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安高　雄治 アタカ　ユウジ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=22857

安　熙錫 アン　ヒスク 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=52014

井垣　伸子 イガキ　ノブコ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=391

伊佐田　百合子 イサダ　ユリコ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=33493

井上　一郎 イノウエ　イチロウ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=52016

今井　一郎 イマイ　イチロウ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=162

今西　祐介 イマニシ　ユウスケ 准教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000925

大村　華子 オオムラ　ハナコ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=61408

大用　庫智 オオヨウ　クラトモ 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000926

鬼丸　貞友 オニマル　サダトモ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000222

On-Kwok LAI オン　クォック　ライ 教授 Dr.rer.pol

角野　幸博 カドノ　ユキヒロ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=28386

亀田　啓悟 カメダ　ケイゴ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=28387

北原　鉄也 キタハラ　テツヤ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=46085

客野　尚志 キャクノ　タカシ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=41249

窪田　誠 クボタ　マコト 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=379

GAY,Sean ゲイ　ショーン 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000769

Ballou　Kevin ケビン　バルー 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000921

KEVIN HEFFERNAN ケビン　ヘファナン 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=45746

小西　尚実 コニシ　ナオミ 准教授 経済学修士
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斉藤　憲晃 サイトウ　ノリアキ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=41247

坂口　勝一 サカグチ　マサカズ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=56334

佐山　浩 サヤマ　ヒロシ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=61404

三道　弘明 サンドウ　ヒロアキ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000391

四方　理人 シカタ　マサト 准教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=61407

実　哲也 ジツ　テツヤ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200001047

柴山　太 シバヤマ　フトシ 教授 Ph.D.（歴史学）

清水　陽子 シミズ　ヨウコ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=61406

SCHAAFF
George

シャーフ　ジョージ 講師 M.S.Ed TESOL

Jennifer　Jordan
ジョーダン
ジェニファー

講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000891

白川　俊介 シラカワ　シュンスケ 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000388

STONES, Thomas
Patrick

ストーンズ　トーマス
パトリック

講師 M.Sc. TESOL

角谷　和俊 スミヤ　カズトシ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000223

HARI SRINIVAS スリニバス　ハリ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=52015

牲川　波都季 セガワ　ハヅキ 准教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000110

関根　孝道 セキネ　タカミチ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=173

宗前　清貞 ソウマエ　キヨサダ 准教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000389

園田　明子 ソノダ　アキコ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=175

TAT CRISTINA タット　クリスティナ 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200001046

TAN　ANDREA G.P. タン　アンドレア 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000384

津田　睦美 ツダ　ムツミ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000718

DICKERSON
LUCAS ALAN

ディッカーソン
ルーカス　アラン

講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200001048
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Yuri Adrian Tijerino
ティヘリノ　ジュリ
アドリアン

教授 博士（工学）

Joseph DeChicchis デキキス　ジョー 教授 Ph.D.（言語学）

DELVE, Michael デルブ　マイケル 講師 M.A.(TEFL, Linguistics, Distance Learning)

照本　清峰 テルモト　キヨミネ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000390

戸部　智 トベ　サトシ 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000892

長峯　純一 ナガミネ　ジユンイチ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=182

西立野　修平 ニシタテノ　シュウヘイ 准教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000111

西野　桂子 ニシノ　ケイコ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=61405

朴　勝俊 パク　スンジュン 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=52017

長谷川　計二 ハセガワ　ケイジ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=183

原　哲也 ハラ　テツヤ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000717

古川　靖洋 フルカワ　ヤスヒロ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=188

BALL DANIEL ボール　ダニエル 講師 教育学・英語教授法修士

細見　和志 ホソミ　カズシ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=190

宮川　雅充 ミヤカワ　マサミツ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=46087

村瀬　義史 ムラセ　ヨシフミ 准教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=46088

村田　俊一 ムラタ　シュンイチ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=383

Mary, Hillis メアリー　ヒルス 講師 M.A.(English, TESOL)

八木　康夫 ヤギ　ヤスオ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=46086

山田　孝子 ヤマダ　タカコ 教授 博士（理学）

山中　速人 ヤマナカ　ハヤト 教授 社会学博士

山根　周 ヤマネ　シュウ 准教授 博士（工学）
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吉野　太郎 ヨシノ　タロウ 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=403

李　政元 リ　ジョンウォン 教授 博士（社会福祉学）

Leslie Naomi Ono レスリー　ナオミ　オノ 准教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=41296
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