
理工研究域教員構成
研究域長（併任）	 教　授　　加納　重義
副研究域長（併任）	 教　授　　青木　健一

数物科学系
数学コース

教　授　伊藤　秀一	 教　授　大塚　浩史	 教　授　加須榮　篤
教　授　児玉　秋雄	 教　授　菅野　孝史	 教　授　髙信　　敏
准教授　牛島　　顕	 准教授　川上　　裕	 准教授　中村　健一
准教授　若槻　　聡	
講　師　早川　貴之	
助　教　岩瀨　順一	

物理学コース
教　授　青木　健一	 教　授　新井　豊子	 教　授　安藤　敏夫
教　授　鎌田　啓一	 教　授　久保　治輔	 教　授　末松大二郎
教　授　藤下　豪司	 教　授　松本　宏一
准教授　阿部　　聡	 准教授　安藤　利得	 准教授　内橋　貴之
准教授　佐藤　政行	 准教授　藤竹　正晴	 准教授　藤本　龍一
准教授　米德　大輔
助　教　青木真由美	 助　教　岡林　則夫	 助　教　金子　　浩
助　教　曽我　之泰	 助　教　武田　真滋

計算科学コース
教　授　大浦　　学	 教　授　小田　竜樹	 教　授　小俣　正朗
教　授　木村　正人	 教　授　斎藤　峯雄	 教　授　長尾　秀実
教　授　三浦　伸一
准教授　石井　史之	 准教授　岩﨑　　宏	 准教授　小栗栖　修
准教授　小原　功任	 准教授　シュワドレンカ・カレル
講　師　川越　謙一
助　教　川口　一朋	 助　教　齋藤　大明　
助　教　ポジャール・ノルベルト
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物質化学系
教　授　秋根　茂久	 教　授　淺川　　毅	 教　授　井村　久則
教　授　宇梶　　裕	 教　授　片岡　邦重	 教　授　加納　重義
教　授　国本　浩喜	 教　授　櫻井　　武	 教　授　千木　昌人
教　授　髙橋　光信	 教　授　長谷川　浩	 教　授　林　　宜仁
教　授　水野　元博	 教　授　山岸　忠明	 教　授　横山　明彦
准教授　井改　知幸	 准教授　井田　朋智	 准教授　遠藤　恆平
准教授　太田　明雄	 准教授　生越　友樹	 准教授　桒原　貴之
准教授　佐藤　　渉	 准教授　添田　貴宏	 准教授　永谷　広久
准教授　古舘　英樹	 准教授　本田　光典	 准教授　前田　勝浩
准教授　前多　　肇	 准教授　牧　　輝弥	 准教授　山口　孝浩
助　教　大橋竜太郎	 助　教　菊川　雄司	 助　教　酒田　陽子
助　教　須田　光広	 助　教　瀨尾　悌介	 助　教　森田耕太郎

機械工学系
教　授　浅川　直紀	 教　授　安達　正明	 教　授　岩田　佳雄
教　授　神谷　好承	 教　授　川端　信義	 教　授　喜成　年泰
教　授　木綿　隆弘	 教　授　児玉　昭雄	 教　授　坂本　二郎
教　授　関　　啓明	 教　授　立矢　　宏	 教　授　田中　志信
教　授　田村　博志	 教　授　野村　明人	 教　授　細川　　晃
教　授　門前　亮一	 教　授　山田　良穂	 教　授　米山　　猛
准教授　石川　和宏	 准教授　榎本　啓士	 准教授　大角　富康
准教授　岸田　由美	 准教授　北山　哲士	 准教授　小松﨑俊彦
准教授　下川　智嗣	 准教授　多田　幸生	 准教授　寺岡　喜和
准教授　得竹　　浩	 准教授　内藤　　尚	 准教授　半沢　英一
准教授　樋口　理宏	 准教授　兵頭　政春	 准教授　古本　達明
准教授　和田出秀光	 准教授　渡邊　千尋	 准教授　渡邊　哲陽
講　師　岩井　智昭	 講　師　香川　博之	 講　師　菅沼　直樹
助　教　大坂　侑吾	 助　教　大西　　元	 助　教　岡田　将人
助　教　小塚　裕明	 助　教　小松　信義	 助　教　小谷野智広
助　教　酒井　　忍	 助　教　砂田　　哲	 助　教　辻口　拓也
助　教　野川　雅道	 助　教　苗田　敏美	 助　教　長谷川雅人
助　教　疋津　正利	 助　教　若子　倫菜	
助　手　北　　和久	 助　手　稗田　　登
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電子情報学系
教　授　秋田　純一	 教　授　飯山　宏一	 教　授　猪熊　孝夫
教　授　上杉　喜彦	 教　授　大岸　通孝	 教　授　蚊戸　宣幸
教　授　北川　章夫	 教　授　木村　春彦	 教　授　佐々木公洋
教　授　佐藤　賢二	 教　授　田中　康規	 教　授　藤解　和也
教　授　畑上　　到	 教　授　福間　剛士	 教　授　松田　吉雄
教　授　満保　雅浩	 教　授　三好　正人	 教　授　森本　章治
教　授　八木谷　聡	 教　授　山根　　智	 教　授　山本　　茂
准教授　今村　幸祐	 准教授　上野　敏幸	 准教授　尾﨑　光紀
准教授　金子　　修	 准教授　川江　　健	 准教授　桑村　有司
准教授　後藤　由貴	 准教授　唐堂　由其	 准教授　德田　規夫
准教授　藤崎　礼志	 准教授　丸山　武男	 准教授　山田　洋一
講　師　南保　英孝	 講　師　平野　晃宏	 講　師　堀田　英輔
講　師　松林　　昭	 講　師　深山　正幸	
助　教　榎本　文彦	 助　教　久保　　守	 助　教　齋藤　　毅
助　教　櫻井　孝平	 助　教　広瀬　　修	 助　教　安永　憲司

環境デザイン学系
教　授　五十嵐心一	 教　授　池本　良子	 教　授　齋藤　武久
教　授　関　　平和	 教　授　髙山　純一	 教　授　近田　康夫
教　授　沈　　振江	 教　授　鳥居　和之	 教　授　中山晶一朗
教　授　古内　正美	 教　授　前川　幸次	 教　授　桝谷　　浩
教　授　松本　樹典	 教　授　宮島　昌克	 教　授　由比　政年
准教授　楳田　真也	 准教授　大橋　政司	 准教授　久保　善司
准教授　小林　俊一	 准教授　谷口　健司	 准教授　西野　達也
准教授　畑　　光彦	 准教授　深田　宰史
講　師　池本　敏和	 講　師　小林　史彦
助　教　徐　　　晨	 助　教　高原　利幸	 助　教　二宮　順一
助　教　藤生　　慎	 助　教　村田　　晶
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自然システム学系
生物学コース

教　授　岩見　雅史	 教　授　植田　邦彦	
教　授　ウォング	リチャード
教　授　程　　　肇	 教　授　山口　正晃
准教授　大河原恭祐	 准教授　坂本　敏夫	 准教授　都野　展子
准教授　東　　　浩	 准教授　山田　敏弘
講　師　金森　正明
助　教　小藤累美子	 助　教　田岡　　東
特任助教　木矢　剛智
助　手　梅林　正芳

バイオ工学コース
教　授　松郷　誠一
准教授　川西　琢也	 准教授　滝口　昇
助　教　和田　直樹

物質循環工学コース
教　授　大谷　吉生	 教　授　瀬戸　章文	 教　授　高橋　憲司
教　授　田村　和弘	 教　授　新田　晃平
准教授　汲田　幹夫	 准教授　小林　史尚	 准教授　瀧　健太郎
助　教　畝山多加志	 助　教　多田　　薫	 助　教　比江嶋祐介
助　教　東　　秀憲
特任助教　遠藤太佳嗣	 特任助教　覺知　亮平	 特任助教　黒田　浩介
特任助教　野口　　愛

地球学コース
教　授　海野　　進	 教　授　奥野　正幸	 教　授　神谷　隆宏
教　授　長谷川　卓	 教　授　平松　良浩	 教　授　森下　知晃
特任教授　荒井　章司
准教授　奥寺　浩樹	 准教授　隅田　育郎	
助　教　遠藤　徳孝	 助　教　ジェンキンズ	ロバート
助　教　濵田　麻希	 助　教　水上　知行
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バイオAFM先端研究センター
教　授　安藤　敏夫（併）	 教　授　福間　剛士（併）　
准教授　内橋　貴之（併）	 准教授　古寺　哲幸	 准教授　紺野　宏記
助　教　淺川　　雅	 助　教　田岡　　東（併）

助　教　中山　隆宏	 助　教　渡邉　信嗣

サステナブルエネルギー研究センター
教　授　池本　良子（併）	 教　授　上杉　喜彦（併）

教　授　木綿　隆弘（併）	 教　授　児玉　昭雄（併）

教　授　関　　平和（併）	 教　授　高橋　憲司（併）

教　授　高橋　光信（併）	 教　授　田中　康規（併）

教　授　長谷川　浩（併）	 教　授　古内　正美（併）

教　授　三木　　理	
准教授　石島　達夫	 准教授　上野　敏幸（併）

准教授　榎本　啓士（併）	 准教授　桒原　貴之（併）

准教授　當摩　哲也	 准教授　前田　勝浩（併）

助　教　河野　孝昭	 助　教　辻口　拓也（併）

助　教　本多　　了

理工研究域
（イノベーション創出若手研究人材養成）

特任教授　森　　　茂

環日本海域環境研究センター教員構成
教　授　木村　繁男	 教　授　塚脇　真二	 教　授　長尾　誠也
教　授　山田　外史	 教　授　山本　政儀
准教授　木下栄一郎	 准教授　鈴木　信雄	 准教授　田中　茂雄
准教授　西川　　潮	 准教授　仁宮　一章	 准教授　長谷部徳子
准教授　福士　圭介	 准教授　松木　　篤
助　教　井上　睦夫	 助　教　柿川真紀子	 助　教　関口　俊男
助　教　濵島　靖典	
特任助教　鎌内　宏光

※（併）は併任
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