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青野　裕一 アオノ　ユウイチ 助教 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200001042

赤松　明 アカマツ　アキラ 助教 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000706

Bibin Bintang
Andriana

アンドリアナ
ビビン　ビンタン

助教 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=56331

井坂　元彦 イサカ　モトヒコ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=398

石浦　菜岐佐 イシウラ　ナギサ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=389

伊藤　茜 イトウ　アカネ 助教 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200001033

井上　僚 イノウエ　リョウ 助教 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200001038

猪口　明博 イノクチ　アキヒロ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=61401

今岡　進 イマオカ　ススム 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=386

井村　誠孝 イムラ　マサタカ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000176

Imogen　Custance イモジェン　カスタンス 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000888

巌佐　庸 イワサ　ヨウ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000879

WILSON JOSHUA
AARON

ウィルソン　ジョシュア
アーロン

講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200001077&a2=0000027

浦上　千藍紗 ウラガミ　チアサ 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200001075

江口　大地 エグチ　ダイチ 助教 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200001041

EDELMAN
CHRISTOPHER
MICHAEL

エドルマン
クリストファー マイケル

講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200001034

大崎　浩一 オオサキ　コウイチ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=41241

大崎　博之 オオサキ　ヒロユキ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=61388

大杉　英史 オオスギ　ヒデフミ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000107

大谷　清 オオタニ　キヨシ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=41229
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大谷　昇 オオタニ　ノボル 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=36896

大間知　潤子 オオマチ　ジュンコ 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000878

小笠原　一禎 オガサワラ　カズヨシ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=400

岡留　剛 オカドメ　タケシ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=41234

岡林　識起 オカバヤシ　サトキ 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200001035

岡村　隆 オカムラ　タカシ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=376

沖米田　司 オキヨネダ　ツカサ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=61400

小倉　鉄平 オグラ　テッペイ 准教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000108

尾崎　壽紀 オザキ　トシノリ 准教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000186

小田　晋 オダ　ススム 助教 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000883

尾鼻　靖子 オバナ　ヤスコ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=33487

角所　考 カクショ　コウ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=41232

片寄　晴弘 カタヨセ　ハルヒロ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=378

加藤　知 カトウ　サトル 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=280

金子　忠昭 カネコ　タダアキ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=281

金村　進吾 カネムラ　シンゴ 助教 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000884

川上　慶 カワカミ　ケイ 助教 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200001032

川端　豪 カワバタ　タケシ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=15268

北原　和明 キタハラ　カズアキ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=284

北村　泰彦 キタムラ　ヤスヒコ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=15267

木村　健二 キムラ　ケンジ 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200001030

楠瀬　正昭 クスノセ　マサアキ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=286

工藤　卓 クドウ　スグル 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=41240
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工藤　多恵 クドウ　タエ 准教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000184

栗田　厚 クリタ　アツシ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=15269

GROGAN MYLES
MICHAEL PATRICK

グローガン　マイルズ 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200001029

黒瀬　俊 クロセ　タカシ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=52012

河野　恭之 コウノ　ヤスユキ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=33488

嵯峨　宣彦 サガ　ノリヒコ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=41233

阪上　潔 サカウエ　キヨシ 准教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=22855

佐久間　理香 サクマ　リカ　 助教 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200001039

作元　雄輔 サクモト　ユウスケ 准教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200001025

佐藤　英俊 サトウ　ヒデトシ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=41238

澤田　信一 サワダ　シンイチ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=290

鹿田　真一 シカタ　シンイチ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000164

氏木　道人 シキ　オサト 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=41242

重藤　真介 シゲトウ　シンスケ 准教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000180

示野　信一 シメノ　ノブカズ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=41236

下地　博之 シモジ　ヒロユキ 助教 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000708

昌子　浩登 ショウジ　ヒロト 准教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000702

JONES KENT DAVID ジョーンズ　ケント　ディビッド 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200001031

Kym Jolley 
ジョリー　キム
ミッシェル

講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000712

鄭　善牙 ジョン　ソナ 助教 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200001076

白川　英二 シラカワ　エイジ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000171

Shalvin Singh シン　シャルヴィン 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000710

住　政二郎 スミ　セイジロウ 准教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000185
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関　由行 セキ　ヨシユキ 准教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=41245

瀬田　益道 セタ　マスミチ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000161

多賀　登喜雄 タガ　トキオ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=18384

高橋　功 タカハシ　イサオ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=294

高橋　和子 タカハシ　カズコ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=295

武田　直也 タケダ　ナオヤ 准教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000703

竹谷　晧規 タケタニ　アキノリ 助教 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000887

田中　克典 タナカ　カツノリ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=28385

田中　大輔 タナカ　ダイスケ 准教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000179

田中　裕久 タナカ　ヒロヒサ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000351

田辺　陽 タナベ　ヨウ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=296

谷口　亨 タニグチ　トオル 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=36915

谷水　雅治 タニミズ　マサハル 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000168

玉井　尚登 タマイ　ナオト 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=297

田和　圭子 タワ　ケイコ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000170

反田　美香 タンダ　ミカ 助教 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200001040

千葉　光一 チバ　コウイチ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000167

Chad　Cottam チャド　コトム 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000889

中後　大輔 チュウゴ　ダイスケ 准教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=41243

千代延　大造 チヨノブ　タイゾウ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=396

壷井　基裕 ツボイ　モトヒロ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=22854

藤　博幸 トウ　ヒロユキ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000174

徳山　豪 トクヤマ　タケシ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200001028
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鳥山　道則 トリヤマ　ミチノリ 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200001043

中井　直正 ナカイ　ナオマサ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000880

長田　典子 ナガタ　ノリコ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=15266

西谷　滋人 ニシタニ　シゲト 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=18385

西村　健司 ニシムラ　ケンジ 助教 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200001023

西脇　清二 ニシワキ　キヨジ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=36914

Kevin Bartlett
バートレット　ケビン
アラン

講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000365

橋本　秀樹 ハシモト　ヒデキ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000169

畠山　琢次 ハタケヤマ　タクジ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=61399

濱井　祐治 ハマイ　ユウジ 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200001036

羽村　季之 ハムラ　トシユキ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=36916

日比野　浩樹 ヒビノ　ヒロキ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000166

Laura Huston ヒューストン　ローラ 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000713

平井　洋平 ヒライ　ヨウヘイ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=41230

平賀　純子 ヒラガ　ジュンコ 准教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000177

福田　亮介 フクダ　リョウスケ 助教 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000882

福田　青郎 フクダ　ワカオ 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000886

藤原　明比古 フジワラ　アキヒコ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000165

藤原　伸介 フジワラ　シンスケ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=377

藤原　司 フジワラ　ツカサ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000160

Jason Henwood ヘンウッド　ジェイソン 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000711

北條　賢 ホウジョウ　マサル 准教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000704

Michael　Collins マイケル　コリンズ 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000890
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前川　裕 マエカワ　ユタカ 准教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=61402

増尾　貞弘 マスオ　サダヒロ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=46082

増田　佳代 マスダ　カヨ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=41237

松浦　周二 マツウラ　シュウジ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000162

松尾　元彰 マツオ　モトアキ 准教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000352

松田　祐介 マツダ　ユウスケ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=303

松原　和純 マツバラ　カズミ 助教 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000707

三浦　佳二 ミウラ　ケイジ 准教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000182

御厨　正博 ミクリヤ　マサヒロ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=304

巳波　弘佳 ミワ　ヒロヨシ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=399

宗景　ゆり ムネカゲ　ユリ 准教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000181

森崎　泰弘 モリサキ　ヤスヒロ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000172

森本　孝之 モリモト　タカユキ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=41244

矢尾　育子 ヤオ　イクコ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200001026

矢ケ崎　篤 ヤガサキ　アツシ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=305

山内　光陽 ヤマウチ　ミツアキ 助教 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000705

山口　宏 ヤマグチ　ヒロシ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=308

山田　一美 ヤマダ　カズミ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=46084

山田　英俊 ヤマダ　ヒデトシ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=311

山根　英司 ヤマネ　ヒデシ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=382

山本　倫也 ヤマモト　ミチヤ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=41239

吉川　浩史 ヨシカワ　ヒロフミ 准教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000178

吉野　公三 ヨシノ　コウゾウ 准教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000183
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米田　広平 ヨネダ　コウヘイ 助教 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200001024

劉　宗翰 リュウ　ゾンハン 助教 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000881

Troy Rubesch
ルーベッシュ　トロイ
ジェームズ

講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000714

若林　克法 ワカバヤシ　カツノリ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000163

若森　晋之介 ワカモリ　シンノスケ 助教 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000885

割田　友子 ワリタ　トモコ 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200001037
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