
＜生命理学科＞ 兼任講師
＜数学科＞ 特任准教授 古澤　輝由 相川　勇輔　　 野島　修一　　
教授 青木　昇 教授 後藤　聡 安藤　耕司　　 落合　美佳　　
教授 ガイサ，Ｔ． 教授 花井　亮 青木　寛　　　 小川　博之　　
教授 筧　三郎 (2022年度研究休暇） 朝倉　陽子　　 大崎　愛弓　　
教授 小森　靖 准教授 樋口　麻衣子 馬場　秀忠　　 大谷　美沙都　
助教 小山　民雄 教授 堀口　吾朗 馬場　剛史　　 大井　周　　　
助教 松澤　陽介 准教授 岩川　弘宙　　 海老沢　研　　 岡田　宏之　　
准教授 西納　武男 助教 笠井　大司 榎園　昭智　　 大貫　裕之　　
教授 野呂　正行 教授 眞島　恵介 藤本　正樹　　 太田　敏博　　
特任教授 野海　正俊 (2022年度秋学期研究休暇） 船木　一幸　　 尾崎　直哉　　
教授 斉藤　義久 助教 森田　仁　　　 萩原　浩　　　 尾崎　早智　　
准教授 佐藤　信哉 助教 向井　崇人 浜屋　敏　　　 榊　直人　　　

(2022年度研究休暇） 助教 小田　隆 日暮　祥英　　 坂下　哲也　　
教授 杉山　健一 教授 岡　敏彦 平澤　昌樹　　 笹川　修司　　
助教 鈴木　雄太 准教授 榊原　恵子 堀田　昌寛　　 笹川　幸則　　
准教授 山田　裕二 教授 関根　靖彦 伊形　尚久　　 佐藤　博彦　　
教授 安田　雅哉　　 教授 塩見　大輔 稲田　利文　　 佐藤　勇二　　
教授 横山　和弘　　 教授 末次　正幸 石原　侑樹　　 澤井　秀次郎　

教授 山田　康之 石塚　芽具美　 清家　一馬　　
＜物理学科＞ 助教 養老　瑛美子 石崎　拓也 関　隆広　　　
教授 原田　知広 磯部　忠昭　　 柴田　和樹　　
准教授 初田　泰之 ＜兼担講師＞ 伊藤　元己　　 鹿間　直人　　
助教 平松　尚志 准教授 舘野　泰一 伊藤　傑　　　 島本　勇太　　
教授 平山　孝人 客員助教授 宇田　武文 岩永　寛規　　 島野　誠大　　
助教 一戸　悠人 助教Ａ 山口　誠一 伊豆　哲也　　 清水　敏文　　
助教 飯村　俊 金井　徳兼　　 篠原　直行　　
助教 石井　貴昭 加藤　秀人　　 祖谷　元　　　
教授 亀田　真吾 河合　英敏　　 須田　颯　　　
助教 木村　匡志 川村　広和　　 杉本　聡　　　
教授 北本　俊二 河野　泰朗　　 鈴木　裕武　　
教授 小林　努 川崎　政人　　 鈴木　志野　　
教授 栗田　和好 木下　俊一郎　 鈴木　忠幸　　
助教 桑原　正輝 北村　比孝　　 田原　弘章　　
教授 村田　次郎 古賀　皓之　　 武田　渉　　　
准教授 中野　祐司 黄　啓新　　　 竹本　訓彦　　
特任准教授 中山　陽史 古明地　勇人　 瀧　景子　　　
准教授 中山　優 小西　輝昭　　 玉田　洋介　　

(2022年度研究休暇） 今野　良彦　　 田中　友　　　
助教 佐藤　寿紀 河野　孝彦　　 戸木田　雅利　
助教 椎名　陽子 河野　隆史　　 冨塚　一磨　　
教授 田口　真 久保　裕一郎　 鳥海　和也　　
准教授 山田　真也 久保田　義顕　 津田　雄一　　
助教 ツァイトラー 久間　晋　　　 柘植　清志　　

熊谷　直哉　　 津野　克彦　　
＜化学科＞ 隈川　直貴　　 對馬　剛　　　
助教 土居　英男　　 國中　均　　　 筒井　史哉　　
教授 枝元　一之 桑田　孝泰　　 都築　誠二　　
助教 石崎　裕也　　 町田　洋　　　 植松　崇之　　
助教 前島　尚行 間野　修平　　 上野　貢生　　
教授 松下　信之 政井　邦昭　　 上野　隆彦　　
教授 箕浦　真生 益永　圭　　　 海野　るみ　　
教授 三井　正明 松山　伸一　　 渡邉　永治　　
教授 宮部　寛志 松崎　由理　　 渡辺　智　　　
教授 望月　祐志 宮本　惠子　　 ウィロックス　
教授 森本　正和 溝口　元　　　 山田　亨　　　
教授 永野　修作 村上　豪　　　 山口　英斉　　
助教 西村　涼 村上　哲也　　 山口　まり　　
准教授 佐々木　直樹 村田　実貴生　 山中　雅則　　
特任准教授 菅又　功 武藤　知巳　　 山崎　敦　　　
准教授 田渕　眞理 永田　竜　　　 安池　智一　　
准教授 田邉　一郎 中川　直子　　 横倉　諒　　　
教授 和田　亨 中込　和哉　　 横山　順一　　
教授 山中　正浩 中村　正人　　 横山　聡　　　
助教 横森　創 中村　善貞　　 吉田　聡　　　

中田　庸一　　 吉水　孝緒　　
西田　洋一　　 吉野　和芳　　
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