
横浜国⽴⼤学 名誉教授⼀覧 令和5年4⽉1⽇現在

⽒ 名 （出⾝部局） ⽒ 名 （出⾝部局）

⻘⽊ 博⽂ （⼯） ⾼⽊ 秀明 （教）

秋⼭ 太郎 （国） ⾼⽥ ⼀ （⼯）

朝倉 祝治 （⼯） ⾼野 清治 （⼯）

浅野 幸弘 （営） ⾼橋 和⼦ （教）

淺⾒ 真年 （⼯） ⾼橋 邦年 （教）

⼩⾖島 明 （⼯） 髙橋 寿⼀ （国）

⾜⽴ 武彦 （⼯） ⾼橋 冨⼠信 （未セ）

阿部 周造 （営） ⾼橋 正彦 （国）

新井 秀明 （教） ⾼橋 勝 （教）

荒井 誠 （⼯） ⾼⼭ 佳⼦ （教）

有江 ⼤介 （国） ⽥鎖 ⼤志郎 （教）

有澤 博 （環） ⽵⽥ 志郎 （営）

有⾺ 眞 （環） ⽥才 晃 （都）

安藤 柱 （⼯） ⽥崎 清忠 （教）

井⼝ 栄資 （⼯） 但⾺ ⽂昭 （教）

池⽥ 尚治 （⼯） ⽥代 洋⼀ （経）

池⽥ ⿓彦 （国） ⽥中 利幸 （国）

⽯井 ⼀夫 （⼯） ⽥中 英登 （教）

⽯井 六哉 （⼯） ⽥中 裕久 （⼯）

⽯⽥ 淳⼀ （教） ⽥中 正俊 （⼯）

⽯原 修 （⼯） ⽥中 政光 （営）

泉⾕ 周三郎 （教） ⾕⽣ 重晴 （教）

板垣 浩 （⼯） 種⽥ 保穂 （教）

市川 博 （教） ⽟置 禎紀 （教）

伊藤 公紀 （環） ⽟野 研⼀ （⼯）

伊藤 卓 （⼯） ⽥村 明弘 （⼯）

⽝塚 ⽂雄 （教） ⽥村 直良 （環）

井上 果⼦ （教） 丹治 陽⼦ （教）

井上 誠⼀ （環） 蝶間林 利男 （教）
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⽒ 名 （出⾝部局） ⽒ 名 （出⾝部局）

井上 徹 （国） 塚本 修⺒ （⼯）

井上 義⾏ （環） 椿 ⿓哉 （都）

今村 与⼀ （国） 鶴⾒ 尚弘 （教）

岩﨑 政明 （国） 寺⽥ 敏司 （環）

上杉 晴⼀ （環） ⼟井 ⽇出夫 （国）

上⽥ ⼀義 （⼯） 藤堂 勇雄 （⼯）

上野 誠也 （環） 友井 正男 （⼯）

植村 博恭 （国） 友井 正男 （⼯）

⾅井 功 （営） ⿃居 昭夫 （営）

宇⾼ 義郎 （⼯） 内藤 晶 （⼯）

浦野 紘平 （環） 中川 ⾠雄 （教）

海⽼原 修 （教） 中島 明彦 （教）

⼤⽯ 彰 （環） ⻑縄 光男 （教）

⼤⾨ 正克 （国） 中⻄ 準⼦ （環）

⼤島 聡 （教） 中野 弘美 （国）

太⽥ 健⼀郎 （⼯） 中村 栄⼦ （教）

太⽥ 陽⼦ （教） 中村 剛治郎 （経）

⼤瀧 郁彦 （教） 中村 宏 （教）

⼤⾕ 英雄 （環） 中村 靖 （国）

⼤⾕ 裕之 （環） 並⽊ 博 （教）

⼤野 かおる （⼯） 新飯⽥ 宏 （経）

⼤場 昌也 （⼤） ⻄堀 昭 （営）

⼤平 担 （⼯） ⻄村 誠介 （⼯）

⼤⽮ 晴彦 （⼯） ⻄村 隆男 （教）

⼤⽮ 勝 （環） ⻄村 尚史 （環）

⼤藪 俊哉 （営） ⻄⼭ 善郎 （教）

⼤⼭ ⼒ （⼯） ⻄脇 保幸 （教）

岡⽥ 充博 （教） 額⽥ 順⼆ （環）

岡⽥ 守弘 （教） 根上 ⽣也 （環）

⼩川 輝繁 （環） 根本 萠騰⼦ （教）
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⽒ 名 （出⾝部局） ⽒ 名 （出⾝部局）

⼩川 昌⽂ （教） 根本 洋⼀ （国）

荻野 俊郎 （⼯） 萩原 伸次郎 （経）

奥⽥ 重俊 （環） 橋⽥ ちせ （保）

奥村 悳⼀ （営） 橋本 吉彦 （教）

奥⼭ 恭⼦ （国） ⻑⾕川 善和 （教）

奥⼭ 邦⼈ （⼯） ⻑⾕部 勇⼀ （国）

⼩倉 信和 （⼯） ⾺場 裕 （教）

⼩滝 ⼀正 （⼯） ⽻深 等 （⼯）

落合 優 （教） 濱本 道正 （営）

⼩野 隆 （⼯） 林部 英雄 （教）

⼩野 康男 （教） 原 孝夫 （環）

⾓野 圭⼀ （⼯） 原⽥ 洋 （環）

影井 清⼀郎 （環） 原⽥ 睦夫 （教）

笠原 政治 （教） 東⽥ 啓 （営）

加藤 千⾹⼦ （教） ⽇野 孝則 （⼯）

加藤 峰夫 （国） 平出 彦仁 （教）

⾨倉 正美 （留） 平野 戴倫 （環）

⾦澤 裕之 （教） 平⼭ 次清 （⼯）

⾦⼦ 佳代⼦ （教） 廣⽥ 穰 （⼯）

鎌⽥ 武治 （経） 深⾙ 保則 （国）

上川 孝夫 （国） 府川 源⼀郎 （教）

上ノ⼭ 周 （⼯） 福岡 敏⾏ （教）

⻲本 喬司 （⼯） 福⽥ 幸男 （教）

唐 ⼗郎 （教） 福富 洋志 （⼯）

川井 謙⼀ （⼯） 藤井 桂⼦ （国際）

川⼝ 貢 （教） 藤井 忠 （営）

川添  裕 （都） 藤野 陽三 （先）

河底 尚吾 （営） 藤森 ⺠雄 （教）

河野 正男 （国） 藤原 ⼀繪 （環）

河村 篤男 （⼯） 堀 典⼦ （教）
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⽒ 名 （出⾝部局） ⽒ 名 （出⾝部局）

菊池 知彦 （環） 前川 卓 （⼯）

⽊島 洋⼀ （営） 前⽥ 正男 （教）

來⽣ 新 （国） 間嶋 隆⼀ （環）

北⽥ 泰彦 （⼯） 増⽥ 順⼦ （教）

北⼭ 恒 （都） 益永 茂樹 （環）

君嶋 義英 （⼯） 松井 美樹 （国）

國安 洋 （教） 松⽯ ⽵志 （教）

熊代 幸伸 （⼯） 松⽥ 忠男 （教）

倉澤 資成 （済） 松⽥ 裕之 （環）

栗⽥ 進 （⼯） 松⽥ 保彦 （国法・国開）

久留島 隆 （国） 松本 幹治 （⼯）

⿊川 淳⼀ （⼯） 松本 久志 （教）

⼩池 治 （国） 松元 宏 （国）

⼩池 敏夫 （教） 丸尾 孟 （⼯）

⼩泉 淳⼀ （⼯） ⽔落 ⼀朗 （教）

⼩泉 秀夫 （教） ⽔⼝ 仁 （⼯）

國府⽥ 桂⼀ （経） 溝⼝ 周⼆ （国）

河野 隆⼆ （⼯） 三井 逸友 （環）

國分 泰雄 （⼯） 三⼾ 浩 （国）

後藤 敏⾏ （環） 三宅 晶⼦ （教）

⼩林 謙⼀ （教） 宮坂 元裕 （教）

⼩林 憲正 （⼯） 宮崎 隆 （環）

⼩林 重敬 （⼯） 宮⽥ 利雄 （⼯）

⼩林 範夫 （教） 武藤 安⼦ （教）

⼩林 正⼈ （国） 村⽥ 忠禧 （教）

⼩林 芳⽂ （教） 持⽥ 幸良 （環）

⽶屋 勝利 （環） 茂⽊ ⼀衛 （教）

近藤 正幸 （環） 森川 俊孝 （国）

今野 紀雄 （⼯） 森下 信 （環）

斎藤 歖能 （教） 森本 茂 （教）
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⽒ 名 （出⾝部局） ⽒ 名 （出⾝部局）

酒井 譲 （環） 森本 信也 （教）

榊原 和久 （⼯） ⼋⽊ 裕之 （国）

坂⽥ 俊策 （⼤教） ⼋⽊ 幹雄 （⼯）

笹井 均 （国） ⼋⾼ 隆雄 （⼯）

佐々⽊ 賢 （⼯） ⾕治 正孝 （教）

笹本 浜⼦ （環） ⽮⽥ 茂樹 （教）

佐藤 嘉彦 （教） ⽮内 光⼀ （教）

佐藤 亮 （国） 藪⽥ 哲郎 （⼯）

佐⼟原 聡 （都） ⼭⼝ 惇 （⼯）

佐野 裕 （教） ⼭⼝ 修 （国）

佐野 正之 （教） ⼭⼝ 益弘 （⼯）

志賀 ⼀清 （留） ⼭倉 健嗣 （国）

志⽥ 基与師 （環） ⼭下 正毅 （営）

柴⽥ 裕通 （国） ⼭⽥ 均 （都）

柴⽥ 槇雄 （⼯） ⼭⽥ 弘康 （⼯）

柴⼭ 知也 （⼯） ⼭本 勲 （⼯）

渋川 祥⼦ （教） ⼭本 千之 （教）

清⽔ 久⼆ （⼯） ⼭本 昌邦 （教）

徐 浩源 （国際） ⼭本 泰⽣ （国際）

⽩井 宏明 （国） 柳 赫秀（ユ ヒョクス） （国）

⽩⿃ 正樹 （⼯） 横尾 恒隆 （教）

⽩⽔ 紀⼦ （都） 横⼭ 直也 （教）

菅原 昌敬 （⼯） 横⼭ 泰 （⼯）

杉⼭ 哲雄 （教） 吉川 武男 （営）

鈴⽊ 淳史 （環） 吉⽥ 鋼市 （都）

鈴⽊ 和夫 （⼯） 吉⽥ 昌平 （国際）

鈴⽊ 邦雄 （環） 吉森 賢 （国）

鈴⽊ 敏⼦ （教） 四⽅⽥ 千恵 （国際）

⾓ 洋⼀ （⼯） 若杉 明 （営）
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⽒ 名 （出⾝部局） ⽒ 名 （出⾝部局）

関⼝ 隆 （⼯） 若杉 隆平 （国）

関⼾ 英紀 （教） 和⽥ 良澄 （⼯）

妹島 和世 （都） 渡辺 慎介 （⼯）

⾼⽊ 純⼀郎 （⼯） 渡辺 健郎 （教）

髙⽊ 展郎 （教） 渡邉 正義 （⼯）

（担当：総務企画部総務企画課）

※ 本ウェブサイトへの掲載については、令和5年4⽉現在で了承を得た名誉教授についてのみ
掲載しております。
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