
平成３０年１月５日 
原子核談話会事務局 森口哲朗 

 
「大阪大学核物理研究センター運営委員会(核運委)と研究計画検討専門委員会（研計委）

の次期委員の選挙について」 

 

大阪大学核物理研究センター研究計画検討専門委員会（研計委）委員の半数および核運

委委員の任期が平成３０年３月３１日をもって終了致します。原子核談話会が選挙母体と

なり、委員会の原子核実験分野からの委員の選出を下記の要領にて行います。別紙に資料

として、現在の研計委及び核運委委員名簿と今回の候補者一覧を添付しましたのでご参照

下さい。 

 

[核運委] （センター外）  ５名 

任  期  ： 平成３０年４月１日～平成３２年３月３１日（２年間） 

＊注    ： 研計委との兼任はできません。今回は秋宗秀俊氏（甲南大）、成木恵氏（京

大）、若狭智嗣氏（九大）に被選挙権がありません。 

 

[研計委]  (センター外)  ３名 

任  期  ： 平成３０年４月１日～平成３２年３月３１日（２年間） 

＊注１  ： 核運委との兼任はできません。また、連続三期の再選はできません。今回

は、川畑貴裕委員（京大）に被選挙権がありません。 

＊注２  ： 半数改選で、今回は３名選出します。 

 

[研計委]  (センター内)  ４名 

任  期  ： 平成３０年４月１日～平成３２年３月３１日（２年間） 

＊注１  ： 核運委との兼任は妨げません。また、再任も妨げません。 

＊注２  ： 定員４名で、全員が改選となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 資料３のような推薦がありました。 
 参考として現在の核運委及び研計委の両委員会の委員を資料１、２に添付致します。 
 各資料は各機関に一部ずつ送付しております。コピーを取るなどして共有をお願い致

します。 
 
【投票方法】 
 核運委（実験）センター外：５名連記 

研計委（実験）センター外：３名連記 
研計委センター内：４名連記 

 投票用紙に候補者の氏名を記入し、小封筒（これには氏名・所属を記入しないで下さい）

に入れ、さらに各自適当な封筒に入れて、それに投票者の所属・氏名を記入して下さい

（この署名がないと無効票になります）。小封筒には核物理委員の投票用紙も同封して

下さい。 
 各個人で投函されても、何人かで取りまとめて送られても結構です。取りまとめる場合

には、小封筒をはだかのまま集めずに、すでに封のされている各自の署名入り封筒をま

とめてお送り下さい。 
 

投票締切日：平成３０年１月１９日（金）必着 

 
送付先：〒305-8577 茨城県つくば市天王台１－１－１ 
 筑波大学 研究基盤総合センター 応用加速器部門 森口哲朗 宛 
連絡先：Tel : 029-853-2566,  E-mail : kakudan@rcnp.osaka-u.ac.jp 
 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－切り取り線－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
 

大阪大学核物理研究センター 選挙投票用紙（平成３０年１月） 
RCNP 核運委（センター外） ５名連記 
   
  

 
RCNP 研計委（センター外） ３名連記 
   

 
RCNP 研計委（センター内） ４名連記 
   
 

 



（ＲＣＮＰ 資料１） 

 大阪大学核物理研究センター運営委員会委員名簿 

  （任期：平成２８年４月１日〜平成３０年３月３１日） 

 

【センター長】 

   中野貴志 

【実験系】 

 （センター外 ５名） 

   小田原厚子 大阪大学大学院理学研究科 

上坂友洋 理化学研究所仁科加速器研究センター 

清水肇 東北大学電子光理学研究センター 

下浦享 東京大学大学院理学系研究科附属原子核科学研究センター 

永江知文 京都大学大学院理学研究科 

（センター内 ５名） 

青井 考 

能町正治 

野海博之 

福田光宏 

與曽井優 

【理論系】 

（センター外 ３名） 

大塚孝治 東京大学大学院理学系研究科 

初田哲男 理化学研究所数理創造プログラム 

松尾正之 新潟大学教育研究院自然科学系 

（センター内 １名） 

保坂 淳 

【宇宙線】 

（学内外不問 １名） 

竹内康雄 神戸大学大学院理学研究科 

【高エネルギー】 

（学内外不問 １名） 

花垣和則 高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核研究所 

【その他】 

（若干名） 

齊藤直人 高エネルギー加速器研究機構及び J-PARC 

三宅康博 高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究 



（ＲＣＮＰ 資料２） 

 大阪大学核物理研究センター研究計画検討専門委員会名簿 

 

 任 期：★平成２８年４月１日～平成３０年３月３１日 

       ◆平成２９年４月１日～平成３１年３月３１日 

       ★が今回改選委員 

【センター外】 

  実験系 ◆秋宗秀俊 甲南大 

◆成木 恵 京大 

◆若狭智嗣 九大 

★伊藤正俊 東北大 

★川畑貴裕 京大 

★澤田真也 KEK 

★前田幸重 宮崎大 

理論系 ◆板垣直之 京大 

◆明 孝之 大工大 

★宇都野 穣 JAEA 

★中田 仁 千葉大 

【宇宙線】（学内外不問） 

★常定芳基 大阪市大 

【高エネルギー】（学内外不問） 

★居波賢二 名大 

【核化学】（学内外不問） 

★菊永英寿 東北大 

【推薦委員】 

実験系 ◆大西宏明 東北大 

◆佐藤 朗 阪大・理 

理論系 ◆緒方一介 ＲＣＮＰ 

【センター内】 

       ★青井 考 

      ★野海博之 

★民井 淳 

★福田光宏 

★神田浩樹 

 
 



（RCNP 資料３）
H29年度　RCNP核運委及び研計委 候補者リスト

推薦・自薦 候補者 所属・職 推薦者 推薦者　所属・職

推薦 上坂　友洋 理研仁科センター・主任研究員 川畑　貴裕 京大理・准教授

永江　知文 京大理・教授

石川　貴嗣 東北大ELPH・助教

伊藤　正俊 東北大CYRIC・教授

若狭　智嗣 九大院理・准教授

前田　幸重 宮崎大工・准教授

推薦 櫻井　博儀 東大理・教授 中村　隆司 東工大理・教授

推薦 酒見　泰寛 東大CNS・教授 伊藤　正俊 東北大CYRIC・教授

永江　知文 京大理・教授

川畑　貴裕 京大理・准教授

上坂　友洋 理研仁科センター・主任研究員

推薦 須田　利美 東北大ELPH・教授 上坂　友洋 理研仁科センター・主任研究員

川畑　貴裕 京大理・准教授

上坂　友洋 理研仁科センター・主任研究員

田中　万博 高エ研・素核研・教授

高橋　俊行 高エ研・素核研・准教授

推薦 福田　光順 阪大理・准教授 山口　貴之 埼玉大理・准教授

推薦・自薦 候補者 所属・職 推薦者 推薦者　所属・職

秋宗　秀俊 甲南大理工・教授

川畑　貴裕 京大理・准教授

上坂　友洋 理研仁科センター・主任研究員

前田　幸重 宮崎大工・准教授

推薦 今井　伸明 東大CNS・准教授 上坂　友洋 理研仁科センター・主任研究員

推薦 大津　秀暁 理研仁科センター・チームリーダー 川畑　貴裕 京大理・准教授

推薦 小沢　恭一郎 高エ研・素核研・准教授 上坂　友洋 理研仁科センター・主任研究員

推薦 笹野　匡紀 理研仁科センター・研究員 中村　隆司 東工大理・教授

高橋　俊行 高エ研・素核研・准教授

前田　幸重 宮崎大工・准教授

永江　知文 京大理・教授

伊藤　正俊 東北大CYRIC・教授

若狭　智嗣 九大院理・准教授

推薦 中村　隆司 東工大理・教授 永江　知文 京大理・教授

秋宗　秀俊 甲南大理工・教授

伊藤　正俊 東北大CYRIC・教授

川畑　貴裕 京大理・准教授

推薦・自薦 候補者 所属・職 推薦者 推薦者　所属・職

伊藤　正俊 東北大CYRIC・教授

川畑　貴裕 京大理・准教授

上坂　友洋 理研仁科センター・主任研究員

推薦 神田　浩樹 阪大RCNP・講師 上坂　友洋 理研仁科センター・主任研究員 

伊藤　正俊 東北大CYRIC・教授

川畑　貴裕 京大理・准教授

上坂　友洋 理研仁科センター・主任研究員

石川　貴嗣 東北大ELPH・助教

川畑　貴裕 京大理・准教授

上坂　友洋 理研仁科センター・主任研究員

高橋　俊行 高エ研・素核研・准教授

伊藤　正俊 東北大CYRIC・教授

上坂　友洋 理研仁科センター・主任研究員 

推薦 野海　博之 阪大RCNP・教授

推薦 福田　光宏 阪大RCNP・教授

研計委（センター内　４名)

推薦 青井　考 阪大RCNP・教授

推薦 民井　淳 阪大RCNP・准教授

推薦 関口　仁子 東北大理・准教授

推薦 前田　幸重 宮崎大工・准教授

研計委（センター外　３名)

推薦 伊藤　正俊 東北大CYRIC・教授

推薦 澤田　真也 高エ研・素核研・教授

推薦 下浦　享 東大CNS・教授

推薦 永江　知文 京大理・教授

核運委（センター外　５名)

推薦 大西　宏明 東北大ELPH ・教授

推薦 川畑　貴裕 京大理・准教授


