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研究利用来訪者－2014 年度 
 
氏名     （所属）         

青木 美鈴  （日本国際湿地保全連合） 
浅野 暁一  （横浜市立大学） 
有山 啓之  （大阪府立環境農水総合研） 
井口 直樹  （水総研日本海区水産研） 
石田 惣   （大阪市立自然史博物館） 
石原 千晶  （北海道大学） 
泉 貴人   （東京大学） 
井田 晴香  （奈良女子大学） 
伊谷 行   （高知大学） 
稲田 美和  （奈良女子大学） 
井上 俊輔  （名城大学） 
井上 麻夕里 （岡山大学） 
今原 幸光  （黒潮生物研究所） 
岩瀬 文人  （黒潮生物研究所） 
上出 貴士  （和歌山県水産試験所） 
内田 紘臣  （元串本海中公園水族館） 
浦田 慎   （広島大学） 
太田 悠造  （滋賀県立琵琶湖博物館） 
大畠 麻里  （和歌山大学） 
岡野 桂樹  （秋田県立大学） 
角井 敬知  （北海道大学） 
揖 義継   （和歌山県立自然博物館） 
柏尾 翔   （きしわだ自然資料館） 
加藤 修   （水産総合研究センター） 
加戸 隆介  （北里大学） 
菅野 和彦  （いわき市立豊間小学校） 
菅野 響樹  （東京海洋大学） 
北田 博一  （いわきクラゲ研究所） 
北山 太樹  （国立科学博物館） 
久保 輝広  （京都大学） 
倉谷 うらら （フジツボ研究家） 
黒川 莉乃  （奈良女子大学） 
香田 唯   （自営業） 

氏名     （所属）        

古賀 庸憲  （和歌山大学） 
小林 あゆみ （大阪大学） 
小林 直正  （同志社大学名誉教授） 
米本 憲市  （和歌山県立神島高等学校） 
酒井 康志 （（株）ｽﾊﾟﾝｼｮﾝｲﾉﾍﾞｲﾂﾃﾞｻﾞｲﾝ） 
坂本 晴菜  （奈良女子大学） 
澤田 紘太  （総合研究大学院大学） 
澤原 宜千紘 （奈良女子大学） 
塩崎 哲哉  （三重自然詩の会） 
自見 直人  （広島大学） 
清水 学   （水産総合研究センター） 
杉本 雄祐  （大阪市立大学） 
諏訪 僚太  （海洋生物環境研究所） 
妹尾 美紗子 （高知大学） 
高須 英樹  （和歌山県立自然博物館） 
竹内 沙織  （京都大学） 
竹之内 孝一 （奈良学園中学校・高等学校） 
竹本 亨世  （大阪市立大学） 
田中 郁子  （神戸大学） 
田中 隼人  （広島大学） 
田中 広樹  （海遊館） 
田名瀬 英朋 （元瀬戸臨海教員） 
玉井 済夫  （南紀生物同好会） 
玉置 雅紀  （国立環境研生態環境研） 
玉田 一晃  （白浜町立日置中学校） 
為近 昌美  （北海道大学） 
張 景子   （JCK フレンズ） 
辻野 昌広  （岡山大学） 
土永 浩史  （和歌山県立南紀高等学校） 
徳田 悠希  （鳥取県立博物館） 
徳久 万純  （大阪大学） 
戸祭 森彦  （筑波大学下田臨海） 
冨山 毅   （広島大学） 
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氏名     （所属）        

中谷 光代  （jfish） 
中村 麻紀  （奈良女子大学） 
中山 真理子 （奈良女子大学） 
並河 洋   （国立科学博物館筑波施設） 
新稲 一仁  （自営業） 
西田 宏記  （大阪大学） 
西山 若菜  （奈良女子大学） 
野方 靖行  （電力中央研究所） 
野尻 幸宏  （国立環境研究所） 
野村 恵一  （串本海中公園） 
野村 有未佳 （奈良女子大学） 
林 亮太   （水産総合研西海区水産研） 
久一 沙彩  （大阪市立大学） 
菱木 玲奈  （jfish） 
姫野 宗晴  （山形大学） 
平澤 康太  （京都大学） 
廣兼 優   （奈良女子大学） 
広瀬 雅人  （東京大学） 
藤本 心太  （京都大学） 
細田 徹治  （関西大学） 
的場 績   （和歌山県立自然博物館） 
丸村 真弘  （南紀生物同好会） 
御前 洋   （串本海中公園） 
水野 泰邦  （南紀生物同好会） 
三長 秀男  （日本貝類学会） 
湊 宏    （日本貝類学会） 
宮嶋 彩   （奈良女子大学） 
向井 宏   （フィールド研名誉教授） 
森 敬介   （国立水俣病総合研究セ） 
森田 悦郎  （カメネットワークｼﾞｬﾊﾟﾝ） 
安岡 法子  （奈良女子大学） 
安田 重雄  （アースウォッチ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ） 
安田 なつみ （奈良女子大学） 
山口 幸   （神奈川大学） 
山崎 博史  （琉球大学） 
山田 勝雅  （水産総合研西海区水産研） 

氏名     （所属）        

山田 詩織  （大阪大学） 
山田 東也  （水産総合研究センター） 
山田 豊隆  （須磨海岸生物調査研究所） 
山名 裕介  （和歌山県立自然博物館） 
山本 和彦  （元尾鷲高校教員） 
山本 智子  （鹿児島大学） 
山守 瑠奈  （京都大学） 
遊佐 陽一  （奈良女子大学） 
吉川 晟弘  （三重大学） 
吉田 隆太  （琉球大学） 
和田 恵次  （奈良女子大学） 
和田 葉子  （奈良女子大学） 
渡辺 友美  （土木研究所自然共生研） 
渡部 哲也  （西宮市貝類館） 
渡部 裕美  （海洋研究開発機構） 
Benny K.K.Chan（台湾･Academia Sinica） 
David Handler（オーストラリア･Macquarie 

University） 
Hendry Wijayanti（奈良女子大学） 
Hye Eun Lee（韓国国立水産科学院） 
Jens T. Høeg（デンマーク・University of 

Copenhagen） 
Mark J. Grygier（琵琶湖博物館） 
Rebecca Cumming（アメリカ･Pennsylvania 

State University） 
Silvana Bulera（奈良女子大学） 
Won Duk Yoon（韓国国立水産科学院） 
 

研究利用来訪者数まとめ            

○平成 25年度 

(2014 年 4月 1日－2015年 3月 31日) 

学内 5名 

(内外国人) 0名 

他国立大学 46名 

(内外国人) 2名 
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公立大学 5名 

(内外国人) 0 名 

私立大学 5名 

(内外国人) 0名 

研究所・博物館 36名 

(内外国人) 1名 

国内その他 23名 

(内外国人) 0名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------- 

国内小計 120名 

(内外国人) 3名 

国外 6名 

----------------------------- 

合計 129名 

 




