
（兼）は本研究科内兼任を示す。
〔兼〕は他部局教員等の本研究科兼任を示す。

人間科学研究科長・人間科学部長 教授 川端　亮

大阪大学大学院人間科学研究科・人間科学部教員等一覧（平成30年４月１日時点）

人 間 科 学 専 攻

行　
動　
学　
系

人間行動学講座

基礎心理学 教授 入戸野　宏

教授 森川　和則

助教 富田　瑛智

応用認知心理学 教授 篠原　一光

助教 北村　昭彦

社会心理学 准教授 綿村　英一郎

助教 寺口　司

臨床死生学・老年行動学 教授 佐藤　眞一

准教授 権藤　恭之

助教 豊島　彩

環境行動学 教授 三好　恵真子

准教授 青野　正二

准教授 小林　清治

安全行動学 教授 臼井　伸之介

准教授 中井　宏

助教 森泉　慎吾

行動生態学講座

比較発達心理学 教授 金澤　忠博

助教 上野　将敬

行動生理学 教授 八十島　安伸

助教 篠原　恵介

行動統計科学 教授 足立　浩平

生物人類学 准教授 中野　良彦

助教 後藤　遼佑

人間科学研究科・人間科学部教員一覧



比較行動学 （兼） 教授 中道　正之

（兼） 講師 山田　一憲

行動学系共通 助教 上田　真由子

社
会
学
・
人
間
学
系

社会環境学講座

現代社会と社会理論 教授 川端　亮

准教授 高谷　幸

経験社会学 教授 吉川　徹

（兼） 教授 川端　亮

社
会
学
・
人
間
学
系

コミュニケーション社会学 教授 牟田　和恵

准教授 辻　大介

文化社会学 教授 Scott North

教授 山中　浩司

〔兼〕 教授 石川　真由美（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ･ｾﾝﾀｰ）

福祉社会論 教授 斉藤　弥生

講師 遠藤　知子

社会環境学講座共通 助教 鈴木　彩加

助教 野島　那律子

基礎人間科学講座

科学哲学 准教授 森田　邦久

現代思想 教授 村上　靖彦

（兼） 教授 檜垣　立哉

比較文明学 教授 Wolfgang Schwentker

准教授 野尻　英一

〔兼〕 准教授 鈴木　広和

人類学 （兼） 教授 栗本　英世

教授 中川　敏

教授 Zgusta Richard

教授 福岡　まどか

科学技術と文化 教授 白川　千尋

〔兼〕 教授 池田　光穂（ＣＯデザインセンター）

准教授 森田　敦郎



特任准教授 JENSEN CASPER BRUUN

教　
育　
学　
系

臨床教育学講座

教育人間学 教授 藤川　信夫

准教授 岡部　美香

教育工学 教授 西森　年寿

〔兼〕 教授 齋藤　貴浩（経営企画オフィス）

教育心理学 教授 藤岡　淳子

准教授 野坂　祐子

〔兼〕 特任講師 上原　秀子（ハラスメント相談室）

教育コミュニケーション学 教授 三宮　真智子

助教 山口　洋介

臨床心理学（臨床心理士養成コー
ス）

教授 井村　修

教授 老松　克博

（兼） 教授 藤岡　淳子

准教授 佐々木　淳

准教授 野村　晴夫

〔兼〕 准教授 石金　直美（保健センター）

（兼） 准教授 平井　啓

助教 原田　真之介

〔兼〕 助教 竹中　菜苗（保健センター）

教　
育　
学　
系

教育環境学講座

教育社会学 教授 近藤　博之

教授 中澤　渉

教育制度学 教授 小野田　正利

教授 園山　大祐

生涯教育学 教授 木村　涼子

（兼） 教授 山本　ベバリー・アン

〔兼〕 教授 有川　友子（国際教育交流センター）

（兼） 准教授 岡田　千あき

助教 藤根　雅之

教育文化学 （兼） 教授 志水　宏吉

教授 髙田　一宏



助教 中村　瑛仁

教育学系共通 教授 佐藤　功

共　
生　
学　
系

未来共生学講座
共生の人間学 教授 檜垣　立哉

（兼） 教授 藤川　信夫

〔兼〕 准教授 山崎　吾郎

共生社会論 教授 稲場　圭信

教授 志水　宏吉

教授 千葉　泉

共生行動論 教授 渥美　公秀

〔兼〕 教授 近藤　佐知彦（国際教育交流センター）

（兼） 准教授 権藤　恭之

共生教育論 教授 山本　ベバリー・アン

グローバル共生学講座

国際協力学 教授 澤村　信英

（兼） 教授 白川　千尋

准教授 杉田　映理

多文化共生学 教授 藤目　ゆき

〔兼〕 教授 宮原　暁（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ･ｾﾝﾀｰ）

〔兼〕 講師 島薗　洋介（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ･ｾﾝﾀｰ）

地域創生論 教授 大谷　順子

教授 河森　正人

〔兼〕 准教授 住村　欣範（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ･ｾﾝﾀｰ）

コンフリクトと共生 教授 栗本　英世

（兼） 講師 山田　一憲

共生学系共通 助教 木村　友美

助教 Mohacsi Gergely



附属未来共創センター

（兼） センター長 志水　宏吉

教授 中道　正之

准教授 岡田　千あき

講師 孫　美幸

国際交流室 （兼） 室長 Scott North

講師 安元　佐織

学生支援室 （兼） 室長 入戸野　宏

講師 前馬　優策

サイバーメディア室 （兼） 室長 西森　年寿

助教 宮本　友介

助教 ZAORSKI Spence

研究推進室 （兼） 室長 稲場　圭信

教育改革推進室 （兼） 室長 八十島　安伸

附属比較行動実験施設

（兼） 施設長 八十島　安伸

講師 山田　一憲

心理教育相談室 （兼） 室長 老松　克博

図書室 （兼） 室長 山中　浩司

評価資料室 （兼） 室長 村上　靖彦

助教 小林　卓也

公認心理師プログラム運営室 （兼） 室長 井村　修

准教授 平井　啓

安全衛生推進室 （兼） 室長 中野　良彦

人間科学コース（学部英語コース） 特任講師 Lam LaiMing

特任講師 Streich Philip Alan 

特任講師 CAVALIERE PAOLA

特任助教 Kim Viktoriya


