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研究利用来訪者－2015 年度 

 

氏名     （所属）          

赤野 功一  （東阪電子機器株式会社） 

浅野 暁一  （横浜市立大学） 

足立 文   （新江ノ島水族館） 

天野 未知  （葛西臨海水族館） 

井川 桃子  （京都大学） 

生田 哲也  （弘前大学） 

井口 直樹  （水産総合研究ｾﾝﾀｰ） 

井口 亮   （沖縄工業高等専門学校） 

石井 愛海  （関東学院高校） 

石川 将人  （大阪大学） 

石田 惣   （大阪市立自然史博物館） 

石田 正樹  （奈良教育大学） 

井田 晴香  （奈良女子大学） 

乾 四朗   （奈良教育大学） 

井上 俊輔  （名城大学） 

今原 幸光  （黒潮生物研究所） 

上田 悠右  （奈良教育大学） 

内田 紘臣  （元串本海中公園水族館） 

浦野 明央  （北海道大学） 

江崎 洋一  （大阪市立大学） 

大野 良和  （琉球大学） 

大城 匡平  （奈良教育大学） 

大月 恵   （高知大学） 

大土 直哉  （東京大学） 

大古 場正  （大阪市立自然史博物館友

の会） 

岡崎 重史  （奈良教育大学） 

小川 奈々  （高知大学） 

奥村 弥緒  （奈良教育大学） 

小畑 洋一  （大阪府立住吉高等学校） 

恩地 啓実  （海洋生物環境研究所） 

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） 

氏名     （所属）        

加藤 辰己  （岐阜市民病院） 

加藤 真   （京都大学） 

上出 貴士  （和歌山県水産試験場） 

神吉 隆行  （大阪大学） 

木村 友紀  （奈良教育大学） 

桑岡 莉帆  （奈良女子大学） 

岸裏 直哉  （南方熊楠顕彰館） 

岸田 智穂  （海洋生物環境研究所） 

北浦 純   （奈良女子大学） 

北田 博一  （加茂水族館ボランティア） 

金静 愛   （株式会社ｱｳﾙｽﾞ） 

窪川かおる  （東京大学） 

倉谷 僚一  （大阪大学） 

香田 唯   （一般） 

古賀 庸憲  （和歌山大学） 

後藤 健吾  （大阪大学） 

小林 直正  （同志社大学） 

米本 憲市  （神島高等学校） 

近藤 香澄  （京都大学） 

近藤 鈴華  （大阪大学） 

酒井 康志  （富士通 VLSI(株)） 

坂野 徹   （日本大学） 

坂本 晴菜  （奈良女子大学） 

佐藤 智也  （大阪府立住吉高等学校） 

鹿野 翔太  （鹿児島大学） 

自見 直人  （広島大学） 

清水 学   （水産総合研究ｾﾝﾀｰ） 

下農 美咲  （奈良教育大学） 

白江 麻貴  （名古屋大学） 

新 真緒   （奈良教育大学） 

申樹 浩   （株式会社ｱｳﾙｽﾞ） 

杉浦 航   （京都大学） 

砂長 毅   （高知大学） 
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氏名     （所属）        

瀬尾 友樹  （近畿大学） 

関澤 彩眞  （琉球大学） 

薗田 瑞穂  （奈良教育大学） 

平 拓也   （東北大学） 

竹之内孝一 （奈良学園中学校・高等学校） 

多田 論   （葛西臨海水族館） 

田名瀬英朋  （京大元教員） 

玉田 翔太  （奈良教育大学） 

辻野 亮   （奈良教育大学） 

土永 知子  （田辺高等学校） 

土永 浩史  （神島高等学校） 

照井 慎吾  （弘前大学） 

徳田 悠希  （鳥取県立博物館） 

中島 大暁  （大阪大学） 

中谷 光代  （ｊｆｉｓｈ） 

中屋志津男  （白浜試錐） 

奈良 正和  （高知大学） 

西尾 浩樹  （南方熊楠顕彰館） 

西澤 まり  （八千代ｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ株式会

社） 

西田宗太郎  （奈良教育大学） 

西本 篤史  （水産総合研究ｾﾝﾀｰ） 

野尻 幸宏  （弘前大学） 

花村 幸生  （水産総合研究ｾﾝﾀｰ） 

林 正裕   （海洋生物環境研究所） 

平井 もも  （大阪市立大学） 

平野 哲郎  （大阪大学） 

廣木 義久  （大阪教育大学） 

姫野 宗晴  （加茂水族館ボランティア） 

藤本 心太  （京都大学） 

武馬 健悟  （京都大学） 

古川 貴裕  （鹿児島大学） 

前田 夏実  （奈良教育大学） 

松井 淳   （奈良教育大学） 

水野 泰邦  （南紀生物同好会） 

三長 秀男  （一般） 

氏名     （所属）        

湊 宏    （日本貝類学会） 

蓑田 里奈  （奈良教育大学） 

宮崎 洋人  （大阪大学） 

村上 明男  （神戸大学） 

村田 沙耶  （奈良教育大学） 

安岡 法子  （奈良女子大学） 

安田 千晶  （和歌山大学） 

安谷 尚人  （大阪大学） 

山崎 誉裕  （弘前大学） 

山田 東也  （水産総合研究ｾﾝﾀｰ） 

山田 豊隆  （(株)マイクロベース） 

山名 裕介  （和歌山県立自然博物館） 

山本 敏博  （水産総合研究ｾﾝﾀｰ） 

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） 

若林 香織  （広島大学） 

吉松 敏隆  （和歌山県自然博物館） 

和田 恵次  （奈良女子大学） 

和田 玉恵  （一般） 

和田 昌昭  （大阪大学） 

和田 昌基  （奈良工業高等専門学校） 

和田 昌茂  （京都大学） 

和田 昌彦  （京都大学） 

和田 昌宣  （一般） 

和田 葉子  （奈良女子大学） 

渡部 哲也  （西宮市貝類館） 

Benjamin Yew （広島大学） 

Chang-Feng Dai（台湾大学） 

Hye Eun Lee  （韓国国立水産科学院） 

Joong-Ki Park （韓国・梨花女子大学校） 

Wibur Ryan  （米国・ﾌﾛﾘﾀﾞ州立大学） 

Won Duk Yoon （韓国国立水産科学院） 
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研究利用来訪者数まとめ             

○平成 27年度 

(2015年 4月 1日－2016年 3月 31日) 

学内 9名 

(内外国人) 0名 

他国立大学 60名 423日 

(内外国人) 1名 0日 ) 

 

公立大学 3名 9日 

(内外国人) 0名 0日 ) 

私立大学 4名 19日 

(内外国人) 0名 0日 ) 

研究所・博物館 21名 107日 

(内外国人) 0名 0日 ) 

国内その他 30名 70日 

(内外国人) 0名 0日 ) 

 

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

国内小計 128名 698日 

(内外国人) 1名 0日 ) 

国外 5名 46日  

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

合計 133名 744日 

 




