
部局 氏名 担当講座等

法学政治学研究科 柿嶋　美子 法理論系講座

法学政治学研究科 岩澤　雄司 実定法学講座

法学政治学研究科 宇賀　克也 実定法学講座

法学政治学研究科 岩村　正彦 私法系講座

法学政治学研究科 太田　勝造 法理論系講座

法学政治学研究科 大村　敦志 私法系講座

医学系研究科 深山　正久 病因・病理学専攻病理学講座

医学系研究科 徳永　勝士 国際保健学専攻国際生物医科学講座

医学系研究科 山田　芳嗣 外科学専攻生体管理医学講座

医学部 安原　洋 医学部附属病院手術部

工学系研究科 山下　晃一 化学システム工学専攻反応プロセス工学講座

工学系研究科 酒井　信介 機械工学専攻機械物理工学講座

工学系研究科 粟飯原　周二 システム創成学専攻調和システム実現学講座

工学系研究科 日髙　邦彦 電気系工学専攻電気工学原論講座

工学系研究科 西出　和彦 建築学専攻建築計画学講座

工学系研究科 鳥海　明 マテリアル工学専攻マテリアル機能講座

工学系研究科 今田　正俊 物理工学専攻工業力学講座

工学系研究科 鈴木　真二 航空宇宙工学専攻航空宇宙システム学講座

工学系研究科 樽茶　清悟 物理工学専攻物理実験学講座

工学系研究科 堂免　一成 化学システム工学専攻反応プロセス工学講座

工学系研究科 山口　周 マテリアル工学専攻マテリアルプロセス講座

工学系研究科 藤田　豊久 システム創成学専攻システム俯瞰学講座

工学系研究科 鷲津　正夫
バイオエンジニアリング専攻
バイオエンジニアリング講座

工学系研究科 須賀　唯知 精密工学専攻精密機械システム工学講座

工学系研究科 金子　成彦 機械工学専攻機械エネルギー工学講座
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工学系研究科 大方　潤一郎 都市工学専攻都市計画講座

工学系研究科 十倉　好紀 物理工学専攻物性物理工学講座

工学系研究科 小関　敏彦 マテリアル工学専攻マテリアル環境講座

工学系研究科 佐藤　愼司 社会基盤学専攻国際社会基盤開発保全学講座

人文社会系研究科 渡辺　裕 美学芸術学講座

人文社会系研究科 市川　裕 宗教学宗教史学講座

人文社会系研究科 MULLER ALBERT CHARLES
附属次世代人文学開発センター
人文情報学部門

人文社会系研究科 大橋　洋一 英語英米文学講座

人文社会系研究科 木下　直之 文化資源学講座

人文社会系研究科 長島　弘明 日本語日本文学（国文学）講座

人文社会系研究科 武川　正吾 社会学講座

人文社会系研究科 野崎　歓 フランス語フランス文学講座

理学系研究科 福田　裕穂 生物科学専攻生物学講座

理学系研究科 佐野　雅己 物理学専攻基礎物理学講座

理学系研究科 藤森　淳 物理学専攻物性物理学講座

理学系研究科 高木　利久 生物科学専攻生物化学講座

理学系研究科 宮下　精二 物理学専攻基礎物性学講座

理学系研究科 多田　隆治 地球惑星科学専攻地球惑星システム科学講座

理学系研究科 初田　哲男 物理学専攻量子多体物理学講座

農学生命科学研究科 高橋　直樹 応用生命化学専攻食品科学講座

農学生命科学研究科 松本　雄二 生物材料科学専攻バイオマス化学講座

農学生命科学研究科 石川　幸男 生産・環境生物学専攻応用生物学領域講座

農学生命科学研究科 鮫島　正浩 生物材料科学専攻バイオマス化学講座

経済学研究科 持田　信樹 財政金融講座

経済学研究科 馬場　哲 経済史講座
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総合文化研究科 小森　陽一 言語情報科学専攻言語態分析講座

総合文化研究科 池内　昌彦 広域科学専攻生命環境科学系環境応答論講座

総合文化研究科 佐藤　直樹 広域科学専攻生命環境科学系環境応答論講座

総合文化研究科 嶋田　正和
広域科学専攻
広域システム科学系自然体系学講座

総合文化研究科 荒井　良雄
広域科学専攻
広域システム科学系複合系計画学講座

総合文化研究科 加藤　道夫
広域科学専攻
広域システム科学系複合系計画学講座

総合文化研究科 WILSON BRENDAN 言語情報科学専攻言語習得論講座

総合文化研究科 山本　史郎 言語情報科学専攻言語情報解析講座

総合文化研究科 菅原　克也 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 早川　眞一郎 国際社会科学専攻国際関係論講座

総合文化研究科 HONES SHEILA ANNE 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 内野　儀 超域文化科学専攻文化ダイナミクス講座

教育学研究科 市川　伸一 総合教育科学専攻教育心理学講座

教育学研究科 南風原　朝和 総合教育科学専攻教育心理学講座

薬学系研究科 新井　洋由 生物薬科学講座

数理科学研究科 坪井　俊 数理科学専攻大域幾何学講座

数理科学研究科 寺杣　友秀 数理科学専攻大域幾何学講座

新領域創成科学研究科 小川　雄一 核融合エネルギー工学講座

新領域創成科学研究科 馳澤　盛一郎 機能生命科学講座

新領域創成科学研究科 齊木　幸一朗 複雑系実験講座

新領域創成科学研究科 上田　卓也 メディカルサイエンス講座

情報理工学系研究科 生田　幸士 システム情報学専攻認識行動情報学講座

情報理工学系研究科 西田　豊明 電子情報学専攻情報通信メディア学講座

情報理工学系研究科 下山　勲 知能機械情報学専攻知能機械構成学講座

情報学環 石田　英敬 学際情報学専攻
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医科学研究所 甲斐　知惠子 附属実験動物研究施設

地震研究所 岩﨑　貴哉 観測開発基盤センター

地震研究所 歌田　久司 海半球観測研究センター

地震研究所 大久保　修平 高エネルギー素粒子地球物理学研究センター

地震研究所 壁谷澤　寿海 災害科学研究部門

地震研究所 武尾　実 火山噴火予知研究センター

東洋文化研究所 長澤　榮治 西アジア研究部門

東洋文化研究所 羽田　正 西アジア研究部門

社会科学研究所 大沢　真理 比較現代社会部門

社会科学研究所 中川　淳司 比較現代法部門

生産技術研究所 横井　秀俊 機械・生体系部門

生産技術研究所 桜井　貴康 情報・エレクトロニクス系部門

生産技術研究所 浅田　昭 海中観測実装工学研究センター

生産技術研究所 迫田　章義 物質・環境系部門

生産技術研究所 堤　敦司 エネルギー工学連携研究センター

生産技術研究所 COLLARD DOMINIQUE マイクロメカトロニクス国際研究センター

史料編纂所 佐藤　孝之 近世史料部門

史料編纂所 林　譲 特殊史料部門

物性研究所 嶽山　正二郎 附属国際超強磁場科学研究施設

物性研究所 辛　埴 附属極限コヒーレント光科学研究センター

先端科学技術研究センター KNELLER ROBERT WILLIAM 生命科学の法と政策分野

環境安全研究センター 山本　和夫 環境安全研究センター

大学総合教育研究センター 小林　雅之 大学改革基礎調査部門

政策ビジョン研究センター 谷口　武俊 技術・リスクガバナンス研究部門
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