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講師プロフィール 

 
全体講演 (7 月 24 日) 

 

野呂 正行 教授 (理学部 数学科) 
1960 年 北海道生まれ. 東京大学大学院理

学系研究科修士課程数学専攻修了. 富士通

(株),(株)富士通研究所 HPC 研究センター主

任研究員を経て 2000 年より現職. 専門は計

算機代数アルゴリズム, システムの研究開発. 

日本数式処理学会, 情報処理学会, 日本数学

会会員. 

 

 
 

 

林 青司 教授 (理学部 物理学科) 
1952 年長野県生まれ. 東京大学理学系大学院

物理学科専攻博士課程修了. 米国ブルックヘブ

ン国立研究所研究員, 高エネルギー物理学研究

所 助手, ＣＥＲＮ（ヨーロッパ原子核研究センタ

ー）研究員, 神戸大学理学部助教授を経て, 

1996 年より現職. 専門は素粒子理論. 日本物理

学会会員. 

 

 

 

林 昌彦 教授 （理学部 化学科） 
1960 年 愛知県生まれ.  名古屋大学大学院 理

学研究科博士課程後期単位取得退学. 山口大

学理学部助手, 助教授,マックスプランク研究所

（ミュールハイム）客員教授を経て, 2001 年より

現職. 専門は有機合成化学, 環境有機化学. 

日本化学会，有機合成化学会, アメリカ化学会 

会員. 

 
 

 橘 秀樹 助教授 (理学部 生物学科) 
1949 年 青森県生まれ.  東京大学大学院理学

系研究科物理学専攻博士課程修了． 東京大

学理学部物理学科助手,  神戸大学自然科学研

究科助手, アラバマ大学医学部生化学科客員研

究員を経て 1987 年より現職. 専門は分子生物

物理学. 日本生物物理学会, 日本分子生物学会, 

日本生化学会,  The Protein Society 会員 

 

 
中村昇 教授 (理学部地球惑星科学科) 
1942年 沖縄生まれ, 神戸大学大学院理学研究

科修士課程修了. 東京理科大学理学部助手, 神

戸大学理学部助手, コロラド鉱山大学・米国地質

調査所 博士研究員, 神戸大学理学部助教授, 

オレゴン洲立大学客員助教授を経て, 1992年よ

り現職. 専門は宇宙化学, 地球化学．地球化学

会, 惑星科学会, 化学会, 国際隕石学会会員.  

 



学科別セミナー(7 月 25 日) 
 

 

吉岡 康太 助教授 (理学部 数学科) 
1966 年東京生まれ.   京都大学大学院理学研

究科博士課程修了. 広島大学理学部助手,神戸

大学理学部講師を経て 1999 年より現職. 

専門は幾何学.  日本数学会会員.  

 

 
 

足立 匡義 助教授 (理学部 数学科) 
1967 年千葉県生まれ. 東京大学大学院数理

科学研究科博士課程修了. 広島大学総合科学

部助手,神戸大学理学部講師を経て 2001 年よ

り現職. 専門は数理物理学・作用素論.  日

本数学会会員. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡村 英一 助教授 （自然科学研究科） 
1965 年兵庫県生まれ. Northeastern 

University 大学院物理学科修了. 神戸大学

理学部助手を経て 2002 年より現職. 専門は

光学的手法を用いた物性物理実験. 日本物理

学会, 日本放射光学会会員. 

 
 

藏重 久弥 助教授 （自然科学研究科） 
1960 年山口県生まれ. 京都大学大学院理学

研究科博士課程修了. 京都大学理学部物理第

２教室助手を経て 1998 年より現職. 専門は

高エネルギー物理学. 日本物理学会会員. 

 

 
 

高田 彰二 助教授 （理学部化学科） 
1965 年京都府生まれ. 京都大学院理学研究

科化学専攻修士修了. 岡崎国立共同研究機構

技官, 日本学術振興会研究員（イリノイ大学

化学科）, 神戸大学理学部化学科講師を経て

2001 年より現職. 専門は理論化学, 生物物

理.  日本化学会, 日本生物物理学会, 日本

物理学会. 

 



河本 洋二 教授 （理学部 化学科） 
1942 年兵庫県生まれ. 神戸大学理学部助手, 

講師, 助教授を経て 1988 年より現職. 専門

は無機固体化学（特に非晶質・ガラスの科

学）. 日本化学会, 日本セラミックス協会会

員.  

 

 
 

北川 円助手 （理学部生物学科） 
1952 年東京都生まれ. マックスプランク分

子遺伝学研究所に留学後, 東京大学より理学

博士を取得. 東京大学理学部研究生, 理化学

研究所非常勤研究員を経て 1984 年より現職. 

専門は分子遺伝学. 分子生物学会会員. 

 

 

 
七條 千津子助手 （理学部生物学科） 
1949 年兵庫県生まれ. 神戸大学にて理学博

士の学位を取得後, 1993 年より現職.  

専門は植物生理学, 光生物学. 

植物生理学会, 植物学会会員.  

 

 
 

 

松田 卓也教授 (理学部地球惑星科学科) 

1943 年大阪府生まれ. 京都大学大学院理学

研究科物理第二専攻(博士課程)修了. 京都

大学工学部助手,助教授, 英国ウエールズ大

学客員教授等を経て 1992 年より現職. 専門

は宇宙物理学. 日本天文学会, 日本物理学会, 

日本流体力学会, ジャパン・スケプティクス

学会会員.  

 

 
 

石橋 克彦 教授（都市安全研究センター） 
1944 年神奈川県生まれ. 東京大学大学院理

学系研究科地球物理学専門課程博士課程満期

退学. 東京大学理学部助手, 建設省建築研究

所国際地震工学部室長などを経て, 1996 年 3

月神戸大学理学部教授, 同年 5月より現職. 

専門は地震学. 日本地震学会, 日本第四紀

学会, 米国地震学会会員.  
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