
◆ 理学部・理学院・⽣命科学院・

総合化学院合同FD

◆ 第２回理学部学位記授与式開催

◆ 外国⼈研究者等受⼊状況

(2012.1.2〜2012.4.1)

◆ 海外からの来訪者（短期滞在）

(2012.1.2〜2012.4.1)

◆ 学位授与 

平成24年1⽉22⽇付け学位授与者

◆ ⼈事異動〈正規職員・⾮正規職員〉

(平成24年1⽉2⽇〜平成24年4⽉1⽇)）



 

 
 3⽉12⽇(⽉)に理学部⼤講堂でFD研修会が開催され，約110名の教職員が参加しました。 

 まず，「学⽣との接し⽅と⾃殺予防」として，保健センターの武⽥弘⼦カウンセラーに御講演をいただき

ました。学⽣指導に当たっての連携協働の留意点と情報交換の必要性について，現場ならではの差し迫った

事例をもとにお話いただき，今後の学⽣対応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

の外，平成24年度からは理学院共通科⽬でも⽇本語・英語による授業アンケートが実施されることになり，

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24年3⽉21⽇(⽔)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 

１．はじめに 理学部⻑ ⼭下 正兼 先⽣ 

２．特別講演(60分) 

  「学⽣との接し⽅と⾃殺予防」 

   保健センター 武⽥ 弘⼦カウンセラー 

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      松本 圭司 先⽣ 

   物理学科          根本 幸児 先⽣ 

   地球惑星科学科       渡部 重⼗ 先⽣ 

   化学科           武次 徹也 先⽣ 

   ⽣物科学科(⽣物学)     清⽔  隆 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       根本 幸児 先⽣ 

   宇宙理学専攻        末廣 ⼀彦 先⽣ 

   ⾃然史科学専攻       杉⼭ 滋郎 先⽣ 

   ⽣命科学院⽣命科学専攻   綾部 時芳 先⽣ 

   総合化学院総合化学専攻   新井 則義 先⽣ 

４．質疑応答・総合討論 

５．おわりに 理学院⻑      寺尾 宏明 先⽣ 

 



       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」を昨年度から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，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。

 学部⻑からは，卒業⽣の前途と発展を祈念するはなむけの⾔葉が贈られ，卒業⽣の新しい⾨出を祝しまし

た。

(当⽇の写真は，表紙をごらんください。)

 

 

 



期間：2012年1⽉2⽇〜2012年4⽉1⽇

【受⼊部⾨名：原⼦核反応データベース研究開発センター】

年 ⽉ ⽇

(期  間)

来     訪     者

(国名・所属・職名等・⽒名)

⽬       的

【 経費等・受⼊教員 】

2012.01.28

-2012.04.03

カザフスタン：カザフスタン国⽴教育⼤

学 

⼤学院⽣

Meruert Takibayeva

研究打合せ

【外国政府等・合川正幸】

 



期間：2012年1⽉2⽇〜2012年4⽉2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)

2012.01.23

-2012.02.03

Turkey： Middle East Technical Univ.

Assistant

Mohan Bhupal

研究打合せ

(⼩野 薫)

2012.01.23

-2012.02.04

韓国：Seoul National University

Assistant

Koert van Otto

研究打合せ

(⼩野 薫)

2012.01.26

-2012.02.01

韓国：Seoul National University

Assistant

Urs Frauenfelder

研究打合せ

(⼩野 薫)

2012.01.30

-2012.02.09

Vietnam：Vietnam Academy of Sci. and tech.,

Inst. of Math.

Assoc. Prof.

Nguyen Viet Dung

研究打合せ

(寺尾宏明)

2012.02.06

-2012.02.11

中国： Northeast Normal University

教授

Pei Donghe

北東数学研究会

(⽯川剛郎)

2012.02.07

-2012.02.12

USA： University of Oregon

教授

Norman Christopher Phillips

研究打合せ

(岸本晶孝)

2012.02.08

-2012.02.19

中国： Zhejiang University

教授

Jian Zhai

北東数学研究会

(神保秀⼀)

2012.02.12

-2012.02.18

台湾：国⽴成功⼤学 

Assistant

River Chiang

研究打合せ

(⼩野 薫)

2012.02.13

-2012.02.20

台湾：National Tsing Hua Univ.

Assist. of special

Jin-Cheng Jiang

北東数学研究会

(⾼岡秀夫)

2012.02.14

-2012.02.24

Canada：The University of British Columbia

PD

Erick B. Wong

北東数学研究会

(⾼岡秀夫)

2012.02.15

-2012.02.23

Canada：The University of British Columbia

PD

Eva Koo

北東数学研究会

(⾼岡秀夫)



2012.02.16

-2012.02.18

中国：Peking University

DC

Shuxia Wang

北東数学研究会

(⾼岡秀夫)

2012.02.18

-2012.02.23

USA：Brown University

DC

Dinakar Muthiah

研究集会参加

(⼭下 博)

2012.02.19

-2012.02.23

Netherland：Radboud Universiteit Nijmegen

Assist. Prof.

Maarten Solleveld

研究集会参加

(中村 郁)

2012.02.19

-2012.02.24

USA：Massachusetts Institute of Technology

DC

Steven Sam

研究集会参加

(中村 郁)

2012.02.19

-2012.02.25

France：CNRS

Researcher

Daniel Juteau

研究集会参加

(阿部紀⾏)

2012.02.29

-2012.03.12

USA：The Pennsylvania State Univ.

教授

Manfred Denker

研究集会参加

(由利美智⼦)

2012.03.02

-2012.03.10

Jerusalem：Hebrew University

教授

Yuri Kifer

研究集会参加

(由利美智⼦)

2012.03.02

-2012.03.09

USA：The Ohio State University

教授

Vitaly Bergelson

研究集会参加

(由利美智⼦)

2012.03.03

-2012.03.10

Israel：Weizmann Inst. of Sci.

Assist. Prof.

Omri Sarig

研究集会参加

(由利美智⼦)

2012.03.03

-2012.03.15

USA：The Pennsylvania State Univ.

教授

Yakov Pesin

研究集会参加

(由利美智⼦)

2012.03.04

-2012.05.29

Turkey：Istanbul University

研究員

Handan Yildirim

研究打合せ

(泉屋周⼀)

2012.03.10

-2010.03.16

中国： Shanghai University of Finance and 

Economics

Lecturer

Jiang Yu

研究集会参加

(中村 ⽞)

2012.03.12

-2012.03.16

ドイツ：Technische Universität Dortmund

教授

Matthias Röger

研究打合せ

(利根川吉廣)

2012.03.15

-2012.03.23

France：Université Paris XIII

准教授

David Dos Santos Fereirra

研究打合せ

(中村 ⽞)

2012.03.19

-2012.03.22

USA：University of Nevada, Reno

教授

Alex Kumjian

研究打合せ

(岸本晶孝)



 

【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)

2012.02.21

-2012.02.24

デンマーク：コペンハーゲン⼤学 

教授

Martin Bizzarro

研究打合せ

(圦本尚義)

 



 

平成24年3⽉22⽇付け学位授与者

【課程博⼠】(理学院 25名）

伊藤 英⼈ (化学専攻）

Transition Metal Catalyzed Activation of Alkynes for Efficient Synthesis of Cyclic Compounds and
Allenylsilanes
(遷移⾦属触媒によるアルキンの活性化を利⽤した環状化合物とアレニルシランの効率的合成法の開発）

 主査 教 授 澤村 正也

櫻井 理恵 (化学専攻）

Studies on Photofunctionalities of Cyclometalated Dinuclear Platinum(II) Complexes and Exploration toward
New Photoinduced Hydrogen Generation Systems
(シクロメタレート型⽩⾦(II)複核錯体の光機能性と新規光⽔素発⽣系探索に関する研究）

 主査 教 授 加藤 昌⼦

杉野 寛佳 (化学専攻）

Structural Effects for Synthesis and Mobility-control of Imine-bridged Rotaxanes and Exploration toward
Multi-interlocked Systems
(イミン架橋型ロタキサンの構築と運動性制御に対する構造の影響および多重インターロックシステムへの展開）

 主査 教 授 鈴⽊ 孝紀

髙橋 悠 (化学専攻）

Asymmetric Total Synthesis of Zoanthenol
(ゾアンテノールの不⻫全合成）

 主査 教 授 ⾕野 圭持

髙橋 由⾹利 (化学専攻）

Study on the Soluble Organic-Inorganic Hybrid Semiconductors of the Tin-Iodide System: Origin of the
High Conductivity and Hole Doping
(ヨウ化スズ系可溶性有機・無機ハイブリッド半導体の⾼伝導性とホールドーピングに関する研究）

 主査 教 授 稲辺 保

⽥近(⾼瀬） 舞 (化学専攻）

Studies on In-situ Observation and Manipulation of Molecules on Surface of Metal Nanostructure under
Light Illumination
(光照射下における⾦属微細構造表⾯上の分⼦のその場観測ならびに制御に関する研究）

 主査 教 授 村越  敬

Debabrata PAYRA (化学専攻）



Synthesis and Studies of a Variety of Thiophene Co-oligomers
(多様なチオフェンコオリゴマーの合成と性質）

 主査 教 授 澤村 正也

永川 桂⼤ (化学専攻）

Conjugation of gold nanoparticle with viral capsid proteins for biomedical applications
(⽣物医学的応⽤を⽬指したウイルスキャプシドタンパク質と⾦ナノ粒⼦のコンジュゲーション）

 主査 教 授 居城 邦治

⽇野 浩嗣 (化学専攻）

ホタテガイ精巣における Ran およびカルシニューリンの機能に関する研究

 主査 教 授 村上 洋太

⼋⽊ 寛陽 (化学専攻）

Development of p53-Inducible Phosphatase PPM1D Inhibitors Directed to Specific Regulatory Loops
(p53 誘導性ホスファターゼ PPM1D の特異的調節ループ指向性阻害剤の開発）

 主査 教 授 坂⼝ 和靖

⼭橋 幸恵 (化学専攻）

極性制御キナーゼ PAR1b/MARK２によるアクチン⾻格系調節に関する研究

 主査 教 授 坂⼝ 和靖

清⽔ 悠晴 (量⼦理学専攻）

Study on Superconducting Symmetry of Uranium Heavy-Electron Compound UBe13 by Very-Low
Temperature Precise Magnetization and Specific-Heat Measurements
(極低温精密磁化および⽐熱測定による重い電⼦系ウラン化合物 UBe13 の超伝導対称性に関する研究）

 主査 教 授 網塚  浩

Ichinkhorloo Dagvadorj (宇宙理学専攻）

Analyses of n+6Li and ｎ+7Li Reactions Using the Continuum Discretized Coupled-Channels Method
(離散化連続結合チャンネル法を⽤いた n+6Li and ｎ+7Li 反応の分析）

 主査 特任教授 加藤 幾芳

⼤⽯ 晋恵 (宇宙理学専攻）

Observational Study of Dense Gas Formation in the End of the Galactic Bar
(銀河系のバーエンドにおける⾼密度分⼦ガス形成についての観測的研究）

 主査 教 授 ⽻部 朝男

⼤⽊ 平 (宇宙理学専攻）

Study of Dry Minor Mergers and Size Evolution of Early-Type Galaxies
(銀河合体による早期型銀河のサイズ進化に関する研究）

 主査 教 授 ⽻部 朝男

近藤 陽志 (宇宙理学専攻）



Perturbative Study of Supersymmetric Ward-Takahashi Identity in Exact Supersymmetric Model on the
Lattice
(超対称性を全て厳密に保つ格⼦模型における、超対称ウォード・⾼橋恒等式の摂動的研究）

 主査 特任教授 河本  昇

松井 佳菜 (宇宙理学専攻）

An Observational Study of Barred Spiral Galaxies at z~0.1 with Spectral Line Profile Diagnostics
(スペクトルの輪郭診断を利⽤した z~0.1 の棒渦巻銀河に対する観測的研究）

 主査 教 授 ⽻部 朝男

嶋⽥ ⼤輔 (⾃然史科学専攻）

Taxonomic Study of Free-living Marine Nematodes in Order Enoplida (Nematoda: Enoplea) from Hokkaido,
Japan
(北海道におけるエノプルス⽬(線形動物：エノプルス綱）海産⾃由⽣活性線⾍の分類学的研究）

 主査 教 授 Matthew H. DICK

Syafriani (⾃然史科学専攻）

3-D shear-wave structure of the upper mantle in the Indonesian region from multi-mode surface waves
(マルチモード表⾯波の解析によるインドネシア地域の上部マントルの3次元S波速度構造）

 主査 教 授 蓬⽥ 清

髙⽟ 孝平(⾃然史科学専攻）

Mechanisms of the surface-layer wind response to the Gulf Stream in a regional atmospheric model
(領域⼤気モデル中の湾流に対する表層⾵応答メカニズム）

 主査 教 授 ⾒延 庄⼠郎

多⽥ 泰紘 (⾃然史科学専攻）

Biogeography, Phylogenetic Relationships, Karyology and Fecundity of Parthenogenetic and Sexual Forms
of the Flightless Weevil Scepticus insularis (Coleoptera: Curculionidae)
(クワヒョウタンゾウムシ単為⽣殖型と両性⽣殖型の⽣物地理、遺伝的関係、染⾊体、および繁殖⽣態）

 主査 特任教授 ⽚倉 晴雄

蛭⽥ 千鶴江 (⾃然史科学専攻）

Histomorphological analysis of parthenogenesis and sexual reproduction in the water flea, Daphnia pulex
(ミジンコにおける単為⽣殖と有性⽣殖機構の組織形態学的解析）

 主査 教 授 栃内 新

Abdul Rahim Marutheri Kandiyil (⽣命理学専攻）

Dynamic Photocontrol of the Kinesin-Microtubule Motor Protein by a Photoisomerizable Monolayer Surface
(光異性化単分⼦膜表⾯によるモータータンパク質キネシン－微⼩管の光動的制御）

 主査 教 授 ⽟置 信之

肖  楠 (⽣命理学専攻）

Study on Antifreeze Proteins from Cold Adapted Fungi and Diatoms



(低温適応菌類及び藻類由来の不凍タンパク質に関する研究）

 
主査 客員教授 津⽥ 栄 
(連携分野教員）

胡  建 (⽣命理学専攻）

Synthesis and Mechanism of Tough Hydrogels Reinforced by Microgels as Sacrificial Bonds
(微粒⼦ゲルを犠牲結合とする⾼靱性ハイドロゲルの創製とその原理に関する研究）

 主査 教 授 龔 剣萍

 



 

対象期間：平成24年1⽉2⽇〜平成24年4⽉1⽇

＜正規職員＞

平成24年1⽉16⽇付け発令

(採⽤)

化学部⾨物理化学分野 准教授 原 ⽥   潤

 (東京⼤学 助教から)  

平成24年2⽉1⽇付け発令

(採⽤)

化学部⾨物理化学分野 助教 前 ⽥   理

 (京都⼤学 特定助教から)  

物理学部⾨⾮線形物理学分野 助教 TASKER ELIZABETH

 (同部⾨ 特任助教から)  

平成24年2⽉29⽇付け発令 

(辞職)

数学部⾨ 教授 ⼩ 野   薫

 (平成24年3⽉1⽇付け京都⼤学へ)  

平成24年3⽉31⽇付け発令 

(定年退職)

数学部⾨ 教授 中 村   ⽞

 (平成24年4⽉1⽇付け特任教授(再雇⽤)へ)  

数学部⾨ 教授 林   実樹廣

 (平成24年4⽉1⽇付け特任教授(再雇⽤)へ)  

数学部⾨ 准教授 前 ⽥ 芳 孝

 (平成24年4⽉1⽇付け特任准教授(再雇⽤)へ)  

化学部⾨物理化学分野 准教授 野 呂 武 司

 (平成24年4⽉1⽇付け特任准教授(再雇⽤)へ)  



物理学部⾨電⼦物性物理学分野 教授 伊 ⼟ 政 幸

 (平成24年4⽉1⽇付け特任教授(再雇⽤)へ)  

物理学部⾨電⼦物性物理学分野 教授 ⼤ 川 房 義

 (平成24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ダイナミクス分野 教授 池 ⽥ 隆 司

 (平成24年4⽉1⽇付け特任教授(再雇⽤)へ)  

事務部⻑ 細 野 正 廣

(辞職)

⾃然史科学部⾨地球惑星システム科学分野 准教授 ⾓ 皆   潤

 (平成23年4⽉1⽇付け名古屋⼤学へ)  

課⻑補佐(学術担当) 松 本 智 ⼦

(任期満了)

数学部⾨ 特任教授(再雇⽤) 岸 本 晶 孝

数学部⾨ 特任教授(再雇⽤) 中 村   郁

数学部⾨ 特任教授(再雇⽤) 吉 ⽥ 知 ⾏

物理学部⾨量⼦物理学分野 特任教授(再雇⽤) ⽯ 川 健 三

物理学部⾨量⼦物理学分野 特任教授(再雇⽤) 河 本   昇

物理学部⾨⾮線形物理学分野 特任教授(再雇⽤) 加 藤 幾 芳

物理学部⾨⾮線形物理学分野 特任教授(再雇⽤) 藤 本 正 ⾏

⾃然史科学部⾨多様性⽣物学分野 特任教授(再雇⽤) ⽚ 倉 晴 雄

⾃然史科学部⾨地球惑星システム科学分野 特任准教授(再雇⽤) 新井⽥ 清 信

嘱託職員(⼤学院担当) ⽵ ⽥ 定 好

嘱託職員(研究協⼒担当) 畑 中 昌 夫

嘱託職員(庶務担当(附属地震⽕⼭研究観測センター事務室)) 鴨 川 凌 ⼦

嘱託職員(庶務担当(物理学部⾨図書室)) 宮 ⾕ 千津⼦

嘱託職員(技術部(附属地震⽕⼭研究観測センター)) 岡 ⼭ 宗 夫

平成24年4⽉1⽇付け発令 



(転出)

課⻑補佐(総務担当) 三本⽊   毅

 (医学系事務部保健科学研究院事務課⻑へ)  

課⻑補佐(学務担当) 今 野 康 ⼆

 (学務部学⽣⽀援課課⻑補佐へ)  

係⻑(庶務担当) 堀 川 まゆみ

 (病院医事課医療⽀援室係⻑(地域医療連携担当)へ)  

係⻑(外部資⾦担当) 遠 藤 克 紀

 (病院総務課係⻑(給与担当)へ)  

係⻑(研究協⼒担当) 澤 ⽥ 浩 ⼀

 (⼯学系事務部教務課係⻑(学⽣⽀援担当)へ)  

主任(会計担当) ⾕地中 ⼤ 介

 (総務企画部⼈事課主任(共済担当)へ)  

主任(研究協⼒担当) ⼭ ⽥ 睦 代

 (環境科学事務部主任(会計担当)へ)  

主任(⼤学院教育担当) ⾕     忍

 (学務部学⽣⽀援課主任(学⽣⽀援企画担当)へ)  

外部資⾦担当 佐 藤 将 ⼈

 (財務部調達課(役務契約担当)へ)  

(命)

評議員  

 
任期：H24.4.1〜H26.3.31(再任)
化学部⾨物理化学分野教授

 
稲 辺   保

附属地震⽕⼭研究観測センター⻑  

 
任期：H24.4.1〜H26.3.31(再任)
附属地震⽕⼭研究観測センター 教授

 
⾕ 岡 勇市郎

(採⽤)

数学部⾨ 准教授 宮 尾 忠 宏

 (摂南⼤学 講師から)  

数学部⾨ 准教授 吉 永 正 彦



 (京都⼤学 助教から)  

⾃然史科学部⾨地球惑星システム科学部⾨ 講師 橘   省 吾

 (東京⼤学 助教から)  

会計担当 吉 ⽥ 早 織

 (新規採⽤)  

(昇任)

数学部⾨ 教授 齋 藤   睦

 (同分野准教授から)  

物理学部⾨⾮線形物理学分野 准教授 徂 徠 和 夫

 (同分野助教から)  

主任(研究協⼒担当) 佐 藤 哲 也

 (研究協⼒担当から)  

技術部機器・試料製作技術班 技術専⾨職員 菅 野 孝 照

 (同班技術職員から)  

(転⼊)

事務部⻑ ⽚ 岡 平 和

 (病院管理課⻑から)  

課⻑補佐(総務担当) 髙 橋 克 郎

 (室蘭⼯業⼤学総務グループコーディネーターから)  

課⻑補佐(学術担当) 浪 塚 良 平

 (情報環境推進本部情報推進課係⻑(総務企画担当)から)  

課⻑補佐(学務担当) 菅 ⽥ 勝 美

 (医学系事務部総務課係⻑(⼤学院教育担当)から)  

係⻑(庶務担当) 泉 澤 成 実

 (病院総務課係⻑(法規調査担当)から)  

係⻑(外部資⾦担当) ⽯ 川 裕 司

 (苫⼩牧⼯業⾼等専⾨学校総務課契約係⻑から)  

係⻑(研究協⼒担当) 濱   勝 博

 (環境科学事務部係⻑(総務担当)から)  

係⻑(教務担当) 橋 本 匠 司

 (学務部⼊試課係⻑(特別選抜担当)から)  

附属図書館利⽤⽀援課付(理・図書担当) 久 ⽶ 未希⼦

 (附属図書館学術システム課(⽬録担当)から)  

(再雇⽤)



H24.1.16 ⾃然史科学部⾨ 事務補助員 密⼭ 琴美

   

H24.2. 1 地震⽕⼭研究観測センター 特任准教授
CHAGUE-GOFF
CATHERINE

H24.2. 1 地震⽕⼭研究観測センター 事務補助員 江⼝ 直美

    

H24.3. 1 物理学部⾨ 事務補助員 瀧川 真由

    

H24.4. 1 数学部⾨ 学術研究員 加世堂 公希

H24.4. 1 数学部⾨ 学術研究員 下條 昌彦

H24.4. 1 数学部⾨ 学術研究員 福永 知則

H24.4. 1 数学部⾨ 技術補助員 ⿊⽥ 匡迪

H24.4. 1 数学部⾨ 技術補助員 辻栄 周平

H24.4. 1 数学部⾨ 技術補助員 中川 義之

H24.4. 1 数学部⾨ 事務補助員 浅井 恵理

    

H24.4. 1 化学部⾨ 博⼠研究員 胡 建

H24.4. 1 物理学部⾨ 事務補助員 折⼾ 由希

    

H24.4. 1 ⾃然史科学部⾨ 博⼠研究員 中右 浩⼆

H24.4. 1 ⾃然史科学部⾨ 博⼠研究員 宮坂 瑞穂

H24.4. 1 ⾃然史科学部⾨ 技術補助員 濱⽥ 怜奈

H24.4. 1 ⾃然史科学部⾨ 技術補助員 柳井 佳穂⾥

H24.4. 1 ⾃然史科学部⾨ 事務補助員 佐々⽊ 彩乃

    

H24.4. 1 地震⽕⼭研究観測センター 特任教授
Verma Saurabh
Kumar

H24.4. 1 地震⽕⼭研究観測センター 事務補助員 坪井 奈々

    

H24.4. 1 ⽣物科学部⾨ 技術補助員 松本 千尋

    

H24.4. 1
原⼦核反応データベース研究開

発センター
博⼠研究員 牧永 綾乃

    

嘱託職員(産学連携事務室担当) 福 元   彰

 (⼯学系事務部経理課⻑から)  

(配置換)

外部資⾦担当 加 藤 隆 之

 (研究協⼒担当から)  

⼤学院教育担当 ⼤ 橋 史緒吏

 (教務担当から)  

＜⾮常勤職員＞

(採⽤，配置換)



H24.4. 1 理学・⽣命科学事務部事務課 事務補佐員 成澤 史恵

H24.4. 1 理学・⽣命科学事務部事務課 事務補佐員 福⽥ 美波

H24.4. 1 理学・⽣命科学事務部事務課 事務補佐員 松下 華奈江

H24.4. 1 理学・⽣命科学事務部事務課 事務補佐員 髙清⽔ ⿇希

H24.4. 1 理学・⽣命科学事務部事務課 事務補助員 岸 佳世

H24.4. 1 理学・⽣命科学事務部事務課 事務補助員 中島 瞳

    

H24.4. 1 数学部⾨ 学術研究員(博⼠研究員より) 河村 尚明

H24.4. 1 数学部⾨ 技術補佐員(技術補助員より) ⼩⾦沢 康⼦

H24.4. 1 ⾃然史科学部⾨ 技術補佐員(低温科学研究所より) 村上 美礼

H24.4. 1 地震⽕⼭研究観測センター 学術研究員(⾮常勤研究員より) 柿並 義宏

H24.4. 1 地震⽕⼭研究観測センター 技術補助員(研究⽀援推進員より) 森⾕ 武男

H24.4. 1 地震⽕⼭研究観測センター 研究⽀援推進員(嘱託職員より) 岡⼭ 宗夫

H24.4. 1 地震⽕⼭研究観測センター 事務補助員(嘱託職員より) 鴨川 凌⼦

H24.4. 1 ⽣物科学部⾨ 技術補助員(先端⽣命科学研究院より) 森⽥ 嘉恵

H24.4. 1 理学・⽣命科学事務部事務課 事務補助員(嘱託職員より) 畑中 昌夫

H24.4. 1 理学・⽣命科学事務部事務課 事務補助員(嘱託職員より) ⽵⽥ 定好

H24.1.20 化学部⾨ 技術補助員 吉⽥ 佳世

H24.1.20 ⾃然史科学部⾨ 事務補佐員 櫻井 可奈⼦

    

H24.1.31 数学部⾨ 学術研究員 福永 知則

H24.1.31 物理学部⾨ 特任助教(H24.2.1付け助教採⽤) Elizabeth Tasker

H24.1.31 地震⽕⼭研究観測センター 特任准教授 Pinegina Tatiana

    

H24.2.29 ⾃然史科学部⾨ 博⼠研究員 本多 亮

H24.2.29 ⾃然史科学部⾨ 博⼠研究員 宮坂 瑞穂

H24.2.29 地震⽕⼭研究観測センター 学術研究員 中村 有吾

    

H24.3. 1 地震⽕⼭研究観測センター 技術補助員 笠原 稔

    

H24.3.31 数学部⾨ 博⼠研究員 室﨑 喬之

H24.3.31 数学部⾨ 事務補佐員 出⽻ 真樹⼦

H24.3.31 数学部⾨ 事務補佐員 ⼭⽥ 加織

H24.3.31 数学部⾨ 学術研究員 笠原 雪夫

H24.3.31 数学部⾨ 学術研究員 服部 良平

H24.3.31 数学部⾨ 学術研究員 ⽔野 将司

H24.3.31 数学部⾨ 技術補助員 ⻘⼭ 直樹

H24.3.31 数学部⾨ 技術補助員 ⼊来 碧

H24.3.31 数学部⾨ 技術補助員 荻原 智⼤

H24.3.31 数学部⾨ 技術補助員 ⽥⼦⾕ 敏幸

H24.3.31 数学部⾨ 技術補助員 ⽥中 英裕

H24.3.31 数学部⾨ 技術補助員 松波 周⼀

H24.3.31 数学部⾨ 技術補助員 丸⼭ 敦史

    

H24.3.31 化学部⾨ 技術補佐員 置⽥ 貴代美

(任期満了退職、辞職、転出)



H24.3.31 化学部⾨ 事務補佐員 福⽥ クミ

H24.3.31 化学部⾨ 学術研究員 佐々⽊ 陽⼀

H24.3.31 化学部⾨ 技術補助員 ⽥中 あゆみ

H24.3.31 化学部⾨ 技術補助員 ⽥中 眞紀

H24.3.31 化学部⾨ 技術補助員 ⾕⼝ 美智⼦

H24.3.31 化学部⾨ 事務補助員 ⼤原 恵美

    

H24.3.31 物理学部⾨ 博⼠研究員 Grabovskiy Sergey

H24.3.31 物理学部⾨ 学術研究員 勝⽥ 豊

H24.3.31 物理学部⾨ 学術研究員 ⼭⽥ 志真⼦

H24.3.31 物理学部⾨ 事務補助員 鈴⽊ ⽐奈⼦

H24.3.31 物理学部⾨ 事務補助員 平野 歩

    

H24.3.31 ⾃然史科学部⾨ 博⼠研究員 ⼩松 ⼤祐

H24.3.31 ⾃然史科学部⾨ 博⼠研究員 上澤 真平

H24.3.31 ⾃然史科学部⾨ 学術研究員 ⼭⼝ 愛果

H24.3.31 ⾃然史科学部⾨ 技術補助員 加藤 千図

H24.3.31 ⾃然史科学部⾨ 技術補助員 川崎 教⾏

H24.3.31 ⾃然史科学部⾨ 技術補助員 平川 靜

H24.3.31 ⾃然史科学部⾨ 技術補助員 ⼤坂 千代美

H24.3.31 ⾃然史科学部⾨ 技術補助員 岸⼭ 知愛

H24.3.31 地震⽕⼭研究観測センター 特任准教授
CHAGUE-GOFF
CATHERINE

H24.3.31 地震⽕⼭研究観測センター 技術補助員 塚⽥ 真理⼦

    

H24.3.31 ⽣物科学部⾨ 博⼠研究員 佐古 ⾹織

H24.3.31 ⽣物科学部⾨ 学術研究員 岩﨑 正純

H24.3.31 ⽣物科学部⾨ 学術研究員 岡野 淳⼀

H24.3.31 ⽣物科学部⾨ 学術研究員 ⾹川 紘⼦

H24.3.31 ⽣物科学部⾨ 学術研究員 松本 幸久

H24.3.31 ⽣物科学部⾨ 技術補助員 宮崎 裕美

H24.3.31 ⽣物科学部⾨ 技術補助員 森⽥ 奈緒美

H24.3.31 ⽣物科学部⾨ 技術補助員 ⼭⼝ 敏恵

H24.3.31 ⽣物科学部⾨ 事務補助員 畑中 ⿇美

    

H24.3.31 理学・⽣命科学事務部事務課 事務補佐員 ⽊村 しずえ

H24.3.31 理学・⽣命科学事務部事務課 事務補佐員 梅野 美智代

H24.3.31 理学・⽣命科学事務部事務課 事務補佐員 佐々⽊ 歩

H24.3.31 理学・⽣命科学事務部事務課 事務補佐員 ⽔永 ⾹

H24.3.31 理学・⽣命科学事務部事務課 事務補佐員 藤浦 めぐみ

H24.3.31 理学・⽣命科学事務部事務課 事務補助員 油⾕ 陽⼦

H24.3.31 理学・⽣命科学事務部事務課 事務補助員 道下 千都⼦

    

H24.3.31 化学部⾨ 博⼠研究員（医学研究科へ） ⻲⼭ 武志

    

H24.3.31 ⾃然史科学部⾨ 技術補佐員（低温科学研究所へ） 平野 まり⼦
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