
部局 氏名 担当講座等

法学政治学研究科 川人　貞史 実定法学講座

法学政治学研究科 河上　正二 実定法学講座

法学政治学研究科 日比野　勤 実定法学講座

医学系研究科 松島　綱治
社会医学専攻社会予防医学講座
分子予防医学分野

医学系研究科 門脇　孝
内科学専攻生体防御腫瘍内科学講座
代謝・栄養病態学分野

医学系研究科 髙戸　毅
外科学専攻感覚・運動機能医学講座
口腔顎顔面外科学分野

工学系研究科 西村　幸夫 都市計画講座

工学系研究科 加藤　孝久 機械物理工学講座

工学系研究科 大橋　弘忠 システムデザイン学講座

工学系研究科 影山　和郎 技術経営戦略学講座

工学系研究科 長棟　輝行 化学生命機能工学講座

工学系研究科 馬場　靖憲 科学技術論・科学技術政策講座

工学系研究科 押山　淳 工業力学講座

工学系研究科 桑村　仁 建築構造学講座

工学系研究科 伊藤　毅 建築計画学講座

工学系研究科 藤井　恵介 建築学講座

工学系研究科 前川　宏一 社会基盤防災・リスク管理学講座

工学系研究科 水野　哲孝 物質応用化学講座

工学系研究科 堀井　秀之 社会基盤サイエンス講座

人文社会系研究科 丸井　浩 インド哲学仏教学講座

人文社会系研究科 早乙女　雅博 韓国朝鮮歴史文化講座

人文社会系研究科 大貫　静夫 考古学講座

人文社会系研究科 水島　司 東洋史学講座
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人文社会系研究科 鶴岡　賀雄 宗教学宗教史学講座

人文社会系研究科 林　徹 言語学講座

人文社会系研究科 佐藤　信 日本史学講座

人文社会系研究科 中地　義和 フランス語フランス文学講座

人文社会系研究科 藤井　省三 中国語中国文学講座

人文社会系研究科 藤原　克己 日本語日本文学（国文学）講座

人文社会系研究科 松本　三和夫 社会学講座

人文社会系研究科 一ノ瀬　正樹 哲学講座

理学系研究科 柳田　勉 素粒子物理学講座

理学系研究科 邑田　仁 植物園

理学系研究科 駒宮　幸男 素粒子物理学講座

理学系研究科 中野　明彦 光計測生命学講座

理学系研究科 尾中　敬 天文宇宙理学講座

理学系研究科 植田　信太郎 生物学講座

農学生命科学研究科 武内　和彦
国際高等研究所
サステイナビリティ学連携研究機構

農学生命科学研究科 小林　和彦 農学国際専攻国際植物生産学講座

農学生命科学研究科 山川　隆 農学国際専攻地球生物環境学講座

農学生命科学研究科 井出　雄二 生圏システム学専攻生圏管理学講座

農学生命科学研究科 塩澤　昌 生物・環境工学専攻地域環境工学講座

農学生命科学研究科 久保　成隆 生物・環境工学専攻地域環境工学講座

農学生命科学研究科 富樫　一巳 森林科学専攻森林生命環境科学講座

農学生命科学研究科 九郎丸　正道 獣医学専攻比較動物医科学講座

経済学研究科 神谷　和也 経済理論講座

総合文化研究科 相澤　隆
地域文化研究専攻
ヨーロッパ･ロシア地域文化講座

総合文化研究科 尾中　篤 広域科学専攻相関基礎科学系機能解析学講座



部局 氏名 担当講座等

総合文化研究科 長谷川　壽一 広域科学専攻生命環境科学系認知行動科学講座

総合文化研究科 刈間　文俊 超域文化科学専攻表象文化論講座

総合文化研究科 鈴木　啓二 地域文化研究専攻多元世界解析講座

総合文化研究科 後藤　則行 国際社会科学専攻国際協力論講座

総合文化研究科 松田　良一 広域科学専攻生命環境科学系生命情報学講座

総合文化研究科 高橋　宗五 超域文化科学専攻文化ダイナミクス講座

総合文化研究科 高橋　均 地域文化研究専攻北米・中南米地域文化講座

総合文化研究科 野矢　茂樹 超域文化科学専攻比較文学比較文化講座

総合文化研究科 松原　隆一郎 国際社会科学専攻相関社会科学講座

総合文化研究科 村田　雄二郎
地域文化研究専攻
アジア･環太平洋地域文化講座

総合文化研究科 CAMPBELL ROBERT BRIAN 超域文化科学専攻比較文学比較文化講座

教育学研究科 山本　清 総合教育科学専攻大学経営・政策講座

数理科学研究科 俣野　博 数理科学専攻数理解析学講座

数理科学研究科 川又　雄二郎 数理科学専攻数理代数学講座

数理科学研究科 二木　昭人 数理科学専攻大域幾何学講座

新領域創成科学研究科 武田　展雄 エネルギー変換システム講座

新領域創成科学研究科 辻　誠一郎 人文環境学講座

新領域創成科学研究科 菅野　純夫 メディカルサイエンス講座

新領域創成科学研究科 山本　博一 陸域環境学講座

新領域創成科学研究科 山本　博資 複雑システム講座

新領域創成科学研究科 杉浦　清了 人間支援環境学講座

新領域創成科学研究科 白木原　國雄 海洋環境学講座

新領域創成科学研究科 鳥居　徹 人間支援環境学講座

情報学環 河口　洋一郎 学際情報学専攻

情報学環 鷹野　澄 附属総合防災情報研究センター
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医科学研究所 吉田　進昭
附属システム疾患モデル研究センター
発生工学研究分野

医科学研究所 中村　祐輔
附属ヒトゲノム解析センター
ゲノムシークエンス解析分野

医科学研究所 清野　宏 感染・免疫部門炎症免疫学分野

地震研究所 加藤　照之 地球計測系研究部門

地震研究所 中田　節也 火山噴火予知研究推進センター

東洋文化研究所 斯波　義信 東アジア部門

生産技術研究所 前田　正史 持続型エネルギー・材料統合研究センター

生産技術研究所 荒川　泰彦 光電子融合研究センター

生産技術研究所 藤田　博之 マイクロナノ学際研究センター

生産技術研究所 加藤　信介 人間・社会系部門

定量生命科学研究所 秋山　徹
分子細胞生物学研究所基幹部門
分子情報研究分野

定量生命科学研究所 宮島　篤
分子細胞生物学研究所基幹部門
発生・再生研究分野

物性研究所 吉澤　英樹 附属中性子科学研究施設

大気海洋研究所 木暮　一啓 附属地球表層圏変動研究センター

大気海洋研究所 渡邊　良朗 海洋生物資源部門

大気海洋研究所 植松　光夫 附属国際連携研究センター

大気海洋研究所 新野　宏 海洋物理学部門

先端科学技術研究センター 浜窪　隆雄 計量生物医学部門

先端科学技術研究センター 児玉　龍彦 システム生物医学分野

アジア生物資源環境研究センター 堀　繁 アジア生物資源環境研究センター

情報基盤センター 中川　裕志 学術情報研究部門

素粒子物理国際研究センター 坂本　宏 素粒子物理学

大規模集積システム設計教育研究センター 浅田　邦博 大規模集積回路設計工学部門
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