
総      て      の
人がつながる
環がひろがる

総人・人環、秋の研究室大公開！

１０月２４日（月）～２８日（金）

２４日：研究室紹介ポスター展示 (総人棟地下１階，２７日まで）

研究室交流会 18:00-19:30

２５日：学生企画 18:30-20:00（人環棟地下大講義室）

２７日：研究室公開　研究室ツアー

よもやまカフェ 15:00-17:45（総人棟地下１階）

懇親会 19:00-20:30 （生協吉田食堂１階）

学生・職員・他 50学生・職員・他 500円　教員 3000円

２８日：環on映画会 18:30-21:00

主催 人間・環境学フォーラム実施委員会

 京都大学大学院 人間・環境学研究科



第26回 人間・環境学フォーラム	

総　　て　　の	
人がつながる	
環がひろがる	

総人・人環、秋の研究室大公開！	

主催　人間・環境学フォーラム実施委員会	
問合せ先　k.kohji@ky8.ecs.kyoto-u.ac.jp（桂山）	
最新情報　http://www.h.kyoto-u.ac.jp/topics/c_event/	

もっと総人・人環を知ってもらうため，人々の交流を深めるため，	

今年もやります，人間・環境学フォーラム！　みなさま奮ってご参加下さい．	

・研究室紹介ポスター展示　24日（月）-27日（木） ※コアタイム 12:00-13:00　　　　

	総合人間学部棟 地下１階	

・研究室交流会　24日（月） 18:00-19:30　総合人間学部棟 地下１階	

	飲み物とおつまみを用意してお待ちしています．　	

・研究室公開　 27日（木）　各研究室	

	24-28日も公開している研究室があります．詳細はリーフレットをご覧下さい．	

・研究室ツアー　27日（木）	

	認知・行動科学講座　「こころとからだを科学する体験ツアー」　	

	集合場所：総合人間学部棟 地下１階　12:50	

	 	訪問先：月浦，齋木，森谷，神崎，小林・細川研究室	

学生企画　２5日（火） 18:30-20:00 	

　「人間・環境学フォーラム 学生講演会」	

　　人間・環境学研究科棟 地下大会議室	

懇親会　27日（木） 19:00-20:30	

　　生協吉田食堂１階	

学生・職員・他 500円，教員 3000円	

本企画の詳細を掲載したリーフレットは，10/17頃から人環大学院掛，総人教務掛，総人学系・学科事務室などで配布します．	

総合案内：総合人間学部棟 地下１階	

よもやまカフェ　27日（木）　15:00-17:45	

　　総合人間学部棟 地下１階	

人権問題相談窓口委員がカフェを開きます。無料です。コーヒー

を飲み，お菓子をつまみながら，大学生活のあれやこれやについ

て，気軽に楽しくおしゃべりしましょう．	

人環・総人図書館企画＠環on （人間・環境学研究科棟１階）	

・データベース「MAGAZINEPLUS」講習会　28日（金）13:00-14:30	

・環on映画会　28日（金） 18:30-21:00 （18:15開場）　	

  上映作品「ツィゴイネルワイゼン」 （鈴木清順監督；原田芳雄主演；1980年；144分）	

  案内人　須田 千里 先生（日本近代文学）	



『研究室公開』リスト
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頁

人間社会論 11 大倉 得史 研究室公開（27日） 人環棟 J319 5

戸田 剛文 研究室公開（27日 13:30-） 吉田南総合館東棟 A405 6

桒山 智成 研究室公開（26日 昼休み） 吉田南総合館東棟 A305 7

水野 尚之 研究室公開（27日） 吉田南総合館東棟 A105 8

廣野 由美子 研究室公開（27日 13:30-15:30） 吉田南総合館北棟 4130 9

奥田 敏広 研究室公開（27日） 吉田南総合館北棟 4126 10

船橋 新太郎 ポスターでの研究室紹介 11

齋木 潤
研究室・実験室・院生室公開・
模擬実験 (27日)

○ 人環棟 J202 12

月浦 崇
研究室・実験室公開・模擬実験
(27日)

○ 総人棟 1211 13

神﨑 素樹
研究室・実験室公開・模擬実験
(27日)

○ 吉田南総合館南棟 A392 ―

森谷 敏夫
研究室公開・研究発表・模擬実験
(24-27日)

○ 人環棟 J205 14

林 達也 ポスターでの研究室紹介 15

立木 秀樹
研究室公開・資料展示
(24-26日 昼休み)

吉田南総合館北棟 4112 16

日置 尋久 研究室公開 (27日) 吉田南総合館南棟 A218 17

小林 茂夫*
細川 浩*

研究室・実験室公開 ○ 医学部先端科学研究棟 501 ―

大川 勇 研究室公開 (27日 14:45-18:00) 吉田南総合館南棟 A419 18

前川 玲子 研究室公開 (27日 15:00-17:00) 吉田南総合館南棟 A224 19

見平 典 研究室公開（27日 15:00-18:00） 吉田南総合館南棟 A324 20

比較文明論 22 小倉 紀蔵 研究室公開 (24-28日) 吉田南総合館南棟 A327 21

山田 孝子
菅原 和孝
田中 雅一
金子 守恵

研究紹介・資料展示
(27日 14-17時)

人環棟 J230 22
23

金坂 清則
小方 登
小島 泰雄

研究室公開 (27日 14:30-15:30) 人環棟 J437 24

中嶋 節子 研究室公開 (27日） 人環棟 J423 25

西山 良平 院生発表 (27日 15:00-17:00） 吉田南総合館南棟 A413 26

須田 千里
研究室公開 (27日 13:30-17:30)
院生室公開 (27日 13:30-17:30)

吉田南総合館東棟 A301
吉田南総合館北棟 4118

27

丸橋 良雄 研究室公開 (25日 15:00-16:00) 吉田南３号館 F411 28

水野 眞理
院生発表 (27日 10:30-11:00)
研究室公開 (27日 11:00-14:00)

吉田南総合館北棟 4108 29

高谷 修 研究室公開 (27-28日 昼休み）
吉田南総合館北棟 4128
吉田南総合館北棟 4107

30

桂山 康司
研究室公開 (24-28日 昼休み)
院生室公開 (24-28日 昼休み)

吉田南総合館南棟 A481
吉田南総合館北棟 4107

31

山口 良平
藤田 健一

研究室・実験室公開 (27日)
吉田南総合館南棟 A318
吉田南総合館南棟 A311

32

山本 行男
(多喜 正泰)

研究室公開 (24-27日) 人環棟 J313, J314, J315 33

宮下 英明 研究室公開 (27日) 吉田南２号館 D308 34

阪上 雅昭
研究室公開（26日 昼休み）
(27日 昼休み-18:00)

吉田南２号館 D315 35

石川 尚人 実験室公開(24-26日 昼休み, 27 人環棟 J409, J410 36

小木曽 哲 実験室公開 (27日 午後) 人環棟 J306 37

前川 覚
(小山田 明)
(伊藤 哲明)

研究室・実験室公開
(26日 14-17時)

人環棟 J209, J211, J213 38

宮本 嘉久
(小西 隆士)

研究室公開 (27日)
吉田南総合館南棟 211-2
吉田南総合館南棟 211-1

39

木下 俊哉 実験室公開 (27日 午後) 吉田南３号館 F204 40

田部 勢津久 研究室公開 (27日 15-18時) 人環棟 J514 41
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* 小林・細川研究室は，人環ではなく情報学研究科所属で，総合人間学部所属の研究室です。
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認知・行動科学講座 研究室訪問ツアー 

 

 
集合：10月 27日（木）12:50 
 総合人間学部棟地下１階 ポスター展示会場 
 

ツアーの行程 
時間 訪問先 発表・実演タイトル 場所 

13:00-13:30 月浦研究室 脳活動を見てみよう：簡易型脳機能計測の体験 総人棟２階 

13:40-14:10 齋木研究室 脳波測定の実演・眼球運動測定体験 人環棟２階 

14:20-14:50 森谷研究室 心電図の測定 人環棟２階 

15:00-15:30 神﨑研究室 超音波で筋の動きを見る 総合館南棟３階 

15:40-16:10 小林･細川研究室 遺伝子からみた脳機能 医学部先端棟５階 

（認知・行動科学講座助教の久代恵介さんが各研究室へとご案内します。） 
 
 
＊ツアーの訪問先の時間は予定であり，代わる可能性があります． 
＊ツアーへの途中参加，途中離脱は自由です． 
＊参加人数などにより，予定を変更する場合があります． 

 

 

終了後は懇親会（生協吉田食堂：19:00～）にぜひともご参加下さい 



人間人間人間人間・・・・環境学環境学環境学環境学フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム    学生講演会学生講演会学生講演会学生講演会へのおへのおへのおへのお誘誘誘誘いいいい    

 

 後期授業が始まる時期になりました。新入生の方はもう大学生活に慣れたことでしょう。しかし

長く大学にいても全貌がわかりづらいのが総人・人環です。その総人・人環について現場の生の声

を聞いてもらおうと、この学生講演会を企画いたしました。特に人環への進学を考えている方にぴ

ったりです。今回はそれぞれ立場の異なる 3 名の関係者に講演をお願いしています。会場のみなさ

まからの声を拾う時間もたっぷりと設けます。お気軽にお越しいただき、質問や感想を言っていた

だければ幸いです。 

 

―記― 

 

日 時 10 月 25 日（火）18:30～20:00 

場 所 人環棟地下大会議室（人環・総人図書館横の建物） 

講演者   

� 中森弘樹（人間・環境学研究科 博士課程） 

    人間・環境学研究科の吉田研究室所属の博士後期課程２年。日本学術振興会特別研究員

（DC1）。専攻は社会学で、「失踪」という現象を研究テーマとしている。関連して最近は

「孤独死」や「無縁」といったテーマにも関心を示している。研究職に就けたらいいなぁと

思っている。 

 

� 嶋田研志朗（人間・環境学研究科 修士課程） 

    人間・環境学研究科・相関環境学専攻、宮下研究室所属の修士課程２回生です。専攻はバ

イオエネルギーを中心とした緑藻類の分類です。来年からは経営コンサルタントとして就職

予定です。 

理系の代表いうと畏れ多いのですが、世間的には文系のイメージが強い人環の理系の学生

はどういうものなのか、あるいは、人環での理系学生はどうあるべきなのか。 

研究者志望ではないですが、修士２年をお世話になった人環に私から見える景色を中心に

お話させていただいて、現時点での恩返しをさせていただけたらと思っております。 

また、自分が実家からの通学生で、地元での活動も多岐に行っているので、下宿生と通学

生との差といったところもお話しできれば幸いです。 

 

� 内田光枝（京都造形芸術大学 大学院） 

    昨年の人間・環境学フォーラムの学生企画に参加して人環に興味を持ちました。興味の広

い院生が多く、勉強会などが盛んであることにびっくりしました。自分が所属しているとこ

ろと比べながらお話するつもりです。 

 

 

2011 年度人環フォーラム学生委員一同 

協力 京都アカデメイア 



 
☆ データベース「MAGAZINEPLUS」講習会 

 28 日（金） 13:00～14:30 
一般誌から専門誌、大学紀要、海外誌紙までの記事情報を収録した日本

最大規模データベースです。強力な文献調査ツールの使い方をマスター

しましょう。 
 
 

☆ 環 on 映画会 

 28 日（金） 18:30～21:00（開場 18:15） 

 上映作品: ツィゴイネルワイゼン 
 （鈴木清順監督, 原田芳雄主演, 1980 年, 144 分） 
 
【案内人】須田 千里 先生（日本近代文学） 
 
【テーマ】内田百閒の世界 
 
【あらすじ】「サラサーテの盤」「山高帽子」など内田百閒の幻想的な小

説世界を鬼才鈴木清順が映画化。二組の夫婦間の疑惑と不安

が、やがて互いの神経を蝕んでゆく道行きを、狂気とエロス

をない交ぜに描く。若き日の原田芳雄と大谷直子に注目。 

 




