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系 部門等 分野等 職　　名 氏　　名

気候システム研究系

気候モデリング研究部門

気候システムモデリング研
究分野

教授（兼） 中　島　映　至
准教授 阿　部　彩　子
特任助教 吉　森　正　和
客員教授 井　上　　　元
特任研究員 井　上　豊志郎
特任研究員 鶴　田　治　雄
特任研究員 打　田　純　也
学術支援職員 荒　井　俊　昭
事務補佐員 浅　田　智　世
技術補佐員 及　川　栄　治

大気システムモデリング研
究分野

教授 高　橋　正　明
准教授 今　須　良　一
技術補佐員 武　田　順　子　
技術補佐員 永　岡　明　子
技術補佐員 小　島　すなみ
特任研究員 新　井　　　豊
特任研究員 林　　　洋　司
特任研究員 原　口　　　悟

海洋システムモデリング研
究分野

准教授 羽　角　博　康
講師 岡　　　　　顕
客員教授 村　上　正　隆
特任研究員 草　原　和　弥
特任研究員 川　崎　高　雄

気候変動現象研究部門

気候変動研究分野

教授 木　本　昌　秀
兼務教授 住　　　明　正
特任助教 三　浦　裕　亮
客員准教授 江　守　正　多
特任研究員 野　中　美　紀
特任研究員 久保川　陽呂鎮
特任研究員 端　野　典　平
特任研究員 近　本　喜　光
技術補佐員 大　槻　千　里
技術補佐員 中　野　明　美
技術補佐員 ROH, Woosub
技術補佐員 荒　金　　　匠
技術補佐員 大　野　知　紀
技術補佐員 前　田　崇　文
技術補佐員 高　橋　良　彰

気候データ総合解析研究分野

教授 高　薮　　　縁
准教授 渡　部　雅　浩
特任助教 横　井　　　覚
特任研究員 宮　川　知　己
技術補佐員 釜　江　陽　一
特任研究員 濱　田　　　篤
特任研究員 廣　田　渚　郎

気候水循環研究分野 准教授 芳　村　　　圭
特任研究員 戴　　　　　鉄
特任研究員 CHAN, Wing Le
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気候システム研究系

学術支援専門職員 清　水　直　樹
事務補佐員 冨　田　直　子
事務補佐員 茂　谷　恵　子
事務補佐員 北　嶋　裕　子
事務補佐員 石　黒　　　有
事務補佐員 宅　野　恵　子
技術補佐員 松　崎　　　惠
技術補佐員 新　倉　英　子
技術補佐員 松　本　佳　月
技術補佐員 島　田　幸　子
技術補佐員 近　藤　晴　奈
技術補佐員 柏　崎　美　樹
臨時用務員 石　田　かつ子

海洋地球システム研究系

海洋物理学部門

海洋大循環分野
准教授 岡　　　英太郎
助教 柳　本　大　吾
事務補佐員 福　村　衣里子

海洋大気力学分野

教授 新　野　　　宏
准教授 伊　賀　啓　太
助教 柳　瀬　　　亘
特任研究員 伊　藤　純　至
事務補佐員 日比野　英　美

海洋変動力学分野
准教授 藤　尾　伸　三
事務補佐員 櫻　井　美　香

海洋化学部門

海洋無機化学分野

教授 蒲　生　俊　敬
准教授 小　畑　　　元
助教 中　山　典　子
特任研究員 茂手木　千　晶
事務補佐員 小　池　早　苗
技術補佐員 山　西　霜野子

生元素動態分野

教授 永　田　　　俊
准教授 小　川　浩　史
助教 宮　島　利　宏
特任研究員 楊　　　燕　輝
特任研究員 森　本　直　子
特任研究員 碓　井　敏　宏
事務補佐員 清　水　安里佐
技術補佐員 藤　本　洋　子
技術補佐員 関　根　典　子

大気海洋分析化学分野
教授 佐　野　有　司
助教 高　畑　直　人

海洋底科学部門

海洋底地質学分野

教授 徳　山　英　一
兼務准教授 芦　　　寿一郎
事務補佐員 中　川　幸　子
技術補佐員 多　良　賢　二

海洋底地球物理学分野

准教授 沖　野　郷　子
准教授 朴　　　進　午
特任研究員 吉　河　秀　郎
特任研究員 内　藤　和　也
特任研究員 本　荘　千　枝
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海洋地球システム研究系

海洋底科学部門

海洋底地球物理学分野
学術支援専門職員 蔵　原　　　大
事務補佐員 小　松　智恵子
技術補佐員 西　本　路　子

海洋底テクトニクス分野

教授 川　幡　穂　高
准教授 横　山　祐　典
特任准教授 MATSUMOTO, Katsumi
助教 井　上　麻夕里
特任研究員 宮　入　陽　介
特任研究員 OBROCHTA, Stephen Phillip

特任研究員 黒　柳　あずみ
事務補佐員 池　田　　　恵
事務補佐員 古　賀　真由美
技術補佐員 池　内　美奈子

海洋生態系動態部門

浮遊生物分野
教授 津　田　　　敦
助教 西　川　　　淳
事務補佐員 鈴　木　友　美

微生物分野

教授（兼） 木　暮　一　啓
准教授 濱　崎　恒　二
助教 西　村　昌　彦
特任研究員 金　子　　　亮
特任研究員 都　丸　亜希子
特任研究員 高　橋　　　唯
特任研究員 野　村　英　明
学術支援職員 池　本　栄　子

底生生物分野
兼務教授 小　島　茂　明
准教授 狩　野　泰　則
事務補佐員 小　関　玲　子

海洋生命科学部門

生理学分野

教授 竹　井　祥　郎
准教授 兵　藤　　　晋
助教 日下部　　　誠
特任研究員 安　藤　正　昭
特任研究員 黄　　　國　成

分子海洋生物学分野

教授 西　田　　　睦
准教授 井　上　広　滋
助教 馬　渕　浩　司
兼務特任助教 武　島　弘　彦
特任研究員 日下部　郁　美
特任研究員 遠　藤　未来美
事務補佐員 清　宮　実佐子

行動生態計測分野

教授 塚　本　勝　巳
准教授 小　松　輝　久
助教 稲　垣　　　正
助教 石　田　健　一
特任研究員 渡　邊　　　俊
特任研究員 MILLER, Michael James
特任研究員 須　藤　竜　介
特任研究員 阪　本　真　吾
特任研究員 畑　瀬　英　男
特任研究員 井　上　　　潤
技術補佐員 川　上　達　也
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海洋生命システム研究系 海洋生物資源部門

環境動態分野

教授 安　田　一　郎
兼務准教授 小　松　幸　生
特任研究員 長　船　哲　史
特任研究員 池　谷　　　透
特任研究員 田　中　祐　希
技術補佐員 鍋　島　圭　美

資源解析分野
兼務教授 白木原　國　雄
准教授 平　松　一　彦

資源生態分野

教授 渡　邊　良　朗
准教授 河　村　知　彦
助教 猿　渡　敏　郎
特任研究員 勝　川　木　綿
技術補佐員 織　田　　　愛

国際沿岸海洋研究
センター

教授（兼） 道　田　　　豊
沿岸生態分野 准教授 田　中　　　潔

助教 白　井　厚太朗

沿岸保全分野

センター長（兼）・教授 大　竹　二　雄
准教授 佐　藤　克　文
助教 福　田　秀　樹
特任研究員 青　木　かがり
特任研究員 楢　崎　友　子
特任研究員 野　畑　重　教
特任研究員 山　根　広　大

地域連携分野 客員准教授 依　田　　　憲

事務室

専門職員 川　辺　幸　一
室長補佐（兼）・技術専門職員 黒　沢　正　隆
技術職員 平　野　昌　明
特任専門職員 矢　口　明　夫
臨時用務員 岩　間　みな子
臨時用務員 東　谷　幸　枝
事務補佐員 伊　藤　弘　恵
事務補佐員 大　槻　眞理子
事務補佐員 坂　田　智佐子
技術補佐員 片　山　僚　介

国際連携研究センター

国際企画分野
教授 道　田　　　豊
技術補佐員 小　林　奈緒美

国際学術分野

センター長（兼）・教授 植　松　光　夫
特任研究員 古　谷　浩　志
特任研究員 近　藤　文　義
技術補佐員 成　田　　　祥

国際協力分野
教授 西　田　周　平
特任研究員 宮　本　洋　臣
技術補佐員 小　林　真　純
准教授（兼） 井　上　広　滋
准教授（兼） 今　須　良　一
准教授（兼） 朴　　　進　午
客員教授 池　田　元　美
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地球表層圏変動研究
センター

古環境変動分野 准教授（兼） 横　山　祐　典

海洋生態系変動分野
准教授（兼） 羽　角　博　康
准教授 伊　藤　幸　彦
特任研究員 山　崎　友　梨

生物遺伝子変動分野

教授 木　暮　一　啓
講師 岩　崎　　　渉
特任研究員 吉　澤　　　晋
事務補佐員 稲　川　浩　美
事務補佐員 小　泉　眞　紅

大気海洋系変動分野

センター長（兼）・教授 中　島　映　至
教授 佐　藤　正　樹
事務補佐員 丸　山　佳　織
事務補佐員 廣　瀬　真　理
技術補佐員 山　田　裕　子
技術補佐員 司　馬　　　薫

研究連携領域 生物海洋学分野
兼務教授 木　村　伸　吾
兼務助教 北　川　貴　士
特任研究員 銭　本　　　慧

海洋アライアンス連携分野

兼務教授（兼） 木　村　伸　吾
特任准教授 青　山　　　潤
兼務特任准教授 下　出　信　次
兼務特任講師 高　橋　鉄　哉
特任研究員（兼） 野　村　英　明

共同利用共同研究推進
センター

陸上研究推進室

室長（兼）・准教授 兵　藤　　　晋
室長補佐（兼）・技術専門員 塚　本　久美子
技術専門員 小笠原　早　苗
技術専門職員 森　山　彰　久
技術専門職員 早乙女　伸　枝
技術職員 石　丸　君　江
技術職員 大　矢　眞知子
技術職員 棚　橋　由　紀
技術職員 原　　　政　子
技術職員 渡　邊　太　朗
技術補佐員 松　本　町　子

研究航海企画センター

センター長（兼）・教授 小　島　茂　明
センター長補佐（兼）・助教 稲　垣　　　正
技術補佐員（研究支援推進員） 稲　葉　不二夫
技術補佐員（研究支援推進員） 兼　子　康　雄

観測研究推進室

室長（兼）・教授 津　田　　　敦
室長補佐（兼）・技術専門員 北　川　庄　司
技術専門職員 田　村　千　織
技術専門職員 石　垣　秀　雄
技術専門職員 杢　　　雅　利
技術職員 小　熊　健　治
技術職員 亀　尾　　　桂
技術職員 長　澤　真　樹
技術職員 竹　内　　　誠
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共同利用共同研究推進
センター 観測研究推進室

技術補佐員（研究支援推進員） 桐ヶ谷　信　一
技術補佐員（研究支援推進員） 西　浦　力　雄
技術補佐員（研究支援推進員） 今　野　　　啓

事務部

事務長 吉　田　雅　彦
副事務長（総務担当） 平　澤　敏　之
副事務長（会計担当） 塩　田　俊　仁
主査（経理担当） 桶　谷　文　紀
専門職員（環境安全管理担当） 関　　　　　豊

総務チーム

係長 宮　城　明　治
専門職員 岡　部　友　紀
一般職員 荒　井　泰　之
事務補佐員 原　　　典　子
事務補佐員 大久保　幸　江
事務補佐員 根目沢　純　子

国際・研究推進チーム

係長 福　田　祐　子
係長 水　津　知　成
主任 篠　崎　　　勲
一般職員 原　　　尚　子
事務補佐員 関　根　里　沙
事務補佐員 長　島　麻　子

図書チーム
係長 武　笠　まゆみ
事務補佐員 金　井　尚　子
事務補佐員 古　舘　さつき

財務チーム
係長 大　浦　輝　一
主任 黒　須　玲　子
事務補佐員 日　暮　仁　美

経理・調達チーム

係長 荻　野　久　憲
主任 古　屋　慎一郎
主任 浦　田　雅　子
主任 西　井　佐和子
主任 前　田　美貴子
事務補佐員 稲　葉　和　美
事務補佐員 依　田　春　子
事務補佐員 永　井　　　恵

施設・安全管理チーム
技術職員（兼） 西　野　真　理
事務補佐員 高　橋　悦　美

電子計算機室
技術職員（兼） 棚　橋　由　紀
特任専門職員 石　川　浩　治

広報室

室長（兼）・教授 西　田　　　睦
特任専門職員 佐　伯　かおる
技術専門職員（兼） 森　山　彰　久
事務補佐員 渡　辺　由紀子
事務補佐員 渡　部　寿賀子


