
所属学科 資格 氏名 研究室 場所

生命農学科 教授 腰岡　政二 農業生産技術 12-1F

生命農学科 教授 磯部　勝孝 作物科学 12-2F

生命農学科 教授 大澤　啓志 緑地環境科学 12-1F

生命農学科 教授 山田　昌彦 遺伝育種科学 12-2F

生命農学科 教授 立石　亮 園芸科学 12-2F

生命農学科 教授 窪田　聡 花の科学 12-2F

生命農学科 教授 北　宜裕 植物医科学 12-1F

生命農学科 准教授 宍戸　理恵子 遺伝育種科学 12-2F

生命農学科 准教授 畠山　吉則 応用昆虫科学 12-1F

生命農学科 准教授 井村　喜之 植物医科学 12-1F

生命農学科 専任講師 百瀬　博文 農業生産技術 12-1F

生命農学科 専任講師 藤崎　健一郎 緑地環境科学 12-1F

生命農学科 専任講師 水田　大輝 花の科学 12-2F

生命農学科 専任講師 肥後　昌男 作物科学 12-2F

生命農学科 専任講師 上吉原　裕亮 園芸科学 12-2F

生命農学科 専任講師 奈島　賢児 遺伝育種科学 12-2F

生命農学科 助手 山本　裕一 応用昆虫科学 12-1F

生命農学科 助手 東　未来 農業生産技術 12-1F

生命化学科 教授 西尾　俊幸 生物化学 12-4F

生命化学科 教授 関　泰一郎 栄養生理化学 12-3F

生命化学科 教授 熊谷　日登美 食品化学 12-3F

生命化学科 教授 高橋　令二 環境微生物学 12-3F

生命化学科 教授 隅田　裕明 土壌圏科学 12-4F

生命化学科 教授 野口　章 植物栄養生理学 12-4F

生命化学科 教授 荻原　淳 発酵化学 12-3F

生命化学科 准教授 袴田　航 生物化学 12-4F

生命化学科 准教授 中川　達功 環境微生物学 12-3F

生命化学科 専任講師 細野　崇 栄養生理化学 12-3F

生命化学科 専任講師 小林　孝行 土壌圏科学 12-4F

生命化学科 専任講師 平野　貴子 生物化学 12-4F

生命化学科 専任講師 伊藤　紘子 植物栄養生理学 12-4F

生命化学科 助教 土屋　雄揮 環境微生物学 12-3F

生命化学科 助手 増澤　依 栄養生理化学 12-3F

生命化学科 助手 山口　勇将 食品化学 12-3F

平成３１年度大学院生物資源科学研究科・獣医学研究科
研究指導アドバイザー

平成31年4月26日

　大学院生各位

　研究指導アドバイザー制度は修士論文作成や学会発表等に必要なアドバイスを専門分
野に制約されず専任教員が行う制度です。研究指導アドバイザーに相談したい場合は，
研究室に行ってください。
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所属学科 資格 氏名 研究室 場所

獣医学科 教授 金山　喜一 獣医生理学 6-2F

獣医学科 教授 丸山　総一 獣医公衆衛生学 医科セ3F

獣医学科 教授 鎌田　寛 獣医臨床病理学 9-2F

獣医学科 教授 亘　敏広 獣医内科学 9-2F

獣医学科 教授 遠矢　幸伸 獣医微生物学 6-2F

獣医学科 教授 杉谷　博士 獣医生化学 6-2F

教授 中山　智宏 獣医放射線学 9-2F

獣医学科 教授 森友　忠昭 魚病／比較免疫学 医科セ2F

獣医学科 教授 渋谷　久 獣医病理学 6-1F

獣医学科 教授 五味　浩司 獣医解剖学 6-1F

獣医学科 教授 山谷　吉樹 獣医麻酔・呼吸器学 病院2F

獣医学科 教授 浅野　和之 獣医外科学 9-2F

獣医学科 教授 鯉江　洋 獣医病態生理学 6-2F

獣医学科 教授 北川　勝人 獣医神経病学 病院2F

獣医学科 教授 堀北　哲也 獣医臨床繁殖学 医科セ2F

獣医学科 教授 伊藤　琢也 獣医衛生学 医科セ2F

獣医学科 教授 佐藤　雪太 実験動物学 医科セ3F

獣医学科 教授 壁谷　英則 獣医食品衛生学 医科セ2F

獣医学科 教授 山﨑　純 獣医薬理学 6-2F

獣医学科 教授 松本　淳 医動物学 6-3F

獣医学科 教授 小川　健司 獣医伝染病学 医科セ3F

獣医学科 准教授 加納　塁 獣医臨床病理学 9-2F

獣医学科 准教授 坂井　学 獣医内科学 9-2F

獣医学科 准教授 枝村　一弥 獣医外科学 9-2F

獣医学科 准教授 大滝　忠利 獣医臨床繁殖学 9-1F

獣医学科 准教授 安井　禎 獣医解剖学 6-1F

獣医学科 准教授 小熊　圭祐 獣医伝染病学 医科セ3F

獣医学科 准教授 伊藤　大介 獣医神経病学 病院2F

獣医学科 准教授 鈴木　由紀 獣医衛生学 医科セ2F

獣医学科 専任講師 髙橋　朋子 獣医放射線学 9-2F

獣医学科 専任講師 岡林　堅 獣医生化学 6-2F

獣医学科 専任講師 丸山　治彦 獣医臨床病理学 9-2F

獣医学科 専任講師 成田　貴則 分子生物学 6-2F

獣医学科 専任講師 手島　健次 獣医麻酔・呼吸器学 病院2F

獣医学科 専任講師 関　真美子 獣医外科学 9-2F

獣医学科 専任講師 齋藤　光芳 獣医薬理学 6-2F

獣医学科 専任講師 住吉　俊亮 獣医産業動物臨床学 9-1F

獣医学科 専任講師 近藤　広孝 獣医病理学 6-1F

獣医学科 専任講師 佐藤　真伍 獣医公衆衛生学 医科セ3F

獣医学科 専任講師 越後谷　裕介 実験動物学 医科セ3F

獣医学科 専任講師 片倉　文彦 魚病／比較免疫学 医科セ2F

獣医学科 助教 大野　真美子 獣医産業動物臨床学 医科セ2F

獣医学科 助教 木庭　猟達 獣医微生物学 6-2F

獣医学科 助手 増田　絢 医動物学 6-3F
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所属学科 資格 氏名 研究室 場所

動物資源科学科 教授 甲斐　藏 伴侶動物学 6-4F

動物資源科学科 教授 小林　信一 畜産経営学 6-3F

動物資源科学科 教授 小泉　聖一 畜産マーケティング 6-3F

動物資源科学科 教授 梶川　博 飼養学 6-3F

動物資源科学科 教授 山室　裕 動物組織機能学 6-4F

動物資源科学科 教授 長嶺　慶隆 動物育種学 6-4F

動物資源科学科 教授 大西　彰 動物生殖学 6-4F

動物資源科学科 教授 佐伯　真魚 草地学 6-3F

動物資源科学科 教授 岩佐　真宏 野生動物学 6-4F

動物資源科学科 教授 川井　泰 ミルク科学 6-4F

動物資源科学科 准教授 三角　浩司 動物生殖学 6-4F

動物資源科学科 准教授 福澤　めぐみ 伴侶動物学 6-4F

動物資源科学科 専任講師 園田　豊 動物組織機能学 6-4F

動物資源科学科 専任講師 相澤　修 動物組織機能学 6-4F

動物資源科学科 助教 浅野　早苗 飼養学 6-3F

食品ビジネス学科 教授 大矢　祐治 食品産業構造 本-12F

食品ビジネス学科 教授 木島　実 マーケティング 本-11F

食品ビジネス学科 教授 清水　みゆき 地域環境経済学 本-11F

食品ビジネス学科 教授 川手　督也 産業社会学 本-11F

食品ビジネス学科 教授 高橋　巌 地域経済論 本-11F

食品ビジネス学科 教授 宮部　和幸 農村資源開発論 本-11F

食品ビジネス学科 教授 大石　敦志 食品産業論 本-11F

教授 若林　素子 食品開発学 本-11F

食品ビジネス学科 教授 小野　洋 資源・環境経済学 本-12F

食品ビジネス学科 准教授 友田　滋夫 地域食品企業論 本-10F

食品ビジネス学科 准教授 阿久根　優子 国際フードシステム 本-11F

食品ビジネス学科 専任講師 齋藤　武至 食品企業分析論 本-11F

食品ビジネス学科 専任講師 久保田　裕美 食コミュニティ論 本-11F

食品ビジネス学科 専任講師 谷米　温子 フードコーディネート 本-11F

食品ビジネス学科 専任講師 片上　敏喜 フードツーリズム論 本-12F

食品ビジネス学科 専任講師 佐藤　奨平 食品企業組織論 本-11F

食品ビジネス学科 助教 清水　友里 食品開発学 本-10F

森林資源科学科 教授 井上　公基 森林利用学 10-5F

森林資源科学科 教授 岩田　隆太郎 森林動物学 10-4F

森林資源科学科 教授 堀江　亨 木造建築学 10-5F

森林資源科学科 教授 丸山　温 森林生態学 10-4F

森林資源科学科 教授 太田　祐子 森林植物・微生物学 10-4F

森林資源科学科 教授 木口　実 バイオマス資源化学 10-5F

海洋生物資源科学科 准教授 宮野　則彦 木材工学 10-5F

森林資源科学科 准教授 瀧澤　英紀 森林環境保全学 10-5F

森林資源科学科 准教授 鍛代　邦夫 森林植物・微生物学 10-4F

森林資源科学科 准教授 杉浦　克明 森林共生学 10-5F

森林資源科学科 専任講師 園原　和夏 森林共生学 10-5F

森林資源科学科 専任講師 小坂　泉 森林環境保全学 10-5F
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所属学科 資格 氏名 研究室 場所

森林資源科学科 専任講師 倉田　洋平 木材工学 10-5F

森林資源科学科 専任講師 中島　啓裕 森林動物学 10-4F

森林資源科学科 助手 毛利　嘉一 バイオマス資源化学 10-5F

海洋生物資源科学科 教授 松宮　政弘 海洋生物資源利用学 10-3F

海洋生物資源科学科 教授 小島　隆人 魚群行動計測学 10-4F

海洋生物資源科学科 教授 森　司 生物機能化学 10-3F

海洋生物資源科学科 教授 荒　功一 海洋環境学 10-4F

海洋生物資源科学科 教授 鈴木　美和 海洋生物生理学 10-3F

海洋生物資源科学科 准教授 髙井　則之 水族生態学 10-4F

海洋生物資源科学科 准教授 糸井　史朗 増殖環境学 10-3F

海洋生物資源科学科 准教授 福島　英登 海洋生物資源利用学 10-3F

海洋生物資源科学科 准教授 間野　伸宏 水圏生物病理学 10-3F

海洋生物資源科学科 専任講師 小糸　智子 海洋環境学 10-4F

海洋生物資源科学科 専任講師 牧口　祐也 魚群行動計測学 10-4F

海洋生物資源科学科 専任講師 井上　菜穂子 生物機能化学 10-3F

海洋生物資源科学科 専任講師 澤山　英太郎 海洋生物生理学 10-3F

海洋生物資源科学科 助教 中井　静子 水族生態学 10-4F

海洋生物資源科学科 助手 周防　玲 増殖環境学 10-3F

生物環境工学科 教授 宮本　眞吾 生物生産ｼｽﾃﾑ工学 7-2F

生物環境工学科 教授 佐瀬　勘紀 生物生産流通施設学 7-3F

生物環境工学科 教授 川本　治 環境土木施設工学 7-1F

生物環境工学科 教授 串田　圭司 地球環境・資源リモートセンシング 7-1F

生物環境工学科 教授 栗原　伸治 建築･地域共生ﾃﾞｻﾞｲﾝ 7-2F

生物環境工学科 教授 長坂　貞郎 水資源環境工学 7-2F

生物環境工学科 教授（研究所） 都　甲洙 生物生産流通施設学 7-3F

生物環境工学科 准教授 笹田　勝寛 地域環境保全学 7-1F

生物環境工学科 准教授 内ケ崎　万蔵 バイオメカトロニクス 7-3F

生物環境工学科 准教授 川越　義則 生物生産ｼｽﾃﾑ工学 7-2F

生物環境工学科 准教授 斉藤　丈士 環境土木施設工学 7-1F

生物環境工学科 准教授 對馬　孝治 地域環境保全学 7-1F

生物環境工学科 専任講師 藤沢　直樹 建築･地域共生ﾃﾞｻﾞｲﾝ 7-2F

生物環境工学科 専任講師 三谷　奈保 動物生態環境学 7-2F

生物環境工学科 専任講師 梅田　大樹 生物生産ｼｽﾃﾑ工学 7-2F

生物環境工学科 専任講師 山嵜　高洋 水資源環境工学 7-2F

生物環境工学科 助手 宮坂　加理 地球環境・資源リモートセンシング 7-1F

食品生命学科 教授 今井　正直 食品生命工学 12-5F

食品生命学科 教授 竹永　章生 食品資源利用学 12-6F

食品生命学科 教授 荻原　博和 食品衛生学 12-5F

食品生命学科 教授 細野　朗 食品生命機能学 12-6F

食品生命学科 教授 松藤　寛 食品分析学 12-6F

食品生命学科 教授 長田　和実 食品栄養学 12-6F

食品生命学科 准教授 鳥居　恭好 食品資源利用学 12-5F

食品生命学科 准教授 阿部　申 食品創成科学 12-5F

食品生命学科 准教授 成澤　直規 食品資源利用学 12-6F
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所属学科 資格 氏名 研究室 場所

食品生命学科 専任講師 陶　慧 食品生命工学 12-5F

食品生命学科 専任講師 河原井　武人 食品衛生学 12-5F

食品生命学科 専任講師 大槻　崇 食品分析学 12-6F

食品生命学科 専任講師 大畑　素子 食品栄養学 12-6F

食品生命学科 専任講師 津田　真人 食品生命機能学 12-6F

食品生命学科 助教 京井　大輔 食品衛生学 12-5F

食品生命学科 助手 小林　りか 食品資源利用学 12-6F

国際地域開発学科 教授 朽木　昭文 国際経済 本-13F

国際地域開発学科 教授 倉内　伸幸 熱帯資源作物 7-3F

国際地域開発学科 教授 ロイ　キンシュック 国際環境保全学 7-3F

国際地域開発学科 教授 松本　礼史 国際環境経済 本-13F

国際地域開発学科 教授 小宮山　博 国際協力 本-13F

国際地域開発学科 准教授 菊地　香 農業経済 本-13F

国際地域開発学科 専任講師 麻生　久美子 ｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝ・言語 本-12F

国際地域開発学科 専任講師 加藤　太 熱帯資源作物 7-3F

国際地域開発学科 専任講師 山下　哲平 国際社会 本-12F

国際地域開発学科 専任講師 園江　満 比較文化 本-12F

国際地域開発学科 専任講師 李　裕敬 国際経営・流通 本-13F

国際地域開発学科 助教 堤　美智 国際文化（2） 本-13F

国際地域開発学科 助教 佐々木　綾子 国際環境保全学 7-3F

国際地域開発学科 助教 福田　聖子 国際協力 本-13F

国際地域開発学科 助教 佐々木　大 熱帯資源作物 7-3F

応用生物科学科 教授 砂入　道夫 分子微生物学 4-2F

応用生物科学科 教授 上田　賢志 生命工学 生研2F

応用生物科学科 教授 加野　浩一郎 動物生体機構学 4-2F

応用生物科学科 教授 内山　寛 植物細胞学 4-3F

応用生物科学科 教授 髙橋　恭子 分子免疫生物学 4-3F

応用生物科学科 教授（研究所） 司馬　肇 核酸・蛋白質科学 4-3F

応用生物科学科 准教授 苫名　充 細胞機能調節学 4-3F

応用生物科学科 准教授 岩淵　範之 分子微生物学 4-2F

応用生物科学科 准教授 明石　智義 生体分子学 4-2F

応用生物科学科 准教授 舛廣　善和 核酸・蛋白質科学 4-3F

応用生物科学科 准教授 髙野　英晃 生命工学 生研2F

応用生物科学科 准教授 新井　直人 核酸・蛋白質科学 4-3F

応用生物科学科 専任講師 土屋　徳司 植物細胞学 4-3F

応用生物科学科 助教 沖　嘉尚 動物生体機構学 4-3F

応用生物科学科 助教 中西　祐輔 分子免疫生物学 4-3F

応用生物科学科 助手 西山　辰也 生命工学 生研2F

くらしの生物学科 教授 安齋　寛 くらしのバイオ 5-1F

くらしの生物学科 教授 光澤　浩 くらしの微生物 5-2F

くらしの生物学科 教授 新町　文絵 くらしの園芸 5-1F

くらしの生物学科 教授 恒川　直樹 動物のいるくらし 5-2F

くらしの生物学科 教授 小谷　幸司 住まいと環境 5-3F

くらしの生物学科 准教授 山下　正道 食と健康 5-2F
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所属学科 資格 氏名 研究室 場所

くらしの生物学科 専任講師 近藤　春美 食と健康 5-2F

くらしの生物学科 専任講師 相澤　朋子 くらしの微生物 5-2F

くらしの生物学科 専任講師 水野　真二 くらしの園芸 5-1F

くらしの生物学科 助教 炭山　大輔 くらしのバイオ 5-1F

くらしの生物学科 助教 小島　仁志 住まいと環境 5-3F

くらしの生物学科 助手 金澤　朋子 動物のいるくらし 5-2F

一般教養 教授 柳澤　幸雄 統計学 4-4F

一般教養 教授 安倍　弘 生物学 4-4F

一般教養 教授 富山　英明 体育学　（1） 体育-1F

一般教養 教授 長谷川　正江 国語・国文学（2） 4-4F

一般教養 教授 木村　聡雄 英　語　（1） 4-5F

一般教養 教授 根本　洋明 数理情報 4-4F

一般教養 教授 須江　隆 歴史学 4-4F

一般教養 教授 上田　眞吾 化　学　（1） 4-5F

一般教養 教授 丸山　智幸 物理学　（1） 4-4F

一般教養 教授 難波　謙二 体育学　（2） 体育-2F

一般教養 教授 小堂　俊孝 英　語　（2） 4-5F

一般教養 教授 横山　安紀子 英　語　（6） 4-5F

一般教養 教授 阪本　久美子 英　語　（7） 4-5F

一般教養 教授 須永　豊 英　語　（3） 4-5F

一般教養 教授 森　長秀 法学 4-4F

一般教養 教授 蒲原　義明 国語・国文学（3） 4-4F

一般教養 教授 井上　貴史 物理学　（2） 4-4F

一般教養 教授 江頭　港 化　学　（3） 4-5F

一般教養 准教授 兼中　裕美 英　語　（8） 4-5F

一般教養 准教授 西村　知良 生物学 4-4F

一般教養 准教授 菅沼　桂子 経済学 4-4F

一般教養 准教授 北脇　実千代 英　語　（3） 4-5F

一般教養 准教授 濱田　龍義 数理情報 4-4F

一般教養 准教授 松橋　明宏 体育学　（3） 体育-1F

一般教養 准教授 小沢　広和 地球科学 4-4F

一般教養 准教授 竹俣　壽郎 体育学　（3） 体育-1F

一般教養 専任講師 長澤　郁子 体育学　（3） 体育-1F

一般教養 専任講師 山内　綾子 英　語　（5） 4-5F

一般教養 専任講師 錦織　千鶴 体育学　（3） 体育-1F

一般教養 専任講師 中村　篤博 化　学　（2） 4-5F

一般教養 助教 竹内　寛彦 生物学 4-4F

一般教養 助教 スミス　コルム 英　語　（4） 4-5F

諸課程 教授 眞邉　一近 諸課程(心理学) 4-4F

諸課程 専任講師 志澤　泰彦 諸課程( 化学 ) 4-5F

諸課程 専任講師 吉田　一史美 諸課程(倫理学) 4-5F

諸課程 助教 森長　真一 諸課程(生物学) 4-5F

※研究指導アドバイザー制度：修士論文作成や学会発表等に必要なアドバイスを専門分
野に制約されず専任教員が行う制度。
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