
2018/12/5現在

役 職

所 長 勝田 正文

副 所 長 小野田 弘士

事 務 長 仲川 広

顧 問 牛久保 雅美 加藤 三郎 永田 勝也 横山隆一 吉田 信解

専 門 協 力 員 石 太郎 石田 宏洋 小林 三郎 高橋 俊輔 新倉 孝昭 浜野 雅夫

専 任 研 究 員

上 級 研 究 員 岡田 久典

主 任 研 究 員 永井 祐二

次 席 研 究 員 李 洸昊

研 究 助 手 中川 唯

兼任センター員 天野 嘉春（基幹理工学部） 浦野 正樹（文化構想学部） 大貝 晴俊（大学院情報生産システム研究科）

逢坂 哲彌（ナノ・ライフ創新研究機構） 太田 宏（国際教養学部） 大塚 直（大学院法務研究科）

大和田 秀二（創造理工学部） 小野田 弘士（大学院環境・エネルギー研究科） 勝田 正文（創造理工学部）

鹿又 宣弘（先進理工学部） 紙屋 雄史（大学院環境・エネルギー研究科） 河合 隆史（基礎理工学部）

草鹿 仁（大学院環境・エネルギー研究科） 黒川 哲志（社会科学部） 弦間 正彦（社会科学部）

齋藤 潔（基幹理工学部） 榊原 豊（創造理工学部） 柴田 重信（先端生命医科学センター）

菅野 重樹（創造理工学部） 関谷 弘志（大学院環境・エネルギー研究科） 大聖 泰弘（次世代自動車研究機構）

高田 祥三（創造理工学部） 高西 淳夫（創造理工学部） 滝沢 研二（創造理工学部）

竹山 春子（先進理工学部） 田辺 新一（創造理工学部） 所 千晴（創造理工学部）

友成 真一（大学院環境・エネルギー研究科） 中井 浩巳（先進理工学部） 中垣 隆雄（創造理工学部）

中川 義英（創造理工学部） 中西 要祐（大学院環境・エネルギー研究科） 西村 昭治（人間科学部）

納富 信（大学院環境・エネルギー研究科） 原 太一（人間科学部） 平沢 泉（先進理工学部）

平塚 基志（人間科学部） 古川 行夫（先進理工学部） 松岡 俊二（大学院アジア太平洋研究科）

三友 仁志（大学院アジア太平洋研究科） 森 康晃（創造理工学部） 師岡 愼一（先進理工学研究科）

山崎 淳司（創造理工学部） 吉田 徳久（大学院環境・エネルギー研究科） 吉田 誠（創造理工学部）

非 常 勤 研 究 員

客員上級研究員 伊庭 健二 長田 守弘 岸本 健 小松 俊二 早乙女 康典 周 意誠 関根 正裕

内藤 克彦 廣田 壽男 裵 相哲 南川 秀樹

客員主任研究員 伊藤 由宣 胡 浩 清水 宏和

客員次席研究員 中嶋 崇史

招 聘 研 究 員 秋山 友宏 浅賀 健一 東 義浩 阿部 加奈子 阿部 慎平 網岡 健司 荒井 純一

荒川 純 石 太郎 石田 宏洋 石渡 邦和 磯辺 吉彦 板倉 誠一 稲葉 茂雄

井原 雄人 上野 博 牛山 昻夫 宇野 博志 梅本 和秀 海老原 聡 大川 令

大塚 健護 大手 信人 大和田 順子 小山田 大和 垣迫 裕俊 鍵屋 慎一 片桐 知己

片野 光裕 上川路 宏 神本 武征 川上 智 北村 幸夫 木村 明宏 木村 誠一郎

鯨岡 晋悟 久保 則夫 黒澤 正一 呉 軍 小鹿 健一郎 小島 道一 小林 王義

小林 三郎 小林 均 小松 和真 小柳 薫 齊藤 清彦 崎田 裕子 佐々木 琢

佐藤 雄也 佐藤 友春 佐藤 裕 佐藤 明史 佐藤 諭貴 佐村 秀夫 澤 一誠

塩田 真吾 篠原 啓祐 島村 守彦 清水 健一 清水 康 余 錦華 神宮 文代

菅波 香織 鈴木 泰政 関 宣昭 髙橋 俊典 高橋 宏忠 高森 寛 田中 清志

田中 秀昭 田中 秀雄 田中 博一郎 田邊 隆之 谷山 雅俊 田部 純一 寺田 房夫

中上 英俊 中島 賢一 中島 勇介 中津 弘文 中野 健太郎 中村 登 中村 光良

中山 政行 南郷 市兵 新国 哲也 新倉 孝昭 西尾 哲茂 西嶋 昭生 根本 賢仁

浜野 雅夫 原戸 卓雄 樋口 世喜夫 日高 正人 平田 克二 廣瀬 孝徳 藤井 良弘

二馬 健 堀尾 正靭 堀口 健治 松岡 俊和 松本 昌弘 ﾏﾙﾐﾛｰﾘ ﾏﾙﾀ 村岡 元司

茂木 敏之 森 啓之 森川 靖 森口 祐一 森田 昌敏 森本 尚孝 諸藤 見代子

山川 裕夫 山口 政幸 山崎 正和 山下 牧夫 山田 眞 山本 正晴 横田 久司

吉田 恵美子 吉田 賢一 吉田 裕人 吉田 雄人 李 相俊 渡部 陽 渡部 寿郎

渡辺 訓江 渡辺 学

嘱 託 則武(長岡)千津子平田 教光

早稲田大学環境総合研究センター


