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定年退職教員の退職記念講演等のお知らせ

NEWS RELEASE

広島大学学長室広報グループ 

〒739-8511 東広島市鏡山 1-3-2 

TEL：082-424-6017 FAX：082-424-6040 

E-mail：koho＠office.hiroshima-u.ac.jp 

(※＠は半角に置き換え送信してください。)

　
平成２１年１月２６日

定年退職教員の退職記念講演等のお知らせ

 

　平成２１年３月３１日限りで広島大学を定年退職する教員の名簿および退職記念講

演(講義)一覧をお送りいたします。 

　なお、退職記念講演(講義)に関するお問い合わせは、別紙記載の問い合せ先にお

願いいたします。

 別紙（平成２０年度退職者講演一覧）

  ■平成２０年度　定年退職教員名簿（大学）　３０人

漢字氏名 カナ氏名 職名 所属名称

安藤　正昭 アンドウ マサアキ 教授 　大学院総合科学研究科

飯田　操 イイダ ミサオ 教授 　大学院総合科学研究科

木幡　藤子 コハタ フジコ 教授 　大学院総合科学研究科

小林　ひろ江 コバヤシ ヒロエ 教授 　大学院総合科学研究科

田中　久男 タナカ ヒサオ 教授 　大学院文学研究科

石井　眞治 イシイ シンジ 教授 　大学院教育学研究科

岡東　壽隆 オカトウ トシタカ 教授 　大学院教育学研究科

縫部　義憲 ヌイベ ヨシノリ 教授 　大学院教育学研究科

古川　義宏 フルカワ ヨシヒロ 教授 　大学院教育学研究科

松水　征夫 マツミズ ユクオ 教授 　大学院社会科学研究科

田中　健一郎 タナカ ケンイチロウ 教授 　大学院理学研究科

松本　堯生 マツモト タカオ 教授 　大学院理学研究科

三吉　克彦 ミヨシ カツヒコ 教授 　大学院理学研究科

吉田　清 ヨシダ キヨシ 教授 　大学院理学研究科

岩田　穆 イワタ アツシ 教授 　大学院先端物質科学研究科

西尾　尚道 ニシオ ナオミチ 教授 　大学院先端物質科学研究科

滝　史郎 タキ シロウ 教授 　大学院工学研究科

中川　紀壽 ナカガワ ノリトシ 教授 　大学院工学研究科

中村　秀治 ナカムラ ヒデハル 教授 　大学院工学研究科

雛元　孝夫 ヒナモト タカオ 教授 　大学院工学研究科

藤田　耕之輔 フジタ コウノスケ 教授 　大学院生物圏科学研究科

伊藤　勝陽 イトウ カツヒデ 教授 　大学院医歯薬学総合研究科

笠井　達哉 カサイ タツヤ 教授 　大学院国際協力研究科

金原　達夫 キンバラ タツオ 教授 　大学院国際協力研究科

堀　利匡 ホリ トシタダ 教授 　放射光科学研究センター

松尾　雅嗣 マツオ マサツグ 教授 　平和科学研究センター

岩谷　行雄 イワタニ ユキオ 教授 　産学連携センター

小阪　敏和 コサカ トシカズ 准教授 　大学院理学研究科

木谷　晧 キタニ アキラ 准教授 　大学院工学研究科

藤田　俊昭 フジタ トシアキ 准教授 　大学院工学研究科
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平成２０年度定年退職教員の退職記念講演（講義）一覧

所属名称 職名 漢字氏名 カナ氏名 専門 講義（講演）日時 会場 講義（講演）演題 問い合わせ先

大学院総合科学研究科 教授 安藤　正昭 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻｱｷ
動物生理学、上皮
輸送、適応生理
学、脳生理学

予定なし

大学院総合科学研究科 教授 飯田　操 ｲｲﾀﾞ ﾐｻｵ 英語・英米文学 予定なし

大学院総合科学研究科 教授 木幡　藤子 ｺﾊﾀ ﾌｼﾞｺ 聖書学 予定なし

大学院総合科学研究科 教授 小林　ひろ江 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｴ
応用言語学、語用
論、英語教育学

予定なし

大学院文学研究科 教授 田中　久男 ﾀﾅｶ ﾋｻｵ 英語・英米文学
2月18日(水)
11:00-12:00

文学研究科
B204

「エミリーへの薔薇」に
おけるウィリアム・
フォークナーの創作戦略

文学研究科 部局長・教育研究活動
支援グループ　松田
TEL:082-424-6611

大学院教育学研究科 教授 石井　眞治 ｲｼｲ ｼﾝｼﾞ 心理学
2月28日(土)
15:30-17:00

リーガロイヤルホテ
ル広島　ロイヤル
ホール（4階）

未定
教育学研究科学習開発学講座 井上
弥・神山貴弥
siproject@hiroshima-u.ac.jp

大学院教育学研究科 教授 岡東　壽隆 ｵｶﾄｳ ﾄｼﾀｶ 教育学 未定 未定 未定 未定

大学院教育学研究科 教授 縫部　義憲 ﾇｲﾍﾞ ﾖｼﾉﾘ 日本語教育学
2月7日(土)
13:00-14:30

教育学研究科
第一会議室

日本語教育で「愛」を語る 

教育学研究科 日本語教育学講座 松
崎寛
<hiroshim@hiroshima-u.ac.jp>
TEL:082-424-6865

大学院教育学研究科 教授 古川　義宏 ﾌﾙｶﾜ ﾖｼﾋﾛ 物理化学・化学教育学 予定なし

大学院社会科学研究科 教授 松水　征夫 ﾏﾂﾐｽﾞ ﾕｸｵ 経済事情論
2月20日(金)
13:30-15:00

法学部・経済学部
大会議室（3階）

人材育成における大
学の役割と課題

社会科学研究科 教授　森田　憲
TEL:082-424-7279

大学院理学研究科 教授 田中　健一郎 ﾀﾅｶ ｹﾝｲﾁﾛｳ 物理化学
3月6日(金)
15:00-17:00

理学部
E002号教室

光とともに歩んだ４０年
理学研究科 物理科学専攻 関谷徹
司
TEL:082-424-7385



大学院理学研究科 教授 松本　堯生 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｵ 数学
2月10日(火)
16:00-

理学部
E002号教室

やってきたこと、やりたいこと
理学研究科数学専攻事務室
TEL:082-424-7350

大学院理学研究科 教授 三吉　克彦 ﾐﾖｼ ｶﾂﾋｺ
無機化学・錯体化
学

2月27日(金)
15:00-16:30

理学部
E002号教室

 My Chemi-Story
理学研究科化学専攻 錯体化学研究
グループ　水田　勉
TEL:082-424-7420

大学院理学研究科 教授 吉田　清 ﾖｼﾀﾞ ｷﾖｼ 偏微分方程式論 予定なし

大学院理学研究科 准教授 小阪　敏和 ｺｻｶ ﾄｼｶｽﾞ 原生生物学
2月19日(木)
15:00-16:30

理学部
E104号教室

原生動物と私
理学研究科生物科学専攻 細胞生物
学研究室　細谷浩史　TEL:082-
424-7443・7445

大学院先端物質科学研究科 教授 岩田　穆 ｲﾜﾀ ｱﾂｼ
半導体集積回路、アナ
ログ・高周波情報処理
回路アーキテクチャ

3月17日(火)
14:00-16:00

リーガロイヤルホ
テル広島　ロイヤ
ルホール2（4階）

未定
先端物質科学研究科　吉田　毅
TEL:082-424-7643

大学院先端物質科学研究科 教授 西尾　尚道 ﾆｼｵ ﾅｵﾐﾁ 環境生物工学
2月6日(金)
15:00-16:45

先端物質科学研究
科
401N講義室

嫌気性菌，嫌気もさ
さずに３０年

先端物質科学研究科　中島田　豊
TEL:082-424-4443

大学院工学研究科 教授 滝　史郎 ﾀｷ ｼﾛｳ エネルギー工学
3月20日(金)
14:00-16:00

学士会館レセプ
ションホール

宇宙へ飛ぶ推進機関
を夢見て

工学研究科機械システム工学専攻
滝 史郎
TEL:082-424-7558

大学院工学研究科 教授 中川　紀壽 ﾅｶｶﾞﾜ ﾉﾘﾄｼ

大学院工学研究科 教授 中村　秀治 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞﾊﾙ 土木構造工学
3月13日(金)
15:30-17:00

工学部
111号教室

迷子のように構造工
学を旅した38年

工学研究科社会環境システム専攻
藤井 堅
TEL:082-424-7790

大学院工学研究科 教授 雛元　孝夫 ﾋﾅﾓﾄ ﾀｶｵ 電気電子工学
3月20日(金)
11:00-12:30

KKRホテル広島
安芸の間（2階）

制御と信号処理の融
合－状態空間アプ
ローチ－

工学研究科複雑システム制御論研
究室　大野修一
TEL:082-424-7682

大学院工学研究科 准教授 木谷　晧 ｷﾀﾆ ｱｷﾗ 応用電気化学
3月6日(金)
15:00-16:30

工学部
117号講義室

山あり岳あり
工学研究科物質化学システム専攻
播磨　裕
TEL:082-424-6534

大学院工学研究科 准教授 藤田　俊昭 ﾌｼﾞﾀ ﾄｼｱｷ 固体分光 予定なし

大学院生物圏科学研究科 教授 藤田　耕之輔 ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾉｽｹ 植物栄養生理学
2月20日(金)
15:00-16:30

生物生産学部
C206号室

植物栄養からみた物
質生産

生物圏科学研究科　実岡寛文
TEL：082-424-7917



大学院医歯薬学総合研究科 教授 伊藤　勝陽 ｲﾄｳ ｶﾂﾋﾃﾞ 画像診断、IVR 未定
医学部
第5講義室

『放射線医学講座・
放射線部の二十年の
歩み』

大学院医歯薬学総合研究科　放射
線医学
TEL:082-257-5257

大学院国際協力研究科 教授 笠井　達哉 ｶｻｲ ﾀﾂﾔ 運動神経生理学 予定なし

国際協力研究科総務・会計グルー
プ
空　誠宗
TEL:082-424-6905

大学院国際協力研究科 教授 金原　達夫 ｷﾝﾊﾞﾗ ﾀﾂｵ 経営学
2月25日(水)
15:00-16:30

国際協力研究科
大会議室

企業統治とサステナ
ビリティ

放射光科学研究センター 教授 堀　利匡 ﾎﾘ ﾄｼﾀﾀﾞ 加速器科学 未定 未定 加速器のお話（仮）
放射光科学研究センター　宮本 篤
TEL:082-424-6293

平和科学研究センター 教授 松尾　雅嗣 ﾏﾂｵ ﾏｻﾂｸﾞ 平和学
3月2日(月)
15:00-16:30

東千田総合校舎
A404

言葉と平和
平和科学研究センター
TEL:082-542-6975

産学連携センター 教授 岩谷　行雄 ｲﾜﾀﾆ ﾕｷｵ 民事法学 予定なし


