
◆ 理学部・理学院・⽣命科学院・総合化学院の合同ＦＤ研修会が開催される  

◆ 初の理学部学位記授与式開催  

◆ 外国⼈研究者等受⼊状況（2011.1.2〜2011.4.1）  

◆ 海外からの来訪者（短期滞在）（2011.1.2〜2011.4.1）  

◆ 学位授与 平成23年3⽉24⽇付け学位授与者  

◆ ⼈事異動〈正規職員・⾮正規職員〉（平成23年1⽉2⽇〜平成23年4⽉1⽇）  

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 3⽉18⽇（⾦）に理学部⼤講堂でFD研修会が開催され，約130名の教職員が参加しました (下記プログラム及び写真
参照)。 
 まず，総合⼊試に対応した新しい全学教育体制について，⾼等教育推進機構副機構⻑の⼭⼝淳⼆先⽣に御講演をいた

だきました。理学部は全学教育の責任部局であり，多くの教員が関わっているため，新システムを⼗分に理解し，新年

度からの全学教育に役⽴つ有意義な講演でした。 
 引き続き，各学科(学科⽬）・専攻における独⾃のFD活動について報告がありました。それぞれに特⾊のある活動を展
開している様⼦が報告され，今後の参考になる活動も数多く⾒受けられました。最後に，これからFD活動が⽬指す⽅向
等について議論し，研修会を終えました。 
 平成22年度から始まった理学部で開講されている全ての講義に対するマークシート⽅式の学⽣アンケートも含めて，
これらの活動がより良い授業の提供に結びつくように，理学部全体で努⼒を続ける必要があります。

■理学部・理学院・⽣命科学院・総合化学院の合同FD研修会

 ⽇時：平成23年3⽉18⽇（⾦）13：30〜16：30
 場所：理学部5号館2階 ⼤講堂 
 対象：理学部・理学院・⽣命科学院・総合化学院 担当の全職員 
 主催：理学部・理学院・⽣命科学院・総合化学院

●プログラム（司会）

 理学部評議員・総合化学院 稲辺 保 先⽣

 理学部・理学院 伊⼟ 政幸 先⽣

 理学部・⽣命科学院 ⼭下 正兼 先⽣

●１．はじめに

 理学部⻑・理学院⻑ ⼭⼝ 佳三 先⽣

 

●２．特別講演（30分）

 「平成23年度総合⼊試導⼊に対応した北⼤1年次教育体制の改⾰」

 ⾼等教育推進機構副機構⻑ ⼭⼝ 淳⼆ 先⽣

●３．各学科（学科⽬）・専攻からのFD活動報告

 （各グループ10分程度）  

 数学科／数学専攻 相川 弘明 先⽣

 物理学科 根本 幸児 先⽣

 地球科学科 圦本 尚義 先⽣

 化学科 及川 英秋 先⽣

 ⽣物科学科（⽣物学） 堀⼝ 健雄 先⽣

 ⽣物科学科（⾼分⼦機能学） 出村 誠 先⽣

 物性物理学専攻 引原 俊哉 先⽣

 宇宙理学専攻 ⽯渡 正樹 先⽣

 ⾃然史科学専攻 村上 亮 先⽣

 ⽣命科学専攻 出村 誠 先⽣

 総合化学専攻 佐⽥ 和⼰ 先⽣

 



 

●４．質疑応答・総合討論 

●５．おわりに

 ⽣命科学院⻑ ⾼橋 孝⾏ 先⽣

 総合化学院⻑ 喜多村 曻 先⽣

 



 

 理学部では⻑年にわたって学部全体の学位記授与式を⾏っていませんでした。これは収容スペース（特に理学部再開

発前）に対して卒業⽣数が⼤幅に超過していたという事情のためでしたが、学部卒業という節⽬を、形ある⾏事で迎え

ることが望ましいと考え，全学の卒業式に引き続き，理学部⼤講堂で「理学部学位記授与式」を執り⾏うこととしまし

た。

 当⽇は、卒業⽣の⽗⺟も含め⼤講堂は満席となりましたが，予想されていたような混乱もほとんど無く，⼀⼈⼀⼈に

学位記を各学科⻑から⼿渡すことができました。初の試みであったため，段取りが不充分なところもありましたが，滞

り無く執り⾏えたことから，これからも毎年，学位記授与式を開催することを予定しています。本年度の授与式を参考

に，来年度の授与式の⼿順をこれから検討する予定です。

（当⽇の写真は，表紙をごらんください。）

 



期間：2011年1⽉2⽇〜2011年4⽉1⽇

【受⼊部⾨名：地震⽕⼭研究観測センター】

年 ⽉ ⽇

（期  間）

来     訪     者

（国名・所属・職名・⽒名）

⽬       的

【 経費等・受⼊教員 】

2011.01.01

-2011.03.31

アメリカ：ワシントン⼤学 

教授 

Joanne Bourgeois

津波堆積物解析による巨⼤地震発⽣過程の研究

のため

【北海道⼤学・⾕岡勇市郎】

 



期間：2011年1⽉2⽇〜2011年4⽉1⽇

【受⼊部⾨名：数学】

年 ⽉ ⽇

（期 間）

来   訪   者

（国名・所属・職名・⽒名）

⽬   的

（ 受⼊教員

）

2011.01.09

-2011.01.11

フランス：Institut de Mathematiques de LuminyDalhousie

University

教授

Jean-Paul Brasselet

研究打合せ

（⼤本 亨）

2011.01.12

-2011.01.12

ドイツ：Universität Bonn

研究員

Claudio Cacciapuoti

研究打合せ

（⾼岡秀夫）

2011.01.16

-2011.01.22

中国：Southeast University

教授

Liu Ji Jun

研究打合せ

（中村 ⽞）

2011.01.16

-2011.01.22

中国：Southeast University

教授

Xue Xingmei

研究打合せ

（中村 ⽞）

2011.01.31

-2011.02.11

イギリス：Imperial College London

PD

Rhodri Nelson

研究打合せ

（坂上貴之）

2011.02.04

-2011.02.08

中国：Fudan University

教授

Jin Cheng

研究打合せ

（中村 ⽞）

2011.02.05

-2011.02.11

韓国：Chung-Ang Univ.

教授

Kim Sun-Chul

研究打合せ

（坂上貴之）

2011.02.05

-2011.02.11

アメリカ：University of Notre Dame

教授

Qing Han

研究打合せ

（利根川吉

廣）

2011.02.07

-2011.02.10

イスラエル：The Weizmann Institute of Science

博⼠研究員

Nitsan Ben-Gal

研究打合せ

（坂上貴之）

2011.02.11

-2011.02.25

中国： Northeast Normal University

講師

Chen Liang

研究打合せ

（泉屋周⼀）

2011.02.11

-2011.02.25

中国：Northeast Normal University

教授

Pei Donghe

研究打合せ

（泉屋周⼀）



2011.02.11

-2011.02.25

中国：Northeast Normal University

ＤＣ

Jiang Yang

研究打合せ

（泉屋周⼀）

2011.02.11

-2011.02.25

台湾：National Cheng Kung University

Associate Prof.

Ching-Long Lin

研究打合せ

（中村 ⽞）

2011.03.12

-2011.03.19

Greece： University of Crete

Associate Prof.

Georgios Makrakis

研究打合せ

（中村 ⽞）

2011.03.16

-2011.03.20

台湾：National Cheng Kung University

Associate Prof.

Yun-Che Wang

研究打合せ

（中村 ⽞）

2011.03.28

-2011.04.12

ロシア：Moscow Center for Continuous Mathematics

Education

Researcher

Yuri Chekanov

研究打合せ

（⼩野 薫）

【受⼊部⾨名：⾃然史科学】

年 ⽉ ⽇

（期 間）

来   訪   者

（国名・所属・職名・⽒名）

⽬   的

（ 受⼊教員 ）

2011.01.13

-2011.01.16

オーストラリア：オーストラリア国⽴⼤学 

研究員

Hrvoje Tkalcic

研究打合せ，特別セミナー

（吉澤和範）

2011.01.23

-2011.01.27

オーストラリア：オーストラリア国⽴⼤学 

教授

Brian Kennett

共同研究，特別セミナー

（吉澤和範）

【受⼊部⾨名：地震⽕⼭研究観測センター】

年 ⽉ ⽇

（期 間）

来   訪   者

（国名・所属・職名・⽒名）

⽬   的

（ 受⼊教員 ）

2011.03.12

-2011.03.19

ロシア：科学アカデミー地球物理調査所サハリン管区地震

観測センター 

主任研究官

Kim Chung Ung

共同研究打合せ，デー

タ解析

（⾼橋浩晃）

2011.03.12

-2011.03.19

ロシア：科学アカデミー地球物理調査所サハリン管区地震

観測センター 

主任研究官

Valentin Mikhayrov

共同研究打合せ，デー

タ解析

（⾼橋浩晃）

2011.03.21

-2011.03.25

ロシア：科学アカデミー⽕⼭地震研究所 

所⻑

Evgeny Gordeev

共同研究打合せ，デー

タ解析

（⾼橋浩晃）

2011.03.21

-2011.03.25

ロシア：科学アカデミー⽕⼭地震研究所 

副所⻑

Yaroslav Muravyev

共同研究打合せ，デー

タ解析

（⾼橋浩晃）



2011.03.21

-2011.03.25

ロシア：科学アカデミー⽕⼭地震研究所 

研究室⻑

Alexander Ovsyannikov

共同研究打合せ，デー

タ解析

（⾼橋浩晃）

 



 

平成23年3⽉24⽇付け学位授与者 

【課程博⼠】（理学院 24名） 

加世堂 公希 （数学専攻）

DIFFERENTIAL GEOMETRY OF SPACELIKE SUBMANIFOLDS IN DE SITTER SPACE
（ド・ジッター空間内の空間的部分多様体の微分幾何学）

 主査 教 授 泉屋 周⼀

服部 良平 （数学専攻）

On Thomae type Formulas for Z_3 Curves and Mean iterations derived from transformation formulas for
the hypergeometric function
（Z_3 曲線に関するThomae 型公式および超幾何関数の変換公式から得られる平均反復についての研究）

 主査 教 授 松本 圭司

福永 知則 （数学専攻）

Study on the homotopy theory of phrases and its application to curves and links
（フレーズのホモトピー理論とその曲線及び絡み⽬への応⽤に関する研究）

 主査 教 授 ⽯川 剛郎

吉⽥ ⼀樹 （数学専攻）

On the reconstruction of penetrable/impenetrable obstacles by the enclosure method
（囲い込み法による透過／⾮透過障害物の再構成について）

 主査 教 授 中村  ⽞

伊藤 未希雄 （化学専攻）

Vibrational Spectroscopic Study on Structure and Reaction of Self-Assembled Monolayers
（⾃⼰組織化単分⼦層の構造および反応に関する振動分光学的研究）

 主査 客員教授 ⿂崎 浩平

⼤⾕ 優介 （化学専攻）

核の量⼦効果を考慮した ab initio 分⼦動⼒学法の開発

 主査 教 授 武次 徹也

⿑籐 康弘 （化学専攻）

Helicobacter pylori  CagA による上⽪細胞極性破壊と細胞癌化に関する研究

 主査 教 授 坂⼝ 和靖

⼟⽥ 晃⼀郎 （化学専攻）

Total Synthesis of Cladiellin Terpenoids on the Basis of a Higher Order Cycloaddition Reaction
（⾼次付加環化反応を基軸とするクラジェリンテルペノイドの全合成）

 主査 教 授 ⾕野 圭持

⻄尾  崇 （化学専攻）

Surface modification of nanoparticles for biomolecular recognition and 3D self-ordering
（バイオ分⼦認識と3D⾃⼰配列を⽬指したナノ微粒⼦の表⾯修飾）

 主査 教 授 居城 邦治



⼭⽥ 哲也 （化学専攻）

Structural and magnetic properties of three-dimensional copper compounds 
with equilateral S=1/2 triangles {[Cu3(trz)3(μ3-OH)X2・4H2O] 2H2O}n(X=Cl, Br, 0.5SO4, 0.5SeO4,
0.5(OH)0.5Cl, trz=1,2,4-triazolate)
（S=1/2正三⾓構造を持つ3次元銅化合物 
{[Cu3(trz)3(μ3-OH)X2・4H2O] 2H2O}n(X=Cl, Br, 0.5SO4, 0.5SeO4, 0.5(OH)0.5Cl,trz=1,2,4-triazolate)の構造
と磁性に関する研究）

 主査 教 授 武⽥  定

泉⽥ 勇輝 （量⼦理学専攻）

Nonequilibrium Statistical Mechanics of Finite-Time Carnot Cycle
（有限時間カルノーサイクルの⾮平衡統計⼒学）

 主査 准教授 根本 幸児

⿊澤  徹 （量⼦理学専攻）

Ni-impurity effect on the superconducting gap of high-Tc cuprate La2-xSrxCuO4
（銅酸化物⾼温超伝導体 La2-xSrxCuO4 における超伝導ギャップに対する Ni 不純物効果）

 主査 教  授 ⼩⽥  研

菊地 右⾺ （宇宙理学専攻）

Two-nucleon correlations in breakup reactions of A=6 systems
（質量数6原⼦核の分解反応における⼆核⼦相関）

 主査 教 授 加藤 幾芳

清⽔ 将英 （宇宙理学専攻）

Open mirror symmetry for compact Calabi-Yau manifolds
（コンパクトなカラビ・ヤウ多様体に対する開ミラー対称性）

 主査 教 授 鈴⽊ 久男

清⽔ 将英 （宇宙理学専攻）

Open mirror symmetry for compact Calabi-Yau manifolds
（コンパクトなカラビ・ヤウ多様体に対する開ミラー対称性）

 主査 教 授 鈴⽊ 久男

Finny OKTARIANI （宇宙理学専攻）

A Study of Global Oscillations in Gaseous Disks
（ガス円盤中の⼤域振動の研究）

 主査 准教授 ⽻部 朝男

市原 健介 （⾃然史科学専攻）

Taxonomy, phylogeny, and adaptation in Ulva limnetica sp. nov. (Ulvales, Ulvophyceae), 
a rare freshwater representative of a common green seaweed genus
（緑⾊海藻類アオサ属の稀有な淡⽔産種

 Ulva limnetica sp. nov. （アオサ藻綱アオサ⽬）の分類、系統および適応）

 主査 教 授 堀⼝ 健雄



⾓井 敬知 （⾃然史科学専攻）

Taxonomy and Phylogeny of Tanaidaceans (Crustacea: Peracarida) from Japan
（⽇本産タナイス⽬（甲殻亜⾨：フクロエビ上⽬） の分類学および系統進化学に関する研究）

 
主査 教 授 Matthew H.
DICK

菊⽥ 尚吾 （⾃然史科学専攻）

Quantitative genetic basis of host utilization by phytophagous ladybird beetles
(Coleoptera: Coccinellidae: Epilachninae) and its implications for host range evolution
（⾷植性テントウムシの寄主利⽤に関わる遺伝的基盤と予測される寄主範囲の進化）

 主査 教 授 ⽚倉 晴雄

中村 英⼈ （⾃然史科学専攻）

Organic biogeochemical study on angiosperm-derived molecules in Cretaceous sediments, 
Hokkaido, Japan
（北海道⽩亜系堆積物中の被⼦植物由来分⼦の⽣物地球化学的研究）

 主査 教 授 鈴⽊ 德⾏

⽥村 和志 （⽣命理学専攻）

Study on Cytoskeletal Microdynamics in Living Cells by Scanning Probe 
Microscopy and Particle Tracking Analysis
（⾛査型プローブ顕微鏡と単粒⼦追跡解析による⽣きた細胞内における 
細胞⾻格マイクロ動⼒学の研究）

 主査 教 授 川端 和重

中島  祐 （⽣命理学専攻）

Study on Internal Fracture of Tough Double Network Gels
（⾼強度 Double Network ゲルの内部破壊挙動に関する研究）

 主査 教 授 龔   剣萍

 



 

対象期間：平成23年1⽉2⽇〜平成23年4⽉1⽇
＜正規職員＞

平成23年3⽉31⽇付け発令

（定年退職）

数学部⾨ 教授 岸 本 晶 孝

 （平成23年4⽉1⽇付け特任教授（再雇⽤）へ）  

数学部⾨ 教授 中 村   郁

 （平成23年4⽉1⽇付け特任教授（再雇⽤）へ）  

数学部⾨ 教授 吉 ⽥ 知 ⾏

 （平成23年4⽉1⽇付け特任教授（再雇⽤）へ）  

物理学部⾨量⼦物理学分野 教授 ⽯ 川 健 三

 （平成23年4⽉1⽇付け特任教授（再雇⽤）へ）  

物理学部⾨量⼦物理学分野 教授 河 本   昇

 （平成23年4⽉1⽇付け特任教授（再雇⽤）へ）  

物理学部⾨⾮線形物理学分野 教授 加 藤 幾 芳

 （平成23年4⽉1⽇付け特任教授（再雇⽤）へ）  

物理学部⾨⾮線形物理学分野 教授 藤 本 正 ⾏

 （平成23年4⽉1⽇付け特任教授（再雇⽤）へ）  

⾃然史科学部⾨多様性⽣物学分野 教授 ⽚ 倉 晴 雄

 （平成23年4⽉1⽇付け特任教授（再雇⽤）へ）  

⾃然史科学部⾨地球惑星システム科学分野 准教授 新井⽥ 清 信

 （平成23年4⽉1⽇付け特任准教授（再雇⽤）へ）  

（辞職）

物理学部⾨凝縮系物理学分野 准教授 引 原 俊 哉

 （平成23年4⽉1⽇付け群⾺⼤学へ）  

化学部⾨物理化学分野 准教授 内 藤 俊 雄

 （平成23年4⽉1⽇付け愛媛⼤学へ）  

化学部⾨物理化学分野 助教 並 河 英 紀



 （平成23年4⽉1⽇付け⼭形⼤学へ）  

化学部⾨有機・⽣命化学分野 助教 河 合 英 俊

 （平成23年4⽉1⽇付け東京理科⼤学へ）  

（任期満了）

物理学部⾨⾮線形物理学分野 助教 南 ⾕ 哲 宏

 （平成23年4⽉1⽇付け本研究院特任助教へ）  

附属地震⽕⼭研究観測センター地域防災情報⽀援室 准教授 宮 村 淳 ⼀

 （平成23年4⽉1⽇付け気象庁へ）  

平成23年4⽉1⽇付け発令

（転出）

課⻑補佐（総務担当） 武 良 博 ⼰

 （薬学研究院事務⻑へ）  

課⻑補佐（財務担当） 藤 本 ⽇出夫

 （メディア・観光学事務部事務⻑へ）  

係⻑（⼈事担当） ⼤ 江 幸 ⼈

 （学務部教務課係⻑（総務担当）へ）  

係⻑（研究協⼒担当） 平 林 晴 樹

 （総務企画部広報課係⻑（地域連携・基⾦事務担当）へ）  

係⻑（⼤学院教育担当） 芳 岡   洋

 （学務部教務課係⻑（⼤学院教育担当）へ）  

係⻑（⼤学院教育担当） 堅 ⽥ 義 昭

 （学務部キャリアセンターへ）  

附属図書館情報サービス課付係⻑（理・図書担当） ⼟ ⽥ 健 治

 （図書館管理課係⻑（雑誌受⼊担当）へ）  

主任（外部資⾦担当） 上 平 聖 ⼦

 （獣医学研究科・獣医学部主任（会計担当）へ）  

主任（教務担当） 松 原 洋 ⼀

 （⽂学研究科・⽂学部主任（教務担当）へ）  

主任（⼤学院教育担当） ⼭ 本 直 美

 （⼯学系事務部教務課主任（学⽣⽀援担当）へ）  

主任（研究協⼒担当） ⼭ 本 祐 ⺒



 （病院医事課主任（⻭科収⼊担当）へ）  

附属図書館情報サービス課付（理・図書担当） 児 ⽟ 陽 ⼦

 （図書館利⽤⽀援課（北図書館担当）へ）  

嘱託職員（⼤学院教育担当） ⼤ 友 伸 ⼀

 （施設部環境配慮促進課（百年記念会館担当）へ）  

技術専⾨職員 池 ⽥ 昌 隆

 （⾼等教育推進機構⾃然科学実験⽀援室へ）  

技術専⾨職員 ⽥ 島 貴 裕

 （⾼等教育推進機構⾃然科学実験⽀援室へ）  

技術専⾨職員 ⽥ 邊 ⼤ ⼈

 （⾼等教育推進機構⾃然科学実験⽀援室へ）  

技術職員 ⻑ 嶋 真美⼦

 （⾼等教育推進機構⾃然科学実験⽀援室へ）  

（命）

理学研究院⻑・理学部⻑  

 任期：H23.4.1〜H25.3.31（新規）  

 ⽣物科学部⾨教授 ⼭ 下 正 兼

理学院⻑  

 任期：H23.4.1〜H25.3.31（新規）  

 数学部⾨教授 寺 尾 宏 明

理学研究院副研究院⻑・理学院副学院⻑  

 任期：H23.4.1〜H25.3.31（新規）  

 ⾃然史科学部⾨地球惑星システム科学分野 教授 鈴 ⽊ 德 ⾏

理学研究院副研究院⻑  

 任期：H23.4.1〜H25.3.31（再任）  

 化学部⾨物理化学分野教授 稲 辺   保

附属ゲノムダイナミクス研究センター⻑  

 任期：H23.4.1〜H25.3.31（再任）  

 ⽣物科学部⾨ 准教授 瀧 ⾕ 重 治

 



理事（副学⻑）

 任期：H23.4.1〜H25.3.31（新規）  

 数学部⾨教授 ⼭ ⼝ 佳 三

（採⽤）

物理学部⾨原⼦核反応データ研究センター  教授 合 川 正 幸

 （⾼等教育推進機構 特任教員から）  

数学部⾨ 准教授 坂 井   哲

 （創成研究機構 特任教員から）  

数学部⾨ 准教授 ⼾ 松 玲 治

 （東京理科⼤学 講師から）  

化学部⾨有機化学分野 助教 岩 井 智 弘

 （⽇本学術振興会特別研究員から）  

物理学部⾨電⼦物性物理学分野 助教 ⿊ 沢   徹

 （新規採⽤）  

地震⽕⼭研究観測センター地域防災情報⽀援室 助教 定 池 祐 季

 （ひょうご震災記念２１世紀機構⼈と防災未来センター 研究員から）  

⼤学院教育担当 川 岸 誠 弥

 （新規採⽤）  

（昇任）

物理学部⾨⾮線形物理学分野 教授 ⽻ 部 朝 男

 （同分野准教授から）  

⾃然史科学部⾨多様性⽣物学分野 教授 栃 内   新

 （同分野准教授から）  

主任（会計担当） ⾕地中 ⼤ 介

 （会計担当から）  

主任（研究協⼒担当） 室 ⾕   愛

 （研究協⼒担当から）  

（転⼊）

課⻑補佐（総務担当） 三本⽊   毅

 （総務部広報課課⻑補佐から）  



H23. 4. 1 数学部⾨ 事務補助員 笈 ⽥ 聖 ⼦

H23. 4. 1 数学部⾨ 事務補助員 吉 ⽥ 理奈⼦

H23. 4. 1 数学部⾨ 事務補助員 ⼤ 橋 実 紗

H23. 4. 1 数学部⾨ 技術補助員 ⾼ ⽊ 由 紀

H23. 4. 1 数学部⾨ 学術研究員 王   海 兵

H23. 4. 1 数学部⾨ 学術研究員 ⽔ 野 将 司

H23. 4. 1 数学部⾨ 学術研究員 福 永 知 則

H23. 4. 1 化学部⾨ 技術補佐員 伊 藤 亮 孝

H23. 4. 1 化学部⾨ 博⼠研究員 平 塚 知 成

H23. 4. 1 化学部⾨ 特任助教 ⻑⾕川 裕 之

H23. 4. 1 物理学部⾨ 技術補助員 ⼩板⾕ 聖 ⼦

H23. 4. 1 物理学部⾨ 技術補助員 勝 ⽥   豊

H23. 4. 1 物理学部⾨ 博⼠研究員 古 ⽴ 直 也

H23. 4. 1 物理学部⾨ 特任助教 南 ⾕ 哲 宏

H23. 4. 1 ⾃然史科学部⾨ 技術補佐員 平 野 まり⼦

H23. 4. 1 ⾃然史科学部⾨ 事務補佐員 櫻 井 可奈⼦

H23. 4. 1 ⾃然史科学部⾨ 事務補佐員 ⼭ 崎 紀 ⼦

H23. 4. 1 ⾃然史科学部⾨ 博⼠研究員 中 村 英 ⼈

H23. 4. 1 ⾃然史科学部⾨ 博⼠研究員 ⾺ 上 謙 ⼀

課⻑補佐（財務担当） 中 ⽥ 雄 ⼆

 （釧路⼯業⾼等専⾨学校総務課課⻑補佐（財務担当）から）  

係⻑（⼈事担当） 前 島 朋 基

 （室蘭⼯業⼤学総務グループユニットリーダーから）  

係⻑（⼤学院教育担当） 細 ⽥ 淳 ⼦

 （学務部教務課主任（全学教育担当）から）  

係⻑（研究協⼒担当） 澤 ⽥ 浩 ⼀

 （函館キャンパス事務部係⻑（研究協⼒担当）から）  

附属図書館情報サービス課付係⻑（理・図書担当） 梶 原 茂 寿

 （北⾒⼯業⼤学情報図書課係⻑から）  

主任（研究協⼒担当） ⼩ 関 弘 悦

 （北⽅⽣物圏フィールド科学センター 主任（森林圏北事務担当）から）  

外部資⾦担当 鈴 ⽊ 頼 ⼦

 （筑波⼤学研究推進部研究企画課（研究戦略係）から）  

教務担当 川 越 千恵美

 （法学研究科教務担当から）  

研究協⼒担当 佐 藤 哲 也

 （病院総務課総務担当から）  

＜⾮常勤職員＞

（採⽤，配置換）



H23. 4. 1 ⾃然史科学部⾨ 博⼠研究員 江 端 新 吾

H23. 4. 1 地震⽕⼭研究観測センター 技術補助員 塚 ⽥ 真理⼦

H23. 4. 1 地震⽕⼭研究観測センター 事務補助員 掛 村 ⿇⾐⼦

H23. 4. 1 地震⽕⼭研究観測センター ⾮常勤研究員 柿 並 義 宏

H23. 4. 1 地震⽕⼭研究観測センター ⾮常勤研究員 ⼤ 園 真 ⼦

H23. 4. 1 地震⽕⼭研究観測センター 特任准教授 YULIANTO EKO

H23. 4. 1 理学⽣命科学事務部事務課 嘱託職員 ⼟ 屋 妙 ⼦

H23. 4. 1 理学⽣命科学事務部事務課 事務補佐員 佐 藤 由 ⾹

H23. 4. 1 理学⽣命科学事務部事務課 事務補佐員 阿 部 り え

H23. 4. 1 ⽣物科学部⾨ 博⼠研究員 佐 古 ⾹ 織

H23. 4. 1 ⽣物科学部⾨ 事務補助員 畑 中 ⿇ 美

H23. 3.31 数学部⾨ 事務補助員 中 川 裕 ⼦

H23. 3.31 数学部⾨ 事務補助員 笠 原 由紀⼦

H23. 3.31 数学部⾨ 技術補助員 荻 原 智 ⼤

H23. 3.31 数学部⾨ 学術研究員 ⻑ 瀬 優 ⼦

H23. 3.31 数学部⾨ 博⼠研究員 江     渝

H23. 3.31 化学部⾨ 博⼠研究員 野 村 尚 ⽣

H23. 3.31 物理学部⾨ 技術補助員 升 家 佑 介

H23. 3.31 物理学部⾨ 技術補助員 吉 ⽥ ひとみ

H23. 3.31 物理学部⾨ 学術研究員 勝 ⽥   豊

H23. 3.31 物理学部⾨ 学術研究員 ⼭ ⽥ 志真⼦

H23. 3.31 物理学部⾨ 博⼠研究員 須 ⽥ 拓 ⾺

H23. 3.31 物理学部⾨ 博⼠研究員 Grabovskiy Sergey

H23. 2.28 ⾃然史科学部⾨ 博⼠研究員 本 多   亮

H23. 2.28 ⾃然史科学部⾨ 博⼠研究員 宮 坂 瑞 穂

H23. 2.28 地震⽕⼭研究観測センター 学術研究員 中 村 有 吾

H23. 3.31 ⾃然史科学部⾨ 事務補佐員 村 上 美 礼

H23. 3.31 ⾃然史科学部⾨ 事務補佐員 津 坂 恵理⼦

H23. 3.31 ⾃然史科学部⾨ 事務補佐員 森 定 路 恵

H23. 3.31 ⾃然史科学部⾨ 事務補佐員 蟹 澤 美 佳

H23. 3.31 ⾃然史科学部⾨ 技術補助員 岡 村 栄 理

H23. 3.31 ⾃然史科学部⾨ 技術補助員 ⽚ ⼭ 樹 ⾥

H23. 3.31 ⾃然史科学部⾨ 技術補助員 ⼭ 本 広 佑

H23. 3.31 地震⽕⼭研究観測センター 事務補助員 近 藤 亜 樹

H23. 3.31 地震⽕⼭研究観測センター 技術補助員 ⾦ ⼦ 理 絵

H23. 3.31 地震⽕⼭研究観測センター ⾮常勤研究員 ⼭ ⾕ 祐 介

H23. 3.31 地震⽕⼭研究観測センター 特任教授 BOURGEOIS JOANNE

H23. 3.31 理学⽣命科学事務部事務課 事務補佐員 ⼟ 屋 妙 ⼦

 （平成23年4⽉1⽇付け嘱託職員へ）  

H23. 3.31 理学⽣命科学事務部事務課 事務補佐員 ⾼ 坂 愛 ⼦

H23. 3.31 理学⽣命科学事務部事務課 事務補佐員 相 沢 佐⽮⼦

H23. 3.31 ⽣物科学部⾨ 博⼠研究員 岡 本   崇

H23. 3.31 ⽣物科学部⾨ 博⼠研究員 松 﨑   潤

H23. 3.31 ⽣物科学部⾨ 事務補佐員 ⻘ 塚 奈 美

 

（任期満了退職，辞職，転出）
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