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X　社会貢献
1.　省庁・地方公共団体・特殊法人・独立行政法人等の委員

機関等名 職名等 氏名
文部科学省 国際協力事例検討委員会（仮称）委員 井　口　　　聖
文部科学省 国際宇宙探査に関する検討会委員 竝　木　則　行
総務省 情報通信審議会委員 大　石　雅　壽
科学技術振興機構 日本科学未来館運営評価委員会委員 渡　部　潤　一
科学技術振興機構 科学の甲子園ジュニア推進委員会委員 縣　　　秀　彦
科学技術振興機構 外部評価委員 縣　　　秀　彦
宇宙航空研究開発機構 宇宙科学評議会評議員 林　　　正　彦
宇宙航空研究開発機構 宇宙科学運営協議会運営協議員 小　林　秀　行
宇宙航空研究開発機構 外部委員 末　松　芳　法
宇宙航空研究開発機構 宇宙機設計標準ワーキンググループ委員 原　　　弘　久
宇宙航空研究開発機構 海面高度計ミッションにおける委員会委員 松　本　晃　治
宇宙航空研究開発機構 SPICA観測系アドバイザリーボード委員 井　口　　　聖
宇宙航空研究開発機構 SPICA観測系アドバイザリーボード委員 臼　田　知　史
宇宙航空研究開発機構 SPICA観測系アドバイザリーボード委員 髙　見　英　樹
宇宙航空研究開発機構
宇宙科学研究所 宇宙放射線専門委員会委員 小　林　行　泰

宇宙航空研究開発機構　
宇宙科学研究所 宇宙放射線専門委員会委員 末　松　芳　法

宇宙航空研究開発機構　
宇宙科学研究所 大気球研究委員会委員 関　本　裕太郎

宇宙航空研究開発機構　
宇宙科学研究所 大気球研究委員会委員 原　　　弘　久

宇宙航空研究開発機構　
宇宙科学研究所 宇宙理学委員会委員 一　本　　　潔

宇宙航空研究開発機構　
宇宙科学研究所 宇宙理学委員会委員 井　口　　　聖

宇宙航空研究開発機構　
宇宙科学研究所 宇宙理学委員会委員 渡　部　潤　一

宇宙航空研究開発機構　
宇宙科学研究所 観測ロケット専門委員会委員 鹿　野　良　平

宇宙航空研究開発機構　
宇宙科学研究所 赤外線モニター観測装置将来検討委員会委員 髙　見　英　樹

筑波大学 計算科学研究センター運営協議会委員 小久保　英一郎
筑波大学 計算科学研究センター　共同研究委員会委員 中　村　文　隆
筑波大学 学位論文審査委員会委員 齋　藤　正　雄
東京大学 宇宙線研究所　協議会委員 林　　　正　彦
東京大学 博士学位論文審査委員会委員 長谷川　哲　夫
東京大学 博士学位論文審査委員会委員 水　本　好　彦
東京大学 博士学位論文審査委員会委員 竹　田　洋　一
東京大学 理学系研究科教育会議委員（オブザーバー） 原　　　弘　久
電気通信大学 電気通信大学建設に係る総合評価審査委員会委員 渡　辺　松　夫
名古屋大学 宇宙地球環境研究所　運営協議会運営協議員 渡　部　潤　一

名古屋大学 宇宙地球環境研究所附属統合データサイエンスセンター
運営委員会委員　 渡　部　潤　一

名古屋大学 宇宙地球環境研究所　共同利用・共同研究委員会委員 関　井　　　隆
名古屋大学 宇宙地球環境研究所　共同利用・共同研究委員会委員 花　岡　庸一郎

名古屋大学 宇宙地球環境研究所
共同利用・共同研究委員会専門委員会委員 関　井　　　隆



202 X   社会貢献

名古屋大学 宇宙地球環境研究所
共同利用・共同研究委員会専門委員会委員 花　岡　庸一郎

大阪大学 レーザーエネルギー学研究センター　運営委員会委員 林　　　正　彦
広島大学 宇宙科学センター　運営委員会委員 山　下　卓　也
兵庫県立大学 自然・環境科学研究所　天文科学センター運営委員会委員 渡　部　潤　一
総合研究大学院大学 博士論文審査委員 長谷川　哲　夫
バーゼル大学 博士論文審査委員 滝　脇　知　也
自然科学研究機構　核融合科学研究所 運営会議外部評価委員会専門部会専門委員 小笠原　隆　亮
情報・システム研究機構
国立情報学研究所 学術情報ネットワーク運営・連携本部委員 水　本　好　彦

情報・システム研究機構
国立情報学研究所

学術情報ネットワーク運営・連携本部ネットワーク作業部会
委員、同本部クラウド作業部会委員 大　江　将　史

情報・システム研究機構
国立極地研究所 運営会議委員 福　島　登志夫

情報通信研究機構 外部評価委員 縣　　　秀　彦
量子科学技術研究開発機構 核融合エネルギー研究開発評価委員会委員 立　松　健　一
日本学術会議 情報学委員会国際サイエンスデータ分科会WDS小委員会委員 大　石　雅　壽
日本学術会議 情報学委員会国際サイエンスデータ分科会WDS小委員会委員 花　岡　庸一郎

日本学術会議 地球惑星科学委員会地球惑星科学国際連携分科会STPP小委員
会委員 末　松　芳　法

日本学術会議 地球惑星科学委員会地球惑星科学国際連携分科会STPP小委員
会委員 花　岡　庸一郎

日本学術会議 地球惑星科学委員会 IUGG分科会 IAG小委員会委員 松　本　晃　治
日本学術会議 社会委員会科学力増進分科会高校理科教育検討小委員会委員 縣　　　秀　彦

日本学術会議 科学者委員会・科学と社会委員会合同広報・科学力増進分科
会高校理科教育検討小委員会委員 縣　　　秀　彦

日本放送協会 中央放送番組審議会委員 渡　部　潤　一

岩手県教育委員会 岩手県立水沢高等学校スーパーサイエンスハイスクール運営
指導委員会委員 亀　谷　　　收

茨城県教育委員会 茨城県立水戸第二高等学校スーパーサイエンスハイスクール
運営指導委員会委員 渡　部　潤　一

川口市教育委員会 川口市立科学館運営審議会委員 渡　邊　鉄　哉
さいたま市立大宮北高等学校 SSH運営指導委員 渡　部　潤　一
岡山県生涯学習センター 人と科学の未来館サイピア専門委員会委員 泉　浦　秀　行
金沢市 宇宙教育推進懇話会委員 渡　部　潤　一
IEC/TC90超電導委員会 技術委員会 -WG14超電導センサ委員 野　口　　　卓
サイエンティフィック・システム研究会 企画委員 大　石　雅　壽
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2.　他大学との併任

職名 氏名
東京大学大学院理学系研究科教授 小　林　秀　行
東京大学大学院理学系研究科教授 郷　田　直　輝
東京大学大学院理学系研究科教授 川　邊　良　平
東京大学大学院理学系研究科教授 小　林　行　泰
東京大学大学院理学系研究科教授 山　下　卓　也
東京大学大学院理学系研究科教授 大　橋　永　芳
東京大学大学院理学系研究科教授 小久保　英一郎
東京大学大学院理学系研究科教授 Flaminio, Raffaele
東京大学大学院理学系研究科教授 阪　本　成　一
東京大学大学院理学系研究科准教授 梶　野　敏　貴
東京大学大学院理学系研究科准教授 関　本　裕太郎
東京大学大学院理学系研究科准教授 原　　　弘　久
お茶の水女子大学客員教授 Flaminio, Raffaele
お茶の水女子大学客員准教授 麻　生　洋　一

神戸大学客員教授 大　橋　永　芳
広島大学客員教授 山　下　卓　也
広島大学客員准教授 栁　澤　顕　史
会津大学特任教授 竝　木　則　行
会津大学特任教授 花　田　英　夫
会津大学特任上級准教授 松　本　晃　治
会津大学特任上級准教授 野　田　寛　大
会津大学特任上級准教授 荒　木　博　志

会津大学特任准教授 山　田　竜　平
（～平成28年9月30日） 

会津大学特任准教授 山　本　圭　香
会津大学特任准教授 川　村　太　一
東邦大学大学院理学研究科客員教授 松　尾　　　宏
法政大学大学院理工学研究科
システム理工学専攻客員准教授 八　木　雅　文

3.　非常勤講師

大学名 氏名
北海道大学 齋　藤　正　雄
東北大学 本　間　希　樹
東北大学 田　中　雅　臣
千葉大学 関　井　　　隆
千葉大学 田　中　雅　臣
東京大学 小久保　英一郎
東京大学 竹　田　洋　一
東京大学 関　井　　　隆
東京大学 廣　田　朋　也
東京農工大学 濵　名　　　崇
東京工業大学 大　宮　正　士
東京工業大学 小　西　美穂子
電気通信大学 矢　野　太　平
山梨大学 永　井　　　洋
山梨大学 秋　山　永　治

山梨大学 廿日出　文　洋
（～平成28年12月31日） 

豊橋技術科学大学 野　口　　　卓
京都大学 青　木　和　光
愛媛大学 松　本　晃　治
鹿児島大学 郷　田　直　輝
大阪市立大学 麻　生　洋　一
放送大学学園 縣　　　秀　彦
放送大学学園 長谷川　哲　夫

放送大学学園 廿日出　文　洋
（～平成28年12月31日） 

桜美林大学 祖　谷　　　元
学習院大学 梶　野　敏　貴
工学院大学 秋　山　永　治
國學院大學 辻　本　拓　司
國學院大學 安　井　千香子
実践女子大学 梶　野　敏　貴
昭和女子大学 福　島　登志夫
成蹊大学 渡　部　潤　一
東邦大学 亀　谷　和　久
東洋大学 渡　邊　鉄　哉
東洋大学 三　好　　　真
日本女子大学 梶　野　敏　貴
日本女子大学 関　井　　　隆
法政大学 福　島　登志夫
法政大学 阿久津　智　忠
法政大学 川　島　朋　尚
明治大学 梶　野　敏　貴
明治大学 三　好　　　真
明星大学 水　本　好　彦
神奈川大学 林　　　将　央
神奈川大学 大　宮　正　士
神奈川大学 新　納　　　悠
帝京科学大学 坂　井　伸　行
岡山理科大学 渡　部　潤　一


