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下記番号の受験者 47名を合格内定とします。 
These 47 applicants listed below could pass the examination. 

 

受験番号  指導予定教員    受験番号  指導予定教員 
Examinee No.    Supervisor      Examinee No.    Supervisor 

 

350001    味埜 俊 

350004    柴崎 亮介 

350006    瀬崎 薫 

350009    味埜 俊 

350010    清家 剛 

350011    清家 剛 

350012    岡部 明子 

350014    出口 敦 

350016    貞広 幸雄 

350018    佐藤 淳 

350019    貞広 幸雄 

350020    日下部 貴彦 

350022    柴崎 亮介 

350023    岡部 明子 

350024    岡部 明子 

350026    佐久間 哲哉 

 

350029    佐藤 淳 

350030    貞広 幸雄 

350033    柴崎 亮介 

350034    貞広 幸雄 

350036    貞広 幸雄 

350037    岡部 明子 

350042    福永 真弓 

350044    佐久間 哲哉 

350045    佐藤 弘泰 

350046    佐藤 淳 

350047    福永 真弓 

350049    佐藤 淳 

350050    佐藤 淳 

350051    清水 亮 

350052    清家 剛 

350053    出口 敦 
 

次頁へつづく Continue to next page 



受験番号  指導予定教員 
Examinee No.    Supervisor 

 

350055    出口 敦 

350056    岡部 明子 

350058    清家 剛 

350060    佐久間 哲哉 

350061    柴崎 亮介 

350064    柴崎 亮介 

350065    佐久間 哲哉 

350070    岡部 明子 

 

 

受験番号  指導予定教員 
Examinee No.    Supervisor 

 

350072    出口 敦 

350075    清家 剛 

350076    柴崎 亮介 

350077    貞広 幸雄 

350080    佐久間 哲哉 

350083    清家 剛 

350087    出口 敦 

 

以上 

 
 

※入学資格の不備など特別な理由がない限り、合格内定者は研

究科合格者となります。 
Those who are included will also be included in the official (GSFS-authorized) 

announcement of the result of the entrance examination, except for very 

special and unusual cases. 

 

※研究科としての正式な合格発表は、募集要項に記載の通り

2017年 9月 4日(月)午前 10時に新領域創成科学研究科掲示板

(柏キャンパス新領域基盤棟)にて行われます。また、合格者

のみに合格通知書が送付されます。 
The official (GSFS-authorized) announcement of the result of the entrance 

examination will be made by GSFS at 10 am, 4th September (Mon.), 2017. The 

announcement will be displayed on the bulletin board of GSFS located to the 

left of the main entrance of the Transdisciplinary Sciences Building  GSFS 

will mail a letter of acceptance for admission only to applicants who have 

passed the exam. 

 

社会文化環境学専攻 専攻長 
Director of the Department of Socio-Cultural Environmental Studies 

 


