
専 攻 ご相談 研究室情報

学部  
哲学思想文化学  

大学院  
哲学哲学史  

科学技術社会論

学部  
哲学思想文化学  

大学院 
哲学哲学史  

科学技術社会論

ホームページ　  動画　

学部  
倫理学  

大学院  
臨床哲学

メール受付 ホームページ

中国哲学  
学部　大学院

メール受付 ホームページ

学部  
インド哲学  

大学院　  
インド学・仏教学

メール受付 ホームページ

大阪大学大学院人文学研究科・文学部  （哲学系分野）   

https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/undergraduate-course/f-tetsugaku
https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/graduate-course/g-tetsugaku
https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/graduate-course/g-gendaishiso
mailto:funacho@let.osaka-u.ac.jp
mailto:funacho@let.osaka-u.ac.jp
mailto:nishimura-chi@office.osaka-u.ac.jp
http://www.let.osaka-u.ac.jp/philosophy/
https://www.youtube.com/channel/UCXTqk05HnBoni8F88WKSyJQ
https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/undergraduate-course/f-rinri
https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/graduate-course/g-rinsho
mailto:thorie@let.osaka-u.ac.jp
http://clphhandai.blogspot.com/2018/05/19.html
https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/undergraduate-course/f-chutetsu
https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/graduate-course/g-chutetsu
mailto:chutetsu.ou@gmail.com
http://www.let.osaka-u.ac.jp/chutetsu/
https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/undergraduate-course/f-intetsu
https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/graduate-course/g-intetsu
mailto:indology@let.osaka-u.ac.jp
https://handai-indology.wixsite.com/home


専 攻 ご相談 研究室情報

東洋史学  
学部　大学院

メール受付 ホームページ

西洋史学  
学部　大学院

メール受付 ホームページ　　大学院での研究

人文地理学  
学部　大学院

メール受付 ホームページ

大阪大学大学院人文学研究科・文学部  （グローバルヒストリー＆地理学）   

学部入試動画チャンネル 大学院入試  文学部パンフレット

大阪大学大学院の再編に伴い、共生文明論コースは2021年4月入学生を最後として学生募集を停止しました。 	

所属教員は、人文学専攻のグローバルヒストリー・地理学コースに移動しました。

https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/undergraduate-course/f-toyoshi
https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/graduate-course/g-toyoshi
mailto:toyoshitochoku@gmail.com%E3%80%80
http://www.let.osaka-u.ac.jp/toyosi/main/
https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/undergraduate-course/f-seiyoshi
https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/graduate-course/g-seiyoshi
mailto:shigaki@let.osaka-u.ac.jp%E3%80%80
http://www.let.osaka-u.ac.jp/seiyousi/
http://www.let.osaka-u.ac.jp/seiyousi/graduate.html
https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/undergraduate-course/f-jinbunchiri
https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/graduate-course/g-jinbunchiri
mailto:tsutsumi.kenji.hmt@osaka-u.ac.jp
https://lt.hmt.osaka-u.ac.jp/ja/humanities/academics/course/g_gh-chirigaku
https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/admissions/undergraduate
https://www.youtube.com/channel/UCPO30TvG7-6up9L_XHnoUsQ
https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/admissions/graduate
https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/admissions/opencampus/files/2022-2023.pdf


専 攻 ご相談 研究室情報

日本史学  
学部　大学院

メール受付 ホームページ

東洋史学  
学部　大学院

メール受付 ホームページ

西洋史学  
学部　大学院

メール受付 ホームページ　　大学院での研究

考古学  
学部　大学院

メール受付 ホームページ

大阪大学大学院人文学研究科・文学部  （歴史系分野）   

学部入試動画チャンネル 大学院入試  文学部パンフレット

https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/undergraduate-course/f-nihonshi
https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/graduate-course/g-nihonshi
mailto:kitadoma@let.osaka-u.ac.jp
https://sites.google.com/site/osakauniversitynihonshi
https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/undergraduate-course/f-toyoshi
https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/graduate-course/g-toyoshi
mailto:toyoshitochoku@gmail.com%E3%80%80
http://www.let.osaka-u.ac.jp/toyosi/main/
https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/undergraduate-course/f-seiyoshi
https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/graduate-course/g-seiyoshi
mailto:shigaki@let.osaka-u.ac.jp%E3%80%80
http://www.let.osaka-u.ac.jp/seiyousi/
http://www.let.osaka-u.ac.jp/seiyousi/graduate.html
https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/undergraduate-course/f-koko
https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/graduate-course/g-koko
mailto:nueda@let.osaka-u.ac.jp
http://www.let.osaka-u.ac.jp/kouko/
https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/admissions/undergraduate
https://www.youtube.com/channel/UCPO30TvG7-6up9L_XHnoUsQ
https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/admissions/graduate
https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/admissions/opencampus/files/2022-2023.pdf


専 攻 ご相談 研究室情報

学部  
比較文学  

　  
大学院  

テキスト環境論

学部 
比較文学 

大学院 
テキスト環境論

比較文学１   比較文学２　比較文学３　比較文学４ 

テキスト環境論　

中国文学  
学部　大学院

メール受付 ホームページ　

日本文学 
学部　大学院

メール受付 ホームページ　  

英米文学  
学部　大学院

メール受付 ホームページ　  　

ドイツ文学  
学部　大学院

メール受付 ホームページ　 facebook     

フランス文学  
学部　大学院

メール受付 ホームページ　 facebook    授業動画　

大阪大学大学院人文学研究科・文学部  （文学系分野）   

http://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/undergraduate-course/f-hikaku
http://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/graduate-course/g-bungakukankyo
mailto:hsmt@let.osaka-u.ac.jp
https://handai-bunkan.jimdofree.com/contact/
https://miraibook.jp/researcher/715
https://miraibook.jp/researcher/715
https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/undergraduate/interview/hashimoto_y
https://yumenavi.info/lecture.aspx?GNKCD=g006225
https://bit.ly/30xjfbc
https://ou-tcls.jimdosite.com
http://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/undergraduate-course/f-chubun
http://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/graduate-course/g-chubun
mailto:asachina@let.osaka-u.ac.jp
http://www.let.osaka-u.ac.jp/chubun/index.html
http://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/undergraduate-course/f-nihonbungaku
http://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/graduate-course/g-nihonbungaku
mailto:handainichibun@gmail.com
http://www.let.osaka-u.ac.jp/jealit/index.php
http://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/undergraduate-course/f-eibei
http://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/graduate-course/g-eibei
mailto:osaka.university.englit@gmail.com
https://osaka-english-lit.com/
http://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/undergraduate-course/f-dokubun
http://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/graduate-course/g-dokubun
mailto:germanistik-info@let.osaka-u.ac.jp
https://germanistik533.wixsite.com/ougermanistik
https://www.facebook.com/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%A4%A7%E5%AD%A6-%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E6%96%87%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%AE%A4-102401491477740/
https://www.facebook.com/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%A4%A7%E5%AD%A6-%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E6%96%87%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%AE%A4-102401491477740/
http://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/undergraduate-course/f-futsubun
http://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/graduate-course/g-futsubun
mailto:yamajo.hmt@osaka-u.ac.jp
http://www.gallia.jp/wordpress/
https://www.facebook.com/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E6%96%87%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%AE%A4-1386821738061764/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWnERlsd3UOdrQPytiKfQ4Q6F4-Ewi5j8&fbclid=IwAR0TaU_2gIuoXaXCkdMc0jBI9mw3p40iFsU106ErAWFcr2ffeaRF1b-SWhQ&app=desktop


専 攻 ご相談 研究室情報

学部  
英語学　  

大学院  
比較対照言語学

学部 
英語学 

大学院 
比較対照言語学

英語学ページ 

比較対照言語学　 　  

国語学 
国語学  
　  

大学院  
日本語史学

メール受付 ホームページ　  　

学部  
日本語学　  
大学院  

基盤日本語学

メール受付 講座紹介　大学院受験

大阪大学大学院人文学研究科・文学部  （言語系分野）   

http://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/undergraduate-course/f-eibei
http://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/graduate-course/g-gengoseitai
mailto:eigo07@let.osaka-u.ac.jp
http://www.let.osaka-u.ac.jp/ecoling/
https://sites.google.com/view/osaka-ling
https://sites.google.com/view/osaka-ling
http://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/undergraduate-course/f-nihonbungaku
http://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/graduate-course/g-kokugo
mailto:handaikokugo@gmail.com
http://www.let.osaka-u.ac.jp/jealit/__KoKu_Index.php
https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/undergraduate-course/f-nihongo
https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/graduate-course/g-nihongo
mailto:sbj@let.osaka-u.ac.jp
http://www.let.osaka-u.ac.jp/nihongogaku/
http://www.let.osaka-u.ac.jp/nihongogaku/admission/index.html


学部  
日本学　  
大学院  

現代日本学

メール受付 ホームページ

日本史学  
学部　大学院

メール受付 ホームページ

考古学  
学部　大学院

メール受付 ホームページ　　

日本文学 
学部　大学院

メール受付 ホームページ　  

学部 
国語学  
　  

大学院  
日本語史学

メール受付 ホームページ　  　

学部  
日本語学　  

大学院  
基盤日本語学

メール受付 講座紹介　大学院受験

大阪大学大学院人文学研究科・文学部（基盤日本学）    

https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/undergraduate-course/f-nihongaku
https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/graduate-course/g-nihongaku
mailto:kyasuoka@let.osaka-u.ac.jp
http://japanese-studies.jp/
https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/undergraduate-course/f-nihonshi
https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/graduate-course/g-nihonshi
mailto:kitadoma@let.osaka-u.ac.jp
https://sites.google.com/site/osakauniversitynihonshi
https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/undergraduate-course/f-koko
https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/graduate-course/g-koko
mailto:nueda@let.osaka-u.ac.jp
http://www.let.osaka-u.ac.jp/kouko/
http://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/undergraduate-course/f-nihonbungaku
http://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/graduate-course/g-nihonbungaku
mailto:handainichibun@gmail.com
http://www.let.osaka-u.ac.jp/jealit/index.php
http://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/undergraduate-course/f-nihonbungaku
http://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/graduate-course/g-kokugo
mailto:handaikokugo@gmail.com
http://www.let.osaka-u.ac.jp/jealit/__KoKu_Index.php
https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/undergraduate-course/f-nihongo
https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/graduate-course/g-nihongo
mailto:sbj@let.osaka-u.ac.jp
http://www.let.osaka-u.ac.jp/nihongogaku/
http://www.let.osaka-u.ac.jp/nihongogaku/admission/index.html


美学  
学部　大学院

メール受付 ホーム　動画　入門　授業   F B 	  

文芸学  
学部　大学院

メール受付 ホームページ　 t w i t t e r   　

音楽学  
学部　大学院

メール受付 ホームページ　  facebook　

演劇学  
学部　大学院

メール受付 ホームページ　  facebook　

東洋美術史  
学部　大学院

メール受付 研究室 　 藤岡 HP　  仏像研究

西洋美術史  
学部　大学院

メール受付 ホームページ

大学院  
アートメディア論

メール受付 ホームページ　  　

大阪大学大学院人文学研究科・文学部  （芸術系分野）   

https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/undergraduate-course/f-bigaku
http://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/graduate-course/g-bigakubungei
http://www.let.osaka-u.ac.jp/bigaku/contact.html
http://www.let.osaka-u.ac.jp/bigaku/
http://www.let.osaka-u.ac.jp/bigaku/videos.html
http://www.let.osaka-u.ac.jp/bigaku/study.html
http://www.let.osaka-u.ac.jp/bigaku/education.html
https://www.facebook.com/handaibigaku/
https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/undergraduate-course/f-bigaku
http://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/graduate-course/g-bigakubungei
mailto:nishii.sho@let.osaka-u.ac.jp
https://bungeigakubungeiga.wixsite.com/mysite-1
https://twitter.com/bungei_handai
https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/undergraduate-course/f-ongakuengeki
http://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/graduate-course/g-ongakuengeki
mailto:music@let.osaka-u.ac.jp
https://musicologyosaka.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Osaka-University-Musicology-374145619591974/
https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/undergraduate-course/f-ongakuengeki
http://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/graduate-course/g-ongakuengeki
mailto:engeki@let.osaka-u.ac.jp
https://www.let.osaka-u.ac.jp/theatre/
https://www.facebook.com/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E6%BC%94%E5%8A%87%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%AE%A4-482635165108040/
https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/undergraduate-course/f-bijyutsushi
https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/graduate-course/g-bijyutsushi
mailto:osaka.ah.tobi@gmail.com
https://www.handaitobi.com/
http://yutaka-na-butsuzo.jp/
http://yutaka-na-butsuzo.jp/
https://yumenavi.info/lecture.aspx?GNKCD=g010109&ProId=WNF001&SerKbn=e&SearchMod=10&Page=1
https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/undergraduate-course/f-bijyutsushi
http://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/graduate-course/g-bijyutsushi
mailto:seibi.course.assistant@gmail.com
http://www.let.osaka-u.ac.jp/arthistory/seibi/seibifront.html
http://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/academics/graduate-course/g-artmedia
https://www.let.osaka-u.ac.jp/ja/admissions/houmon
http://artsandmedia.info/

