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研究会報告

「学問の系譜」参加者一覧(現在無職の方については、以前の所属を( )に入れて記した。

氏名 Name 所属 氏 名 Name 所属

青井順 Aoi，Junichi 立命館大学 丹生潔 Niu， Kiyoshi 名古屋大学)

青木健一 Aoki， Ken-Ichi 金沢大学 小原みどり Obara，Midori お茶の水女子大学

荒船次郎 Arafune， Jiro 大学評価学位授与機構大久保茂男 Ohkubo，Shigeo 高知女子大学

新井彰 Ar剖， Akira 大阪教育大学 大倉宏 Ohkura， Hiroshi 大阪市立科学館

坂東昌子 Bando，Masako 愛知大学 大貫義郎 Ohnuki，Yoshio 名古屋大学)

千葉岡 Chiba，Takeshi 日本大学 奥住聡 Okuzumi， Satoshi 京都大学

近松健 Chikamatsu，τ'akeshi 宮城学院女子大学 大沢文夫 Oosawa， Fumio 名古屋大学)

江口徹 Eguchi，τbru 東京大学 小津碧 Ozawa， Midori 京都大学

江沢洋 Ezawa， Hiroshi 学習院大学) 佐々真一 S出 a，Shin-ichi 東京大学

深田守 Fukada， Mamoru 京都薬科大学 佐 々 木 節 Sasaki， Misao 京都大学

福江翼 Fukue， Tsubasa 京都大学 笹倉直樹 Sasakura，Naoki 京都大学

伏 見 康 雄 Fushimi，Yasuo 京都大学 佐 藤 文 隆 Sato，Humitaka 甲南大学

長 谷 部 一 気 Hasebe，Kazuki 京都大学 沢田昭二 Sawada，Shoji 名古屋大学)

波 多 野 恭 弘 Hatano，Takahiro 東京大学 関谷幸祐 Sekiya，Kosuke 立命館大学

早川尚男 H句rakawa，Hisao 京都大学 白水徹也 Shiromizu，Tetsuya 東京工業大学

林忠四郎 Hay描 hi，Chushiro 京都大学) 菅本晶夫 Sugamoto， Akio お茶の水女子大学

穂 積 俊 輔 Hozumi，Shunsuke 滋賀大学 菅沼秀夫 Suganuma，Hideo 京都大学

池田清美 Ikeda， Kiyomi 新潟大学) 杉 本大 一郎 Sugimoto，Daiichiro 放送大学

石 崎 章 仁 Ishizaki，Akihito 京都大学 杉本潔 Sugimoto， Kiyoshi 朝日新聞社

井 沢 瑞 夫 Izawa，Mizuo 水産大学校 杉本聡 Sugimoto， Satoru 京都大学

門坂拓哉 Kadosaka， Takuya 立命館大学 杉本茂樹 Sugimoto，Shigeki 京都大学

延輿佳子 Kanada-Enyo，Yoshiko京都大学 高橋圭次郎 τ'akah槌 hi，Keijiro 京都大学

勝又郁枝 Katsumata， Fumie 奈良女子大学 高橋智彦 Takah描 hi，Tomohiko奈良女子大学

川 上 則 雄 Kawakami，Norio 大阪大学 武 末 真 二 Takesue，Shinji 京都大学

川 崎 恭 治 Kawasaki， Kyozi 九州大学) 田中一 τ'anaka， Hajime 北海道大学)

小林由季 Kobayashi， Yuki 奈良女子大学 田中 JE Tan叫凧 Sho 京都大学)

小原洋二 Kohara，Yoji 日本大学 巽友正 τ'atsumi， Tomomasa 京都大学)

小沼通二 Konuma， Michiji 慶応義塾大学) 野老努 百 koro，Tsutomu 立命館大学

九後太一 Kugo，τ'aichiro 京都大学 当真賢二 Toma，Kenji 京都大学

国広悌二 Kunihiro，Teiji 京都大学 登谷 美穂 子 Toya，Mihoko 京都大学

益川敏英 Maskawa， Toshihide 京都産業大学 内山忠 Uchiyama，τ'ad回 hi 近畿大学

嶺重慎 Mineshige， Shin 京都大学 上田昌宏 Ueda，Masahiro 大阪大学

宮谷淳史 Miyatani， Atsushi 東京工業大学 脇坂隆之 Wakisaka， Takayuki 大阪市立大学

水口毅 Mizuguchi， Tsuyoshi 大阪府立大学 山内大介 Yamauchi， Daisuke 大阪大学

武藤恭之 Mutoh， Yasuyuki 京都大学 矢崎紘一 Yazaki，Koichi 東京女子大学

中竜大 Naka， Tatsuhiro 立命館大学 吉村太彦 Yoshimura，Motohiko岡山大学

中西嚢 Nakanishi， Noboru 京都大学) 吉野裕高 Yoshino， Hirotaka 東京工業大学

中 尾裕也 Nakω， Hiroya 京都大学 弓中夏子 Yuminaka， Natsuko 吉野電気株式会社

南部陽一郎 Nambu，Yoichiro シカゴ大学 瀬々将吏 Zeze， Syoji 慶応義塾大学

西山精哉 Nishiyama， Seiya 高知大学

編集後記
本プロシーデイングスは、ビデオ2台で撮影した映像を元に音声の起こしを行い、講演者・座長に

よる校正を経て編集者がまとめたものである。研究分野を切り開いて来られた大先輩の話を直接聞く

チャンスにめぐまれた幸いを、参加できなかった方々や後世にも臨場感あふれる記録として提供し、

多くの刺激を得てもらうという当初の目的はかなり達成さ
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