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No. 所 属 氏 名 フリガナ ローマ字 称号付与年度
1 人文社会系 相澤啓一 アイザワ ケイイチ AIZAWA Keiichi 令和3年度
2 体育系 阿江通良 アエ ミチヨシ AE Michiyoshi 平成28年度
3 物理工学系 青木貞雄 アオキ サダオ AOKI Sadao 平成22年度
4 人文社会系 青木三郎 アオキ サブロウ AOKI Saburo 令和4年度
5 数理物質系 青木愼也 アオキ シンヤ AOKI Shinya 平成25年度
6 機能工学系 青島伸治 アオシマ ノブハル AOSHIMA Nobuharu 平成18年度
7 医学医療系 青沼和隆 アオヌマ カズタカ AONUMA Kazutaka 令和4年度
8 物質工学系 赤木和夫 アカギ カズオ AKAGI Kazuo 平成21年度
9 臨床医学系 赤座英之 アカザ ヒデユキ AKAZA Hideyuki 平成22年度

10 数理物質系 赤阪健 アカサカ タケシ AKASAKA Takeshi 平成25年度
11 歴史・人類学系 明石紀雄 アカシ ノリオ AKASHI Norio 平成15年度
12 現代語・現代文化学系 赤祖父哲二 アカソフ テツジ AKASOFU Tetsuji 平成8年度
13 人文社会系 赤根谷達雄 アカネヤ タツオ AKANEYA Tatsuo 令和4年度
14 農林学系 赤羽武 アカハ タケシ AKAHA Takeshi 平成10年度
15 理事 赤平昌文 アカヒラ マサフミ AKAHIRA Masafumi 平成25年度
16 臨床医学系 秋根康之 アキネ ヤスユキ AKINE Yasuyuki 平成19年度
17 数理物質系 秋本克洋 アキモト カツヒロ AKIMOTO Katsuhiro 平成28年度
18 体育系 浅井武 アサイ タケシ ASAI Takeshi 令和4年度
19 体育系 朝岡正雄 アサオカ マサオ ASAOKA Masao 平成25年度
20 体育科学系 淺田隆夫 アサダ タカオ ASADA Takao 平成3年度
21 医学医療系 朝田隆 アサダ タカシ ASADA Takashi 平成27年度
22 体育科学系 浅野勝己 アサノ カツミ ASANO Katsumi 平成11年度
23 システム情報系 浅野晳 アサノ セキ ASANO Seki 平成27年度
24 物質工学系 浅野肇 アサノ ハジメ ASANO Hajime 平成15年度
25 物理工学系 浅野侑三 アサノ ユウゾウ ASANO Yuzo 平成18年度
26 体育科学系 浅見高明 アサミ タカアキ ASAMI Takaaki 平成12年度
27 人文社会系 畔上泰治 アゼガミ タイジ AZEGAMI Taiji 令和4年度
28 社会科学系 阿南成一 アナン セイイチ ANAN Seiichi 平成3年度
29 地球科学系 安仁屋政武 アニヤ マサム ANIYA Masamu 平成20年度
30 体育科学系 阿部一佳 アベ カズヨシ ABE Kazuyoshi 平成16年度
31 芸術学系 阿部公正 アベ キミマサ ABE Kimimasa 平成3年度
32 基礎医学系 阿部喜代司 アベ キヨシ ABE Kiyoshi 平成17年度
33 臨床医学系 阿部帥 アベ ツカサ ABE Tsukasa 平成10年度
34 社会科学系 阿部徹 アベ トオル ABE Toru 平成12年度
35 農林工学系 安部征雄 アベ ユクオ ABE Yukuo 平成19年度
36 副学長 阿部豊 アベ ユタカ ABE Yutaka 令和3年度
37 物理学系 阿部聖仁 アベ ヨシヒト ABE Yoshihito 平成5年度
38 社会科学系 荒秀 アラ ヒデ ARA Hide 平成3年度
39 心理学系 新井邦二郎 アライ クニジロウ ARAI Kunijiro 平成22年度
40 数理物質系 新井達郎 アライ タツオ ARAI Tatsuo 平成30年度
41 社会科学系 新井誠 アライ マコト ARAI Makoto 平成23年度
42 人間系 新井保幸 アライ ヤスユキ ARAI Yasuyuki 平成25年度
43 応用生物化学系 新井勇治 アライ ユウジ ARAI Yuji 平成6年度
44 生命環境系 荒川洋二 アラカワ ヨウジ ARAKAWA Yoji 令和3年度
45 文芸・言語学系 荒木正純 アラキ マサズミ ARAKI Masazumi 平成20年度
46 医学医療系 有波忠雄 アリナミ タダオ ARINAMI Tadao 平成26年度
47 芸術系 安藤邦廣 アンドウ クニヒロ ANDO Kunihiro 平成25年度
48 人間系 安藤隆男 アンドウ タカオ ANDO Takao 令和2年度
49 人間系 飯島節 イイジマ セツ IIJIMA Setsu 平成25年度
50 体育科学系 飯田稔 イイダ ミノル IIDA Minoru 平成17年度
51 電子・情報工学系 五十嵐滋 イガラシ シゲル IGARASHI Shigeru 平成13年度
52 理事 五十嵐徹也 イガラシ テツヤ IGARASHI Tetsuya 平成26年度
53 芸術学系 五十嵐治也 イガラシ ハルヤ IGARASHI Haruya 平成3年度
54 生物科学系 猪川倫好 イカワ トモヨシ IKAWA Tomoyoshi 平成10年度
55 体育科学系 池上晴夫 イケガミ ハルオ IKEGAMI Haruo 平成6年度
56 電子・情報工学系 池田克夫 イケダ カツオ IKEDA Katsuo 平成13年度
57 社会工学系 池田三郎 イケダ サブロウ IKEDA Saburo 平成16年度
58 歴史・人類学系 池田元 イケダ ハジメ IKEDA Hajime 平成21年度
59 ビジネスサイエンス系 池田雅則 イケダ マサノリ IKEDA Masanori 平成27年度
60 心身障害学系 池田由紀江 イケダ ユキエ IKEDA Yukie 平成16年度
61 歴史・人類学系 池田裕 イケダ ユタカ IKEDA Yutaka 平成16年度
62 化学系 池田龍一 イケダ リュウイチ IKEDA Ryuichi 平成16年度
63 芸術学系 石井武夫 イシイ タケオ ISHII Takeo 平成16年度
64 医学医療系 石井哲郎 イシイ テツロウ ISHII Tetsuro 平成24年度
65 歴史・人類学系 石井英也 イシイ ヒデヤ ISHII Hideya 平成20年度
66 図書館情報学系 石井啓豊 イシイ ヒロトヨ ISHII Hirotoyo 平成23年度
67 医学医療系 石井幸雄 イシイ ユキオ ISHII Yukio 令和4年度
68 図書館情報学系 石川徹也 イシカワ テツヤ ISHIKAWA Tetsuya 平成18年度
69 システム情報系 石川本雄 イシカワ モトオ ISHIKAWA Moto 平成25年度
70 理事 石隈利紀 イシクマ トシノリ ISHIKUMA Toshinori 平成28年度
71 文芸・言語学系 石田敏子 イシダ トシコ ISHIDA Toshiko 平成11年度
72 歴史・人類学系 石田友雄 イシダ トモオ ISHIDA Tomo 平成7年度
73 システム情報系 石田東生 イシダ ハルオ ISHIDA Haruo 平成29年度
74 応用生物化学系 石塚皓造 イシヅカ コウゾウ ISHIZUKA Kozo 平成8年度
75 図書館情報メディア系 石塚英弘 イシヅカ ヒデヒロ ISHIZUKA Hidehiro 平成24年度
76 電子・情報工学系 石橋幸男 イシバシ ユキオ ISHIBASHI Yukio 平成21年度
77 数理物質系 磯崎洋 イソザキ ヒロシ ISOZAKI Hiroshi 平成28年度
78 図書館情報学系 磯谷順一 イソヤ ジュンイチ ISOYA Junichi 平成23年度
79 システム情報系 井田哲雄 イダ テツオ IDA Tetsuo 平成24年度
80 システム情報系 板野肯三 イタノ コウゾウ ITANO Kozo 平成25年度
81 電子・情報工学系 板橋秀一 イタバシ シュウイチ ITABASHI Shuichi 平成17年度
82 人間系 一谷幸男 イチタニ ユキオ ICHITANI Yukio 令和2年度
83 体育科学系 市村操一 イチムラ ソウイチ ICHIMURA Soichi 平成14年度



No. 所 属 氏 名 フリガナ ローマ字 称号付与年度
84 システム情報系 糸井川栄一 イトイガワ エイイチ ITOIGAWA Eiichi 令和3年度
85 人文社会系 伊藤益 イトウ ススム ITO Susumu 令和3年度
86 芸術学系 伊藤鈞 イトウ ヒトシ ITO Hitoshi 平成9年度
87 人文社会系 伊藤眞 イトウ マコト ITO Makoto 令和4年度
88 数学系 伊藤光弘 イトウ ミツヒロ ITO Mitsuhiro 平成22年度
89 文芸・言語学系 稲垣泰一 イナガキ タイイチ INAGAKI Taiichi 平成20年度
90 理事 稲垣敏之 イナガキ トシユキ INAGAKI Toshiyuki 令和3年度
91 芸術系 稲葉信子 イナバ ノブコ INABA Nobuko 令和2年度
92 文芸・言語学系 犬井善壽 イヌイ ヨシヒサ INUI Yoshihisa 平成18年度
93 生命環境系 井上勲 イノウエ イサオ INOUYE Isao 平成27年度
94 文芸・言語学系 井上修一 イノウエ シュウイチ INOUE Shuichi 平成16年度
95 教育学系 井上治郎 イノウエ ジロウ INOUE Jiro 平成6年度
96 人文社会系 伊原大策 イハラ ダイサク IHARA Daisaku 平成29年度
97 社会科学系 井原宏 イハラ ヒロシ IHARA Hiroshi 平成20年度
98 数理物質系 今井剛 イマイ ツヨシ IMAI Tsuyoshi 平成29年度
99 歴史・人類学系 今井雅晴 イマイ マサハル IMAI Masaharu 平成18年度
100 人文社会系 今泉容子 イマイズミ ヨウコ IMAIZUMI Yoko 平成31年度
101 応用生物化学系 今川弘 イマカワ ヒロシ IMAKAWA Hiroshi 平成4年度
102 体育系 井村仁 イムラ ヒトシ IMURA Hitoshi 令和2年度
103 体育科学系 伊與田康雄 イヨダ ヤスオ IYODA Yasuo 平成15年度
104 体育科学系 入江康平 イリエ コウヘイ IRIE Kohei 平成15年度
105 人文社会系 岩﨑美紀子 イワサキ ミキコ IWASAKI Mikiko 令和2年度
106 学長 岩崎洋一 イワサキ ヨウイチ IWASAKI Yoichi 平成21年度
107 図書館情報メディア系 岩澤まり子 イワサワ マリコ IWASAWA Mariko 平成29年度
108 社会科学系 岩瀬庸理 イワセ ノブタダ IWASE Nobutada 平成18年度
109 農林学系 岩堀修一 イワホリ シュウイチ IWAHORI Shuichi 平成14年度
110 文芸・言語学系 岩元巖 イワモト イワオ IWAMOTO Iwao 平成3年度
111 物質工学系 植寛素 ウエ ヒロモト UE Hiromoto 平成18年度
112 文芸・言語学系 上田浩二 ウエダ コウジ UEDA Koji 平成22年度
113 図書館情報メディア系 植松貞夫 ウエマツ サダオ UEMATSU Sadao 平成25年度
114 数理物質系 宇川彰 ウカワ アキラ UKAWA Akira 平成26年度
115 芸術系 鵜澤隆 ウザワ タカシ UZAWA Takashi 平成28年度
116 歴史・人類学系 牛島巖 ウシジマ イワオ USHIJIMA Iwao 平成12年度
117 応用生物化学系 臼井健二 ウスイ ケンジ USUI Kenji 平成18年度
118 生命環境系 内山裕夫 ウチヤマ ヒロオ UCHIYAMA Hiroo 平成25年度
119 システム情報系 内山洋司 ウチヤマ ヨウジ UCHIYAMA Yoji 平成27年度
120 人文社会系 内山田康 ウチヤマダ ヤスシ Uchiyamada Yasushi 令和3年度
121 心理学系 臺利夫 ウテナ トシオ UTENA Toshio 平成3年度
122 生命環境系 漆原秀子 ウルシハラ ヒデコ URUSHIHARA Hideko 平成27年度
123 ビジネスサイエンス系 江口隆裕 エグチ タカヒロ EGUCHI Takahiro 平成25年度
124 人間系 江口勇治 エグチ ユウジ EGUCHI Yuji 平成30年度
125 学長 江崎玲於奈 エサキ レオナ ESAKI Reona 平成10年度
126 体育科学系 江田昌佑 エダ マサスケ EDA Masasuke 平成7年度
127 社会工学系 江藤肇 エトウ ハジメ ETO Hajime 平成11年度
128 人文社会系 江藤秀一 エトウ ヒデイチ ETO Hideichi 平成28年度
129 システム情報系 海老原義彦 エビハラ ヨシヒコ EBIHARA Yoshihiko 平成24年度
130 医学医療系 江守陽子 エモリ ヨウコ EMORI Yoko 平成28年度
131 体育系 遠藤卓郎 エンドウ タクロウ ENDO Takuro 平成26年度
132 物理工学系 遠藤誉 エンドウ ホマレ ENDO Homare 平成16年度
133 生物科学系 及川武久 オイカワ タケヒサ OIKAWA Takehisa 平成18年度
134 生命環境系 王碧昭 オウ ヘキショウ WANG Pi-Chao 平成29年度
135 生命環境系 大井洋 オオイ ヒロシ OI Hiroshi 令和3年度
136 人間系 大川一郎 オオカワ イチロウ OKAWA Ichiro 令和4年度
137 心身障害学系 大川原潔 オオカワラ キヨシ OKAWARA Kiyoshi 平成2年度
138 医学医療系 大久保一郎 オオクボ イチロウ OKUBO Ichiro 平成29年度
139 体育系 大熊廣明 オオクマ ヒロアキ OKUMA Hiroaki 平成25年度
140 医学医療系 大河内信弘 オオコウチ ノブヒロ OKOCHI Nobuhiro 平成30年度
141 芸術系 逢坂卓郎 オオサカ タクロウ OSAKA Takuro 令和2年度
142 数理物質系 大塩寛紀 オオシオ ヒロキ OSHIO Hiroki 平成31年度
143 物質工学系 大嶋建一 オオシマ ケンイチ OSHIMA Kenichi 平成22年度
144 基礎医学系 大島宣雄 オオシマ ノリオ OSHIMA Norio 平成16年度
145 図書館情報学系 太田勝也 オオタ カツヤ OTA Katsuya 平成21年度
146 基礎医学系 太田敏子 オオタ トシコ OTA Toshiko 平成20年度
147 心理学系 太田信夫 オオタ ノブオ OTA Nobuo 平成17年度
148 社会工学系 太田誠 オオタ マコト OTA Makoto 平成17年度
149 機能工学系 太田道男 オオタ ミチオ OTA Michio 平成14年度
150 理事 大田友一 オオタ ユウイチ OHTA Yuichi 平成27年度
151 人間系 大髙泉 オオタカ イズミ OHTAKA Izumi 平成29年度
152 社会工学系 大谷順彦 オオタニ ヨシヒコ OTANI Yoshihiko 平成13年度
153 物質工学系 大塚和弘 オオツカ カヅヒロ OTSUKA Kazuhiro 平成12年度
154 医学医療系 大塚藤男 オオツカ フジオ OTSUKA Fujio 平成25年度
155 医学医療系 大塚盛男 オオツカ モリオ OHTSUKA Morio 平成27年度
156 数理物質系 大塚洋一 オオツカ ヨウイチ OTSUKA Yoichi 平成29年度
157 教育学系 大戸安弘 オオト ヤスヒロ OTO Yasuhiro 平成22年度
158 物質工学系 大成誠之助 オオナリ セイノスケ ONARI Seinosuke 平成19年度
159 体育科学系 大西武三 オオニシ タケゾウ ONISHI Takezo 平成21年度
160 社会工学系 大西治男 オオニシ ハルオ ONISHI Haruo 平成17年度
161 化学系 大西寛 オオニシ ヒロシ ONISHI Hiroshi 平成4年度
162 ビジネスサイエンス系 大野忠士 オオノ タダシ ONO Tadashi 令和2年度
163 ビジネスサイエンス系 大野正道 オオノ マサミチ OHNO Masamichi 平成27年度
164 農林学系 大庭喜八郎 オオバ キハチロウ OBA Kihachiro 平成8年度
165 電子・情報工学系 大保信夫 オオボ ノブオ OBO Nobuo 平成21年度
166 システム情報系 大村謙二郎 オオムラ ケンジロウ OMURA Kenjiro 平成24年度
167 体育系 大森肇 オオモリ ハジメ OHMORI Hajime 令和4年度
168 歴史・人類学系 大藪正哉 オオヤブ マサヤ OYABU Masaya 平成7年度
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169 文芸・言語学系 岡崎敏雄 オカザキ トシオ OKAZAKI Toshio 平成22年度
170 物質工学系 岡崎誠 オカザキ マコト OKAZAKI Makoto 平成10年度
171 地球科学系 小笠原憲四郎 オガサワラ ケンシロウ OGASAWARA Kenshiro 平成23年度
172 体育科学系 岡田守彦 オカダ モリヒコ OKADA Morihiko 平成13年度
173 医学医療系 岡村直道 オカムラ ナオミチ OKAMURA Naomichi 平成27年度
174 システム情報系 岡本栄司 オカモト エイジ OKAMOTO Eiji 平成28年度
175 化学系 岡本健一 オカモト ケンイチ OKAMOTO Kenichi 平成20年度
176 人間系 小川園子 オガワ ソノコ OGAWA Sonoko 令和4年度
177 物理工学系 小川泰 オガワ トオル OGAWA Toru 平成12年度
178 人間系 小川俊樹 オガワ トシキ OGAWA Toshiki 平成24年度
179 地球科学系 小川勇二郎 オガワ ユウジロウ OGAWA Yujiro 平成21年度
180 人文社会系 小口千明 オグチ チアキ OGUCHI Chiaki 平成31年度
181 生物科学系 小熊讓 オグマ ユズル OGUMA Yuzuru 平成19年度
182 社会工学系 小倉昇 オグラ ノボル OGURA Noboru 平成23年度
183 文芸・言語学系 小澤俊夫 オザワ トシオ OZAWA Toshio 平成6年度
184 教育学系 小島弘道 オジマ ヒロミチ OJIMA Hiromichi 平成19年度
185 物理工学系 押山淳 オシヤマ アツシ OSHIYAMA Atsushi 平成20年度
186 人文社会系 遅野井茂雄 オソノイ シゲオ OSONOI Shigeo 平成30年度
187 図書館情報メディア系 小髙和己 オダカ カズミ ODAKA Kazumi 平成27年度
188 人文社会系 小谷清 オタニ キヨシ OTANI Kiyoshi 平成25年度
189 医学医療系 落合直之 オチアイ ナオユキ OCHIAI Naoyuki 平成24年度
190 物理工学系 尾中龍猛 オナカ リュウミョウ ONAKA Ryumyo 昭和58年度
191 システム情報系 鬼沢武久 オニサワ タケヒサ ONISAWA Takehisa 平成29年度
192 歴史・人類学系 小野澤正喜 オノザワ マサキ ONOZAWA Masaki 平成20年度
193 人文社会系 小野塚裕視 オノヅカ ヒロミ ONOZUKA Hiromi 平成27年度
194 図書館情報学系 小野寺夏生 オノデラ ナツオ ONODERA Natsuo 平成21年度
195 システム情報系 小場瀬令二 オバセ レイジ OBASE Reiji 平成24年度
196 社会科学系 小畑二郎 オバタ ジロウ OBATA Jiro 平成22年度
197 芸術系 五十殿利治 オムカ トシハル OMUKA Toshiharu 平成29年度
198 人間系 甲斐雄一郎 カイ ユウイチロウ KAI Yuichiro 令和4年度
199 文芸・言語学系 Kaiser Stefan カイザー シュテファン KAIZA Shutefuan 平成22年度
200 生命環境系 戒能洋一 カイノウ ヨウイチ KAINO Yoichi 令和3年度
201 生命環境系 柿嶌眞 カキシマ マコト KAKISHIMA Makoto 平成25年度
202 芸術学系 角井博 カクイ ヒロシ KAKUI Hiroshi 平成14年度
203 体育科学系 笠原成元 カサハラ シゲヨシ KASAHARA Shigeyoshi 平成12年度
204 数理物質系 笠原勇二 カサハラ ユウジ KASAHARA Yuji 平成28年度
205 社会工学系 梶秀樹 カジ ヒデキ KAJI Hideki 平成16年度
206 数学系 梶谷邦彦 カジタニ クニヒコ KAJITANI Kunihiko 平成16年度
207 臨床医学系 柏木平八郎 カシワギ ヘイハチロウ KASHIWAGI Heihachiro 平成9年度
208 地球科学系 梶原良道 カジワラ ヨシミチ KAJIWARA Yoshimichi 平成16年度
209 社会科学系 春日偉知郎 カスガ イチロウ KASUGA Ichiro 平成16年度
210 体育科学系 片岡暁夫 カタオカ アキオ KATAOKA Akio 平成11年度
211 歴史・人類学系 片岡一忠 カタオカ カズタダ KATAOKA Kazutada 平成21年度
212 人間系 片平克弘 カタヒラ カツヒロ KATAHIRA Katsuhiro 令和4年度
213 体育科学系 勝田茂 カツタ シゲル KATSUTA Shigeru 平成12年度
214 社会工学系 加藤栄一 カトウ エイイチ KATO Eiichi 平成9年度
215 現代語・現代文化学系 加藤慶二 カトウ ケイジ KATO Keiji 平成11年度
216 体育科学系 加藤澤男 カトウ サワオ KATO Sawao 平成22年度
217 心理学系 加藤隆勝 カトウ タカカツ KATO Takakatsu 平成4年度
218 数理物質系 加藤久男 カトウ ヒサオ KATO Hisao 平成31年度
219 生命環境系 加藤衛拡 カトウ モリヒロ KATO Morihiro 令和3年度
220 人文社会系 加藤行夫 カトウ ユキオ KATO Yukio 平成27年度
221 教育学系 門脇厚司 カドワキ アツシ KADOWAKI Atsushi 平成16年度
222 数理物質系 門脇和男 カドワキ カズオ KADOWAKI Kazuo 平成30年度
223 農林学系 金井幸雄 カナイ ユキオ KANAI Yukio 平成22年度
224 システム情報系 金澤雄一郎 カナザワ ユウイチロウ KANAZAWA Yuichiro 平成29年度
225 数理物質系 金谷和至 カナヤ カズユキ KANAYA Kazuyuki 令和2年度
226 体育科学系 金子明友 カネコ アキトモ KANEKO Akitomo 平成4年度
227 心理学系 金子隆芳 カネコ タカヨシ KANEKO Takayoshi 平成4年度
228 システム情報系 金子守 カネコ マモル KANEKO Mamoru 平成25年度
229 臨床医学系 金子道夫 カネコ ミチオ KANEKO Michio 平成23年度
230 文芸・言語学系 金子稔 カネコ ミノル KANEKO Minoru 平成2年度
231 芸術系 金田千秋 カネダ チアキ KANEDA Chiaki 平成24年度
232 社会医学系 加納克己 カノウ カツミ KANO Katsumi 平成16年度
233 人文社会系 加納千惠子 カノウ チエコ KANO Chieko 平成30年度
234 看護科学系 紙屋克子 カミヤ カツコ KAMIYA Katsuko 平成20年度
235 電子・情報工学系 亀田壽夫 カメダ ヒサオ KAMEDA Hisao 平成18年度
236 物理学系 亀渕迪 カメフチ ススム KAMEFUCHI Susumu 平成3年度
237 地球科学系 榧根勇 カヤネ イサム KAYANE Isamu 平成8年度
238 社会工学系 河合忠彦 カワイ タダヒコ KAWAI Tadahiko 平成20年度
239 システム情報系 河合達雄 カワイ タツオ KAWAI Tatsuo 平成24年度
240 システム情報系 河井昌道 カワイ マサミチ KAWAI Masamichi 令和4年度
241 人間系 河内清彦 カワウチ キヨヒコ KAWAUCHI Kiyohiko 平成25年度
242 哲学・思想学系 河上正秀 カワカミ ショウシュウ KAWAKAMI Shoshu 平成19年度
243 文芸・言語学系 川口喬一 カワグチ キョウイチ KAWAGUCHI Kyoichi 平成7年度
244 医学医療系 川口孝泰 カワグチ タカヤス KAWAGUCHI Takayasu 平成29年度
245 芸術学系 河口龍夫 カワグチ タツオ KAWAGUCHI Tatsuo 平成15年度
246 体育科学系 川口千代 カワグチ チヨ KAWAGUCHI Chiyo 平成12年度
247 哲学・思想学系 川崎信定 カワサキ シンジョウ KAWASAKI Shinjo 平成9年度
248 化学系 河嶌拓治 カワシマ タクジ KAWASHIMA Takuji 平成11年度
249 社会工学系 川手昭二 カワテ ショウジ KAWATE Shoji 平成6年度
250 人文社会系 川那部保明 カワナベ ヤスアキ KAWANABE Yasuaki 平成27年度
251 人文社会系 川西宏幸 カワニシ ヒロユキ KAWANISHI Hiroyuki 平成24年度
252 物理工学系 川辺光央 カワベ ミツオ KAWABE Mitsuo 平成14年度
253 図書館情報メディア系 川原崎雅敏 カワラサキ マサトシ KAWARASAKI Masatoshi 平成29年度
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254 人文社会系 鬼界彰夫 キカイ アキオ KIKAI Akio 平成31年度
255 副学長 菊池修 キクチ オサム KIKUCHI Osamu 平成16年度
256 産学リエゾン共同研究センター 菊本虔 キクモト ヒトシ KIKUMOTO Hitoshi 平成21年度
257 システム情報系 岸本一男 キシモト カズオ KISHIMOTO Kazuo 平成30年度
258 数理物質系 喜多英治 キタ エイジ KITA Eiji 平成28年度
259 ビジネスサイエンス系 北秀昭 キタ ヒデアキ KITA Hideaki 平成29年度
260 システム情報系 北川高嗣 キタガワ タカシ KITAGAWA Takashi 令和3年度
261 学長 北原保雄 キタハラ ヤスオ KITAHARA Yasuo 平成16年度
262 電子・情報工学系 北脇信彦 キタワキ ノブヒコ KITAWAKI Nobuhiko 平成22年度
263 人文社会系 木下太志 キノシタ フトシ KINOSHITA Futoshi 平成31年度
264 生命環境系 木股三善 キマタ ミツヨシ KIMATA Mitsuyoshi 平成25年度
265 数理物質系 金信弘 キム シンホン KIM Shinhong 平成29年度
266 数理物質系 木村達雄 キムラ タツオ KIMURA Tatsuo 平成24年度
267 地球科学系 木村富士男 キムラ フジオ KIMURA Fujio 平成22年度
268 人文社会系 清登典子 キヨト ノリコ KIYOTO Noriko 令和3年度
269 医学医療系 久賀圭祐 クガ ケイスケ KUGA Keisuke 令和4年度
270 応用生物化学系 日下部功 クサカベ イサオ KUSAKABE Isao 平成14年度
271 心身障害学系 草薙進郎 クサナギ シンロウ KUSANAGI Shinro 平成10年度
272 文芸・言語学系 草薙裕 クサナギ ユタカ KUSANAGI Yutaka 平成11年度
273 システム情報系 葛岡英明 クズオカ ヒデアキ KUZUOKA Hideaki 平成31年度
274 物理工学系 工藤博 クドウ ヒロシ KUDO Hiroshi 平成22年度
275 地球科学系 功力靖雄 クヌギ ヤスオ KUNUGI Yasuo 平成12年度
276 ビジネスサイエンス系 久野靖 クノ ヤスシ KUNO Yasushi 平成28年度
277 人文社会系 久保田章 クボタ アキラ KUBOTA Akira 令和3年度
278 人間系 窪田眞二 クボタ シンジ KUBOTA Shinji 平成30年度
279 社会工学系 熊谷良雄 クマガイ ヨシオ KUMAGAI Yoshio 平成19年度
280 農林学系 熊崎實 クマザキ ミノル KUMAZAKI Minoru 平成11年度
281 人文社会系 Kleinschmidt Harald クラインシュミット ハラルド KLEINSCHMIDT Harald 平成27年度
282 物理学系 栗山克美 クリヤマ カツミ KURIYAMA Katsumi 平成元年度
283 社会工学系 黒川洸 クロカワ タケシ KUROKAWA Takeshi 平成16年度
284 図書館情報学系 黒古一夫 クロコ カズオ KUROKO Kazuo 平成23年度
285 社会工学系 黒田誼 クロダ ヨシミ KURODA Yoshimi 平成18年度
286 教育学系 桑原隆 クワバラ タカシ KUWABARA Takashi 平成20年度
287 人文社会系 桑原直巳 クワバラ ナオキ KUWABARA Naoki 令和2年度
288 文芸・言語学系 桑原博史 クワバラ ヒロシ KUWABARA Hiroshi 平成9年度
289 生命環境系 弦間洋 ゲンマ ヒロシ GEMMA Hiroshi 平成25年度
290 農林工学系 小池正之 コイケ マサユキ KOIKE Masayuki 平成20年度
291 臨床医学系 小泉準三 コイズミ ジュンゾウ KOIZUMI Junzo 平成5年度
292 臨床医学系 小磯謙吉 コイソ ケンキチ KOISO Kenkichi 平成7年度
293 構造工学系 郷田国夫 ゴウダ クニオ GODA Kunio 平成8年度
294 システム情報系 香田正人 コウダ マサト KODA Masato 平成24年度
295 医学医療系 幸田幸直 コウダ ユキナオ KODA Yukinao 平成25年度
296 体育科学系 河野一郎 コウノ イチロウ KONO Ichiro 平成22年度
297 社会工学系 河野博忠 コウノ ヒロタダ KONO Hirotada 平成8年度
298 生命環境系 國府田悦男 コクフタ エツオ KOKUFUTA Etsuo 平成25年度
299 理事 腰塚武志 コシヅカ タケシ KOSHIZUKA Takeshi 平成21年度
300 数理物質系 小島誠治 コジマ セイジ KOJIMA Seiji 平成29年度
301 数理物質系 巨瀬勝美 コセ カツミ KOSE Katsumi 平成30年度
302 人間系 小玉正博 コダマ マサヒロ KODAMA Masahiro 平成25年度
303 数学系 児玉之宏 コダマ ユキヒロ KODAMA Yukihiro 平成4年度
304 構造工学系 小寺澤良一 コテラザワ リョウイチ KOTERAZAWA Ryoichi 平成6年度
305 農林工学系 小中俊雄 コナカ トシオ KONAKA Toshio 平成9年度
306 心身障害学系 小林重雄 コバヤシ シゲオ KOBAYASHI Shigeo 平成11年度
307 学校教育部 小林学 コバヤシ マナブ KOBAYASHI Manabu 平成6年度
308 社会科学系 小林彌六 コバヤシ ヤロク KOBAYASHI Yaroku 平成9年度
309 社会科学系 駒井洋 コマイ ヒロシ KOMAI Hiroshi 平成16年度
310 体育系 小俣幸嗣 コマタ コウジ KOMATA Koji 平成29年度
311 人文社会系 小松建男 コマツ タケオ KOMATSU Takeo 令和2年度
312 文芸・言語学系 小松英雄 コマツ ヒデオ KOMATSU Hideo 平成5年度
313 臨床医学系 小山哲夫 コヤマ アキオ KOYAMA Akio 平成18年度
314 システム情報系 金野秀敏 コンノ ヒデトシ KONNO Hidetoshi 平成28年度
315 社会工学系 Saavedra-Rivano Neantro サーヴェドラ リヴァノ ネアントロ SAAVEDRA-RIVANO Neantoro 平成22年度
316 心身障害学系 齋藤佐和 サイトウ サワ SAITO Sawa 平成20年度
317 現代語・現代文化学系 斎藤武生 サイトウ タケオ SAITO Takeo 平成11年度
318 生物科学系 斎藤建彦 サイトウ タケヒコ SAITO Takehiko 平成16年度
319 電子・情報工学系 齋藤恒雄 サイトウ ツネオ SAITO Tsuneo 平成15年度
320 体育科学系 西藤宏司 サイトウ ヒロシ SAITO Hiroshi 平成13年度
321 機能工学系 齊藤正克 サイトウ マサカツ SAITO Masakatsu 平成19年度
322 芸術系 齊藤泰嘉 サイトウ ヤスヨシ SAITO Yasuyoshi 平成29年度
323 心身障害学系 斎藤義夫 サイトウ ヨシオ SAITO Yoshio 平成3年度
324 体育科学系 佐伯聰夫 サエキ トシオ SAEKI Toshio 平成18年度
325 生物科学系 酒井愼吾 サカイ シンゴ SAKAI Shingo 平成21年度
326 農林学系 坂井直樹 サカイ ナオキ SAKAI Naoki 平成22年度
327 社会科学系 酒井泰弘 サカイ ヤスヒロ SAKAI Yasuhiro 平成14年度
328 システム情報系 境有紀 サカイ ユウキ SAKAI Yuki 令和3年度
329 医学医療系 坂田由美子 サカタ ユミコ SAKATA Yumiko 平成30年度
330 臨床医学系 坂庭操 サカニワ ミサオ SAKANIWA Misao 平成18年度
331 電子・情報工学系 坂本直人 サカモト ナオト SAKAMOTO Naoto 平成14年度
332 物理工学系 坂柳義己 サカヤナギ ヨシミ SAKAYANAGI Yoshimi 昭和60年度
333 人文社会系 佐久間秀範 サクマ ヒデノリ SAKUMA Hidenori 令和2年度
334 人間系 櫻井茂男 サクライ シゲオ SAKURAI Shigeo 平成30年度
335 数学系 佐々木建昭 ササキ タテアキ SASAKI Tateaki 平成21年度
336 教育学系 佐々木俊介 ササキ トシスケ SASAKI Toshisuke 平成11年度
337 地球科学系 佐々木博 ササキ ヒロシ SASAKI Hiroshi 平成10年度
338 心理学系 佐々木雄二 ササキ ユウジ SASAKI Yuji 平成10年度
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339 哲学・思想学系 笹澤豊 ササザワ ユタカ SASAZAWA Yutaka 平成23年度
340 芸術系 笹本純 ササモト ジュン SASAMOTO Jun 平成28年度
341 生命環境系 指田勝男 サシダ カツオ SASHIDA Katsuo 平成31年度
342 生命環境系 佐竹隆顯 サタケ タカアキ SATAKE Takaaki 平成28年度
343 社会科学系 佐藤一雄 サトウ カズオ SATO Kazuo 平成14年度
344 人文社会系 佐藤貢悦 サトウ コウエツ SATO Koetsu 令和3年度
345 教育学系 佐藤三郎 サトウ サブロウ SATO Saburo 平成9年度
346 歴史・人類学系 佐藤俊 サトウ シュン SATO Shun 平成22年度
347 生命環境系 佐藤誠吾 サトウ セイゴ SATO Seigo 平成29年度
348 地球科学系 佐藤正 サトウ タダシ SATO Tadashi 平成3年度
349 体育系 佐藤臣彦 サトウ トミヒコ SATO Tomihiko 平成24年度
350 体育科学系 佐藤成明 サトウ ナリアキ SATO Nariaki 平成14年度
351 国際統合睡眠医科学研究機構 佐藤誠 サトウ マコト SATO Makoto 令和3年度
352 生命環境系 佐藤政良 サトウ マサヨシ SATO Masayoshi 平成24年度
353 システム情報系 佐藤三久 サトウ ミツヒサ SATO Mitsuhisa 平成27年度
354 社会科学系 佐藤守弘 サトウ モリヒロ SATO Morihiro 平成10年度
355 社会工学系 佐藤亮 サトウ リョウ SATO Ryo 平成22年度
356 体育系 真田久 サナダ ヒサシ SANADA Hisashi 令和3年度
357 体育系 佐野淳 サノ アツシ SANO Atsushi 令和4年度
358 構造工学系 沢口正俊 サワグチ マサトシ SAWAGUCHI Masatoshi 平成10年度
359 図書館情報学系 椎名健 シイナ ケン SHIINA Ken 平成19年度
360 哲学・思想学系 塩尻和子 シオジリ カズコ SHIOJIRI Kazuko 平成23年度
361 医学医療系 志賀隆 シガ タカシ SHIGA Takashi 令和4年度
362 社会科学系 品川芳宣 シナガワ ヨシノブ SHINAGAWA Yoshinobu 平成17年度
363 芸術学系 篠田守男 シノダ モリオ SHINODA Morio 平成6年度
364 障害科学系 篠原吉徳 シノハラ ヨシノリ SHINOHARA Yoshinori 平成22年度
365 社会工学系 司馬正次 シバ ショウジ SHIBA Shoji 平成8年度
366 芸術系 柴田良貴 シバタ ヨシキ SHIBATA Yoshiki 平成30年度
367 生物科学系 渋谷達明 シブヤ タツアキ SHIBUYA Tatsuaki 平成6年度
368 現代語・現代文化学系 島岡丘 シマオカ タカシ SHIMAOKA Takashi 平成7年度
369 理事 清水一彦 シミズ カズヒコ SHIMIZU Kazuhiko 平成27年度
370 社会医学系 下條信弘 シモジョウ ノブヒロ SHIMOJO Nobuhiro 平成15年度
371 人文社会系 首藤素子 シュトウ モトコ SHUTO Motoko 平成30年度
372 文芸・言語学系 城生伯太郎 ジョウオ ハクタロウ JOO Hakutaro 平成21年度
373 システム情報系 庄司功 ショウジ イサオ SHOJI Isao 平成26年度
374 人間系 庄司一子 ショウジ カズコ SHOJI Ichiko 令和4年度
375 臨床医学系 庄司進一 ショウジ シンイチ SHOJI Shinichi 平成17年度
376 システム情報系 正司秀信 ショウジ ヒデノブ SHOJI Hidenobu 平成28年度
377 社会科学系 庄子良男 ショウジ ヨシオ SHOJI Yoshio 平成18年度
378 医学医療系 正田純一 ショウダ ジユンイチ SHODA Junichi 令和4年度
379 教育学系 白石晃一 シライシ コウイチ SHIRAISHI Koichi 平成10年度
380 生命環境系 白岩善博 シライワ ヨシヒロ SHIRAIWA Yoshihiro 平成28年度
381 システム情報系 白川友紀 シラカワ トモノリ SHIRAKAWA Tomonori 平成27年度
382 物質工学系 白川英樹 シラカワ ヒデキ SHIRAKAWA Hideki 平成12年度
383 体育系 白木仁 シラキ ヒトシ SHIRAKI Hitoshi 令和4年度
384 構造工学系 白山和久 シラヤマ カズヒサ SHIRAYAMA Kazuhisa 昭和63年度
385 芸術学系 白木俊之 シロキ トシユキ SHIROKI Toshiyuki 平成14年度
386 社会科学系 進藤榮一 シンドウ エイイチ SHINDO Eiichi 平成15年度
387 人文社会系 新保邦寛 シンボ クニヒロ SHIMBO Kunihiro 平成28年度
388 芸術学系 眞保亨 シンボ トオル SHIMBO Toru 平成7年度
389 体育科学系 頭川昭子 ズカワ アキコ ZUKAWA Akiko 平成20年度
390 数学系 杉浦成昭 スギウラ ナリアキ SUGIURA Nariaki 平成10年度
391 生命環境系 杉浦則夫 スギウラ ノリオ SUGIURA Norio 平成29年度
392 基礎医学系 杉田良樹 スギタ ヨシキ SUGITA Yoshiki 平成7年度
393 図書館情報メディア系 杉本重雄 スギモト シゲオ SUGIMOTO Shigeo 平成31年度
394 現代語・現代文化学系 洲崎惠三 スザキ ケイゾウ SUZAKI Keizo 平成11年度
395 電子・情報工学系 鈴木功 スズキ イサオ SUZUKI Isao 平成9年度
396 理事 鈴木久敏 スズキ ヒサトシ SUZUKI Hisatoshi 平成25年度
397 現代語・現代文化学系 鈴木英一 スズキ ヒデカズ SUZUKI Hidekazu 平成18年度
398 教育学系 鈴木博雄 スズキ ヒロオ SUZUKI Hiro 平成5年度
399 芸術系 鈴木雅和 スズキ マサカズ SUZUKI Masakazu 平成29年度
400 農林工学系 鈴木光剛 スズキ ミツカタ SUZUKI Mitsukata 平成7年度
401 人文社会系 砂川有里子 スナカワ ユリコ SUNAKAWA Yuriko 平成27年度
402 医学医療系 須磨崎亮 スマザキ リョウ SUMAZAKI Ryo 平成29年度
403 物質工学系 住斉 スミ ヒトシ SUMI Hitoshi 平成18年度
404 システム情報系 住田潮 スミタ ウシオ SUMITA Ushio 平成27年度
405 医学医療系 住田孝之 スミダ タカユキ SUMIDA Takayuki 令和2年度
406 生物科学系 関文威 セキ フミタケ SEKI Fumitake 平成13年度
407 数理物質系 関口章 セキグチ アキラ SEKIGUCHI Akira 平成29年度
408 芸術学系 相馬隆 ソウマ タカシ SOMA Takashi 平成12年度
409 臨床医学系 添田周吾 ソエダ シュウゴ SOEDA Shugo 平成6年度
410 人間系 園山繁樹 ソノヤマ シゲキ SONOYAMA Shigeki 平成31年度
411 体育科学系 髙井省三 タカイ ショウゾウ TAKAI Shozo 平成22年度
412 システム情報系 高木英明 タカギ ヒデアキ TAKAGI Hideaki 平成27年度
413 教育学系 高久清吉 タカク セイキチ TAKAKU Seikichi 昭和63年度
414 教育学系 高倉翔 タカクラ ショウ TAKAKURA Sho 平成8年度
415 物理学系 高田慧 タカダ サトシ TAKADA Satoshi 平成13年度
416 文芸・言語学系 高田誠 タカダ マコト TAKADA Makoto 平成18年度
417 医学医療系 高田ゆり子 タカタ ユリコ TAKATA Yuriko 平成28年度
418 芸術学系 高津道昭 タカツ ミチアキ TAKATSU Michiaki 平成12年度
419 生物科学系 高野健三 タカノ ケンゾウ TAKANO Kenzo 平成5年度
420 心理学系 高野清純 タカノ セイジュン TAKANO Seijun 平成6年度
421 物理学系 高野文彦 タカノ フミヒコ TAKANO Fumihiko 平成元年度
422 社会工学系 高橋磐郎 タカハシ イワロウ TAKAHASHI Iwaro 平成3年度
423 人間系 高橋正雄 タカハシ マサオ TAKAHASHI Masao 平成31年度
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424 生物科学系 高橋三保子 タカハシ ミホコ TAKAHASHI Mihoko 平成18年度
425 体育科学系 高松薫 タカマツ カオル TAKAMATSU Kaoru 平成19年度
426 体育系 田神一美 タガミ カズミ TAGAMI Kazumi 平成29年度
427 心理学系 田上不二夫 タガミ フジオ TAGAMI Fujio 平成21年度
428 生命環境系 瀧川具弘 タキガワ トモヒロ TAKIGAWA Tomohiro 令和2年度
429 理事 瀧田宏樹 タキタ コウキ TAKITA Koki 平成19年度
430 人文社会系 竹沢幸一 タケザワ コウイチ TAKEZAWA Koichi 令和4年度
431 体育科学系 竹田清彦 タケダ キヨヒコ TAKEDA Kiyohiko 平成9年度
432 哲学・思想学系 竹村喜一郎 タケムラ キイチロウ TAKEMURA Kiichiro 平成21年度
433 哲学・思想学系 竹村牧男 タケムラ マキオ TAKEMURA Makio 平成14年度
434 現代語・現代文化学系 竹本忠雄 タケモト タダオ TAKEMOTO Tadao 平成8年度
435 数理物質系 竹森直 タケモリ タダシ TAKEMORI Tadashi 令和3年度
436 生命環境系 田島淳史 タジマ アツシ TAJIMA Atsushi 令和4年度
437 社会科学系 田島裕 タジマ ユタカ TAJIMA Yutaka 平成16年度
438 文芸・言語学系 田代慶一郎 タシロ ケイイチロウ TASHIRO Keiichiro 平成3年度
439 芸術学系 田代勝 タシロ マサル TASHIRO Masaru 平成20年度
440 生命環境系 田瀬則雄 タセ ノリオ TASE Norio 平成24年度
441 農林工学系 多田敦 タダ アツシ TADA Atsushi 平成12年度
442 人文社会系 立川孝一 タチカワ コウイチ TACHIKAWA Koichi 平成25年度
443 数学系 太刀川弘幸 タチカワ ヒロユキ TACHIKAWA Hiroyuki 平成5年度
444 図書館情報メディア系 田中和世 タナカ カズヨ TANAKA Kazuyo 平成25年度
445 体育系 田中喜代次 タナカ キヨジ TANAKA Kiyoji 平成30年度
446 システム情報系 田中二郎 タナカ ジロウ TANAKA Jiro 平成28年度
447 地球科学系 田中正 タナカ タダシ TANAKA Tadashi 平成22年度
448 人間系 田中統治 タナカ トウジ TANAKA Toji 平成27年度
449 応用生物化学系 田中秀夫 タナカ ヒデオ TANAKA Hideo 平成18年度
450 生物科学系 田仲可昌 タナカ ヨシマサ TANAKA Yoshimasa 平成17年度
451 理事 谷川彰英 タニカワ アキヒデ TANIKAWA Akihide 平成21年度
452 人文社会系 谷川多佳子 タニガワ タカコ TANIGAWA Takako 平成24年度
453 社会工学系 谷村秀彦 タニムラ ヒデヒコ TANIMURA Hidehiko 平成14年度
454 図書館情報学系 田畑孝一 タバタ コウイチ TABATA Koichi 平成18年度
455 生命環境系 田林明 タバヤシ アキラ TABAYASHI Akira 平成25年度
456 現代語・現代文化学系 玉井東助 タマイ トウスケ TAMAI Tosuke 平成3年度
457 医学医療系 玉岡晃 タマオカ アキラ TAMAOKA Akira 令和3年度
458 芸術系 玉川信一 タマガワ シンイチ TAMAGAWA Shinichi 平成31年度
459 基礎医学系 田村昇 タムラ ノボル TAMURA Noboru 平成6年度
460 人文社会系 千本秀樹 チモト ヒデキ CHIMOTO Hideki 平成27年度
461 人間系 塚田泰彦 ツカダ ヤスヒコ TSUKADA Yasuhiko 平成29年度
462 人文社会系 辻󠄀󠄀中豊 ツジナカ ユタカ TSUJINAKA Yutaka 平成30年度
463 人文社会系 津城寛文 ツシロ ヒロフミ TSUSHIRO Hirofumi 令和4年度
464 人文社会系 津田幸男 ツダ ユキオ TSUDA Yukio 平成26年度
465 社会科学系 土本武司 ツチモト タケシ TSUCHIMOTO Takeshi 平成10年度
466 人文社会系 土屋英雄 ツチヤ ヒデオ TSUCHIYA Hideo 平成24年度
467 図書館情報学系 都築正巳 ツヅキ マサミ TSUZUKI Masami 平成19年度
468 人文社会系 常木晃 ツネキ アキラ TSUNEKI Akira 令和2年度
469 ビジネスサイエンス系 椿広計 ツバキ ヒロエ TSUBAKI Hiroe 平成25年度
470 体育系 椿本昇三 ツバキモト ショウゾウ TSUBAKIMOTO Shozo 平成31年度
471 数理物質系 坪井明人 ツボイ アキト TSUBOI Akito 令和3年度
472 医学医療系 坪井康次 ツボイ コウジ TSUBOI Koji 平成31年度
473 人文社会系 坪井美樹 ツボイ ヨシキ TSUBOI Yoshiki 平成27年度
474 心身障害学系 津曲裕次 ツマガリ ユウジ TSUMAGARI Yuji 平成10年度
475 生命環境系 Taylor De Mar テイラー デマー TAYLOR De Mar 令和4年度
476 人間系 手打明敏 テウチ アキトシ TEUCHI Akitoshi 平成28年度
477 社会科学系 出口正義 デグチ マサヨシ DEGUCHI Masayoshi 平成23年度
478 生命環境系 手塚章 テヅカ アキラ TEZUKA Akira 平成24年度
479 図書館情報学系 寺田光孝 テラダ ミツタカ TERADA Mitsutaka 平成20年度
480 社会工学系 寺野隆雄 テラノ タカオ TERANO Takao 平成21年度
481 システム情報系 寺本德郎 テラモト トクオ TERAMOTO Tokuo 平成29年度
482 社会工学系 土井正幸 ドイ マサユキ DOI Masayuki 平成22年度
483 体育系 藤堂良明 トウドウ ヨシアキ TODO Yoshiaki 平成27年度
484 図書館情報学系 常盤繁 トキワ シゲル TOKIWA Shigeru 平成18年度
485 生命環境系 德永澄憲 トクナガ スミノリ TOKUNAGA Suminori 平成26年度
486 化学系 徳丸克己 トクマル カツミ TOKUMARU Katsumi 平成6年度
487 数理物質系 戸嶋信幸 トシマ ノブユキ TOSHIMA Nobuyuki 平成25年度
488 体育科学系 杤堀申二 トチボリ シンジ TOCHIBORI Shinji 平成11年度
489 芸術学系 土肥博至 ドヒ ヒロシ DOHI Hiroshi 平成9年度
490 副学長 冨江伸治 トミエ シンジ TOMIE Shinji 平成16年度
491 農林工学系 富田文一郎 トミタ ブンイチロウ TOMITA Bunichiro 平成18年度
492 電子・情報工学系 寅市和男 トライチ カズオ TORAICHI Kazuo 平成19年度
493 臨床医学系 内藤裕史 ナイトウ ヒロシ NAITO Hiroshi 平成7年度
494 人文社会系 仲重人 ナカ シゲト NAKA Shigeto 令和3年度
495 機能工学系 永井啓之亮 ナガイ ケイノスケ NAGAI Keinosuke 平成17年度
496 体育科学系 永井純 ナガイ ジュン NAGAI Jun 平成19年度
497 臨床医学系 中井利昭 ナカイ トシアキ NAKAI Toshiaki 平成15年度
498 数理物質系 中井直正 ナカイ ナオマサ NAKAI Naomasa 平成30年度
499 歴史・人類学系 中井英基 ナカイ ヒデキ NAKAI Hideki 平成17年度
500 ビジネスサイエンス系 永井裕久 ナガイ ヒロヒサ NAGAI Hirohisa 令和3年度
501 文芸・言語学系 中右實 ナカウ ミノル NAKAU Minoru 平成16年度
502 物理工学系 中尾憲司 ナカオ ケンジ NAKAO Kenji 平成16年度
503 体育系 中川昭 ナカガワ アキラ NAKAGAWA Akira 令和2年度
504 体育科学系 中川一彦 ナカガワ カズヒコ NAKAGAWA Kazuhiko 平成16年度
505 数学系 中川久雄 ナカガワ ヒサオ NAKAGAWA Hisao 平成6年度
506 歴史・人類学系 中川文雄 ナカガワ フミオ NAKAGAWA Fumio 平成11年度
507 歴史・人類学系 中川八洋 ナカガワ ヤツヒロ NAKAGAWA Yatsuhiro 平成20年度
508 数学系 中川良祐 ナカガワ リョウスケ NAKAGAWA Ryosuke 平成6年度
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509 農林学系 永木正和 ナガキ マサカズ NAGAKI Masakazu 平成21年度
510 体育系 中込四郎 ナカゴミ シロウ NAKAGOMI Shiro 平成29年度
511 臨床医学系 長澤俊郎 ナガサワ トシロウ NAGASAWA Toshiro 平成20年度
512 物理学系 長澤博 ナガサワ ヒロシ NAGASAWA Hiroshi 平成11年度
513 生命環境系 中嶋光敏 ナカジマ ミツトシ NAKAJIMA Mitsutoshi 平成31年度
514 体育科学系 中島光廣 ナカジマ ミツヒロ NAKAJIMA Mitsuhiro 平成5年度
515 基礎医学系 長島泰夫 ナガシマ ヤスオ NAGASHIMA Yasuo 平成19年度
516 教育学系 長洲南海男 ナガス ナミオ NAGASU Namio 平成18年度
517 国際統合睡眠医科学研究機構 長瀬博 ナガセ ヒロシ NAGASE Hiroshi 令和4年度
518 電子・情報工学系 中田育男 ナカタ イクオ NAKATA Ikuo 平成10年度
519 図書館情報学系 永田治樹 ナガタ ハルキ NAGATA Haruki 平成21年度
520 人間系 中田英雄 ナカタ ヒデオ NAKATA Hideo 平成24年度
521 人文社会系 仲田誠 ナカダ マコト NAKADA Makoto 平成31年度
522 医学医療系 長田道夫 ナガタ ミチオ NAGATA Michio 令和3年度
523 現代語・現代文化学系 中田光雄 ナカタ ミツオ NAKATA Mitsuo 平成15年度
524 医学医療系 中谷陽二 ナカタニ ヨウジ NAKATANI Yoji 平成24年度
525 応用生物化学系 中原忠篤 ナカハラ タダアツ NAKAHARA Tadaatsu 平成14年度
526 人文社会系 中村逸郎 ナカムラ イツロウ NAKAMURA Itsuro 令和4年度
527 社会科学系 中村紀一 ナカムラ キイチ NAKAMURA Kiichi 平成17年度
528 基礎医学系 中村恭一 ナカムラ キョウイチ NAKAMURA Kyoichi 平成16年度
529 生命環境系 中村徹 ナカムラ トオル NAKAMURA Toru 平成25年度
530 芸術系 中村伸夫 ナカムラ ノブオ NAKAMURA Nobuo 令和2年度
531 心身障害学系 中村満紀男 ナカムラ マキオ NAKAMURA Makio 平成20年度
532 システム情報系 中村豊 ナカムラ ユタカ NAKAMURA Yutaka 平成31年度
533 芸術系 中村義孝 ナカムラ ヨシタカ NAKAMURA Yoshitaka 平成31年度
534 体育科学系 中村良三 ナカムラ リョウゾウ NAKAMURA Ryozo 平成18年度
535 図書館情報メディア系 中山伸一 ナカヤマ シンイチ NAKAYAMA Shinichi 令和4年度
536 芸術学系 中山典夫 ナカヤマ ノリオ NAKAYAMA Norio 平成16年度
537 臨床医学系 中山凱夫 ナカヤマ ヨシオ NAKAYAMA Yoshio 平成19年度
538 文芸・言語学系 名波弘彰 ナナミ ヒロアキ NANAMI Hiroaki 平成20年度
539 数理物質系 鍋島達弥 ナベシマ タツヤ NABESHIMA Tatsuya 令和3年度
540 人文社会系 浪川健治 ナミカワ ケンジ NAMIKAWA Kenji 平成30年度
541 機能工学系 成合英樹 ナリアイ ヒデキ NARIAI Hideki 平成14年度
542 体育科学系 成田十次郎 ナリタ ジュウジロウ NARITA Jujiro 平成8年度
543 農林学系 成田雅美 ナリタ マサミ NARITA Masami 平成22年度
544 文芸・言語学系 鳴島甫 ナルシマ ハジメ NARUSHIMA Hajime 平成19年度
545 機能工学系 西岡隆 ニシオカ タカシ NISHIOKA Takashi 平成14年度
546 図書館情報メディア系 西岡貞一 ニシオカ テイイチ NISHIOKA Teiichi 平成31年度
547 理事 西川潔 ニシカワ キヨシ NISHIKAWA Kiyoshi 平成24年度
548 副学長 西川博昭 ニシカワ ヒロアキ NISHIKAWA Hiroaki 平成30年度
549 歴史・人類学系 西澤龍生 ニシザワ リュウセイ NISHIZAWA Ryusei 平成4年度
550 歴史・人類学系 西田正規 ニシダ マサキ NISHIDA Masaki 平成19年度
551 電子・情報工学系 西原清一 ニシハラ セイイチ NISHIHARA Seiichi 平成21年度
552 体育系 西平賀昭 ニシヒラ ヨシアキ NISHIHIRA Yoshiaki 平成28年度
553 機能工学系 西村仁嗣 ニシムラ ヒトシ NISHIMURA Hitoshi 平成17年度
554 文芸・言語学系 西村よしみ ニシムラ ヨシミ NISHIMURA Yoshimi 平成22年度
555 医学医療系 二宮治彦 ニノミヤ ハルヒコ NINOMIYA Haruhiko 令和2年度
556 生命環境系 沼田治 ヌマタ オサム NUMATA Osamu 平成30年度
557 電子・情報工学系 根本承次郎 ネモト ショウジロウ NEMOTO Shojiro 平成19年度
558 人文社会系 根本誠二 ネモト セイジ NEMOTO Seiji 平成27年度
559 生命環境系 納口るり子 ノウグチ ルリコ NOHGUCHI Ruriko 令和4年度
560 歴史・人類学系 野口鐵郎 ノグチ テツロウ NOGUCHI Tetsuro 平成6年度
561 医学医療系 野口雅之 ノグチ マサユキ NOGUCHI Masayuki 令和4年度
562 哲学・思想学系 野田茂徳 ノダ シゲノリ NODA Shigenori 平成16年度
563 地球科学系 野田浩司 ノダ ヒロシ NODA Hiroshi 平成13年度
564 体育系 野津有司 ノヅ ユウジ NOZU Yuji 令和2年度
565 現代語・現代文化学系 野村二郎 ノムラ ジロウ NOMURA Jiro 昭和62年度
566 体育科学系 野村武男 ノムラ タケオ NOMURA Takeo 平成21年度
567 体育系 野村良和 ノムラ ヨシカズ NOMURA Yoshikazu 平成25年度
568 体育科学系 芳賀脩光 ハガ シュウコウ HAGA Shuko 平成16年度
569 体育科学系 萩原武久 ハギワラ タケヒサ HAGIWARA Takehisa 平成20年度
570 社会工学系 橋田温 ハシダ オン HASHIDA On 平成13年度
571 システム情報系 橋本昭洋 ハシモト アキヒロ HASHIMOTO Akihiro 平成27年度
572 芸術系 蓮見孝 ハスミ タカシ HASUMI Takashi 平成24年度
573 体育系 長谷川聖修 ハセガワ キヨナオ HASEGAWA Kiyonao 令和4年度
574 応用生物化学系 長谷川宏司 ハセガワ コウジ HASEGAWA Koji 平成19年度
575 体育科学系 長谷川純三 ハセガワ ジュンゾウ HASEGAWA Junzo 平成6年度
576 物理工学系 長谷川文夫 ハセガワ フミオ HASEGAWA Fumio 平成16年度
577 附属図書館長 波多野澄雄 ハタノ スミオ HATANO Sumio 平成24年度
578 歴史・人類学系 花井等 ハナイ ヒトシ HANAI Hitoshi 平成11年度
579 生命環境系 馬場忠 ババ タダシ BABA Tadashi 令和3年度
580 生命環境系 濱健夫 ハマ タケオ HAMA Takeo 平成30年度
581 副学長 濱口秀夫 ハマグチ ヒデオ HAMAGUCHI Hideo 平成16年度
582 人文社会系 濱名恵美 ハマナ エミ HAMANA Emi 平成28年度
583 生物科学系 林一六 ハヤシ イチロク HAYASHI Ichiroku 平成15年度
584 生命環境系 林謙一郎 ハヤシ ケンイチロウ HAYASHI Kenichiro 平成31年度
585 生命環境系 林純一 ハヤシ ジュンイチ HAYASHI Junichi 平成27年度
586 文芸・言語学系 林四郎 ハヤシ シロウ HAYASHI Shiro 昭和62年度
587 理事 林史典 ハヤシ チカフミ HAYASHI Chikafumi 平成18年度
588 基礎医学系 林英生 ハヤシ ヒデオ HAYASHI Hideo 平成15年度
589 物理学系 原康夫 ハラ ヤスオ HARA Yasuo 平成9年度
590 芸術学系 原田昭 ハラダ アキラ HARADA Akira 平成17年度
591 生物科学系 原田宏 ハラダ ヒロシ HARADA Hiroshi 平成8年度
592 基礎医学系 坂内四郎 バンナイ シロウ BANNAI Shiro 平成17年度
593 理事 東照雄 ヒガシ テルオ HIGASHI Teruo 平成27年度



No. 所 属 氏 名 フリガナ ローマ字 称号付与年度
594 生命環境系 氷鉋揚四郎 ヒガノ ヨウシロウ HIGANO Yoshiro 平成29年度
595 農林学系 樋口貞三 ヒグチ テイゾウ HIGUCHI Teizo 平成10年度
596 現代語・現代文化学系 樋口時弘 ヒグチ トキヒロ HIGUCHI Tokihiro 平成9年度
597 医学医療系 久野節二 ヒサノ セツジ HISANO Setsuji 平成27年度
598 社会科学系 菱山謙二 ヒシヤマ ケンジ HISHIYAMA Kenji 平成20年度
599 芸術系 日高健一郎 ヒダカ ケンイチロウ HIDAKA Kenichiro 平成25年度
600 医学医療系 兵頭一之介 ヒョウドウ イチノスケ HYODO Ichinosuke 令和2年度
601 システム情報系 平井有三 ヒライ ユウゾウ HIRAI Yuzo 平成24年度
602 図書館情報メディア系 平賀譲 ヒラガ ユズル HIRAGA Yuzuru 令和4年度
603 電子・情報工学系 平澤一紘 ヒラサワ カヅヒロ HIRASAWA Kazuhiro 平成17年度
604 ビジネスサイエンス系 平嶋竜太 ヒラシマ リュウタ HIRASHIMA Ryuta 令和3年度
605 生物科学系 平林民雄 ヒラバヤシ タミオ HIRABAYASHI Tamio 平成14年度
606 人文社会系 廣瀬幸生 ヒロセ ユキオ HIROSE Yukio 令和4年度
607 人間系 廣田栄子 ヒロタ エイコ HIROTA Eiko 平成29年度
608 臨床医学系 深尾立 フカオ カタシ FUKAO Katashi 平成20年度
609 システム情報系 福井幸男 フクイ ユキオ FUKUI Yukio 平成26年度
610 生命環境系 福島武彦 フクシマ タケヒコ FUKUSHIMA Takehiko 平成29年度
611 教育学系 福田弘 フクダ ヒロシ FUKUDA Hiroshi 平成20年度
612 社会工学系 福地崇生 フクチ タカオ FUKUCHI Takao 昭和63年度
613 生物科学系 藤井宏一 フジイ コウイチ FUJII Koichi 平成18年度
614 社会医学系 藤木素士 フジキ モトオ FUJIKI Moto 平成6年度
615 体育科学系 藤澤邦彦 フジサワ クニヒコ FUJISAWA Kunihiko 平成17年度
616 心理学系 藤田統 フジタ オサム FUJITA Osamu 平成3年度
617 心身障害学系 藤田和弘 フジタ カズヒロ FUJITA Kazuhiro 平成16年度
618 芸術系 藤田志朗 フジタ シロウ FUJITA Shiro 平成29年度
619 哲学・思想学系 藤田晋吾 フジタ シンゴ FUJITA Shingo 平成16年度
620 生命環境系 藤村達人 フジムラ タツヒト FUJIMURA Tatsuhito 平成27年度
621 物理工学系 藤本京平 フジモト キョウヘイ FUJIMOTO Kyohei 平成5年度
622 芸術学系 藤原昌美 フジワラ マサミ FUJIWARA Masami 平成13年度
623 文芸・言語学系 藤原保明 フジワラ ヤスアキ FUJIWARA Yasuaki 平成21年度
624 システム情報系 藤原良叔 フジワラ リョウシュク FUJIWARA Ryoshuku 平成27年度
625 人文社会系 古家信平 フルイエ シンペイ FURUIE Shimpei 平成30年度
626 文芸・言語学系 古川直世 フルカワ ナオヨ FURUKAWA Naoyo 平成17年度
627 人文社会系 古田博司 フルタ ヒロシ FURUTA Hiroshi 平成31年度
628 物理学系 古野興平 フルノ コウヘイ FURUNO Kohei 平成15年度
629 生命環境系 星野貴行 ホシノ タカユキ HOSHINO Takayuki 平成30年度
630 機能工学系 星野力 ホシノ ツトム HOSHINO Tsutomu 平成13年度
631 社会工学系 星野靖雄 ホシノ ヤスオ HOSHINO Yasuo 平成19年度
632 体育科学系 細川淳一 ホソカワ ジュンイチ HOSOKAWA Junichi 平成10年度
633 社会工学系 細野昭雄 ホソノ アキオ HOSONO Akio 平成15年度
634 芸術系 穂積穀重 ホヅミ タケシゲ HOZUMI Takeshige 平成24年度
635 教育学系 堀和郎 ホリ カズオ HORI Kazuo 平成21年度
636 システム情報系 堀憲之 ホリ ノリユキ HORI Noriyuki 令和2年度
637 心理学系 堀洋道 ホリ ヒロミチ HORI Hiromichi 平成13年度
638 哲学・思想学系 堀池信夫 ホリイケ ノブオ HORIIKE Nobuo 平成23年度
639 基礎医学系 本郷利憲 ホンゴウ トシノリ HONGO Toshinori 平成3年度
640 医学医療系 本田克也 ホンダ カツヤ HONDA Katsuya 令和4年度
641 体育系 本田靖 ホンダ ヤスシ HONDA Yasushi 令和2年度
642 構造工学系 本間琢也 ホンマ タクヤ HOMMA Takuya 平成5年度
643 臨床医学系 本村幸子 ホンムラ サチコ HOMMURA Sachiko 平成14年度
644 ビジネスサイエンス系 MURPHY Richard Taggart マーフィー リチャード タガート MURPHY Richard Taggart 平成28年度
645 人文社会系 前川啓治 マエガワ ケイジ MAEGAWA Keiji 令和4年度
646 農林工学系 前川孝昭 マエカワ タカアキ MAEKAWA Takaaki 平成18年度
647 人間系 前川久男 マエカワ ヒサオ MAEKAWA Hisao 平成24年度
648 心理学系 牧野順四郎 マキノ ジュンシロウ MAKINO Junshiro 平成16年度
649 システム情報系 牧野昭二 マキノ ショウジ MAKINO Shoji 令和3年度
650 生命環境系 増田美砂 マスダ ミサ MASUDA Misa 平成30年度
651 数理物質系 舛本泰章 マスモト ヤスアキ MASUMOTO Yasuaki 平成25年度
652 機能工学系 松井剛一 マツイ ゴウイチ MATSUI Goichi 平成15年度
653 図書館情報学系 松井幸子 マツイ サチコ MATSUI Sachiko 平成16年度
654 人間系 松井豊 マツイ ユタカ MATSUI Yutaka 平成31年度
655 システム情報系 松内一雄 マツウチ カズオ MATSUCHI Kazuo 平成24年度
656 生命環境系 松岡憲知 マツオカ ノリカズ MATSUOKA Norikazu 令和3年度
657 地球科学系 松倉公憲 マツクラ ユキノリ MATSUKURA Yukinori 平成22年度
658 基礎医学系 松下松雄 マツシタ マツオ MATSUSHITA Matsuo 平成11年度
659 システム情報系 松田紀之 マツダ ノリユキ MATSUDA Noriyuki 平成24年度
660 医学医療系 松田ひとみ マツダ ヒトミ MATSUDA Hitomi 平成31年度
661 医学医療系 松村明 マツムラ アキラ MATSUMURA Akira 令和2年度
662 体育系 松村和則 マツムラ カズノリ MATSUMURA Kazunori 平成28年度
663 応用生物化学系 松村正利 マツムラ マサトシ MATSUMURA Masatoshi 平成19年度
664 図書館情報メディア系 松本浩一 マツモト コウイチ MATSUMOTO Koichi 平成30年度
665 生命環境系 松本宏 マツモト ヒロシ MATSUMOTO Hiroshi 令和3年度
666 図書館情報メディア系 松本紳 マツモト マコト MATSUMOTO Makoto 令和3年度
667 体育科学系 松本光弘 マツモト ミツヒロ MATSUMOTO Mitsuhiro 平成17年度
668 生命環境系 丸山幸夫 マルヤマ サチオ MARUYAMA Sachio 平成31年度
669 社会工学系 丸山義皓 マルヤマ ヨシヒロ MARUYAMA Yoshihiro 平成8年度
670 数理物質系 三明康郎 ミアケ ヤスオ MIAKE Yasuo 令和2年度
671 心身障害学系 三澤義一 ミサワ ギイチ MISAWA Giichi 平成5年度
672 社会医学系 三澤章吾 ミサワ ショウゴ MISAWA Shogo 平成13年度
673 システム情報系 水谷孝一 ミズタニ コウイチ MIZUTANI Koichi 令和3年度
674 哲学・思想学系 水野建雄 ミズノ タツオ MIZUNO Tatsuo 平成16年度
675 副学長 水林博 ミズバヤシ ヒロシ MIZUBAYASHI Hiroshi 平成21年度
676 芸術学系 三田村畯右 ミタムラ シュンユウ MITAMURA Shunyu 平成12年度
677 芸術学系 三ツ井秀樹 ミツイ ヒデキ MITSUI Hideki 平成18年度
678 社会科学系 三石善吉 ミツイシ ゼンキチ MITSUISHI Zenkichi 平成10年度
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679 図書館情報メディア系 緑川信之 ミドリカワ ノブユキ MIDORIKAWA Nobuyuki 平成31年度
680 図書館情報メディア系 薬袋秀樹 ミナイ ヒデキ MINAI Hideki 平成25年度
681 教育学系 湊吉正 ミナト ヨシマサ MINATO Yoshimasa 平成7年度
682 医学医療系 南学 ミナミ マナブ MINAMI Manabu 平成31年度
683 芸術学系 三村翰弘 ミムラ ミキヒロ MIMURA Mikihiro 平成18年度
684 社会工学系 宮尾尊弘 ミヤオ タカヒロ MIYAO Takahiro 平成16年度
685 数理物質系 宮崎修一 ミヤザキ シュウイチ MIYAZAKI Shuichi 平成27年度
686 体育系 宮下憲 ミヤシタ ケン MIYASHITA Ken 平成24年度
687 教育学系 宮寺晃夫 ミヤデラ アキオ MIYADERA Akio 平成21年度
688 体育科学系 宮永豊 ミヤナガ ユタカ MIYANAGA Yutaka 平成16年度
689 生命環境系 宮本邦明 ミヤモト クニアキ MIYAMOTO Kuniaki 平成30年度
690 システム情報系 宮本定明 ミヤモト サダアキ MIYAMOTO Sadaaki 平成28年度
691 理事 宮本信也 ミヤモト シンヤ MIYAMOTO Shinya 平成30年度
692 数理物質系 宮本雅彦 ミヤモト マサヒコ MIYAMOTO Masahiko 平成30年度
693 人文社会系 宮本陽一郎 ミヤモト ヨウイチロウ MIYAMOTO Yoichiro 平成29年度
694 物理学系 三好昭一 ミヨシ ショウイチ MIYOSHI Shoichi 平成4年度
695 基礎医学系 三輪正直 ミワ マサナオ MIWA Masanao 平成17年度
696 応用生物化学系 向高祐邦 ムカタカ スケクニ MUKATAKA Sukekuni 平成19年度
697 体育系 宗像恒次 ムナカタ ツネツグ MUNAKATA Tsunetsugu 平成24年度
698 応用生物化学系 宗像英輔 ムネカタ エイスケ MUNEKATA Eisuke 平成15年度
699 数理物質系 村上浩一 ムラカミ コウイチ MURAKAMI Koichi 平成24年度
700 機能工学系 村上正秀 ムラカミ マサヒデ MURAKAMI Masahide 平成22年度
701 体育科学系 村木征人 ムラキ ユキト MURAKI Yukito 平成21年度
702 教育学系 村田翼夫 ムラタ ヨクオ MURATA Yokuo 平成16年度
703 体育系 村田芳子 ムラタ ヨシコ MURATA Yoshiko 平成28年度
704 数学系 村松壽延 ムラマツ トシノブ MURAMATSU Toshinobu 平成8年度
705 生命環境系 村山祐司 ムラヤマ ユウジ MURAYAMA Yuji 平成31年度
706 体育科学系 目崎登 メサキ ノボル MESAKI Noboru 平成20年度
707 農林学系 餅田治之 モチダ ハルユキ MOCHIDA Haruyuki 平成22年度
708 人文社会系 本澤巳代子 モトザワ ミヨコ MOTOZAWA Miyoko 平成28年度
709 数学系 本橋信義 モトハシ ノブヨシ MOTOHASHI Nobuyoshi 平成19年度
710 物理工学系 森茂樹 モリ シゲキ MORI Shigeki 平成13年度
711 医学医療系 森千鶴 モリ チヅル MORI Chizuru 令和3年度
712 体育科学系 森昭三 モリ テルミ MORI Terumi 平成10年度
713 体育系 森俊男 モリ トシオ MORI Toshio 平成27年度
714 芸術系 森岡隆 モリオカ タカシ MORIOKA Takashi 令和3年度
715 数理物質系 森田純 モリタ ジュン MORITA Jun 令和2年度
716 文芸・言語学系 森田孟 モリタ タケシ MORITA Takeshi 平成15年度
717 数理物質系 守橋健二 モリハシ ケンジ MORIHASHI Kenji 令和2年度
718 芸術系 守屋正彦 モリヤ マサヒコ MORIYA Masahiko 平成30年度
719 副学長 茂呂雄二 モロ ユウジ MORO Yuji 令和3年度
720 社会工学系 門田安弘 モンデン ヤスヒロ MONDEN Yasuhiro 平成16年度
721 医学医療系 八神健一 ヤガミ ケンイチ YAGAMI Kenichi 平成28年度
722 人文社会系 安井泉 ヤスイ イズミ YASUI Izumi 平成24年度
723 人間系 安川哲夫 ヤスカワ テツオ YASUKAWA Tetsuo 平成28年度
724 地球科学系 安成哲三 ヤスナリ テツゾウ YASUNARI Tetsuzo 平成15年度
725 システム情報系 安信誠二 ヤスノブ セイジ YASUNOBU Seiji 平成28年度
726 芸術学系 安原喜孝 ヤスハラ ヨシタカ YASUHARA Yoshitaka 平成12年度
727 物理工学系 谷田貝豊彦 ヤタガイ トヨヒコ YATAGAI Toyohiko 平成19年度
728 物理学系 谷津潔 ヤツ キヨシ YATSU Kiyoshi 平成15年度
729 体育科学系 八代勉 ヤツシロ ツトム YATSUSHIRO Tsutomu 平成16年度
730 ビジネスサイエンス系 弥永真生 ヤナガ マサオ YANAGA Masao 令和3年度
731 生物科学系 柳澤嘉一郎 ヤナギサワ カイチロウ YANAGISAWA Kaichiro 平成7年度
732 体育系 柳沢和雄 ヤナギサワ カズオ YANAGISAWA Kazuo 令和2年度
733 障害科学系 柳本雄次 ヤナギモト ユウジ YANAGIMOTO Yuji 平成22年度
734 教育学系 山内芳文 ヤマウチ ヨシフミ YAMAUCHI Yoshifumi 平成19年度
735 理事 山口巖 ヤマグチ イワオ YAMAGUCHI Iwao 平成20年度
736 数理物質系 山口孝男 ヤマグチ タカオ YAMAGUCHI Takao 平成26年度
737 教育学系 山口満 ヤマグチ ミツル YAMAGUCHI Mitsuru 平成13年度
738 システム情報系 山口喜教 ヤマグチ ヨシノリ YAMAGUCHI Yoshinori 平成25年度
739 臨床医学系 山下亀次郎 ヤマシタ カメジロウ YAMASHITA Kamejiro 平成11年度
740 生命環境系 山下清海 ヤマシタ キヨミ YAMASHITA Kiyomi 平成29年度
741 社会工学系 山田圭一 ヤマダ ケイイチ YAMADA Keiichi 平成7年度
742 ビジネスサイエンス系 山田務 ヤマダ ツトム YAMADA Tsutomu 平成31年度
743 現代語・現代文化学系 山田宣夫 ヤマダ ノリオ YAMADA Norio 平成23年度
744 人文社会系 山田博志 ヤマダ ヒロシ YAMADA Hiroshi 平成30年度
745 システム情報系 山田恭央 ヤマダ ヤスオ YAMADA Yasuo 平成27年度
746 体育科学系 山中邦夫 ヤマナカ クニオ YAMANAKA Kunio 平成20年度
747 人文社会系 山中弘 ヤマナカ ヒロシ YAMANAKA Hiroshi 平成31年度
748 生物科学系 山根國男 ヤマネ クニオ YAMANE Kunio 平成16年度
749 数理物質系 山部紀久夫 ヤマベ キクオ YAMABE Kikuo 平成29年度
750 物理工学系 山本惠彦 ヤマモト シゲヒコ YAMAMOTO Shigehiko 平成16年度
751 地球科学系 山本正三 ヤマモト ショウゾウ YAMAMOTO Shozo 平成3年度
752 教育学系 山本眞一 ヤマモト シンイチ YAMAMOTO Shinichi 平成18年度
753 人文社会系 山本隆志 ヤマモト タカシ YAMAMOTO Takashi 平成24年度
754 教育学系 山本恒夫 ヤマモト ツネオ YAMAMOTO Tsuneo 平成13年度
755 芸術学系 山本文彦 ヤマモト フミヒコ YAMAMOTO Fumihiko 平成12年度
756 基礎医学系 山本雅之 ヤマモト マサユキ YAMAMOTO Masayuki 平成19年度
757 機能工学系 山本泰彦 ヤマモト ヤスヒコ YAMAMOTO Yasuhiko 平成19年度
758 数理物質系 山本泰彦 ヤマモト ヤスヒコ YAMAMOTO Yasuhiko 令和4年度
759 システム情報系 山本芳嗣 ヤマモト ヨシツグ YAMAMOTO Yoshitsugu 平成28年度
760 文芸・言語学系 湯澤質幸 ユザワ タダユキ YUZAWA Tadayuki 平成19年度
761 システム情報系 油田信一 ユタ シンイチ YUTA Shinichi 平成24年度
762 現代語・現代文化学系 横山幸三 ヨコヤマ コウゾウ YOKOYAMA Kozo 平成15年度
763 臨床医学系 吉江信夫 ヨシエ ノブオ YOSHIE Nobuo 平成6年度
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764 人間系 吉岡博英 ヨシオカ ヒロヒデ YOSHIOKA Hirohide 平成24年度
765 臨床医学系 吉川靖三 ヨシカワ セイゾウ YOSHIKAWA Seizo 平成5年度
766 医学医療系 吉川裕之 ヨシカワ ヒロユキ YOSHIKAWA Hiroyuki 平成27年度
767 農林工学系 吉崎繁 ヨシザキ シゲル YOSHIZAKI Shigeru 平成11年度
768 物質工学系 吉崎亮造 ヨシザキ リョウゾウ YOSHIZAKI Ryozo 平成19年度
769 医学医療系 吉田薫 ヨシダ カオル YOSHIDA Kaoru 平成24年度
770 体育系 吉田茂 ヨシダ シゲル YOSHIDA Shigeru 平成25年度
771 人間系 吉田武男 ヨシダ タケオ YOSHIDA Takeo 令和2年度
772 臨床医学系 吉田廣 ヨシダ ヒロシ YOSHIDA Hiroshi 平成21年度
773 人間系 吉田富二雄 ヨシダ フジオ YOSHIDA Fujio 平成24年度
774 システム情報系 吉田雅敏 ヨシダ マサトシ YOSHIDA Masatoshi 平成24年度
775 ビジネスサイエンス系 吉武博通 ヨシタケ ヒロミチ YOSHITAKE Hiromichi 平成29年度
776 心身障害学系 吉野公喜 ヨシノ トモヨシ YOSHINO Tomoyoshi 平成14年度
777 人間系 四日市章 ヨッカイチ アキラ YOKKAICHI Akira 平成27年度
778 システム情報系 李頡 リ ケツ RI Ketsu 平成30年度
779 物質工学系 若槻雅男 ワカツキ マサオ WAKATSUKI Masao 平成10年度
780 数理物質系 若林誠一郎 ワカバヤシ セイイチロウ WAKABAYASHI Seiichiro 平成25年度
781 現代語・現代文化学系 鷲尾龍一 ワシオ リュウイチ WASHIO Ryuichi 平成20年度
782 システム情報系 和田耕一 ワダ コウイチ WADA Koichi 令和3年度
783 歴史・人類学系 和田廣 ワダ ヒロシ WADA Hiroshi 平成16年度
784 社会科学系 渡辺章 ワタナベ アキラ WATANABE Akira 平成14年度
785 システム情報系 渡部修 ワタナベ オサム WATANABE Osamu 平成28年度
786 医学医療系 渡邉重行 ワタナベ シゲユキ WATANABE Shigeyuki 令和3年度
787 システム情報系 渡邉真一郎 ワタナベ シンイチロウ WATANABE Shinichiro 令和3年度
788 生物科学系 渡邊浩 ワタナベ ヒロシ WATANABE Hiroshi 平成元年度
789 社会工学系 渡邉浩 ワタナベ ヒロシ WATANABE Hiroshi 平成4年度
790 心理学系 渡辺三枝子 ワタナベ ミエコ WATANABE Mieko 平成25年度
791 教育学系 渡邊光雄 ワタナベ ミツオ WATANABE Mitsuo 平成18年度


