
平成２４年 大阪大学総長顕彰・総長奨励賞の受賞者について 

 
総長顕彰は、大阪大学に勤務する教員のうち、教育、研究、社会・国際貢献又は管理運営上の業

績が特に顕著であると認められた者を顕彰し、大学の一層の発展を期することを目的として、また、

総長奨励賞は、若手教員（概ね４０歳以下の者。）のうち、教育及び研究の業績があると認められ

るなど、同分野で将来活躍することが期待される者を顕彰し、奨励することを目的として行ってい

ます。 

 

大阪大学総長顕彰受賞者 

 

教 育 部 門 

所属 職名 氏名 所属 職名 氏名 

人間科学研究科 准教授 
YAMAMOTO 

BEVERLEY ANNE 
理学研究科 教授 大鹿 健一 

法学研究科 教授 福井 康太 工学研究科 教授 久保 司郎 

 

研 究 部 門 

所属 職名 氏名 所属 職名 氏名 

人間科学研究科 教授 栗本 英世 基礎工学研究科 教授 石黒 浩 

理学研究科 教授 伊吹山 知義 基礎工学研究科 教授 永妻 忠夫 

理学研究科 准教授 森田 靖 言語文化研究科 教授 大澤 孝 

医学系研究科 教授 熊ノ郷 淳 情報科学研究科 教授 村田 正幸 

医学系研究科 教授 山下 俊英 生命機能研究科 教授 吉森 保 

歯学研究科 准教授 仲野 和彦 産業科学研究所 教授 安藤 陽一 

薬学研究科 教授 辻川 和丈 社会経済研究所 教授 
HORIOKA CHARLES 

YUJI 

工学研究科 教授 中野 貴由 接合科学研究所 准教授 塚本 雅裕 

工学研究科 教授 福住 俊一    

 

社 会 ・ 国 際 貢 献 部 門 

所属 職名 氏名 所属 職名 氏名 

言語文化研究科 教授 日野 信行 蛋白質研究所 教授 中村 春木 

 

管 理 運 営 部 門 

所属 職名 氏名 所属 職名 氏名 

工学研究科 教授 大島 巧 産業科学研究所 教授 山口 明人 

工学研究科 
特任教授

（常勤） 
高橋 亮一 全学教育推進機構 教授 眞鍋 昭治郎 

基礎工学研究科 教授 戸部 義人 保健センター 教授 杉田 義郎 



 

大阪大学総長奨励賞受賞者 

 

教 育 部 門 

所属 職名 氏名 所属 職名 氏名 

全学教育推進機構 准教授 中村 征樹    

 

研 究 部 門 

所属 職名 氏名 所属 職名 氏名 

文学研究科 准教授 市 大樹 基礎工学研究科 講師 土井 謙太郎 

文学研究科 准教授 桑木野 幸司 基礎工学研究科 助教 島内 寿徳 

人間科学研究科 准教授 村上 靖彦 基礎工学研究科 助教 田原 一邦 

法学研究科 准教授 上川 龍之進 言語文化研究科 准教授 井上 さゆり 

経済学研究科 准教授 佐藤 泰裕 言語文化研究科 准教授 三宅 真紀 

理学研究科 准教授 植田 一石 情報科学研究科 准教授 梅谷 俊治 

理学研究科 准教授 角 大輝 情報科学研究科 准教授 竹中 要一 

医学系研究科 
寄附講座

助教 
原口 直紹 生命機能研究科 

特任助教

（常勤） 
内村 有邦 

歯学研究科 講師 波多 賢二 産業科学研究所 准教授 多根 正和 

歯学研究科 助教 住友 倫子 産業科学研究所 准教授 向川 康博 

歯学部附属病院 助教 工藤 千穂 産業科学研究所 助教 中島 良介 

薬学研究科 准教授 岡田 欣晃 蛋白質研究所 准教授 昆 隆英 

工学研究科 准教授 髙橋 幸生 社会経済研究所 教授 松島 法明 

工学研究科 准教授 松村 浩由 接合科学研究所 准教授 川人 洋介 

工学研究科 准教授 水上 進 
太陽エネルギー化

学研究センター 
准教授 白石 康浩 

工学研究科 助教 津田 哲哉 
サイバーメディア

センター 
准教授 長谷川 剛 

基礎工学研究科 准教授 加嶋 健司 
レーザーエネルギ

ー学研究センター 
助教 川山 巌 

基礎工学研究科 准教授 西 竜志    

※受賞者の並びは部局別、職名、五十音順 

 

 


