
　

教員氏名 教員氏名（カナ） 職名 学位情報URLまたは学位

学長直属

神余　隆博 シンヨ　タカヒロ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=56368

水木　純一郎 ミズキ　ジュンイチロウ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200001081

村尾　信尚 ムラオ　ノブタカ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=17485

ＣＬＵＧＳＴＯＮ
ＭＡＣＫＥＮＺＩＥ

クラグストン
マッケンジー

教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000961

国連・外交統括センター

明石　康 アカシ　ヤスシ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000951

久木田　純 クキタ　ジュン 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000945

産業研究所

Anna Kristina
Schrade

シュラーデ　アンナ 准教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000904

言語教育研究センター

Andrew Nowlan アンドリュー　ナウラン 准教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=65030

Andrew Philpott
アンドリュー
フィリポット

講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000426

ANDRZEJEWSKI
DANIEL PHILIP

アンドレジェスキ
ダニエル　フィリップ

講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200001061

李　秀 イ　スギョン 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000433

Lydia　Eberly リディア　エバリー 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000905

王　棋 オウ　キ 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000924

Oliver Rose オリバー　ローズ 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=61431

GAMBLE
CRAIG WALLIS

ギャンブル　クレイグ 助教 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000262

Oana Cusen クセン　オアナ 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000427

顧　令儀 コ　レイギ 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000736

CONDON BARRY
CHRISTOPHER

コンドン　バリイ
クリストファー

講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200001063
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朱　冰 シュ　ヒョウ 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000908

Stuart Cunningham
スチュアート
カニンハム

講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000118

Tim Dowling ティム　ダウリン 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000735

Mark Donnellan ドネラン　マーク 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000428

ハーバート　久代 ハーバート　ヒサヨ 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=46115

Jack　Pudelek パデレック　ジャック 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000922

Brad Colpitts ブラッド　コルピッツ 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000431

Michael Wilkins マイケル　ウィルキンス 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000430

Michael Parrish マイケル　パリッシュ 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=61433

南　佐依 ミナミ　サヨリ 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000910

Mary　Chang メアリー　チャン 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000906

楊　霊琳 ヨウ　レイリン 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000909

Rian　Davis ライアン　デイヴィス 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000907

李　梦迪 リ　モンディ 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000737

Roger Civit ルジェー　シビット 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000734

RETTIG-MIKI ELLEN
レッティグ－ミキ
エレン

講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200001062

Simon　Rowe ロウ　サイモン 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000923

Higgins Robert
Michael

ロバート　ヒギンズ 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000234

Brian Wojtowicz
ワイトウィッチ
ブライアン

講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000929

Watkins Jon ワトキンズ 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000235

2/4



教員氏名 教員氏名（カナ） 職名 学位情報URLまたは学位

教職教育研究センター

遠藤　みゆき エンドウ　ミユキ 准教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200001066

大喜多　喜夫 オオキタ　ヨシオ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=1

片岡　啓 カタオカ　ケイ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000739

小谷　正登 コタニ　マサト 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=15272

善明　宣夫 ゼンミョウ　ノブオ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=3

久保田　真功 クボタ　マコト 准教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000738

白銀　夏樹 シロカネ　ナツキ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=56348

国際教育・協力センター

江嵜　那留穂 エザキ　ナルホ 助教 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200001068

山田　好一 ヤマダ　ヨシカズ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=61427

HENNINGS
MATTHIAS

ヘニングス　マティアス 准教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200001080

鍋田　肇 ナベタ　ハジメ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000966

災害復興制度研究所

野呂　雅之 ノロ　マサユキ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000237

共通教育センター

西野　均 ニシノ　ヒトシ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200001065

岩田　一男 イワタ　カズオ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200001064

高等教育推進センター

時任　隼平 トキトウ　ジュンペイ 准教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200001070

三井　規裕 ミツイ　ノリヤス 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200001067
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日本語教育センター

山本　真理 ヤマモト　マリ 准教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000740

淺津　嘉之 アサヅ　ヨシユキ 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200001069

志村　ゆかり シムラ　ユカリ 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000911

中岡　樹里 ナカオカ　ジュリ 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000912

西村　由美 ニシムラ　ユミ 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000928

藤原　由紀子 フジワラ　ユキコ 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000332

大学博物館

高木　香奈子 タカギ　カナコ 講師 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000325

ハンズオン・ラーニングセンター

木本　浩一 キモト　コウイチ 教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000950

奥貫　麻紀 オクヌキ　マキ 准教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000741

勝又　あずさ カツマタ　アズサ 准教授 http://researchers.kwansei.ac.jp/view?l=ja&u=200000743

4/4


