
2021年度後期メンバー＠京都大学 

 
教授 吉田 寿雄  (YOSHIDA, Hisao) 

助教 山本 旭  (YAMAMOTO, Akira) 

D4 朴 素暎  (PARK, Soyeong) 

D3 浪花 晋平  (NANIWA, Shinpei) 

D3 SINGH, Surya Pratap  
D3 SARWANA, Wirya  

D2 高見 大地  (TAKAMI, Daichi) 

D2 仇 宏喧  (QIU, Hongxuan) 

D1 石井 智子     (ISHII, Tomoko) 

M2 鄒 可昕        (ZOU, Kexin) 

M2 杉谷 美里       (SUGITANI, Misato) 

M2 瀧岡 稜介       (TAKIOKA, Ryosuke) 

M1        林子涵                   (LIN, Zihan) 

M1        椿本 純也               (TSUBAKIMOTO, Junya) 

B3        安村 洋輝              (Yasumura, Hiroki) 

特別研究生  高   博儒         (GAO, Boru) 

特別研究生  王  灿         (Wang, Can) 

研究生  刘 舒维         (Liu, Shuwei) 

研究生  郭 文熠         (Guo, Wenyi) 

研究生  高 英杰         (Gao, Yingjie) 

研究生  EL-NAGGER Hamada Salem 

秘書 ボニチャ 友里 (BONNITCHA, Yuri) 

 

http://www.h.kyoto-u.ac.jp/staff/342_yoshida_h_0_j.html


2021年度前期メンバー＠京都大学 

 
教授 吉田 寿雄  (YOSHIDA, Hisao) 

助教 山本 旭  (YAMAMOTO, Akira) 

D4 朴 素暎  (PARK, Soyeong) 

D3 浪花 晋平  (NANIWA, Shinpei) 

D3 SINGH, Surya Pratap  
D3 SARWANA, Wirya  

D2 高見 大地  (TAKAMI, Daichi) 

D2 仇 宏喧  (QIU, Hongxuan) 

D1 石井 智子     (ISHII, Tomoko) 

M2 鄒 可昕        (ZOU, Kexin) 

M2 杉谷 美里       (SUGITANI, Misato) 

M2 瀧岡 稜介       (TAKIOKA, Ryosuke) 

M1        林子涵                   (LIN, Zihan) 

M1        椿本 純也               (TSUBAKIMOTO, Junya) 

特別研究員  SOLTANI, Tayyebeh Kalat 

特別研究生  高   博儒         (GAO, Boru) 

秘書 ボニチャ 友里 (BONNITCHA, Yuri) 

 

http://www.h.kyoto-u.ac.jp/staff/342_yoshida_h_0_j.html


2020年度後期メンバー＠京都大学 

 
教授 吉田 寿雄  (YOSHIDA, Hisao) 

助教 山本 旭  (YAMAMOTO, Akira) 

D3 安齋 亮彦  (ANZAI, Akihiko) 

D3 朴 素暎  (PARK, Soyeong) 

D2 浪花 晋平  (NANIWA, Shinpei) 

D2 SINGH, Surya Pratap 
D2 SARWANA, Wirya 

D1 高見 大地  (TAKAMI, Daichi) 

D1 仇 宏喧  (QIU, Hongxuan) 

M2 石井 智子     (ISHII, Tomoko) 

M2 川田 竜司     (KAWADA, Ryuji) 

M2 藤田 正海     (FUJITA, Masami) 

M2 劉 学仕         (LIU, Xueshi)  

M1 鄒 可昕         (ZOU, Kexin) 

M1 杉谷 美里     (SUGITANI, Misato) 

M1 瀧岡 稜介        (TAKIOKA, Ryosuke) 

特別研究員  SOLTANI, Tayyebeh Kalat 

研究生  林 子涵                   (LIN, Zihan) 

特別研究生  高 博儒            (GAO, Boru) 

秘書 ボニチャ 友里  (BONNITCHA, Yuri) 

http://www.h.kyoto-u.ac.jp/staff/342_yoshida_h_0_j.html


2020年度前期メンバー＠京都大学 

 

教授 吉田 寿雄  (YOSHIDA, Hisao) 

助教 山本 旭  (YAMAMOTO, Akira) 

D3 安齋 亮彦  (ANZAI, Akihiko) 

D3 朴 素暎  (PARK, Soyeong) 

D2 浪花 晋平  (NANIWA, Shinpei) 

D2 SINGH, Surya Pratap 
D2 SARWANA, Wirya 

D1 高見 大地  (TAKAMI, Daichi) 

D1 仇 宏喧  (QIU, Hongxuan) 

M2 石井 智子     (ISHII, Tomoko) 

M2 川田 竜司     (KAWADA, Ryuji) 

M2 藤田 正海     (FUJITA, Masami) 

M2 劉 学仕         (LIU, Xueshi)  

M1 鄒 可昕         (ZOU, Kexin) 

M1 杉谷 美里        (SUGITANI, Misato) 

M1 瀧岡 稜介      (TAKIOKA, Ryosuke) 

特別研究員  SOLTANI, Tayyebeh Kalat 

秘書 ボニチャ 友里  (BONNITCHA, Yuri) 

  

http://www.h.kyoto-u.ac.jp/staff/342_yoshida_h_0_j.html


2019年度後期メンバー＠京都大学 

 
教授 吉田 寿雄  (YOSHIDA, Hisao) 

助教 山本 旭  (YAMAMOTO, Akira) 

D3 朱 星             (ZHU, Xing) 

D2 安齋 亮彦  (ANZAI, Akihiko) 

D2 朴 素暎  (PARK, Soyeong) 

D2 今村 仁美  (IMAMURA, Hitomi) 

D1 浪花 晋平  (NANIWA, Shinpei) 

D1 SINGH, Surya Pratap 
D1 SARWANA, Wirya  

M2 後藤 慎介  (GOTO, Shinsuke) 

M2 今野 翔斗   (KONNO, Takato) 

M2 齋藤 祐太  (SAITO, Yuta) 

M2 高見 大地  (TAKAMI, Daichi) 

M2 中山 雄介  (NAKAYAMA, Yusuke) 

M2  李 姝婷  (LI, Shuting) 

M1 石井 智子    (ISHII, Tomoko) 

M1 川田 竜司    (KAWADA, Ryuji) 

M1 藤田 正海    (FUJITA, Masami) 

M1 劉 学仕        (LIU, Xueshi)  

研究生 鄒 可昕        (ZOU, Kexin) 

研究生 鄭 宇皓        (ZHENG,Yuhao) 

特別研究員  SOLTANI, Tayyebeh Kalat 

特別研究員 周 莹 (ZHOU,  YING) 

秘書 ボニチャ友里 (BONNITCHA, Yuri) 

http://www.h.kyoto-u.ac.jp/staff/342_yoshida_h_0_j.html


2019年度前期メンバー＠京都大学 

 
教授 吉田 寿雄  (YOSHIDA, Hisao) 

助教 山本 旭  (YAMAMOTO, Akira) 

D3 朱 星             (ZHU, Xing) 

D2 安齋 亮彦  (ANZAI, Akihiko) 

D2 朴 素暎  (PARK, Soyeong) 

D2 今村 仁美  (IMAMURA, Hitomi) 

D1 浪花 晋平  (NANIWA, Shinpei) 

D1 SINGH, Surya Pratap 
D1 SARWANA, Wirya 

M2 後藤 慎介  (GOTO, Shinsuke) 

M2 今野 翔斗   (KONNO, Takato) 

M2 齋藤 祐太  (SAITO, Yuta) 

M2 高見 大地  (TAKAMI, Daichi) 

M2 中山 雄介  (NAKAYAMA, Yusuke) 

M2  李 姝婷  (LI, Shuting) 

M1 石井 智子    (ISHI, Tomoko) 

M1 川田 竜司    (Ryuji Kawada) 

M1 藤田 正海    (Fujita Masami) 

M1 劉 学仕        (LIU, Xueshi)  

研究生 鄒 可昕        (ZOU, Kexin) 

秘書 ボニチャ 友里 (BONNITCHA, Yuri) 

http://www.h.kyoto-u.ac.jp/staff/342_yoshida_h_0_j.html


2018年度後期メンバー＠京都大学 

 
教授 吉田 寿雄  (YOSHIDA, Hisao) 

助教 山本 旭  (YAMAMOTO, Akira) 

D2 朱 星             (ZHU, Xing) 

D1 安齋 亮彦  (ANZAI, Akihiko) 

D1 朴 素暎  (PARK, Soyeong) 

D1 今村 仁美  (IMAMURA, Hitomi) 

M2 伊瀬知 克教  (ISECHI, Katsunori) 

M2 清弘 泰三  (KIYOHIRO, Taizo) 

M2     載 宇強  (DAI, Yuqiang) 

M2 土屋 直紀  (TSUCHIYA, Naoki) 

M2 浪花 晋平  (NANIWA, Shinpei) 

M1 後藤 慎介  (GOTO, Shinsuke) 

M1 今野 翔斗   (KONNO, Takato) 

M1 齋藤 祐太  (SAITO, Yuta) 

M1 高見 大地  (TAKAMI, Daichi) 

M1 中山 雄介  (NAKAYAMA, Yusuke) 

M1  李 姝婷  (LI, Shuting) 

研究生 石井 智子    (ISHI, Tomoko) 

研究生 鄒 可昕        (ZOU, Kexin) 

研究生 SINGH, Surya Pratap 

秘書 ボニチャ 友里 (BONNITCHA, Yuri) 

http://www.h.kyoto-u.ac.jp/staff/342_yoshida_h_0_j.html


2018年度前期メンバー＠京都大学 

 
教授 吉田 寿雄  (YOSHIDA, Hisao) 

助教 山本 旭  (YAMAMOTO, Akira) 

D2 朱 星             (ZHU, Xing) 

D1 安齋 亮彦  (ANZAI, Akihiko) 

D1 朴 素暎  (PARK, Soyeong) 

D1 今村 仁美  (IMAMURA, Hitomi) 

M2 伊瀬知 克教  (ISECHI, Katsunori) 

M2 清弘 泰三  (KIYOHIRO, Taizo) 

M2 載 宇強  (DAI, Yuqiang) 

M2 土屋 直紀  (TSUCHIYA, Naoki) 

M2 浪花 晋平  (NANIWA, Shinpei) 

M1 後藤 慎介  (GOTO, Shinsuke) 

M1 今野 翔斗   (KONNO, Takato) 

M1 齋藤 祐太  (SAITO, Yuta) 

M1 高見 大地  (TAKAMI, Daichi) 

M1 中山 雄介  (NAKAYAMA, Yusuke) 

M1  李 姝婷  (LI, Shuting) 

研究員 TYAGI, Akanksha  

招聘研究員   Hammad, Ahmed Salaheldin Elmohamady  

招聘研究員   Romani, Morozov 

招聘研究員   Rodriguez, Luis Felipe Garay 

招聘研究員   马 敏智      (Ma Minzhi)  

秘書 ボニチャ 友里  (BONNITCHA, Yuri) 

http://www.h.kyoto-u.ac.jp/staff/342_yoshida_h_0_j.html


2017年度後期メンバー＠京都大学 

 
教授 吉田 寿雄  (YOSHIDA, Hisao) 

助教 山本 旭  (YAMAMOTO, Akira) 

D3 TYAGI, Akanksha  

D1 朱 星             (ZHU, Xing) 

M2 安齋 亮彦  (ANZAI, Akihiko) 

M2 伊東 洋二  (ITO, Yoji) 

M2 高橋 裕貴  (TAKAHASHI, Yuki) 

M2 中谷 康平  (NAKATANI, Kohei) 

M2 長谷川 隆斗  (HASEGAWA, Ryuto) 

M1 伊瀬知 克教  (ISECHI, Katsunori) 

M1 清弘 泰三  (KIYOHIRO, Taizo) 

M1 載 宇強  (DAI, Yuqiang) 

M1 土屋 直紀  (TSUCHIYA, Naoki) 

M1 浪花 晋平  (NANIWA, Shinpei) 

B4 菱谷 眞一郎  (HISHITANI, Shinichiro) 

招聘研究員 SYAUQI, Muhammad Iqbal 

秘書 ボニチャ 友里 (BONNITCHA, Yuri) 

 

http://www.h.kyoto-u.ac.jp/staff/342_yoshida_h_0_j.html


2017年度前期メンバー＠京都大学 

 
教授 吉田 寿雄  (YOSHIDA, Hisao) 

助教 山本 旭  (YAMAMOTO, Akira) 

D3 TYAGI, Akanksha  

D1 朱 星             (ZHU, Xing) 

M2 安齋 亮彦  (ANZAI, Akihiko) 

M2 伊東 洋二  (ITO, Yoji) 

M2 高橋 裕貴  (TAKAHASHI, Yuki) 

M2 中谷 康平  (NAKATANI, Kohei) 

M2 長谷川 隆斗  (HASEGAWA, Ryuto) 

M1 伊瀬知 克教  (ISECHI, Katsunori) 

M1 清弘 泰三  (KIYOHIRO, Taizo) 

M1 樽井 沙也香  (TARUI, Sayaka) 

M1 載 宇強  (DAI, Yuqiang) 

M1 土屋 直紀  (TSUCHIYA, Naoki) 

M1 浪花 晋平  (NANIWA, Shinpei) 

B4 菱谷 眞一郎  (HISHITANI, Shinichiro) 

招聘研究員  周 莹       (ZHOU,  YING) 

秘書 ボニチャ 友里 (BONNITCHA, Yuri) 

 

http://www.h.kyoto-u.ac.jp/staff/342_yoshida_h_0_j.html


2016年度後期メンバー＠京都大学 

 
教授 吉田 寿雄  (YOSHIDA, Hisao) 

助教 山本 旭  (YAMAMOTO, Akira) 

D3 和田 江美子  (WADA, Emiko) 

D2 TYAGI, Akanksha  

M2 楊 晨   (YANG, Chen) 

M2 松本 智也  (MATSUMOTO, Tomoya) 

M2 天沼 創一朗  (AMANUMA, Soichiro) 

M2 福本 佳織  (FUKUMOTO, Kaori) 

M2 藤原 研司  (FUJIWARA, Kenji) 

M2 渡辺 太樹  (WATANABE, Taiki) 

M2 尾原 禎幸  (OHARA, Tomoyuki) 

M1 安齋 亮彦  (ANZAI, Akihiko) 

M1 伊東 洋二  (ITO, Yoji) 

M1 高橋 裕貴  (TAKAHASHI, Yuki) 

M1 中谷 康平  (NAKATANI, Kohei) 

M1 長谷川 隆斗  (HASEGAWA, Ryuto) 

B4 浪花 晋平  (NANIWA, Shinpei) 

研究生 載 宇強  (DAI, Yuqiang) 

招聘研究員 PURUNOMO, Frida Octaviana  

秘書 ボニチャ 友里 (BONNITCHA, Yuri) 

http://www.h.kyoto-u.ac.jp/staff/342_yoshida_h_0_j.html


2016年度 メンバー＠京都大学 2016.04.19 

 
教授 吉田 寿雄  (YOSHIDA, Hisao) 

助教 山本 旭  (YAMAMOTO, Akira) 

D3 和田 江美子  (WADA, Emiko) 

D2 TYAGI, Akanksha  

M2 楊 晨   (YANG, Chen) 

M2 松本 智也  (MATSUMOTO, Tomoya) 

M2 天沼 創一朗  (AMANUMA, Soichiro) 

M2 福本 佳織  (FUKUMOTO, Kaori) 

M2 藤原 研司  (FUJIWARA, Kenji) 

M2 渡辺 太樹  (WATANABE, Taiki) 

M2 尾原 禎幸  (OHARA, Tomoyuki) 

M1 安齋 亮彦  (ANZAI, Akihiko) 

M1 伊東 洋二  (ITO, Yoji) 

M1 高橋 裕貴  (TAKAHASHI, Yuki) 

M1 中谷 康平  (NAKATANI, Kohei) 

M1 長谷川  隆斗 (HASEGAWA, Ryuto) 

B4 浪花 晋平  (NANIWA, Shinpei) 

秘書 ボニチャ 友里 (BONNITCHA, Yuri) 

 

 

http://www.h.kyoto-u.ac.jp/staff/342_yoshida_h_0_j.html


2015年度 7月 16日以降 メンバー＠京都大学 2015.07.28 

 
教授 吉田 寿雄  (YOSHIDA, Hisao) 

助教 山本 旭  (YAMAMOTO, Akira) 

D2 和田 江美子  (WADA, Emiko) 

D1 TYAGI, Akanksha 

M2 小川 祥大  (OGAWA, Shota) 

M2 川原崎 悟  (KAWAHARASAKI, Satoru) 

M2 徳田 洋介  (TOKUDA, Yosuke) 

M2 福尾 奈央斗  (FUKUWO, Naoto) 

M2 水場 翔大  (MIZUBA, Shota) 

M1 楊 晨   (YANG, Chen) 

M1 松本 智也  (MATSUMOTO, Tomoya) 

M1 天沼 創一朗  (AMANUMA, Soichiro) 

M1 福本 佳織  (FUKUMOTO, Kaori) 

M1 藤原 研司  (FUJIWARA, Kenji) 

M1 渡辺 太樹  (WATANABE, Taiki) 

M1 尾原 禎幸  (OHARA, Tomoyuki) 

招聘研究員 SARWANA, Wirya  

秘書 ボニチャ 友里 (BONNITCHA, Yuri) 

 
 
 
 

http://www.h.kyoto-u.ac.jp/staff/342_yoshida_h_0_j.html


2015年度 メンバー＠京都大学 2015.04.28 

 
教授 吉田 寿雄  (YOSHIDA, Hisao) 

D2 和田 江美子  (WADA, Emiko) 

D1 TYAGI, Akanksha  

M2 小川 祥大  (OGAWA, Shota) 

M2 川原崎 悟  (KAWAHARASAKI, Satoru) 

M2 徳田 洋介  (TOKUDA, Yosuke) 

M2 福尾 奈央斗  (FUKUWO, Naoto) 

M2 水場 翔大  (MIZUBA, Shota) 

M1 楊 晨   (YANG, Chen) 

M1 松本 智也  (MATSUMOTO, Tomoya) 

M1 天沼 創一朗  (AMANUMA, Soichiro) 

M1 福本 佳織  (FUKUMOTO, Kaori) 

M1 藤原 研司  (FUJIWARA, Kenji) 

M1 渡辺 太樹  (WATANABE, Taiki) 

M1 尾原 禎幸  (OHARA, Tomoyuki) 

秘書 ボニチャ 友里 (BONNITCHA, Yuri) 

 

 

http://www.h.kyoto-u.ac.jp/staff/342_yoshida_h_0_j.html


2014年度後期 メンバー＠京都大学 2014.09.30 

 
教授 吉田 寿雄  (YOSHIDA, Hisao) 

M2 佐藤 万純            (SATO, Masumi) 

M2 竹内 智亮            (TAKEUCHI, Tomoaki) 

M2 田中 翔二郎   (TANAKA, Shojiro) 

M1 小川 祥大  (OGAWA, Shota) 

M1 川原崎 悟  (KAWAHARASAKI, Satoru) 

M1 徳田 洋介  (TOKUDA, Yosuke) 

M1 福尾 奈央斗  (FUKUWO, Naoto) 

M1 水場 翔大  (MIZUBA, Shota) 

B4 松本 智也  (MATSUMOTO, Tomoya) 

研究生 TYAGI, Akanksha 

研究生 楊 晨   (YANG, Chen) 

秘書 ボニチャ 友里 (BONNITCHA, Yuri) 

 

 

 

http://www.h.kyoto-u.ac.jp/staff/342_yoshida_h_0_j.html


2014年度前期 メンバー＠京都大学 2014.0424 

 

教授 吉田 寿雄  (YOSHIDA, Hisao) 

M2 佐藤 万純            (SATO, Masumi) 

M2 竹内 智亮            (TAKEUCHI, Tomoaki) 

M2 田中 翔二郎            (TANAKA, Shojiro) 

M1 小川  祥大  (OGAWA, Shota) 

M1 川原崎 悟  (KAWAHARASAKI, Satoru)） 

M1 徳田 洋介  (TOKUDA, Yosuke) 

M1 福尾 奈央斗  (FUKUWO, Naoto) 

M1 水場 翔大  (MIZUBA, Shota) 

B4 松本 智也  (MATSUMOTO, Tomoya) 

秘書 ボニチャ 友里 (BONNITCHA, Yuri) 

 

 

 

 

 

http://www.h.kyoto-u.ac.jp/staff/342_yoshida_h_0_j.html


2013年度 メンバー＠京都大学 2013.04.30 

 
教授 吉田 寿雄  (YOSHIDA, Hisao) 

M2 増田 桂悟            (MASUDA, Keigo) 

M1 佐伯 百合菜 (SAEKI, Yurina) 

M1 佐藤 万純            (SATO, Masumi) 

M1 竹内 智亮            (TAKEUCHI, Tomoaki) 

M1 田中 翔二郎            (TANAKA, Shojiro) 

秘書 ボニチャ 友里 (BONNITCHA, Yuri) 

 

 

 

 

 

http://www.h.kyoto-u.ac.jp/staff/342_yoshida_h_0_j.html


2012年度 メンバー＠名古屋大学 2012.05.01 

 
准教授 吉田 寿雄（ひさお） 

M2 藤村 祐樹（ゆうき） 

M2 Zhang Like，張 理か（木へんに果）（ちょう りか） 

M2 Jing Meiling，荊 美玲（けい みれい） 

M2 山田 令子（りょうこ） 

M1 増田 桂悟（けいご） 

M1 竹内 将城（まさき） 

B4 佐藤 万純（ますみ） 

B4 竹内 智亮（ともあき） 

秘書 辻 華子（はなこ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kenpro.mynu.jp:8001/Profiles/0009/0000991/profile.html


2011年度 メンバー＠名古屋大学 2011.5.2 

 
2011年度 メンバー 

准教授 吉田 寿雄 

D3 湯沢 勇人 

M2 手島 智輝 

M2 和田 雄一郎 

M1 藤村 祐樹 

M1 Zhang Like，張 理カ（木へんに果） 

M1 Jing Meiling，荊 美玲 

M1 山田 令子 

B4 増田 桂悟 

B4 Mastura Binti Zinol Abidin 

D 社会人 青木恒勇 

秘書 明石 佳織 

 

 

 

 

 

 

http://kenpro.mynu.jp:8001/Profiles/0009/0000991/profile.html


2010年度 後期メンバー＠名古屋大学 2010.10.25 

 
 

2010年度 メンバー 

准教授 吉田 寿雄 

D3 志村 勝也 

D2 湯沢 勇人 

M2 王 徴 Wang Zheng 

M2 田邉 恵里奈 

M2 米山 晶子 

M1 手島 智輝 

M1 和田 雄一郎 

B4 藤村 祐樹 

短期留学生 James Tang （前期） 

短期留学生 金 吾娟 Kim Oh-Yeon （後期） 

学部研究生 張 理棵 Zhang Like（後期） 

D 社会人 青木恒勇 

秘書 中尾 忍(1月まで)，明石 佳織(1月から) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kenpro.mynu.jp:8001/Profiles/0009/0000991/profile.html


2009年度 メンバー＠名古屋大学 2009.4.20 

  
准教授 吉田 寿雄 

D2 志村 勝也 

D1 湯沢 勇人 

M2 深津 真里 

M2 宮永 啓世 

M2 王 徴 

M1 田邉 恵里奈 

M1 米山 晶子 

B4 河合 宏将 

B4 和田 雄一郎 

D 社会人 青木恒勇 

秘書 中尾 忍 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kenpro.mynu.jp:8001/Profiles/0009/0000991/profile.html


2008年度 メンバー＠名古屋大学 2008.7.7 

 

准教授 吉田寿雄 

D1 志村 勝也 

M2 前田 一樹 

M2 湯沢 勇人 

M1 深津 真里 

M1 宮永 啓世 

M1 王 徴 

B4 米山 晶子 

D 社会人 青木恒勇 

秘書 中尾 忍 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2007年度 メンバー＠名古屋大学 2007.5.14 

 

准教授 吉田寿雄 

D3 Leny Yuliati 

M2 志村 勝也 

M2 山本 瑛仁 

M1 前田 一樹 

M1 湯沢 勇人 

B4 松口 将大 

D 社会人 青木恒勇 

秘書 中尾 忍 

 


