
2021年度 外国人客員教員⾧期招聘 採択数 8名

No. 氏名 所属・職名 担当教員 研究課題 期間

1
Roshan Kumar

SINGH

Indian Institute of Technology

(ISM) Dhanbad, India・Post

Doctoral Fellow

馬場 聖至
Magnetotelluric investigation to study

plume-plate interaction
10か月

2 Lei YANG

Geophysics Department,

Stanford University, USA・

Postdoctoral Fellow

竹内 希

Novel Approaches for Oceanic

Lithosphere-Asthenosphere Boundary

Imaging and Urban Microseismic

Monitoring

12か月

3 Shaowen LIU

School of Geography and

Ocean Science, Nanjing

University, China・ Professor

山野 誠
Revisiting heat flow in back-arc basins

of the Western Pacific
4か月

4  Yifang CHENG

Department of Earth Sciences,

University of Southern

California, USA・Ph.D.

Candidate, Research Assistant

（Ph.D. Exp.2021）

加藤 愛太郎
A Multidisciplinary study of

earthquake precursors
6か月

5 Xin LIU 

Department of Geophysics,

Stanford University, USA・

Postdoctoral fellow

西田 究

Ambient noise attenuation

tomography and differential adjoint

tomography applied to urban faults in

Kanto Basin and subduction zone

studies

8か月

6  Grant CALDWELL

Department of Earth Structure

and Processes, GNS Science,

New Zealand・Senior Scientist

上嶋 誠

Using Magnetotelluric (MT) phase

tensor analysis and Network MT data

to detect conductivity changes in the

subduction-interface shear-zone

during slow-slip

3か月

7 Mariano SUPINO

CNRS, Institut de Physique du

Globe de Paris, Universite de

Paris, France・Post-doc

researcher

小原 一成

Spatio-temporal evolution of LFEs

source properties in Japan: a

probabilistic approach for massive and

robust characterization of tectonic

and volcanic events

6か月

8 Jade DUTILLEUL

GeoRessources, University of

Lorraine, France・Ph.D.

Candidate (Ph.D. Exp. 2021）

木下 正高
Borehole data opens up the secret of

slow earthquakes
6か月

※2021年2月3日現在の状況であり、今後変更となる可能性があります。



2021年度 国内客員教員一覧 採択数 5名

No. 区分 氏名 所属・職名 担当教員 研究課題 期間

1 一般
てしがわら まさおみ

勅使川原 正臣
中部大学工学部・教授 楠 浩一

観測地震応答加速度波形を用いた建

物の即時被災度判定システムの開発
12か月

2
きど もとゆき

木戸 元之

東北大学災害科学国際研

究所・教授
吉田 真吾

海底地殻変動観測による、プレート

境界型巨大地震発生機構に関する研

究

12か月

3
しまの たけと

嶋野 岳人
常葉大学大学院環境防災

研究科・教授
金子 隆之

中規模以上の噴火対応をめざした火

山噴火推移把握および変遷メカニズ

ムの解明研究

12か月

4
てらだ あきひこ

寺田 暁彦
東京工業大学理学院・専

任講師
大湊 隆雄

火口外における水蒸気噴火発生のポ

テンシャル評価
12か月

5
やまもと まれ

山本 希
東北大学大学院理学研究

科・准教授
大湊 隆雄

火山浅部における地震波動現象の観

測的研究
12か月
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