科学講座
刑事法講座 民事法系講座 刑事法系講座 数量産業分析講座*

政治学専攻 刑事法系講座 法実務系講座 経済計画講座*
政治理論講座 法実務系講座 法臨床講座* 資源環境講座*
政治外交史講座 法臨床講座* 資産経済講座*
国際政治学講座 比較政治経済分析講座*
比較政治講座 応用金融工学講座*
現代政治行政分析講座
総合法政分析講座
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［理学研究科］ ［医学研究科］
2002(平成14)年4月1日～
2011(平成23)年9月30日

2011(平成23)年10月1日～ 2002(平成14)年4月1日～
2003(平成15)年3月31日

2003(平成15)年4月1日～
2006(平成18)年3月31日

2006(平成18)年4月1日～
2007(平成19)年3月31日

2007(平成19)年4月1日～
2009(平成21)年3月31日

2009(平成21)年4月1日～

数学・数理解析専攻 数学・数理解析専攻 生理系専攻 生理系専攻 医学専攻 医学専攻 医学専攻
相関数理講座 相関数理講座 生体情報科学講座 生体情報科学講座 生体情報科学講座 生体情報科学講座 生体情報科学講座
表現論代数構造論講座 表現論代数構造論講座 生体構造医学講座 生体構造医学講座 生体構造医学講座 生体構造医学講座 生体構造医学講座
多様体論講座 多様体論講座 生体制御医学講座 生体制御医学講座 生体制御医学講座 生体制御医学講座 生体制御医学講座
解析学講座 解析学講座 病理系専攻 病理系専攻 腫瘍生物学講座 腫瘍生物学講座 腫瘍生物学講座
基礎数理講座 アクチュアリーサイエンス客員講座 腫瘍生物学講座 腫瘍生物学講座 基礎病態学講座 基礎病態学講座 基礎病態学講座

物理学・宇宙物理学専攻 基礎数理講座 基礎病態学講座 基礎病態学講座 感染・免疫学講座 感染・免疫学講座 感染・免疫学講座
相関重力基礎論講座 物理学・宇宙物理学専攻 感染・免疫学講座 感染・免疫学講座 法医学講座 法医学講座 法医学講座
物性基礎論講座 相関重力基礎論講座 法医学講座 法医学講座 内科学講座 内科学講座 内科学講座
非線形物理学講座 物性基礎論講座 内科系専攻 内科系専攻 皮膚生命科学講座 皮膚生命科学講座 皮膚生命科学講座
物質物理学講座 非線形物理学講座 臨床病態医科学講座 内科学講座 発生発達医学講座 発生発達医学講座 発生発達医学講座
量子光学講座 物質物理学講座 臨床器官病態学講座 皮膚生命科学講座 放射線医学講座 放射線医学講座 放射線医学講座
物質・時空基礎論講座 量子光学講座 臨床生体統御医学講座 発生発達医学講座 臨床病態解析学講座 臨床病態解析学講座 臨床病態解析学講座
粒子物理学講座 物質・時空基礎論講座 発生発達医学講座 放射線医学講座 外科学講座 外科学講座 外科学講座
核物理学講座 粒子物理学講座 放射線医学講座 臨床病態解析学講座 侵襲反応制御医学講座 侵襲反応制御医学講座 侵襲反応制御医学講座
宇宙放射学講座 核物理学講座 外科系専攻 外科系専攻 器官外科学講座 器官外科学講座 器官外科学講座
宇宙物理学講座 宇宙放射学講座 移植免疫医学講座 外科学講座 感覚運動系外科学講座 感覚運動系外科学講座 感覚運動系外科学講座
宇宙構造学講座 宇宙物理学講座 器官外科学講座 侵襲反応制御医学講座 分子生体統御学講座 分子生体統御学講座 分子生体統御学講座

地球惑星科学専攻 宇宙構造学講座 感覚運動系病態学講座 器官外科学講座 遺伝医学講座 遺伝医学講座 遺伝医学講座
相関地球惑星科学講座 地球惑星科学専攻 分子医学系専攻 感覚運動系外科学講座 高次脳科学講座 高次脳科学講座 高次脳科学講座
固体地球物理学講座 相関地球惑星科学講座 分子生体統御学講座 分子医学系専攻 脳病態生理学講座 脳病態生理学講座 脳病態生理学講座
水圏地球物理学講座 固体地球物理学講座 遺伝医学講座 分子生体統御学講座 医科学専攻 医科学専攻 医科学専攻
大気圏物理学講座 水圏地球物理学講座 脳統御医科学系専攻 遺伝医学講座 社会健康医学系専攻 社会健康医学系専攻 社会健康医学系専攻
太陽惑星系電磁気学講座 大気圏物理学講座 高次脳科学講座 分子外科学講座 健康解析学講座 健康解析学講座 健康解析学講座
地球テクトニクス講座 太陽惑星系電磁気学講座 脳病態生理学講座 脳統御医科学系専攻 健康管理学講座 健康管理学講座 健康管理学講座
地球物質科学講座 地球テクトニクス講座 医科学系専攻 高次脳科学講座 健康要因学講座 健康要因学講座 健康要因学講座
地球生物圏史講座 地球物質科学講座 社会健康医学系専攻 脳病態生理学講座 国際保健学講座 国際保健学講座 国際保健学講座

化学専攻 地球生物圏史講座 健康解析学講座 医科学系専攻 先端・国際医学講座 人間健康科学系専攻 人間健康科学系専攻
相関化学講座 化学専攻 健康管理学講座 社会健康医学系専攻 基礎看護学講座 基礎看護学講座
理論化学講座 相関化学講座 健康要因学講座 健康解析学講座 臨床看護学講座 臨床看護学講座
物理化学講座 理論化学講座 国際保健学講座 健康管理学講座 家族健康看護学講座 家族看護学講座
物性化学講座 物理化学講座 先端・国際医学講座 健康要因学講座 地域保健看護学講座 地域看護学講座
無機化学講座 物性化学講座 国際保健学講座 医療検査展開学講座 医療検査展開学講座
有機化学講座 無機化学講座 先端・国際医学講座 情報理工医療学講座 情報理工医療学講座
生物化学講座 有機化学講座 理学療法学講座 理学療法学講座

生物科学専攻 生物化学講座 作業療法学講座 作業療法学講座
相関動植共生学講座 生物科学専攻 先端・国際医学講座 近未来システム・技術創造部門
自然史学講座 相関動植共生学講座 産官学連携推進部門
動物科学講座 自然史学講座 先端・国際医学講座
人類学講座 動物科学講座
分子植物科学講座 人類学講座
進化植物科学講座 分子植物科学講座
情報分子細胞学講座 進化植物科学講座
機能統合学講座 情報分子細胞学講座
高次情報形成学講座 機能統合学講座

高次情報形成学講座

『京都大学百二十五年史　資料編』 
第４編一覧・統計＞第２章学科・専攻・講座・学科目・研究部門の変遷＞(7) 専攻・講座（2002年4月1日以降）
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［薬学研究科］
2002(平成14)年4月1日～
2007(平成19)年3月31日

2007(平成19)年4月1日～
2010(平成22)年3月31日

2010(平成22)年4月1日～
2012(平成24)年3月31日

2012(平成24)年4月1日～

創薬科学専攻 創薬科学専攻 薬科学専攻 薬科学専攻
薬品創製化学講座 薬品創製化学講座 薬品創製化学講座 薬品創製化学講座
薬品機能統御学講座 薬品機能統御学講座 薬品機能統御学講座 薬品機能統御学講座
薬品製剤設計学講座 薬品製剤設計学講座 薬品製剤設計学講座 薬品製剤設計学講座

生命薬科学専攻 生命薬科学専攻 生体分子薬学講座 生体分子薬学講座
生体分子薬学講座 生体分子薬学講座 生体機能薬学講座 生体機能薬学講座
生体機能薬学講座 生体機能薬学講座 生体情報薬学講座 生体情報薬学講座
生体情報薬学講座 生体情報薬学講座 薬品動態医療薬学講座 薬学専攻

医療薬科学専攻 医療薬科学専攻 病態機能解析学講座 薬品動態医療薬学講座
薬品動態医療薬学講座 薬品動態医療薬学講座 創薬科学専攻 病態機能解析学講座
病態機能解析学講座 病態機能解析学講座 薬品創製化学講座 医薬創成情報科学専攻

医薬創成情報科学専攻 薬品機能統御学講座 医薬創成情報科学講座
医薬創成情報科学講座 薬品製剤設計学講座

生命薬科学専攻
生体分子薬学講座
生体機能薬学講座
生体情報薬学講座
医療薬科学専攻
薬品動態医療薬学講座
病態機能解析学講座
医薬創成情報科学専攻
医薬創成情報科学講座

『京都大学百二十五年史　資料編』 
第４編一覧・統計＞第２章学科・専攻・講座・学科目・研究部門の変遷＞(7) 専攻・講座（2002年4月1日以降）
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［工学研究科］
2002(平成14)年4月1日～
2003(平成15)年3月31日

2003(平成15)年4月1日～
2005(平成17)年3月31日

2005(平成17)年4月1日～
2007(平成19)年3月31日

2007(平成19)年4月1日～
2008(平成20)年3月31日

2008(平成20)年4月1日～
2008(平成20)年9月30日

2008(平成20)年10月1日～
2010(平成22)年3月31日

2010(平成22)年4月1日～
2012(平成24)年6月30日

2012(平成24)年7月1日～
2016(平成28)年3月31日

2016(平成28)年4月1日～
2017(平成29)年3月31日

2017(平成29)年4月1日～

土木工学専攻 社会基盤工学専攻 社会基盤工学専攻 社会基盤工学専攻 社会基盤工学専攻 社会基盤工学専攻 社会基盤工学専攻 社会基盤工学専攻 社会基盤工学専攻 社会基盤工学専攻
土木基礎情報学講座 応用力学講座 応用力学講座 応用力学講座 応用力学講座 応用力学講座 応用力学講座 応用力学講座 応用力学講座 応用力学講座
構造工学講座 地殻工学講座 地殻工学講座 地殻工学講座 地殻工学講座 地殻工学講座 資源工学講座 資源工学講座 資源工学講座 資源工学講座
水工学講座 構造工学講座 構造工学講座 構造工学講座 構造工学講座 構造工学講座 構造工学講座 構造工学講座 構造工学講座 構造工学講座
地盤工学講座 構造材料学講座 構造材料学講座 構造材料学講座 構造材料学講座 構造材料学講座 水工学講座 水工学講座 水工学講座 水工学講座
土木計画学講座 地盤・水工学講座 地盤・水工学講座 地盤・水工学講座 地盤・水工学講座 地盤・水工学講座 地盤力学講座 地盤力学講座 地盤力学講座 地盤力学講座
土木システム工学専攻 都市社会工学専攻 都市社会工学専攻 都市社会工学専攻 都市社会工学専攻 都市社会工学専攻 空間情報学講座 空間情報学講座 空間情報学講座 空間情報学講座
都市基盤システム工学講座 都市基盤システム工学講座 都市基盤システム工学講座 都市基盤システム工学講座 都市基盤システム工学講座 都市基盤システム工学講座 都市基盤設計学講座 都市基盤設計学講座 都市基盤設計学講座 都市基盤設計学講座
ライフライン工学講座 都市社会計画学講座 都市社会計画学講座 都市社会計画学講座 都市社会計画学講座 都市社会計画学講座 都市社会工学専攻 都市社会工学専攻 都市社会工学専攻 都市社会工学専攻
複合基盤システム工学講座 交通マネジメント工学講座 交通マネジメント工学講座 交通マネジメント工学講座 交通マネジメント工学講座 交通マネジメント工学講座 都市社会計画学講座 都市社会計画学講座 都市社会計画学講座 都市社会計画学講座
社会システム工学講座 ライフライン工学講座 ライフライン工学講座 ライフライン工学講座 ライフライン工学講座 ライフライン工学講座 交通マネジメント工学講座 交通マネジメント工学講座 交通マネジメント工学講座 交通マネジメント工学講座
資源工学専攻 社会基盤マネジメント工学講座 社会基盤マネジメント工学講座 社会基盤マネジメント工学講座 社会基盤マネジメント工学講座 社会基盤マネジメント工学講座 地震ライフライン工学講座 地震ライフライン工学講座 地震ライフライン工学講座 地震ライフライン工学講座
資源開発工学講座 都市環境工学専攻 都市環境工学専攻 都市環境工学専攻 都市環境工学専攻 都市環境工学専攻 構造物マネジメント工学講座 構造物マネジメント工学講座 構造物マネジメント工学講座 構造物マネジメント工学講座
探査計測システム工学講座 地殻環境工学講座 地殻環境工学講座 地殻環境工学講座 地殻環境工学講座 地殻環境工学講座 河川流域マネジメント工学講座 河川流域マネジメント工学講座 河川流域マネジメント工学講座 河川流域マネジメント工学講座
地殻開発工学講座 環境デザイン工学講座 環境デザイン工学講座 環境デザイン工学講座 環境デザイン工学講座 環境デザイン工学講座 ジオマネジメント工学講座 ジオマネジメント工学講座 ジオマネジメント工学講座 ジオマネジメント工学講座
環境工学専攻 都市空間工学講座 都市空間工学講座 都市空間工学講座 都市空間工学講座 都市空間工学講座 ロジスティクスシステム工学講座 ロジスティクスシステム工学講座 都市基盤システム工学講座 都市基盤システム工学講座
環境デザイン工学講座 居住空間学講座 居住空間学講座 居住空間学講座 居住空間学講座 居住空間学講座 地殻環境工学講座 地殻環境工学講座 地殻環境工学講座 地球資源学講座
環境システム工学講座 環境情報学講座 環境情報学講座 環境情報学講座 環境情報学講座 環境情報学講座 都市環境工学専攻 都市環境工学専攻 都市環境工学専攻 都市環境工学専攻
環境マネジメント工学講座 ウォーターフロント環境工学講座 ウォーターフロント環境工学講座 ウォーターフロント環境工学講座 ウォーターフロント環境工学講座 ウォーターフロント環境工学講座 環境デザイン工学講座 環境デザイン工学講座 環境デザイン工学講座 環境デザイン工学講座
環境地球工学専攻 複合構造デザイン工学講座 複合構造デザイン工学講座 複合構造デザイン工学講座 複合構造デザイン工学講座 複合構造デザイン工学講座 環境システム工学講座 環境システム工学講座 環境システム工学講座 環境システム工学講座
環境情報工学講座 環境システム工学講座 環境システム工学講座 環境システム工学講座 環境システム工学講座 環境システム工学講座 環境衛生学講座 環境衛生学講座 環境衛生学講座 環境衛生学講座
人間環境設計学講座 環境衛生学講座 環境衛生学講座 環境衛生学講座 環境衛生学講座 環境衛生学講座 建築学専攻 建築学専攻 建築学専攻 建築学専攻
水域環境工学講座 ジオフロント環境工学講座 ジオフロント環境工学講座 ジオフロント環境工学講座 ジオフロント環境工学講座 ジオフロント環境工学講座 建築保全再生学講座 建築保全再生学講座 建築保全再生学講座 建築保全再生学講座
都市環境安全工学講座 総合環境学講座 総合環境学講座 総合環境学講座 総合環境学講座 総合環境学講座 人間生活環境学講座 人間生活環境学講座 人間生活環境学講座 人間生活環境学講座
気圏工学講座 環境材料学講座 環境材料学講座 環境材料学講座 環境材料学講座 環境材料学講座 建築史学講座 建築史学講座 建築史学講座 建築史学講座
環境リスク工学講座 環境構成学講座 環境構成学講座 環境構成学講座 環境構成学講座 環境構成学講座 建築構法学講座 建築構法学講座 建築構法学講座 建築構法学講座
環境構成材料学講座 建築学専攻 建築学専攻 建築学専攻 建築学専攻 建築学専攻 建築環境計画学講座 建築環境計画学講座 建築環境計画学講座 建築環境計画学講座
居住空間工学講座 建築情報システム学講座 建築保全再生学講座 建築保全再生学講座 建築保全再生学講座 建築保全再生学講座 建築設計学講座 建築設計学講座 建築設計学講座 建築設計学講座
建築学専攻 人間生活環境学講座 人間生活環境学講座 人間生活環境学講座 人間生活環境学講座 人間生活環境学講座 建築構造学講座 建築構造学講座 建築構造学講座 建築構造学講座
建築情報システム学講座 建築史学講座 建築史学講座 建築史学講座 建築史学講座 建築史学講座 建築生産工学講座 建築生産工学講座 建築生産工学講座 建築生産工学講座
建築設計学講座 建築構法学講座 建築構法学講座 建築構法学講座 建築構法学講座 建築構法学講座 都市空間工学講座 都市空間工学講座 都市空間工学講座 都市空間工学講座
建築計画学講座 建築環境計画学講座 建築環境計画学講座 建築環境計画学講座 建築環境計画学講座 建築環境計画学講座 居住空間学講座 居住空間学講座 居住空間学講座 居住空間学講座
建築構造学講座 建築設計学講座 建築設計学講座 建築設計学講座 建築設計学講座 建築設計学講座 環境材料学講座 環境材料学講座 環境材料学講座 環境材料学講座
生活空間学専攻 建築構造学講座 建築構造学講座 建築構造学講座 建築構造学講座 建築構造学講座 環境構成学講座 環境構成学講座 環境構成学講座 環境構成学講座
人間生活環境工学講座 建築生産工学講座 建築生産工学講座 建築生産工学講座 建築生産工学講座 建築生産工学講座 機械理工学専攻 機械理工学専攻 機械理工学専攻 機械理工学専攻
生活空間計画学講座 機械工学専攻 機械理工学専攻 機械理工学専攻 機械理工学専攻 機械理工学専攻 機械システム創成学講座 機械システム創成学講座 機械システム創成学講座 機械システム創成学講座
生活空間開発工学講座 機械システム工学講座 機械システム創成学講座 機械システム創成学講座 機械システム創成学講座 機械システム創成学講座 生産システム工学講座 生産システム工学講座 生産システム工学講座 生産システム工学講座
機械工学専攻 機械設計制御工学講座 生産システム工学講座 生産システム工学講座 生産システム工学講座 生産システム工学講座 機械材料力学講座 機械材料力学講座 機械材料力学講座 機械材料力学講座
機械システム工学講座 機械材料力学講座 機械材料力学講座 機械材料力学講座 機械材料力学講座 機械材料力学講座 流体理工学講座 流体理工学講座 流体理工学講座 流体理工学講座
機械設計制御工学講座 熱流体工学講座 流体理工学講座 流体理工学講座 流体理工学講座 流体理工学講座 物性工学講座 物性工学講座 物性工学講座 物性工学講座
機械材料力学講座 機械物理工学専攻 物性工学講座 物性工学講座 物性工学講座 物性工学講座 機械力学講座 機械力学講座 機械力学講座 機械力学講座
熱流体工学講座 メゾスコピック物性工学講座 機械力学講座 機械力学講座 機械力学講座 機械力学講座 バイオエンジニアリング講座 バイオエンジニアリング講座 バイオエンジニアリング講座 バイオエンジニアリング講座
機械物理学専攻 材料強度物性学講座 マイクロエンジニアリング専攻 マイクロエンジニアリング専攻 バイオエンジニアリング講座 バイオエンジニアリング講座 マイクロエンジニアリング専攻 マイクロエンジニアリング専攻 マイクロエンジニアリング専攻 マイクロエンジニアリング専攻
メゾスコピック物性工学講座 物性工学講座 構造材料強度学講座 構造材料強度学講座 マイクロエンジニアリング専攻 マイクロエンジニアリング専攻 構造材料強度学講座 構造材料強度学講座 構造材料強度学講座 構造材料強度学講座
材料強度物性学講座 精密工学専攻 ナノシステム創成工学講座 ナノシステム創成工学講座 構造材料強度学講座 構造材料強度学講座 ナノシステム創成工学講座 ナノシステム創成工学講座 ナノシステム創成工学講座 ナノシステム創成工学講座
物性工学講座 デザインシステム論講座 ナノサイエンス講座 ナノサイエンス講座 ナノシステム創成工学講座 ナノシステム創成工学講座 ナノサイエンス講座 ナノサイエンス講座 ナノサイエンス講座 ナノサイエンス講座
精密工学専攻 システム工学講座 マイクロシステム創成講座 マイクロシステム創成講座 ナノサイエンス講座 ナノサイエンス講座 マイクロシステム創成講座 マイクロシステム創成講座 マイクロシステム創成講座 マイクロシステム創成講座
デザインシステム論講座 知能機械システム講座 航空宇宙工学専攻 航空宇宙工学専攻 マイクロシステム創成講座 マイクロシステム創成講座 航空宇宙工学専攻 航空宇宙工学専攻 航空宇宙工学専攻 航空宇宙工学専攻
システム工学講座 原子核工学専攻 航空宇宙力学講座 航空宇宙力学講座 航空宇宙工学専攻 航空宇宙工学専攻 航空宇宙力学講座 航空宇宙力学講座 航空宇宙力学講座 航空宇宙力学講座
知能機械システム講座 量子ビーム科学講座 航空宇宙基礎工学講座 航空宇宙基礎工学講座 航空宇宙力学講座 航空宇宙力学講座 航空宇宙基礎工学講座 航空宇宙基礎工学講座 航空宇宙基礎工学講座 航空宇宙基礎工学講座
原子核工学専攻 量子物質工学講座 航空宇宙システム工学講座 航空宇宙システム工学講座 航空宇宙基礎工学講座 航空宇宙基礎工学講座 航空宇宙システム工学講座 航空宇宙システム工学講座 航空宇宙システム工学講座 航空宇宙システム工学講座
量子ビーム科学講座 核エネルギー工学講座 原子核工学専攻 原子核工学専攻 航空宇宙システム工学講座 航空宇宙システム工学講座 原子核工学専攻 原子核工学専攻 原子核工学専攻 原子核工学専攻
量子物質工学講座 材料工学専攻 量子ビーム科学講座 量子ビーム科学講座 原子核工学専攻 原子核工学専攻 量子ビーム科学講座 量子ビーム科学講座 量子ビーム科学講座 量子ビーム科学講座
核エネルギー工学講座 材料設計工学講座 量子物質工学講座 量子物質工学講座 量子ビーム科学講座 量子ビーム科学講座 量子物質工学講座 量子物質工学講座 量子物質工学講座 量子物質工学講座
材料工学専攻 材料プロセス工学講座 核エネルギー工学講座 核エネルギー工学講座 量子物質工学講座 量子物質工学講座 核エネルギー工学講座 核エネルギー工学講座 核エネルギー工学講座 核エネルギー工学講座
材料設計工学講座 材料物性学講座 材料工学専攻 材料工学専攻 核エネルギー工学講座 核エネルギー工学講座 材料工学専攻 材料工学専攻 材料工学専攻 材料工学専攻
材料プロセス工学講座 材料機能学講座 材料設計工学講座 材料設計工学講座 材料工学専攻 材料工学専攻 材料設計工学講座 材料設計工学講座 材料設計工学講座 材料設計工学講座
材料物性学講座 航空宇宙工学専攻 材料プロセス工学講座 材料プロセス工学講座 材料設計工学講座 材料設計工学講座 材料プロセス工学講座 材料プロセス工学講座 材料プロセス工学講座 材料プロセス工学講座
材料機能学講座 航空宇宙力学講座 材料物性学講座 材料物性学講座 材料プロセス工学講座 材料プロセス工学講座 先端材料物性学講座 先端材料物性学講座 先端材料物性学講座 先端材料物性学講座
航空宇宙工学専攻 航空宇宙基礎工学講座 材料機能学講座 材料機能学講座 先端材料物性学講座 先端材料物性学講座 材料物性学講座 材料物性学講座 材料物性学講座 材料物性学講座
航空宇宙力学講座 航空宇宙解析工学講座 電気工学専攻 電気工学専攻 材料物性学講座 材料物性学講座 先端材料機能学講座 先端材料機能学講座 先端材料機能学講座 先端材料機能学講座
航空宇宙基礎工学講座 電気工学専攻 複合システム論講座 複合システム論講座 先端材料機能学講座 先端材料機能学講座 材料機能学講座 材料機能学講座 材料機能学講座 材料機能学講座
航空宇宙解析工学講座 複合システム論講座 電磁工学講座 電磁工学講座 材料機能学講座 材料機能学講座 電気工学専攻 電気工学専攻 電気工学専攻 電気工学専攻
電気工学専攻 電磁工学講座 電気エネルギー工学講座 電気エネルギー工学講座 電気工学専攻 電気工学専攻 複合システム論講座 先端電気システム論講座 先端電気システム論講座 先端電気システム論講座
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複合システム論講座 電気エネルギー工学講座 電気システム論講座 電気システム論講座 複合システム論講座 複合システム論講座 電磁工学講座 システム基礎論講座 システム基礎論講座 システム基礎論講座
電磁工学講座 電気システム論講座 電子工学専攻 電子工学専攻 電磁工学講座 電磁工学講座 電気エネルギー工学講座 生体医工学講座 生体医工学講座 生体医工学講座
電力工学講座 電子工学専攻 集積機能工学講座 集積機能工学講座 電気エネルギー工学講座 電気エネルギー工学講座 電気システム論講座 電磁工学講座 電磁工学講座 電磁工学講座
電気システム論講座 集積機能工学講座 電子物理工学講座 電子物理工学講座 電気システム論講座 電気システム論講座 電子工学専攻 電子工学専攻 電子工学専攻 電子工学専攻
電子物性工学専攻 電子物理工学講座 電子物性工学講座 電子物性工学講座 電子工学専攻 電子工学専攻 集積機能工学講座 集積機能工学講座 集積機能工学講座 集積機能工学講座
集積機能工学講座 電子物性工学講座 量子機能工学講座 量子機能工学講座 集積機能工学講座 集積機能工学講座 電子物理工学講座 電子物理工学講座 電子物理工学講座 電子物理工学講座
電子物理学講座 量子機能工学講座 材料化学専攻 材料化学専攻 電子物理工学講座 電子物理工学講座 電子物性工学講座 電子物性工学講座 電子物性工学講座 電子物性工学講座
機能物性工学講座 材料化学専攻 機能材料設計学講座 機能材料設計学講座 電子物性工学講座 電子物性工学講座 量子機能工学講座 量子機能工学講座 量子機能工学講座 量子機能工学講座
量子工学講座 機能材料設計学講座 無機材料化学講座 無機材料化学講座 量子機能工学講座 量子機能工学講座 材料化学専攻 材料化学専攻 材料化学専攻 材料化学専攻
材料化学専攻 無機材料化学講座 有機材料化学講座 有機材料化学講座 材料化学専攻 材料化学専攻 機能材料設計学講座 機能材料設計学講座 機能材料設計学講座 機能材料設計学講座
機能材料設計学講座 有機材料化学講座 高分子材料化学講座 高分子材料化学講座 機能材料設計学講座 機能材料設計学講座 無機材料化学講座 無機材料化学講座 無機材料化学講座 無機材料化学講座
無機材料化学講座 高分子材料化学講座 物質エネルギー化学専攻 物質エネルギー化学専攻 無機材料化学講座 無機材料化学講座 有機材料化学講座 有機材料化学講座 有機材料化学講座 有機材料化学講座
有機材料化学講座 物質エネルギー化学専攻 エネルギー変換化学講座 エネルギー変換化学講座 有機材料化学講座 有機材料化学講座 高分子材料化学講座 高分子材料化学講座 高分子材料化学講座 高分子材料化学講座
高分子材料化学講座 エネルギー変換化学講座 基礎エネルギー化学講座 基礎エネルギー化学講座 高分子材料化学講座 高分子材料化学講座 ナノマテリアル講座 ナノマテリアル講座 ナノマテリアル講座 ナノマテリアル講座
物質エネルギー化学専攻 基礎エネルギー化学講座 基礎物質化学講座 基礎物質化学講座 物質エネルギー化学専攻 ナノマテリアル講座 物質エネルギー化学専攻 物質エネルギー化学専攻 物質エネルギー化学専攻 物質エネルギー化学専攻
エネルギー変換化学講座 基礎物質化学講座 触媒科学講座 触媒科学講座 エネルギー変換化学講座 物質エネルギー化学専攻 エネルギー変換化学講座 エネルギー変換化学講座 エネルギー変換化学講座 エネルギー変換化学講座
基礎エネルギー化学講座 触媒科学講座 分子工学専攻 分子工学専攻 基礎エネルギー化学講座 エネルギー変換化学講座 基礎エネルギー化学講座 基礎エネルギー化学講座 基礎エネルギー化学講座 基礎エネルギー化学講座
基礎物質化学講座 分子工学専攻 分子設計学講座 生体分子機能化学講座 基礎物質化学講座 基礎エネルギー化学講座 基礎物質化学講座 基礎物質化学講座 基礎物質化学講座 基礎物質化学講座
触媒科学講座 分子設計学講座 分子物性工学講座 分子理論化学講座 触媒科学講座 基礎物質化学講座 触媒科学講座 触媒科学講座 触媒科学講座 触媒科学講座
分子工学専攻 分子物性工学講座 分子エネルギー工学講座 量子機能化学講座 分子工学専攻 触媒科学講座 分子工学専攻 分子工学専攻 分子工学専攻 分子工学専攻
分子設計学講座 分子エネルギー工学講座 物性物理化学講座 応用反応化学講座 生体分子機能化学講座 分子工学専攻 生体分子機能化学講座 生体分子機能化学講座 生体分子機能化学講座 生体分子機能化学講座
分子物性工学講座 物性物理化学講座 高分子化学専攻 高分子化学専攻 分子理論化学講座 生体分子機能化学講座 分子理論化学講座 分子理論化学講座 分子理論化学講座 分子理論化学講座
分子エネルギー工学講座 高分子化学専攻 先端機能高分子講座 先端機能高分子講座 量子機能化学講座 分子理論化学講座 量子機能化学講座 量子機能化学講座 量子機能化学講座 量子機能化学講座
物性物理化学講座 先端機能高分子講座 高分子合成講座 高分子合成講座 応用反応化学講座 量子機能化学講座 応用反応化学講座 応用反応化学講座 応用反応化学講座 応用反応化学講座
高分子化学専攻 高分子合成講座 高分子物性講座 高分子物性講座 高分子化学専攻 応用反応化学講座 高分子化学専攻 高分子化学専攻 高分子化学専攻 高分子化学専攻
先端機能高分子講座 高分子物性講座 合成・生物化学専攻 合成・生物化学専攻 先端機能高分子講座 高分子化学専攻 先端機能高分子講座 先端機能高分子講座 先端機能高分子講座 先端機能高分子講座
高分子合成講座 合成・生物化学専攻 有機設計学講座 有機設計学講座 高分子合成講座 先端機能高分子講座 高分子合成講座 高分子合成講座 高分子合成講座 高分子合成講座
高分子物性講座 生物機能工学講座 合成化学講座 合成化学講座 高分子物性講座 高分子合成講座 高分子物性講座 高分子物性講座 高分子物性講座 高分子物性講座
合成・生物化学専攻 合成化学講座 生物化学講座 生物化学講座 合成・生物化学専攻 高分子物性講座 合成・生物化学専攻 合成・生物化学専攻 合成・生物化学専攻 合成・生物化学専攻
生物機能工学講座 生物化学講座 化学工学専攻 化学工学専攻 有機設計学講座 合成・生物化学専攻 有機設計学講座 有機設計学講座 有機設計学講座 有機設計学講座
合成化学講座 化学工学専攻 環境プロセス工学講座 環境プロセス工学講座 合成化学講座 有機設計学講座 合成化学講座 合成化学講座 合成化学講座 合成化学講座
生物化学講座 環境プロセス工学講座 化学工学基礎講座 化学工学基礎講座 生物化学講座 合成化学講座 生物化学講座 生物化学講座 生物化学講座 生物化学講座
化学工学専攻 化学工学基礎講座 化学システム工学講座 化学システム工学講座 化学工学専攻 生物化学講座 化学工学専攻 化学工学専攻 化学工学専攻 化学工学専攻
環境プロセス工学講座 化学システム工学講座 環境プロセス工学講座 化学工学専攻 環境プロセス工学講座 環境プロセス工学講座 環境プロセス工学講座 環境プロセス工学講座
化学工学基礎講座 化学工学基礎講座 環境プロセス工学講座 化学工学基礎講座 化学工学基礎講座 化学工学基礎講座 化学工学基礎講座
化学システム工学講座 化学システム工学講座 化学工学基礎講座 化学システム工学講座 化学システム工学講座 化学システム工学講座 化学システム工学講座

化学システム工学講座
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［農学研究科］ ［人間・環境学研究科］ ［エネルギー科学研究科］
2002(平成14)年4月1日～ 2002(平成14)年4月1日～

2003(平成15)年3月31日
2003(平成15)年4月1日～ 2002(平成14)年4月1日～

2010(平成22)年6月30日
2010(平成22)年7月1日～

農学専攻 人間・環境学専攻 共生人間学専攻 エネルギー社会・環境科学専攻 エネルギー社会・環境科学専攻
作物科学講座 人間存在基礎論講座 人間社会論講座 社会エネルギー科学講座 社会エネルギー科学講座
園芸科学講座 動態環境論講座 思想文化論講座 エネルギー社会環境学講座 エネルギー社会環境学講座
耕地生態科学講座 人間社会論講座 認知・行動科学講座 エネルギー基礎科学専攻 エネルギー基礎科学専攻
品質科学講座 人間形成論講座 数理科学講座 エネルギー反応学講座 エネルギー反応学講座

森林科学専攻 自然・人間共生基礎論講座 言語科学講座 エネルギー物理学講座 エネルギー物理学講座
森林管理学講座 環境情報認知論講座 外国語教育論講座 エネルギー変換科学専攻 エネルギー変換科学専攻
森林生産学講座 自然環境論講座 共生文明学専攻 エネルギー変換システム学講座 エネルギー変換システム学講座
緑地環境保全学講座 分子・生命環境論講座 現代文明論講座 エネルギー機能設計学講座 エネルギー機能設計学講座
生物材料工学講座 文化・地域環境学専攻 比較文明論講座 エネルギー応用科学専攻 エネルギー応用科学専攻
生物材料機能学講座 文化・社会環境論講座 文化・地域環境論講座 応用熱科学講座 エネルギー材料学講座

応用生命科学施工 環境物性解析論講座 歴史文化社会論講座 エネルギー応用プロセス学講座 資源エネルギー学講座
応用生化学講座 文化環境言語基礎論講座 相関環境学専攻 資源エネルギー学講座
分子細胞科学講座 環境保全発展論講座 共生社会環境論講座
応用微生物学講座 環境相関研究専攻 分子・生命環境論講座
生物機能化学講座 共有環境システム論講座 自然環境動態論講座

応用生物科学専攻 生物環境システム論講座 物質相関論講座
資源植物科学講座 社会環境システム論講座
植物保護科学講座
動物遺伝増殖学講座
動物機能開発学講座
海洋生物資源学講座
海洋微生物学講座
海洋生物生産学講座

地域環境科学専攻
比較農業論講座
生物環境科学講座
生産生態科学講座
地域環境開発工学講座
地域環境管理工学講座
生物生産工学講座

生物資源経済学専攻
農企業経営情報学講座
国際農林経済学講座
比較農史農学論講座

食品生物科学専攻
食品生命科学講座
食品健康科学講座
食品生産工学講座
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［情報学研究科］
2002(平成14)年4月1日～
2004(平成16)年3月31日

2004(平成16)年4月1日～
2009(平成21)年3月31日

2009(平成21)年4月1日～
2016(平成28)年3月31日

2016(平成28)年4月1日～
2018(平成30)年3月31日

2018(平成30)年4月1日～ 2002(平成14)年4月1日～
2008(平成20)年3月31日

2008(平成20)年4月1日～
2016(平成28)年3月31日

2016(平成28)年4月1日～

東南アジア地域研究専攻 東南アジア地域研究専攻 東南アジア地域研究専攻 東南アジア地域研究専攻 東南アジア地域研究専攻 知能情報学専攻 知能情報学専攻 知能情報学専攻
生態環境論講座 生態環境論講座 生態環境論講座 生態環境論講座 生態環境論講座 生体・認知情報学講座 生体・認知情報学講座 脳認知科学講座
地域進化論講座 地域進化論講座 地域変動論講座 地域変動論講座 地域変動論講座 知能情報ソフトウェア講座 知能情報ソフトウェア講座 認知システム講座
連環地域論講座 連環地域論講座 連環地域論講座 連環地域論講座 アフリカ地域研究専攻 知能メディア講座 知能メディア講座 知能メディア講座

アフリカ地域研究専攻 アフリカ地域研究専攻 アフリカ地域研究専攻 アフリカ地域研究専攻 生業生態論講座 生命情報学講座 生命情報学講座 社会情報学専攻
地域生態論講座 地域生態論講座 地域生態論講座 地域生態論講座 社会共生論講座 社会情報学専攻 社会情報学専攻 社会情報モデル講座
民族共生論講座 民族共生論講座 民族共生論講座 民族共生論講座 アフリカ潜在力講座 社会情報モデル講座 社会情報モデル講座 社会情報ネットワーク講座
地域動態論講座 地域動態論講座 地域動態論講座 地域動態論講座 グローバル地域研究専攻 社会情報ネットワーク講座 社会情報ネットワーク講座 生物圏情報学講座

東南アジア地域論講座* グローバル地域研究専攻 グローバル地域研究専攻 平和共生・生存基盤論講座 生物圏情報学講座 生物圏情報学講座 複雑系科学専攻
持続型生存基盤論講座 平和共生・生存基盤論講座 イスラーム世界論講座 複雑系科学専攻 複雑系科学専攻 応用解析学講座
イスラーム世界論講座 イスラーム世界論講座 南アジア・インド洋世界論講座 応用解析学講座 応用解析学講座 非線形物理学講座
南アジア・インド洋世界論講座 南アジア・インド洋世界論講座 総合地域論講座* 複雑系力学講座 複雑系力学講座 応用数理学講座

総合地域論講座* 複雑系構成論講座 応用数理学講座 数理工学専攻
数理工学専攻 数理工学専攻 応用数学講座
応用数学講座 応用数学講座 システム数理講座
システム数理講座 システム数理講座 数理物理学講座
数理物理学講座 数理物理学講座 システム科学専攻

システム科学専攻 システム科学専攻 人間機械共生系講座
人間機械共生系講座 人間機械共生系講座 システム構成論講座
システム構成論講座 システム構成論講座 システム情報論講座
システム情報論講座 システム情報論講座 通信情報システム専攻

通信情報システム専攻 通信情報システム専攻 コンピュータ工学講座
コンピュータ工学講座 コンピュータ工学講座 通信システム工学講座
通信システム工学講座 通信システム工学講座 集積システム工学講座
集積システム工学講座 集積システム工学講座

［アジア・アフリカ地域研究研究科］
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［生命科学研究科］ 総合生存学館
2002(平成14)年4月1日～
2004(平成16)年3月31日

2004(平成16)年4月1日～
2015(平成27)年3月31日

2015(平成27)4月1日～
2016(平成28)3月31日

2016(平成28)年4月1日～
2018(平成30)年3月31日

2018(平成30)年4月1日～ 2013(平成25)4月1日～

統合生命科学専攻 統合生命科学専攻 統合生命科学専攻 統合生命科学専攻 統合生命科学専攻 総合生存学専攻
遺伝機構学講座 遺伝機構学講座 遺伝機構学講座 遺伝機構学講座 遺伝機構学講座 総合生存学講座
多細胞体構築学講座 多細胞体構築学講座 多細胞体構築学講座 多細胞体構築学講座 多細胞体構築学講座
細胞全能性発現学講座 細胞全能性発現学講座 細胞全能性発現学講座 細胞全能性発現学講座 細胞全能性発現学講座
応用生物機構学講座 応用生物機構学講座 応用生物機構学講座 応用生物機構学講座 応用生物機構学講座
環境応答制御学講座 環境応答制御学講座 環境応答制御学講座 環境応答制御学講座 環境応答制御学講座

高次生命科学専攻 高次生命科学専攻 高次生命科学専攻 高次生命科学専攻 高次生命科学専攻
認知情報学講座 認知情報学講座 認知情報学講座 認知情報学講座 認知情報学講座
体制統御学講座 体制統御学講座 体制統御学講座 体制統御学講座 体制統御学講座
高次応答制御学講座 高次応答制御学講座 高次応答制御学講座 高次応答制御学講座 高次応答制御学講座
高次生体統御学講座 高次生体統御学講座 高次生体統御学講座 高次生体統御学講座 高次生体統御学講座

生命文化学講座 生命文化学講座 生命科学教育学・遺伝学講座 生命科学教育学・遺伝学講座

形態形成学講座* 生体構造解析学講座* 生体構造解析学講座* システム生物学講座
細胞機能動態学講座* 細胞機能動態学講座* 細胞機能動態学講座* ゲノム生物学講座
高次生体機能学講座* 高次生体機能学講座* 高次生体機能学講座* 生体構造解析学講座*

細胞機能動態学講座*
高次生体機能学講座*
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［地球環境学堂・学舎］ ［公共政策連携研究部・教育部］
2002(平成14)年4月1日～

学堂（研究組織） 学舎（教育組織）
地球益学廊 地球環境学専攻
地球親和技術学廊 環境マネジメント専攻
資源循環学廊

経営管理研究部・教育部

研究部 教育部 教育部 研究部 教育部
経営管理講座 経営管理専攻 経営管理専攻 経営管理講座 経営管理専攻

都市・地域マネジメント客員講座

国土マネジメント客員講座
プロジェクトファイナンス客員講座

研究部
経営管理講座

2006(平成18)年4月1日～
2008(平成20)年9月30日

国土マネジメント客員講座

2010(平成22)年4月1日～
2010(平成22)年9月30日

研究部
経営管理講座
都市・地域マネジメント客員講座 都市・地域マネジメント客員講座

教育部
経営管理専攻

2010(平成22)年10月1日～

2006(平成18)年4月1日～

2008(平成20)年10月1日～
2010(平成22)年3月31日

研究部
公共政策第一講座
公共政策第二講座

教育部
公共政策専攻
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［総合人間学部］ ［医学部］
2002(平成14)年4月1日～
2003(平成15)年3月31日

2004(平成16)年4月1日～
2017(平成29)年3月31日

2017(平成29)年4月1日～

人間学科 保健学科 人間健康科学科
人間基礎論講座 看護学専攻 先端看護科学コース
生活空間論講座 臨床看護学講座 基礎看護学講座

国際文化学科 家族看護学講座 臨床看護学講座
文化構造論講座 地域・老年看護学講座 家族看護学講座
文明論講座 検査技術科学専攻 地域看護学講座

言語文化論講座 基礎生体病態情報解析学講座 先端リハビリテーション科学コース
日本・中国文化・社会論講座 臨床生体病態情報解析学講座 理学療法学講座
欧米文化・社会論講座 情報理工医学講座 作業療法学講座

基礎科学科 理学療法学専攻 総合医療科学コース
数理基礎論講座 運動機能開発学講座 生命・基礎医科学講座
情報科学論講座 健康運動機能学講座 臨床医科学講座
自然構造基礎論講座 作業療法学専攻 医療理工科学講座

自然環境学科 作業機能開発学講座
物質環境論講座 作業機能適応学講座
生物・地球圏環境論講座 注）2008年4月、人間健康科学科に改称。

環境適応論講座
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（8） 研究部門（2002年4月1日以降）

化学研究所 ウイルス・再生医科学研究所
2002(平成14)年4月1日～
2004(平成16)年3月31日

2016(平成28)年10月1日～

構造解析基礎研究部門 ウイルス感染研究部門
界面物性研究部門 再生組織構築研究部門
無機素材化学研究部門 生命システム研究部門
材料物性基礎研究部門
有機材料化学研究部門
有機合成基礎研究部門
生体反応設計研究部門
生体分子機能研究部門
生体分子情報研究部門

エネルギー理工学研究所 生存圏研究所 防災研究所
2002(平成14)年4月1日～

エネルギー生成研究部門
エネルギー機能変換研究部門
エネルギー利用過程研究部門 地震防災研究部門

地盤災害研究部門
気象・水象災害研究部門

再生医科学研究所
2012(平成24)年4月1日～
2016(平成28)年9月30日
生体機能学研究部門
生体組織工学研究部門
再生統御学研究部門
再生医学応用研究部門
幹細胞研究部門

2002(平成14)年4月1日～
2005(平成17)年3月31日
総合防災研究部門
地震災害研究部門
地盤災害研究部門
水災害研究部門
大気災害研究部門

2005(平成17)年4月1日～

社会防災研究部門
地震災害研究部門

2004(平成16)年4月1日～
2012(平成24)年3月31日
生体機能学研究部門
生体組織工学研究部門
再生統御学研究部門
再生医学応用研究部門

2002(平成14)年4月1日～
2004(平成16)年3月31日
生体機能学研究部門
生体組織工学研究部門
再生統御学研究部門
生体システム医工学研究部門

再生医学応用研究部門

人文科学研究所

2004(平成16)年4月1日～

生存圏診断統御研究系
生存圏戦略流動研究系
生存圏開発創成研究系

2002(平成14)年4月1日～

文化研究創成研究部門
文化生成研究部門
文化表象研究部門
文化構成研究部門
文化連関研究部門

木質環境研究部門

2004(平成16)年4月1日～

物質創製化学研究系
材料機能化学研究系
生体機能化学研究系
環境物質化学研究系
複合基盤化学研究系

木質科学研究所
2002(平成14)年4月1日～
2004(平成16)年3月31日
木質生命科学研究部門
木質バイオマス研究部門
木質材料機能研究部門
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基礎物理学研究所 ウイルス研究所 経済研究所
2002(平成14)年4月1日～
2003(平成15)年3月31日

2010(平成22)年4月1日～

一般相対論研究部門 経済情報解析研究部門
統計力学研究部門 経済制度研究部門
原子核理論研究部門 経済戦略研究部門
素粒子論研究部門 ファイナンス研究部門
物性理論研究部門 現代経済分析研究部門
場の理論研究部門
時間空間理論研究部門
宇宙基礎論研究部門
非平衡系物理学研究部門
素粒子論的天体物理学研
究部門

数理解析研究所 原子炉実験所 霊長類研究所
2002(平成14)年4月1日～

基礎数理研究部門
無限解析研究部門
応用数理研究部門

社会生態研究部門
認知科学研究部門
神経科学研究部門
ゲノム細胞研究部門

2002(平成14)年4月1日～
2015(平成27)年3月31日
進化系統研究部門
社会生態研究部門

細胞生物学研究部門

行動神経研究部門
分子生理研究部門

2003(平成15)年4月1日～
2018(平成30)年3月31日
原子力基礎工学研究部門
粒子線基礎物性研究部門
放射線生命科学研究部門

2018(平成30)年4月1日～

原子力基礎工学研究部門
粒子線基礎物性研究部門
放射線生命科学研究部門

2015(平成27)年4月1日～

進化系統研究部門

2003(平成15)年4月1日～

物理学基礎研究部門
物質構造研究部門
極限構造研究部門

2002(平成14)年4月1日～
2016(平成28)年9月30日
がんウイルス研究部門
遺伝子動態調節研究部門
生体応答学研究部門

現代経済分析研究部門

2002(平成14)年4月1日～
2004(平成16)年3月31日
数量産業分析研究部門
複雑系経済研究部門
資源環境研究部門
比較経済研究部門
資産経済研究部門
現代経済分析研究部門

複合原子力科学研究所

バックエンド工学研究部門
応用原子核科学研究部門
放射線生命科学研究部門

2009(平成21)年4月1日～
2010(平成22)年3月31日
経済情報解析研究部門
経済制度研究部門
経済戦略研究部門
現代経済分析研究部門

2002(平成14)年4月1日～
2003(平成15)年3月31日
原子炉安全管理研究部門
中性子科学研究部門
核エネルギー基礎研究部門

2004(平成16)年4月1日～
2009(平成21)年3月31日
経済情報解析研究部門
経済制度研究部門
公共政策研究部門
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東南アジア研究所 東南アジア地域研究研究所 iPS細胞研究所
2004(平成16)年4月1日～
2008(平成20)年3月31日

2008(平成20)年4月1日～
2016(平成28)年12月31日

2017(平成29)年1月1日～ 2010(平成22)年3月1日～
2012(平成24)年6月30日

2012(平成24)年7月1日～
2015(平成27)年5月31日

2015(平成27)年6月1日～

統合地域研究研究部門 統合地域研究研究部門 相関地域研究部門 初期化機構研究部門 初期化機構研究部門 未来生命科学開拓部門
人間生態相関研究部門 人間生態相関研究部門 政治経済共生研究部門 増殖分化機構研究部門 増殖分化機構研究部門 増殖分化機構研究部門
社会文化相関研究部門 社会文化相関研究部門 社会共生研究部門 臨床応用研究部門 臨床応用研究部門 臨床応用研究部門
政治経済相関研究部門 政治経済相関研究部門 環境共生研究部門 規制科学部門 基盤技術研究部門 基盤技術研究部門
地域研究第一客員研究部門 地域研究第一客員研究部門 グローバル生存基盤研究部門
地域研究第二客員研究部門 地域研究第二客員研究部門 地域研究国外客員研究部門
東南アジア諸語文献客員研究部門 地域研究第三客員研究部門 地域研究国内客員研究部門

東南アジア諸語文献客員研究部門
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（9）医療技術短期大学部の学科・専攻

1976.4.1省12
看護学科

2003.4.29法29
〔廃止〕

2003.4.29法29
〔廃止〕

2003.4.29法29
〔廃止〕

2003.4.29法29
〔廃止〕

2003.4.29法29
〔廃止〕

衛生技術学科
1976.4.1省12

理学療法学科
1982.3.31省4

作業療法学科
1982.3.31省4

1975.4.22省17
看護科

1975
専攻科助産婦学特別専攻
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