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学部 学科 現職名 氏名 学位
福嶋　健伸 博士（言語学）
池田　三枝子 修士（文学）
大橋　直義 博士（文学）
佐藤　悟 文学修士
棚田　輝嘉 文学修士
深澤　晶久 法学士
山内　博之 経済学修士
田中　靖彦 博士（学術）
舟見　一哉 博士（文学）
ブルナ，ルカーシュ 博士（文学）

講師 山田　里奈 博士（学術）
佐々木　真理 文学修士
稲垣　伸一 文学修士
志渡岡　理恵 修士（人文科学）
島　高行 文学修士
土屋　結城 修士（文学）
難波　雅紀 文学修士
深瀬　有希子 博士（文学）
村上　まどか 修士（文学）

准教授 猪熊　作巳 修士（文学）
諏訪　友亮 修士（文学・アーツ）
栁田　亮吾 博士（言語文化学）

助教 金田　迪子 修士（人文科学）
児島　薫 Ph.D、人文修士
駒田　亜紀子 博士（文学・美術史）
椎原　伸博 芸術学修士
下山　肇 学士（造形）
馬渕　美帆 博士（文学）
宮崎　法子 博士（文学）
武笠　朗 芸術学修士
六人部　昭典 文学修士
織田　涼子 博士（美術）
串田　紀代美 博士（学術）

助教 粂　和沙 博士（文学）
山﨑　壮 薬学博士
於保　祐子 博士（医学）
筧　慎治 医学博士
数野　千惠子 農学博士
佐々木　渓円 博士（生物環境調節学）
佐藤　幸子 博士（食物栄養学）
白尾　美佳 医学博士
杉山　靖正 博士（農学）
中村　彰男 博士（医学）
奈良　一寛 博士（農学）
長谷川　めぐみ 博士（栄養学）
松島　照彦 博士（医学）
大道　公秀 博士（医学）
辛島　順子 博士（老年学）
髙橋　加代子 博士（医療福祉経営学）
中川　裕子 博士（学術）
奈良　典子 修士（教育学）
松岡　康浩 博士（農学）
森川　希 博士（医学）
守田　和弘 博士（農学）
山岸　博美 修士（文学・教育学）
橘　弘志 博士（工学）
大川　知子 博士（経営学）
川上　梅 博士（学術）
佐藤　健 博士（工学）
塩原　みゆき 博士（学術）
塚原　肇 修士（芸術学）
内藤　将俊 修士（建築学）
槙　究 博士（工学）
山﨑　和彦 医学博士

准教授 加藤木　秀章 博士（工学）
助教 塚崎　舞 修士（教育学）

塩川　宏郷 博士（医学）
島﨑　あかね 博士（環境共生学）
髙橋　桂子 博士（社会科学）
田中　正浩 文学修士
長﨑　勤 博士（教育学）
南雲　成二 修士（教育学）
細江　容子 家政学修士
松田　純子 文学修士
井口　眞美 博士（造形）
作田　由衣子 博士（文学）
塚原　拓馬 博士（心理学）
水野　いずみ 修士（社会心理学）
渡邉　敏 修士（教育学）

講師 大澤　朋子 博士（社会福祉学）
助教 越山　沙千子 修士（音楽）

菅野　元行 博士（工学）
犬塚　潤一郎 博士（経営情報学）
須賀　由紀子 体育学修士
行實　洋一 博士（学術）

准教授 倉持　一 博士（経営学）
講師 河井　延晃 修士（学際情報学）
助教 上野　亮 博士（学術）

竹内　光悦 博士（理学）
粟津　俊二 博士（文学）
駒谷　真美 博士（学術）
高橋　美和 博士（文学）
竹内　美香 博士（医学）
原田　謙 博士（都市科学）
広井　多鶴子 教育学修士
松浦　常夫 博士（人間科学）
山根　純佳 博士（社会学）
阿佐美　敦子 文学修士
標葉　靖子 博士（生命科学）
角本　伸晃 経済学博士
数野　昌三 法学修士
篠﨑　香織 博士（知識科学）
蒋　飛鴻 博士（経営学）
髙木　裕子 教育学修士
谷内　篤博 修士（カウンセリング）
吉田　雅彦 博士（経済学）

准教授 井上　綾野 修士（商学）
金津　謙 修士（法学）
神山　静香 博士（法学）
時田　朋子 博士（学術）
清田　夏代 博士（教育学）
市毛　祐子 家政学士
柏﨑　秀子 文学修士

教授 安藤　友張 教育学修士
講師 須賀　千絵 修士（図書館・情報学）

博物館学課程 助教 田所　泰 修士（文学）
中山　誠一 博士（教育学）
ﾌﾞﾗｯｸ，ﾖｰｶﾞﾝ 教育学修士

准教授 ｼｭﾆｯｹﾙ，ｼﾞｪｲｺﾌﾞ 文学修士
（任）講師 バリース，キンセラ

髙橋　裕樹 修士（経営学）
中村　一哉 芸術学士

文芸資料研究所 教授 上野　英子 博士（文学）
下田歌子記念女性総合研究所 講師 久保　貴子 文学修士
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