
            茨城大学　地球変動適応科学研究機関（ＩＣＡＳ） 2018.04.27

学部等 ＩＣＡＳ委員等 部門 氏名 職名 学科等

1 機関長･運営（広報パンフ/メルマガ編集/基
本的に全て）

第３部門 伊藤　哲司 教授 現代社会学科

2 第３部門 井上　拓也 教授 法律経済学科

3 第３部門 小原　規宏 准教授 現代社会学科

4 第３部門 渋谷　敦司 教授 現代社会学科

5 運営(セミナーフォーラム企画） 第３部門 添田　仁 准教授 人間文化学科

6 第３部門 田中　耕市 教授 現代社会学科

7 運営（サステナ教育） 第３部門 塚原　伸治 准教授 人間文化学科

8 第３部門 寺地　幹人 准教授 現代社会学科

9 第３部門 長田 華子 准教授 法律経済学科

10 第３部門 野田　真里 准教授 現代社会学科

11 第3部門長・運営（外部評価） 第３部門 蓮井　誠一郎 教授 現代社会学科

12 第３部門 原口　弥生 教授 現代社会学科

13 第３部門 付　月 准教授 法律経済学科

14 第３部門 葉　倩瑋 教授 現代社会学科

15 第２部門 阿部　信一郎 教授 人間環境教育課程

16 運営（広報パンフ作成） 第３部門 石島　恵美子 准教授  学校教育教員養成課程(家政教育) 

17 運営（HP刷新） 第３部門 伊藤　孝 教授 人間環境教育課程

18 第３部門 乾　康代 教授 情報文化課程

19 第３部門 岩佐　淳一 教授 情報文化課程

20 第３部門 上地　勝 教授 人間環境教育課程

21 第３部門 大津　展子 講師  学校教育教員養成課程(保健体育) 

22 第３部門 金丸　隆太 准教授 大学院教育学研究科

23 第３部門 木村　美智子 教授 学校教育教員養成課程(家政教育)

24 運営（サステナ教育） 第３部門 郡司　晴元 准教授 人間環境教育課程

25 運営（サステナ教育） 第１部門 小荒井　衛 教授 理学専攻（地球環境科学領域）

26 運営（HP刷新） 第２部門 及川　真平 准教授 理学専攻（生物科学領域）

27 第１部門 岡田　誠 教授 理学専攻（地球環境科学領域）

28 第１部門 北　和之 教授 理学専攻（地球環境科学領域）

29 第１部門 野澤　恵 准教授 理学専攻（地球環境科学領域）

30 第２部門 山村　靖夫 教授 理学専攻（生物科学領域）

31 運営（セミナーフォーラム企画） 第１部門 若月　泰孝 准教授 理学専攻（地球環境科学領域）

32 第１部門 榎本　忠夫 准教授 都市システム工学専攻

33 第１部門 鎌田　賢 教授 情報工学専攻

34 第１部門 北野　誉 准教授 量子線科学専攻（物質科学工学領域）

35 第１部門 武田　茂樹 教授 電気電子システム工学専攻

36 第１部門 外岡　秀行 教授 情報工学専攻

37 第１部門 福元　博基 准教授 量子線科学専攻（物質科学工学領域）

38 運営（サステナ教育/世界湖沼会議） 第１部門 藤田　昌史 准教授 都市システム工学専攻

39 第1部門長・運営（外部評価/学生サステナ） 第１部門 横木　裕宗 教授 都市システム工学専攻

40 第２部門 淺木　直美 准教授 地域総合農学科

41 第３部門 内田　晋 准教授 地域総合農学科

42 第３部門 小林　久 教授 地域総合農学科

43 第２部門 坂上　伸生 准教授 食生命科学科

44 第２部門 戸嶋　浩明 教授 食生命科学科

45 第３部門 中川　光弘 教授 地域総合農学科

46 第2部門長・運営（外部評価） 第２部門 成澤　才彦 教授 食生命科学科

47 第２部門 西川　邦夫 准教授 地域総合農学科

48 運営（サステナ教育） 第２部門 西澤　智康 准教授 食生命科学科

49 運営(セミナーフォーラム企画） 第２部門 増冨　祐司 准教授 地域総合農学科

50 第２部門 吉田　貢士 准教授 地域総合農学科

51
農学部附属国際フィー

ルド農学センター
第２部門 小松崎　将一 教授 農学部附属国際フィールド農学センター

52 ＩＴ基盤センター 第１部門 野口　宏 准教授 ＩＴ基盤センター

53 第１部門 桑原　祐史 教授 広域水圏環境科学教育研究センター

54 第１部門 増永　英治 助教 広域水圏環境科学教育研究センター

55 第３部門 田村　誠 准教授 副機関長 運営（サステナ教育/外部評価）

56 第２部門 堅田　元喜 講師 運営（HP刷新）

57 第１部門 安原　一哉 特命研究員
58 第２部門 小寺　昭彦 特命研究員
59 第１部門 熊野　直子 研究員
60 第２部門 今井　葉子 研究員 阿見事業場勤務

61 － 桑澤　芳春
係長・継続雇用

職員
62 － 水永　啓子 係長・支援職員
63 － 栖原　紘子 事務補佐員
64 － 今澤　真紀 事務補佐員
65 － 廣野　礼子 派遣職員
66 － 石井　慶子 派遣職員
68 － 根本　彩織 事務補佐員 日立事業場勤務
69 － 金子　美幸 事務補佐員 阿見事業場勤務

事務職員

平成30年度　兼務教員リスト　(学部内50音順）
※運営＝運営委員

委嘱期間　平成30年4月1日～平成32年3月31日
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