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氏　　　名 職　名 専　門　領　域

青　木　拓　巳 助　教 健康スポーツ科学
足　立　智　昭 教　授 発達臨床心理学
阿　部　浩　之 准教授 経済学
李　　　敬　淑 准教授 日本大衆文化論
井　坂　　　惠 准教授 声楽
石　川　　　隆 教　授 芸術学
石　原　慎　士 教　授 マーケティング
磯　部　裕　子 教　授 幼児教育学
板　橋　夏　樹 准教授 理科教育学
市野澤　潤　平 教　授 観光人類学
伊　藤　佳代子 准教授 公衆栄養学
伊　藤　哲　章 准教授 保育内容［環境］
今　林　直　樹 教　授 政治学
内　山　淳　一 教　授 日本美術史
梅　田　真　理 教　授 特別支援教育学[発達障害学]
及　川　浩　治 教　授 ピアノ
大　内　　　典 教　授 音楽学
大久保　尚　子 教　授 服飾美学
大　谷　尚　之 教　授 地域マーケティング論
大　橋　智　樹 教　授 経営心理学
大　平　　　聡 教　授 日本古代史
尾　形　良　子 教　授 社会福祉学
鎌　田　由　香 准教授 臨床栄養学
神　谷　未　穂 教　授 弦楽器[ヴァイオリン]
川　口　かしみ 准教授 法学
河　津　　　基 助　教 音声学
菊　地　恵　太 准教授 日本語学・日本語史
木　口　寛　久 准教授 英語学
木　野　和　代 教　授 感情心理学
金　　　彦　志 教　授 特別支援教育・発達障害教育・障害学生支援

木　村　春　美 教　授 第二言語習得
栗　原　　　健 准教授 キリスト教学
小　竹　　　諒 助　教 図書館情報学
後　藤　知　子 准教授 基礎栄養学
小羽田　誠　治 教　授 中国語・東洋史
小　山　和　彦 教　授 作曲・音楽理論
今　野　孝　一 教　授 教育実践
齋　藤　公　子 教　授 教師論
濟　渡　久　美 准教授 調理学
酒　井　祐　輔 助　教 イギリス文学
櫻　井　美　幸 准教授 西洋史
佐々木　隆　之 教　授 音楽認知心理学
佐々木　ルリ子 教　授 給食経営管理論
佐　藤　千　洋 准教授 経営学
佐　藤　芳　治 准教授 都市・建築学
澤　邉　裕　子 教　授 日本語教育学
Jennifer Green 助　教 英語教育・TESOL
清　水　菜　穂 教　授 アメリカ文化
清　水　禎　文 教　授 教育学
志　村　文　隆 教　授 日本語学・方言学
John Wiltshier 教　授 英語教育・TESOL
白　石　雅　一 教　授 障害児の教育と福祉
杉　井　　　信 准教授 社会人類学
鈴　木　和　弘 教　授 保健体育科教育
副　島　謙　二 教　授 管楽器[クラリネット]
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高　橋　英　博 教　授 社会学
高　橋　陽　一 准教授 日本近世史
竹　田　幸　正 教　授 教育実践・国語教育
田　島　優　子 准教授 アメリカ文学
田　中　一　裕 教　授 生態学
丹　野　久美子 准教授 栄養教育論
近　松　　　健 教　授 物理学
千　葉　久美子 准教授 養護実践
千　葉　幸一郎 教　授 近代文学
千　葉　陽　子 助　教 スポーツ心理学
天　童　睦　子 教　授 女性学
戸野塚　厚　子 教　授 教育学
友　野　隆　成 教　授 パーソナリティ心理学
豊　澤　弘　伸 教　授 国語科教育学
中　込　雄　治 教　授 数学教育学
永　田　貴　聖 准教授 文化人類学
西　浦　和　樹 教　授 教育心理学
長谷川　麻　子 教　授 建築環境学
ハヤシ・ブレンダ 教　授 応用言語学
早矢仕　智　子 教　授 日本語教育学
深　澤　昌　夫 教　授 古典文学・芸能
藤　崎　さなえ 准教授 英語教育・TESOL
藤　田　嘉代子 准教授 家族社会学
船　橋　洋　介 教　授 オーケストラ・指揮

ヘレガスン・マーク 教　授 Materials Development
星　　　祐　二 教　授 食品科学
正　木　恭　介 教　授 栄養学
舛　井　道　晴 准教授 経営科学
増　冨　和　浩 教　授 英語学
益　見　厚　子 教　授 分子栄養学
間　瀬　幸　江 准教授 フランス語・文化論
松　浦　光　和 教　授 心理学
松　原　弘　子 助　教 社会福祉学
松　本　　　周 准教授 キリスト教学
松　本　晴　子 教　授 音楽教育学
松　山　裕美子 准教授 ピアノ
緑　川　早　苗 教　授 臨床医学／医師
皆　川　美　雪 准教授 臨床心理学・学生相談
宮　原　育　子 教　授 観光学
村　野　敬一郎 准教授 教育学
森　　　康　浩 准教授 社会心理学
守　　　　　渉 准教授 幼児教育・保育
門　間　典　子 教　授 看護学
八　木　祐　子 教　授 文化人類学
安　田　直　民 教　授 設計・設計実務
山　口　一　樹 助　教 平安文学
厳　　　　　爽 教　授 建築計画
兪　　　幜　蘭 准教授 臨床心理学
遊　佐　典　昭 教　授 英語学・言語学
姚　　　国　利 教　授 国際経済学
吉　村　典　子 教　授 イギリス文化
渡　辺　圭　佑 助　教 健康スポーツ科学
渡　部　順　一 教　授 現代ビジネス
渡　部　美紀子 教　授 会計学


