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久保田廣 教授 ※

小瀬輝次 助教授 教授 名誉教授 ※

斉藤弘義 研究員

高島松雄 博士

只木靖子 技官 技官（他研究室）

田中堅一 技官 ※

松田浄史 修士

山口一郎 修士 助手

住本　徹 修士

小倉磐夫 講師 助教授 教授 名誉教授 ※

野口　勝 修士

古川泰男 修士

松本和也 受託研究員 論文博士 主査：小瀬

芳野俊彦 助手 講師 助教授

久保田敏弘 助手 論文博士 主査：小瀬

朝枝　剛 博士 論文博士 主査：小瀬

有本　昭 修士 論文博士 主査：小倉 研究員

門田　清 技官 ※

武田光夫 修士 博士 研究員

原田　勝 修士 ※

加藤正彦 受託研究員

唐津治夢 修士 博士

渡部俊太郎 修士 博士 助教授（物性研） 教授（物性研）

千原正男 技官

石井行弘 研究生

黒田和男 修士 博士 助手 助教授 教授

鈴木章義 修士 論文博士 主査：小倉

米村元喜 博士（2部・植村研）

立田光廣 修士 論文博士 主査：小倉

飯島俊幸 修士 博士

占部伸二 修士 論文博士 主査：小倉

鈴木武臣 研究員

川淵正己 受託研究員

坂本　洋 受託研究員

島地良宏 研究生

金田哲也 修士 論文博士 主査：小倉

森住雅明 研究生

伊藤良延 論文博士 主査：小瀬

鈴木謙二 修士 博士

高橋秀実 修士 博士

平野新一 修士

伊藤雅英 修士 助手 論文博士・主査：小倉 研究員

渡辺昌良 修士 助手（物性研・渡部研） 論文博士・主査：渡部

李　容哲 研究生

岡山　浩 協力研究員

韓　昌元 外国人研究員

シェホーニン 外国人研究員

川瀬芳広 修士

武田　実 修士 論文博士 主査：黒田

富田康生 受託研究員

遠藤　彰 助手（物性研・渡部研）

田井秀男 修士 論文博士 主査：黒田 ※

サイノフ 外国人研究員

中村　誠 受託研究員

志村　努 修士 博士 助手 講師 助教授 教授

劉　中本 外国人研究員

李　志超 外国人研究員

岸本　康 研究生

神谷三郎 修士

謝　建平 外国人研究員

石渡　裕 卒研・学習院大

高山浩治 修士 ※

竹本智明 卒研・上智大

武　瑞成 中国政府派遣研究員

奈良　誠 受託研究員

久保田重夫 論文博士 主査：小倉 研究員 客員教授

八丁雅子 （新姓：山本） 卒研・上智大

尾松孝茂 修士 博士 研究員

室　幹雄 受託研究員

朱　　麗 外国人大学院研究生

篠崎　正 卒研・理科大

鈴木春彦 卒研・理科大

平　俊朗 卒研・理科大

岡村秀樹 修士 博士

近藤正弥 卒研・理科大

佐々木義和 卒研・理科大

中田一郎 共同研究員

岡崎義勝 修士

工藤慎太郎 卒研・理科大

高畑憲一 卒研・上智大

横田一郎 卒研・理科大

渡辺　良 卒研・理科大

大木裕史 論文博士 主査：小倉 客員教授

謝　春薇 外国人大学院研究生

鄭　和翊 研究生

繆　海燕 研究生

高瀬智裕 卒研・理科大 修士・理科大

根本洋一 卒研・理科大

堀内賢治 修士

藤宮光治 卒研・理科大 修士

飯塚　健 卒研・上智大

田村雅之 修士 論文博士 主査：黒田

矢島浩義 卒研・上智大
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田中拓也 修士 論文博士 主査：黒田

譚　小地 研究生 博士

本田澄典 修士・理科大

伊東　祐一 卒研・上智大

中村敦史 修士

孫　萬鈞 外国人研究員

辺　　軍 研究生

劉　　櫻 研究生

西脇青児 論文博士 主査：黒田

本多徳行 論文博士 主査：黒田

飯田健一 修士

大房直樹 修士

脇本裕之 卒研・理科大

加藤純一 客員助教授 研究員

的場　修 助手 研究員

小野英信 技官

芦原　聡 修士 助手 論文博士 主査：黒田 研究員

湯淺堂司 修士

犬島孝能 修士

堀内久喜 修士

渋谷眞人 論文博士 主査：黒田 研究員

竹内　陽 卒研・理科大

淺野大雅 修士

岩本　敏 修士 博士

早瀬茂規 修士

久田和也 修士

今城秀司 論文博士 主査：黒田 ※ ※

飯田恭弘 修士

縣島英生 修士

坪根　隆 修士

山田朋宏 修士

カムシリン 外国人客員教授

ヤラシウナス 外国人研究員

日比野謙一 論文博士 主査：黒田

武富紗代子 （新姓：井部） 修士

藤島丈泰 修士

藤村隆史 修士 博士 助教

丁　景福 研究生 修士 博士

岡美智雄 論文博士 主査：黒田

仁科　潤 修士

野村政宏 修士 博士

市村　功 論文博士 主査：黒田

安倍里織 （新姓：代田） 修士

池田　学 修士

染　會龍 外国人研究員

印南岳晴 修士

佐藤裕広 修士

藤岡伸秀 修士 博士

荒木敬介 論文博士 主査：黒田

吽野靖行 論文博士 主査：黒田

為村成亨 修士

太田隆之 修士

林　靖之 修士 博士

藤澤俊幸 修士

市村正太郎 修士

加久大地 修士

北崎聡一郎 修士

藤田勇人 修士

曾　祥龍 外国人研究員

斉藤公博 論文博士 主査：黒田

芦塚　泰 修士

林　賢吾 修士

望月崇宏 修士

山崎円与 修士

木山治樹 修士

寺田　優 修士

森山大器 修士

山本俊介 修士

堤　優子 （新姓：太田） 秘書

陳　険峰 外国人研究員

佐藤琢哉 助教

角洋次郎 修士

趙　成鎮 修士

遠矢祥弘 修士

中村友香 秘書

松本達彦 特定ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究員

飯田隆吾 修士 博士

鳥取潤一朗 修士

西　悠二 修士

野村文裕 修士

飯野淳也 修士

長井　徹 修士

森　圭輔 修士

岡根裕太郎 修士

楠木千尋 修士

照井勇輝 修士

吉峯　功 修士

河崎正人 修士

松橋佑介 修士
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