
専攻 講座 分野 教授 キャンパス 建物名 訪問可能な時間 建物内への入り方

プロジェクト棟 教授 （兼）有本　博一

３F　302 准教授 不破春彦

プロジェクト棟 教授 有本博一

３Ｆ 302 助教 一刀かおり

プロジェクト棟 教授 山口信次郎

１Ｆ 107 助教 増口潔

プロジェクト棟 准教授 小川智久

３Ｆ 303

細胞動態制御 倉永英里奈

化学棟 准教授 安元研一

４Ｆ 415

生物棟 准教授 大橋一正

３Ｆ 309

本館 助教 鳥羽大陽

３Ｆ 309、310、311

南総合研究棟 准教授 門倉　広

１号館　５Ｆ　507

教授 高橋聡

助教 小井川浩之

生体機能分子制御 水上　進
多元物質科学研究所
南総合研究棟1号館　6F　606

14:30～18:00 教授 水上進 当日説明会会場でご確認ください

生体機能分子計測 人事選考中

理学合同Ａ棟 教授 福田光則

９Ｆ 916

生物棟 講師 横山隆亮

６Ｆ 608，609 助教 黒羽剛

プロジェクト棟 助教 久保田幸彦

２Ｆ 202 助教 丹羽伸介

生物棟 教授 田村宏治

５Ｆ 509

プロジェクト棟 准教授 小金澤雅之

４Ｆ 403 助教 佐藤耕世

脳機能解析 八尾　寛

プロジェクト棟 准教授 筒井健一郎

５Ｆ 504

プロジェクト棟 教授 谷本拓

２Ｆ 205・206・209 助教 山方恒宏

発生生物学 熊野　岳 その他 浅虫（青森市）

海洋生態行動学
(兼）
占部　城太郎

その他 浅虫（青森市）

教授 千葉奈津子

教授 松居靖久

教授 小椋利彦

助教 宮坂恒太

助教 久保純

加齢医学研究所 教授 髙井俊行

実験研究棟５Ｆ 講師 乾匡範

本館 教授 津田雅孝

２Ｆ 208 助教 大坪嘉行

本館 教授 渡辺正夫

３Ｆ　303（渡辺） 　304（菅野） 准教授 菅野明

本館 教授 東谷篤志

２Ｆ 205 准教授 佐藤修正

助教 寺西美佳

本館 １Ｆ　103 教授 南澤  究

助教 菅原雅之

プロジェクト棟 教授 髙橋秀幸

２Ｆ 203 准教授 藤井伸治

助教 小林啓恵

生物棟 教授 河田雅圭

４Ｆ　406

理学合同Ａ棟 准教授 酒井聡樹

10F　1009 助教 饗庭正寛

生物棟 助教 牧野渡

３Ｆ 306

理学合同Ａ棟 教授 彦坂幸毅

１０Ｆ 1008

植物園本館 教授 牧雅之

２Ｆ 牧教員室

教授 千葉聡

准教授 鹿野秀一

ゲノム
生態学 ゲノム構造機能

柴田　大輔
長瀬　隆弘

その他 かずさDNA研究所（千葉県木更津市）

片　平

青葉山

星　陵

川　内

その他

 理学部構内（生物学系研究棟（生物棟）・理学合同Ａ棟・化学系研究棟（化学棟））

 加齢医学研究所（実験研究棟・プロジェクト総合研究棟）

 川内南キャンパス（植物園）・川内北キャンパス（東北アジア研究センター（川北合同研究棟））

 浅虫：生命科学研究科附属浅虫海洋生物学研究センター（青森市浅虫） かずさ：財団法人かずさＤＮＡ研究所（連携分野）（千葉県木更津市かずさ）

保全生物学 千葉　聡
川北合同研究棟3F
327（鹿野）/323（千葉）

14:30～17:30 当日説明会会場でご確認ください

今回はオープンラボは行いませんが、希望があれば別途千葉県のかずさDNA研究所で行います

植物多様性
生物学 植物系統分類学 牧　雅之

川内

15：00～17:00 植物園本館1F受付へお越しください

保全生物学

 生命科学研究科本館（本館）・生命科学プロジェクト総合研究棟（プロジェクト棟）・多元物質科学研究所（東１号館・南総合研究棟１号館）

生
態
シ
ス
テ
ム
生
命
科
学

環境遺伝
生態学

遺伝情報動態 津田　雅孝

片平

進化
生態科学

15:00～18:00

機能生態学

当日説明会会場でご確認ください

植物生態 中静　透 14:30～18:00
鍵が開いていなければ研究室に連絡してください
（022-795-6698）

群集生態 占部　城太郎 14:30～17:30
15:00　及び 16:00より概要説明します。
鍵が開いていなければ電話してください
（022-795-6686）

彦坂　幸毅 14:30～18:00
鍵が開いていなければ
入口の内線電話で7735へ電話してください

生物多様性進化 河田　雅圭

青葉山

生
命
機
能
科
学

14:30～18:00

解錠されています

植物生殖遺伝 渡辺　正夫 14:15～18:00

ゲノム継承システム 東谷　篤志 14:30～18:00

地圏共生遺伝生態 南澤 究 14:30～17:00

宇宙環境適応生態 髙橋　秀幸 14:30～17:00

玄関に備え付けの電話から内線8477か8478に、携
帯電話などからは
022-717-8477か022-717-8478に連絡してください

分化再生制御 松居　靖久
加齢医学研究所
プロジェクト総合研究棟
１Ｆ 松居教授室

14:30～17:30
研究棟玄関にある内線電話で8571または
022-717-8571に電話してください

分化制御学

腫瘍生物学 千葉 奈津子

星陵

加齢医学研究所
実験研究棟　７Ｆ東

14:30～18:00

神経機能制御 小椋　利彦

加齢医学研究所
プロジェクト総合研究棟
1Ｆ　北側奥
神経機能情報研究分野

14:30～18:00 022-717-8564、8596に連絡してください

遺伝子導入 髙井　俊行 14:30～18:00 １Ｆ入口インタホンで8504に電話してください。

14:30～18:00

神経行動学 谷本　拓 14:30～18:00

海洋生物学

　実施しません

希望者がいれば、その希望者の都合にあわせて5月21日に対応します。
その場合は必ず事前に連絡をしてください。（017-752-3388：武田まで）

解錠されています。鍵が開いていなければ、研究室
に電話してください（022-795-3489）

脳機能解析
構築学

脳機能遺伝 山元　大輔

片平

14:30～17:00

解錠されています

　実施しません

脳情報処理 飯島　敏夫

細胞機能
構築統御学

器官形成 田村　宏治 青葉山 14:30～18:00

鍵が開いていなければ
022-795-3641に連絡してください

植物細胞壁機能 西谷　和彦 14:30～16:30
鍵が開いていなければ、022-795-6713　か
022-795-6702に連絡してください

発生ダイナミクス 杉本 亜砂子 片平 14:30～18:00 解錠されています

膜輸送機構解析 福田　光則

青葉山

14:30～18:00

解錠されています

　実施しません

遺伝子
システム学

青葉山

　実施しません

遺伝子調節 十川　和博 15:00～18:00
022-795-6591に連絡してください。建物入口を解錠
します。

情報伝達分子解析 水野　健作 14:30～18:00

生体機能
分子科学

生体機能分子設計 稲葉　謙次 14:30～18:00
建物の扉の前で研究室に連絡してください
(022-217-5605）

生体機能分子解析 高橋　聡
多元物質科学研究所
東１号館　208

14:30～18:00
022-217-5842に電話をお願いします。
入口の張り紙に電話番号を書いておきます。

生 命 科 学 研 究 科 オ ー プ ン ラ ボ
当日の説明者

分
子
生
命
科
学

生命有機
情報科学

生命構造化学
（兼）
有本　博一

片平

14:30～17:30 分子情報化学分野にて受付後、ご案内します

分子情報化学 有本　博一 14:30～17:30

解錠されています活性分子動態 山口　信次郎 14:30～17:30

生命素子機能 村本　光二 14:30～18:00

鍵が開いていなければ
研究室（022-795-6679）に連絡してください

分子発生制御 経塚　淳子

片平

14:30～18:00


	【HP掲載用】オープンラボ（携帯なし）

