


























修士課程

研究分野及び指導教員 一 覧 （令和2年10月1日現在）

※研究内容等の詳細についてはホームページ(http,//www.agc.ky,shu-u.aojp/ ocgan;z,Hoo/toaohoc/;ndo,-mas.htmllを参照すること。

専攻 教育
研究分野 教授 准教授・講師コ ース 専攻 教育

研究分野 教授 准教授・講師コ ース

植物育種学 安井秀 山形悦透

作物学 石櫓勇志 a ！ 
食料農業政策学 磯田宏 渡部岳陽

農業経営学 南石晃明

植物生荏生理学 東江栄 齋藤和幸

植物網理学 古屋成人 飯山和弘

園芸学 尾崎行生

: 
i 

食料経済分析学 前田幸嗣

= 食料流通学 福田詈 森高正博

環境生命経済学 矢部光保 高橋義文

動物学 飯田弘 岩森巨樹 生物化学 石野良純 石野
田

園倫 子
沼 征

昆虫ゲノム科学 日下部宜宏 門 宏明
生

水族生化学 中尾実樹 柚本智軌

昆虫学 廣渡俊哉 紙谷聡志

天敵微生物学 膏木智佐 ； 
海洋資源化学 沖野望

生物物理化学 角田佳充 西本悦子
科 天敵昆虫学 •滋�●口'み··-，，し1学 植物栄養学 松岡健 丸山明子子

生物保護管理学 ， 高須啓志 農業薬剤化学 平島明法（注1)

！ 
農業生虚生態学 望月俊宏（注1) 酒井かおり

生物環境関節学 吉田敏 江口壽彦

熱帯作物・環境学 績方一夫（注1) 宮島郁夫

ゲノム化学工学 中村 崇裕 風間智彦

遺伝子制御学 田代康介

学 昆虫産菓創生学 LEE JAEMAN 

藤井告 細胞制御工学 片倉喜範

衛生昆虫学 藤田龍介 生 合成生物学 花井泰三

シ 発醇化学 竹川薫

家畜生体機構学 田畑正志 西村 正太郎

動物繁殖生理学 山内伸彦

: 畜産化学 辰巳隆一 鈴中村
木 真貴

子弘

ス
微生物工学 中山二郎

: 
テ

土壌環境微生物学 酒井諌二 田代幸寛

ら 生物機能デザイン 古屋茂樹

i 
代謝・行動制御学 古瀬充宏 安スル

尾
チし

の
ー"ぶ" ,, ュワ,.い,,

家畜生窒生態学 高襦秀之

海洋生物学 松山倫也（注1) 太田耕平

水産増獲学 望岡典隆（注1)

学 バイオプロセスデザイン 白石文秀（注2)

家蚕遺伝子資源学 伴野豊

植物遺伝子資源学 熊丸敏博 久保貴彦

微生物遺伝子資源学 土居克実

水産生物環境学 大嶋雄治 島崎洋平 栄養化学 佐藤匡央

アクアフィ ー ルド科学 鬼倉徳雄 ヽ 、 食糧化学 立花宏文 藤村由紀

灌漑利水学 凌祥之
＼ 

食品分析学 松井利郎

水環境学 平松和昭 原田昌佳
生

土環境学 東孝寛

工 食品製造工学 井倉則之 ＇ 学
食品衛生化学 宮本敬久 本城賢一

土壌学 平舘俊太郎

気象環境学 廣田知良 安武大輔 （注2)令和4年3月31日定年退職のため学生の受け入れをしない

農業生老システム設計学 井上英二 ::::: ::::, 

農産食料流通工学 田中史彦

植物代謝制御学 渡辺敦史

森林計画学 溝上展也 太田徹志

森林保全学 水野秀明

！ i 
造林学 （兼）渡辺敦史

森林政策学 佐藤宜子 藤原敬大

森林生産制御学 古賀償也
市

I内夏海
揖
木 鱈裏

隆
弘• 

流域環境制御学 大槻恭一 笠菱誓
久
和原

米
拓

玉

II正
朋
青
宣
明

木質資源理学 松村順司

サ 資
木質材料工学 中尾哲也 藤本登留

ス 森林化学 堤祐司 小名俊博

: ! 生物資源化学 北岡卓也 一瀬博文

高分子材料学 近藤哲男 巽大輔

森林111環境資源科学 久米篤 清水邦義

バイオマテリアルデザイン （兼）近藤哲男
． ．

注1※令和3年3月31日定年退職予定者
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博士後期課程

研究分野及び指導教員 一 覧 （令和2年10月1日現在）

※研究内容等の詳細1こついてはホームページ(http,//www.a町kyushu-u.aojp/o,ganl,atlon/teaohec/lnde,-mas.html)を参照すること。

専攻 教育
研究分野 教授 准教授・講師コ ース 専攻 教育

研究分野 教投 准教授・請師コ ース

植物育種学 安井秀

作物学 石橋勇志 : ； 
食料農業政策学 磯田宏

農業経営学 南石晃明
資

植物生産生理学 東江栄 齋羅和幸

植物病理学 古屋成人 飯山和弘
'• 園芸学 尾績行生

源

i 
食料経済分析学 前田幸嗣

食料流通学 福田晋 森高正博

環境生命経済学 矢部光保

動物学 飯田弘 塩森巨樹 生物化学 石野良純 石野園子

昆虫ゲノム科学 日下部宜宏

！ 昆虫学 廣渡俊哉 紐谷聡志

物 天敵微生物学 青木智佐

水族生化学 中尾実樹 柚本智軌
生

海洋資源化学 沖野望

生物物理化学 角田佳充 西本悦子

は 天敵昆虫学 上漬'野" み高配
，，

〖し）
分

植物栄養学 松岡健 丸山明子

生物保謹管理学 高須啓志 農業薬剤化学 平島明法（注1)

資 農業生査生懇学 望月俊宏（注1)

生物環境調節学 吉田敏 江口壽彦

ゲノム化学工学 中村崇裕

熱帯作物・環境学 精方一夫（注1) 宮島郁夫

昆虫産業創生学 LEE JAEMAN 

遺伝子制御学 田代康介

細胞制御工学 片倉喜範

衛生昆虫学 藤田龍介 生 合成生物学 花井泰三

シ 発酵化学 竹/II. 薫

家畜生体機構学 田畑正志 西村正太郎
能 ス

微生物工学 中山二郎 ， 科

動物繁殖生理学 山内伸窪

: 畜産化学 辰巳隆一 中村真子

学 ム
土壌環境微生物学 酒井謙二 田代幸寛

古 生物機能デザイン 古屋茂樹

i 
代謝・行動制御学 古瀬充宏 安スル

尾
チョしーのト:"り にゞュワダ・・

家畜生産生態学

海洋生物学 松山倫也（注1) 太田耕平

学 バイオプロセスデザイン 白石文秀（注2)

家蚕遺伝子資源学 伴野豊
. .

植物遺伝子資源学 熊丸敏博 久保貴彦

水産増殖学 望岡典隆（注1) 微生物遺伝子資源学 土居克実

水産生物環境学 大嶋雄治 島崎洋平 栄養化学 佐藻匡央

アクアフィ ー ルド科学 鬼倉徳雄 食糧化学 立花宏文

灌漑利水学 凌祥之 化
食品分析学 松井利郎学

水環境学 平松和昭 原田昌佳
生

土環境学 東孝寛産

食品製造工学 井倉則之学
食品衛生化学 宮本敬久 本城賢一

土壌学 平舘俊太郎

気象環境学 廣田知良 安武大輔

農業生産システム設計学 井上英
― 岡

— 女
L、 す一」

（注2)令和4年3月31日定年退職のため学生の受け入れをしない

農査食料流通工学 田中史麿

植物代謝制御学 渡辺敦史

森林計面学 溝上展也

森林保全学 水野秀明

i ！ : 
造林学 （兼）渡辺敦史

森林政策学 佐藤宣子

森林生産制倒学 古賀信也 "内潟* 勉稟弘

流域環境制御学 大槻恭一 智久米和 朋正宣明

木質資源理学 松村順司

サ 資
木質材料工学 中尾哲也 藤本登留

ス 源 森林化学 堤祐司 小名俊博

ティ は 生物資源化学 北岡卓也 一瀬博文

高分子材料学 近藤哲男 巽大輔

森林Ill環境資源科学 久米篤 清水邦養

パイオマテリアルデザイン （兼）近藤哲男

注1 ※令和3年3月31日定年退職予定者
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