
関西学院大学

教員名 職名 開講学部等 開講学期 授業科目名・クラス
相本　資子 非常勤講師 文学部 春学期 英語ＢI（コミュニケーション）9
相本　資子 非常勤講師 文学部 春学期 異文化理解1
相本　資子 非常勤講師 文学部 秋学期 異文化理解2
相本　資子 非常勤講師 文学部 秋学期 英米文学作品研究II7
相本　資子 非常勤講師 法学部 春学期 異文化理解1
相本　資子 非常勤講師 法学部 秋学期 異文化理解2
相本　資子 非常勤講師 法学部 秋学期 英米文学作品研究II7
相本　資子 非常勤講師 経済学部 春学期 異文化理解1
相本　資子 非常勤講師 経済学部 秋学期 異文化理解2
相本　資子 非常勤講師 商学部 春学期 異文化理解1
相本　資子 非常勤講師 商学部 秋学期 異文化理解2
相本　資子 非常勤講師 商学部 秋学期 英米文学作品研究II7
相本　資子 非常勤講師 国際学部 春学期 異文化理解1
相本　資子 非常勤講師 国際学部 秋学期 異文化理解2
青木　宏子 非常勤講師 教育学部 春学期 美術I6
青木　宏子 非常勤講師 教育学部 春学期 保育内容 表現II4
青木　由美子 非常勤講師 商学部 春学期 英語III（コミュニケーション）5
青木　由美子 非常勤講師 商学部 春学期 英語III（コミュニケーション）6
赤江　達也 教授 社会学部 春学期 宗教社会学Ａ
赤江　達也 教授 社会学部 秋学期 宗教社会学Ｂ
赤澤　正人 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 心理学
赤星　聖 准教授 神学部 春学期 国際政治論Ｂ
赤星　聖 准教授 文学部 春学期 国際政治論Ｂ
赤星　聖 准教授 社会学部 春学期 国際政治論Ｂ
赤星　聖 准教授 法学部 秋学期 国際政治論Ａ
赤星　聖 准教授 法学部 秋学期 外交史Ｂ
赤星　聖 准教授 法学部 春学期 国際政治論Ｂ
赤星　聖 准教授 経済学部 春学期 国際政治論Ｂ
赤星　聖 准教授 商学部 春学期 国際政治論Ｂ
秋岡　英行 非常勤講師 文学部 春学期 漢文1
秋岡　英行 非常勤講師 文学部 秋学期 漢文2
秋田　久子 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 国語科教育法Ａ3
秋田　久子 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 国語科教育法Ｃ1
秋田　久子 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 国語科教育法Ｂ2
秋田　久子 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 国語科教育法Ｄ2
秋吉　博之 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 理科教育法Ｂ1
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秋吉　史夫 教授 経済学部 春学期 経済学入門9
淺野　淳博 教授 神学部 春学期 新約聖書の思想Ａ
淺野　淳博 教授 神学部 秋学期 新約聖書の解釈Ｂ
浅野　真也 非常勤講師 文学部 春学期 英語音声学
浅野　真也 非常勤講師 文学部 秋学期 音韻論・形態論
浅野　真也 非常勤講師 文学部 春学期 実践英語学資料研究3
浅野　真也 非常勤講師 法学部 春学期 英語音声学
浅野　真也 非常勤講師 法学部 秋学期 音韻論・形態論
浅野　真也 非常勤講師 経済学部 春学期 英語音声学
浅野　真也 非常勤講師 経済学部 秋学期 音韻論・形態論
浅野　真也 非常勤講師 商学部 春学期 英語音声学
浅野　真也 非常勤講師 商学部 秋学期 音韻論・形態論
浅野　真也 非常勤講師 国際学部 春学期 英語音声学
浅野　真也 非常勤講師 国際学部 秋学期 音韻論・形態論
芦名　定道 任期制教員Ａ教授 神学部 春学期 日本キリスト教史Ｉ
芦名　定道 任期制教員Ａ教授 神学部 春学期 キリスト教思想Ｉ
芦名　定道 任期制教員Ａ教授 神学部 春学期 キリスト教と思想概論I
芦名　定道 任期制教員Ａ教授 神学部 春学期 応用倫理とキリスト教Ｂ
東　龍平 非常勤講師 国際学部 春学期 コンピュータ演習1
東　龍平 非常勤講師 国際学部 秋学期 コンピュータ演習3
安高　雄治 教授 総合政策学部 春学期 生態環境論
足立　重和 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 社会学
足達　哲也 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 生理解剖学
安達　博明 非常勤講師 文学部 春学期 フランス語ＢI（コミュニケーション）5
安達　博明 非常勤講師 文学部 秋学期 フランス語ＢII（コミュニケーション）5
足立　泰美 非常勤講師 法学部 秋学期 社会保障論Ａ
足立　泰美 非常勤講師 法学部 秋学期 社会保障論Ｂ
東　よしみ 准教授 神学部 春学期 新約聖書入門I
東　よしみ 准教授 神学部 秋学期 新約聖書の思想Ｂ
東　よしみ 准教授 神学部 春学期 新約聖書の解釈Ａ
アブラハム　ジョージ 海外客員教授（招聘Ａ 文学部 秋学期 日本文学作品研究II3
天野　義美 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 特別活動・総合的な学習の時間の指導法／特別活動論1
天野　義美 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 特別活動・総合的な学習の時間の指導法／特別活動論1
天野　義美 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 特別活動・総合的な学習の時間の指導法／特別活動論3
天野　義美 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 特別活動・総合的な学習の時間の指導法／特別活動論3
阿萬　弘行 教授 商学部 春学期 金融論I
阿萬　弘行 教授 商学部 秋学期 金融論II
荒山　正彦 教授 経済学部 春学期 地理学特論Ｂ／空間と社会（風景研究）
荒山　正彦 教授 商学部 春学期 地理学特論Ｂ／空間と社会（風景研究）
アルボレーダ　Ｍ． 非常勤講師 国際学部 春学期 EnglishIII6
アルボレーダ　Ｍ． 非常勤講師 国際学部 秋学期 EnglishIV6



アロエ　ポール 非常勤講師 神学部 春学期 英語（コミュニケーション）甲1
アロエ　ポール 非常勤講師 神学部 春学期 英語（コミュニケーション）乙1
アロエ　ポール 非常勤講師 法学部 通年 英会話（特）I3
アロエ　ポール 非常勤講師 法学部 通年 英会話（特）I4
アロエ　ポール 非常勤講師 法学部 通年 英会話（特）I5
アロエ　ポール 非常勤講師 法学部 通年 英会話（特）II1
アロエ　ポール 非常勤講師 商学部 春学期 英語I（コミュニケーション）1
アロエ　ポール 非常勤講師 商学部 春学期 英語I（コミュニケーション）2
アロエ　ポール 非常勤講師 商学部 秋学期 英語II（コミュニケーション）1
アロエ　ポール 非常勤講師 商学部 秋学期 英語II（コミュニケーション）2
アロエ　ポール 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 英語表現Ａ1
アロエ　ポール 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 英語表現Ｂ1
アロエ　ポール 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 英語表現Ｃ4
アロエ　ポール 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 英語表現Ｃ5
アロエ　ポール 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 英語表現Ｄ4
アロエ　ポール 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 英語表現Ｄ5
アロエ　ポール 非常勤講師 教育学部 春学期 英語ＢI（コミュニケーション）2
アロエ　ポール 非常勤講師 教育学部 春学期 英語ＢI（コミュニケーション）9
アロエ　ポール 非常勤講師 教育学部 秋学期 英語ＢII（コミュニケーション）2
アロエ　ポール 非常勤講師 教育学部 秋学期 英語ＢII（コミュニケーション）9
安　熙錫 教授 総合政策学部 秋学期 経営学
安　熙錫 教授 総合政策学部 春学期 経営戦略論
安藤　福光 非常勤講師 教育学部 春学期 教育課程論
アンドレジェスキ　Ｄ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 春学期 入門英語IＡ1
アンドレジェスキ　Ｄ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 春学期 インテンシブ・イングリッシュ49
アンドレジェスキ　Ｄ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 春学期 インテンシブ・イングリッシュ53
アンドレジェスキ　Ｄ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 秋学期 入門英語IＡ13
アンドレジェスキ　Ｄ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 秋学期 インテンシブ・イングリッシュ19
アンドレジェスキ　Ｄ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 秋学期 インテンシブ・イングリッシュ23
李　雨洲 非常勤講師 文学部 秋学期 朝鮮語I5
飯田　祐子 非常勤講師 文学部 春学期 日本近代文学
飯塚　諒 非常勤講師 社会学部 秋学期 家族社会学Ａ
飯塚　諒 非常勤講師 総合政策学部 秋学期 社会学概論
家高　将明 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 高齢者福祉論
家本　真実 非常勤講師 教育学部 秋学期 現代社会と法
井垣　伸子 教授 総合政策学部 春学期 メディア制作演習（意思決定）
井垣　伸子 教授 総合政策学部 春学期 意思決定科学
井口　真一 非常勤講師 文学部 春学期 ドイツ語ＢI（コミュニケーション）4
井口　真一 非常勤講師 文学部 秋学期 ドイツ語ＢII（コミュニケーション）4
井口　泰 教授 経済学部 春学期 労働経済学Ａ
井口　泰 教授 経済学部 秋学期 労働経済学Ｂ



池田　瑞穂 非常勤講師 理工学部 春学期 コンピュータ演習A／コンピュータ演習Ａ4
池田　瑞穂 非常勤講師 理工学部 春学期 コンピュータ演習A／コンピュータ演習Ａ14
池田　瑞穂 非常勤講師 理学部 春学期 コンピュータ演習A／コンピュータ演習Ａ4
池田　瑞穂 非常勤講師 生命環境学部 春学期 コンピュータ演習A／コンピュータ演習Ａ14
生駒　幸子 非常勤講師 教育学部 春学期 子どもと言葉1
生駒　幸子 非常勤講師 教育学部 春学期 子どもと言葉2
生駒　幸子 非常勤講師 教育学部 春学期 子どもと言葉3
生駒　幸子 非常勤講師 教育学部 秋学期 保育内容 言葉I1
生駒　幸子 非常勤講師 教育学部 秋学期 保育内容 言葉I2
井坂　元彦 教授 理工学部 春学期 情報理論
井坂　元彦 教授 理工学部 春学期 符号理論
井坂　元彦 教授 理工学部 秋学期 暗号と情報セキュリティ
伊佐田　百合子 教授 総合政策学部 春学期 データベース
伊佐田　百合子 教授 総合政策学部 秋学期 メディア制作演習（システムデザイン）
石浦　菜岐佐 教授 理工学部 春学期 論理回路
石浦　菜岐佐 教授 理工学部 秋学期 コンピュータアーキテクチャ
石浦　菜岐佐 教授 理工学部 秋学期 プログラミング実習III1
石浦　菜岐佐 教授 理工学部 春学期 コンパイラ
石浦　菜岐佐 教授 理工学部 秋学期 コンパイラ実習1
石浦　菜岐佐 教授 理工学部 秋学期 コンパイラ実習2
石浦　菜岐佐 教授 理学部 秋学期 コンピュータアーキテクチャ
石浦　菜岐佐 教授 工学部 秋学期 コンピュータアーキテクチャ
石川　圭一 教授 法学部 通年 英語（特）III
石田　喜敬 非常勤講師 文学部 春学期 ドイツ語（書く）I1
石田　喜敬 非常勤講師 文学部 秋学期 ドイツ語（書く）II1
石谷　慎 非常勤講師 文学部 秋学期 比較考古学
石淵　順也 教授 商学部 春学期 マーケティングリサーチ
石淵　順也 教授 商学部 秋学期 マーケティングサイエンス
石間　英雄 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 政治学（国際政治を含む）
石山　裕慈 非常勤講師 文学部 秋学期 日本語学資料研究I2
石山　裕慈 非常勤講師 文学部 春学期 日本語学資料研究II1
石山　裕慈 非常勤講師 文学部 秋学期 日本語学特殊講義4
泉谷　瞬 非常勤講師 文学部 春学期 日本文学作品研究II2
伊勢　晃 非常勤講師 文学部 秋学期 フランス文学資料研究Ａ2
伊勢田　道仁 教授 法学部 秋学期 会社法Ａ
板垣　静香 任期制教員Ｄ専任講師国際学部 春学期 EnglishI2
板垣　静香 任期制教員Ｄ専任講師国際学部 春学期 EnglishI6
板垣　静香 任期制教員Ｄ専任講師国際学部 春学期 EnglishI8
板垣　静香 任期制教員Ｄ専任講師国際学部 秋学期 EnglishII2
板垣　静香 任期制教員Ｄ専任講師国際学部 秋学期 EnglishII6
板垣　静香 任期制教員Ｄ専任講師国際学部 秋学期 EnglishII8



板垣　静香 任期制教員Ｄ専任講師国際学部 春学期 EnglishIII1
板垣　静香 任期制教員Ｄ専任講師国際学部 秋学期 EnglishIV1
一田　小友希 非常勤講師 文学部 春学期 英語ＢI（コミュニケーション）8
市成　直子 非常勤講師 文学部 春学期 中国語I1
市成　直子 非常勤講師 文学部 春学期 中国語I2
井出　浩 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 学校保健Ｂ（小児保健、精神保健を含む）
伊藤　秀和 教授 商学部 秋学期 交通経済論
伊藤　均 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 哲学Ａ／哲学
伊藤　正範 教授 商学部 秋学期 教養基礎Ｄ（異文化）2
伊藤　正範 教授 商学部 春学期 英語III（コミュニケーション）1
伊藤　正範 教授 商学部 春学期 英語III（コミュニケーション）2
伊藤　友一 助教 文学部 春学期 認知心理学（知覚・認知心理学）
稲葉　綾 非常勤講師 教育学部 秋学期 音楽I(器楽)5
稲葉　綾 非常勤講師 教育学部 春学期 音楽II2
猪野　弘明 准教授 経済学部 春学期 経済学入門16
猪野　弘明 准教授 商学部 春学期 産業組織論Ａ／産業システム論
猪野　弘明 准教授 商学部 秋学期 産業組織論Ｂ／技術経済論
井上　一郎 教授 総合政策学部 秋学期 国際政治学
井上　智 助教 神学部 春学期 旧約聖書の思想Ａ
井上　智 助教 神学部 秋学期 旧約聖書の解釈Ｂ
井上　武史 教授 教育学部 秋学期 日本国憲法1
井上　武史 教授 教育学部 秋学期 日本国憲法2
井上　達男 教授 商学部 春学期 財務諸表論I
井上　達男 教授 商学部 秋学期 財務諸表論II
井上　みえ 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 ソーシャルワーク演習IV6
井上　光子 非常勤講師 文学部 秋学期 西洋史概説2
井上　光子 非常勤講師 社会学部 秋学期 西洋史概説2
井上　光子 非常勤講師 法学部 秋学期 西洋史概説2
井上　光子 非常勤講師 経済学部 秋学期 西洋史概説2
井上　光子 非常勤講師 商学部 秋学期 西洋史概説2
猪口　明博 教授 理工学部 秋学期 コンピュータ演習A／コンピュータ演習Ａ2
猪口　明博 教授 理工学部 秋学期 プログラミング実習III2
猪口　明博 教授 理工学部 春学期 データマイニング実習1
猪口　明博 教授 理工学部 春学期 データマイニング実習2
猪口　明博 教授 理工学部 春学期 データマイニング
猪口　明博 教授 理学部 秋学期 コンピュータ演習A／コンピュータ演習Ａ2
猪原　透 非常勤講師 教育学部 秋学期 日本史概説
猪原　透 非常勤講師 教育学部 春学期 日本近代史
猪原　透 非常勤講師 教育学部 春学期 日本史特講
猪原　透 非常勤講師 教育学部 秋学期 日本史文献講読演習
今井　小の実 教授 人間福祉学部 春学期 社会福祉学原論Ａ



今井　小の実 教授 人間福祉学部 秋学期 ソーシャルワーク演習III2
今井　良一 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 環境教育論1
今岡　進 教授 理工学部 秋学期 基礎生化学／生命有機化学
今津屋　直子 教授 教育学部 春学期 家庭科教育法1
今西　雅子 非常勤講師 文学部 春学期 英語ＢI（コミュニケーション）12
今西　祐介 准教授 総合政策学部 春学期 英語学
井村　誠孝 教授 理工学部 秋学期 プログラミング実習I5
井村　誠孝 教授 理工学部 秋学期 物理工学演習／メディア工学基礎
井村　誠孝 教授 理工学部 春学期 プログラミング実習II2
井村　誠孝 教授 理工学部 春学期 バーチャルリアリティ
井村　誠孝 教授 理工学部 秋学期 エルゴノミクスコンピューティング実習
井村　誠孝 教授 工学部 秋学期 プログラミング実習I5
井元　秀剛 非常勤講師 文学部 春学期 フランス語学特殊講義1
井元　秀剛 非常勤講師 文学部 秋学期 フランス語学特殊講義2
岩坂　二規 准教授 教育学部 春学期 地域研究Ｂ
岩坂　二規 准教授 教育学部 秋学期 多文化共生教育
岩坂　二規 准教授 教育学部 秋学期 教育実習Ｃ事前事後指導／小学校教育実習事前事後指導1
岩坂　二規 准教授 教育学部 秋学期 教育実習Ｃ／小学校教育実習1
岩崎　豪人 非常勤講師 文学部 春学期 西洋哲学史Ｂ
岩崎　豪人 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 倫理学Ａ／倫理学
岩崎　豪人 非常勤講師 教育学部 秋学期 倫理学
岩田　一男 任期制教員Ｂ教授 共通教育センター（情報科学科目） 春学期 コンピュータ基礎1
岩田　一男 任期制教員Ｂ教授 共通教育センター（情報科学科目） 春学期 コンピュータ基礎2
岩田　一男 任期制教員Ｂ教授 共通教育センター（情報科学科目） 春学期 コンピュータ基礎3
岩田　一男 任期制教員Ｂ教授 共通教育センター（情報科学科目） 秋学期 コンピュータ基礎15
岩田　一男 任期制教員Ｂ教授 共通教育センター（情報科学科目） 秋学期 コンピュータ基礎16
岩田　一男 任期制教員Ｂ教授 共通教育センター（情報科学科目） 秋学期 コンピュータ基礎17
岩根　久 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 フランス語科教育法Ｃ
岩根　久 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 フランス語科教育法Ｄ
岩本　茂樹 非常勤講師 教育学部 秋学期 社会学
岩本　茂樹 非常勤講師 教育学部 秋学期 メディアと子ども
ヴィタレ　アナリア 非常勤講師 文学部 春学期 スペイン語I1
ウィルソン　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ4
ウィルソン　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ7
ウィルソン　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIA／英語ライティングIＡ4
ウィルソン　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIA／英語ライティングIＡ7
ウィルソン　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ4
ウィルソン　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ7
ウィルソン　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIB／英語ライティングIＢ4
ウィルソン　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIB／英語ライティングIＢ7
ウィルソン　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIIＡ1



ウィルソン　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIIＡ5
ウィルソン　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIIＡ11
ウィルソン　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIIＡ1
ウィルソン　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIIＡ5
ウィルソン　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIIＢ1
ウィルソン　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIIＢ5
ウィルソン　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIIＢ11
ウィルソン　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIIＢ1
ウィルソン　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIIＢ5
ウィルソン　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ4
ウィルソン　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ7
ウィルソン　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ4
ウィルソン　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ7
ウィルソン　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ4
ウィルソン　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ7
ウィルソン　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ4
ウィルソン　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ7
ウィルソン　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ4
ウィルソン　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ7
ウィルソン　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ4
ウィルソン　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ7
植木　一幹 教授 法学部 春学期 法理学Ａ
植木　一幹 教授 法学部 秋学期 法理学Ｂ
上田　文 非常勤講師 文学部 秋学期 芸術史（日本）
植田　宏文 非常勤講師 商学部 春学期 銀行論
植田　宏文 非常勤講師 商学部 春学期 金融システム論
上中　修 非常勤講師 教育学部 春学期 生活2
上中　修 非常勤講師 教育学部 春学期 保育内容指導論4
上中　修 非常勤講師 教育学部 秋学期 教育実習Ｄ事前事後指導／幼稚園教育実習事前事後指導1
上中　修 非常勤講師 教育学部 秋学期 教育実習Ｄ／幼稚園教育実習1
上中　修 非常勤講師 教育学部 秋学期 保育・教職実践演習（幼・小）4
上村　敏之 教授 法学部 春学期 公共経済学
上村　敏之 教授 経済学部 春学期 公共経済学
植村　奈津子 非常勤講師 教育学部 春学期 音楽I(器楽)3
植村　奈津子 非常勤講師 教育学部 春学期 音楽II3
上山　慧 非常勤講師 教育学部 春学期 現代史
内田　充美 教授 社会学部 春学期 English Communication Ａ1
内田　充美 教授 社会学部 春学期 English Communication Ａ2
内田　充美 教授 社会学部 春学期 English Communication Ａ17
内田　充美 教授 社会学部 春学期 社会言語学Ｂ
内田　充美 教授 社会学部 秋学期 English Communication Ｃ1



内田　充美 教授 社会学部 秋学期 English Communication Ｃ2
内田　充美 教授 社会学部 秋学期 English Communication Ｃ17
内山　裕之 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 理科教育法Ｃ1
梅木　祐子 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ａ12
梅木　祐子 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ａ27
梅木　祐子 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ａ33
梅木　祐子 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｃ12
梅木　祐子 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｃ27
梅木　祐子 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｃ33
梅咲　敦子 教授 商学部 春学期 英会話（特）Ａ
梅田　肇 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ａ41
梅田　肇 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ａ43
梅田　肇 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｃ41
梅田　肇 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｃ43
梅村　信子 非常勤講師 教育学部 春学期 音楽I(器楽)8
梅村　信子 非常勤講師 教育学部 春学期 音楽II9
梅村　信子 非常勤講師 教育学部 春学期 音楽II12
梅村　信子 非常勤講師 教育学部 秋学期 音楽II15
浦　啓之 教授 文学部 春学期 統語論
浦　啓之 教授 文学部 春学期 理論英語学特殊講義1
浦　啓之 教授 法学部 春学期 統語論
浦　啓之 教授 商学部 春学期 統語論
浦　啓之 教授 国際学部 春学期 統語論
浦　牧 非常勤講師 商学部 春学期 英語III（コミュニケーション）9
浦　牧 非常勤講師 商学部 春学期 英語III（コミュニケーション）10
浦　牧 非常勤講師 商学部 春学期 英語III（コミュニケーション）11
浦田　達也 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室春学期 スポーツ科学講義Ａ1
浦田　達也 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室春学期 スポーツ科学演習Ｃ11
浦田　達也 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室秋学期 スポーツ科学講義Ａ2
浦田　達也 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室秋学期 スポーツ科学演習Ｃ12
浦野　充洋 准教授 商学部 春学期 経営組織論
宇和川　雄 准教授 文学部 春学期 ドイツ文化資料研究
宇和川　雄 准教授 文学部 秋学期 ドイツ文学資料研究2
エドルマン　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ10
エドルマン　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ23
エドルマン　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIA／英語ライティングIＡ17
エドルマン　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIA／英語ライティングIＡ24
エドルマン　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ10
エドルマン　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ23
エドルマン　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIB／英語ライティングIＢ17
エドルマン　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIB／英語ライティングIＢ24



エドルマン　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIIＡ16
エドルマン　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIIＡ26
エドルマン　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIIＢ16
エドルマン　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIIＢ26
エドルマン　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ10
エドルマン　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ23
エドルマン　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ10
エドルマン　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ23
エドルマン　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ10
エドルマン　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ23
エドルマン　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ10
エドルマン　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ23
エドルマン　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ10
エドルマン　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ23
エドルマン　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ10
エドルマン　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ23
惠中　あづさ 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ｂ11
惠中　あづさ 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ｂ12
惠中　あづさ 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ｂ32
惠中　あづさ 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｄ11
惠中　あづさ 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｄ12
惠中　あづさ 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｄ32
惠中　あづさ 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 英語表現Ａ11
惠中　あづさ 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 英語表現Ａ12
惠中　あづさ 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 英語表現Ｂ11
惠中　あづさ 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 英語表現Ｂ12
榎本　俊一 准教授 商学部 秋学期 国際通商システム論
榎本　庸男 教授 文学部 春学期 倫理学概論1
榎本　庸男 教授 文学部 秋学期 西洋哲学史Ｄ
エバリー　リディア 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 春学期 インテンシブ・イングリッシュ37
エバリー　リディア 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 春学期 インテンシブ・イングリッシュ38
エバリー　リディア 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 秋学期 インテンシブ・イングリッシュ7
エバリー　リディア 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 秋学期 インテンシブ・イングリッシュ8
エバリー　リディア 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 春学期 入門英語IIＡ2
エバリー　リディア 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 春学期 入門英語IIＡ9
エバリー　リディア 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 秋学期 入門英語IIＡ19
エルナンデス　Ａ． 非常勤講師 商学部 春学期 教養基礎Ｄ（異文化）1
エンジェル　ジャレド 非常勤講師 文学部 春学期 英語（Ｓｐｅａｋｉｎｇ）I6
エンジェル　ジャレド 非常勤講師 文学部 秋学期 英語（Ｓｐｅａｋｉｎｇ）II2
エンジェル　ジャレド 非常勤講師 文学部 春学期 英語（Ｗｒｉｔｉｎｇ）I1
エンジェル　ジャレド 非常勤講師 文学部 秋学期 英語（Ｗｒｉｔｉｎｇ）II3



エンジェル　ジャレド 非常勤講師 文学部 秋学期 英語（Ｗｒｉｔｉｎｇ）II6
圓丸　哲麻 非常勤講師 商学部 春学期 流通システム論
王　秀梅 非常勤講師 文学部 春学期 中国語I7
大石　健一 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 宗教学
大江　まゆ子 非常勤講師 教育学部 秋学期 教育実習Ｄ事前事後指導／幼稚園教育実習事前事後指導5
大江　まゆ子 非常勤講師 教育学部 秋学期 教育実習Ｄ／幼稚園教育実習5
大川　淳 非常勤講師 文学部 秋学期 英米文学作品研究I6
大川　淳 非常勤講師 文学部 春学期 英米文学資料研究3
大川　淳 非常勤講師 法学部 秋学期 英米文学作品研究I6
大川　淳 非常勤講師 法学部 春学期 英米文学資料研究3
大川　淳 非常勤講師 商学部 秋学期 英米文学作品研究I6
大川　淳 非常勤講師 商学部 春学期 英米文学資料研究3
大喜多　喜夫 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 英語科教育法Ａ5
大喜多　喜夫 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 英語科教育法Ｃ1
大喜多　喜夫 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 英語科教育法Ａ3
大喜多　喜夫 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 英語科教育法Ｃ3
大崎　浩一 教授 理工学部 春学期 線形代数I
大崎　浩一 教授 理工学部 春学期 常微分方程式
大崎　浩一 教授 理工学部 秋学期 解析学IV
大崎　浩一 教授 理学部 春学期 線形代数I
大崎　博之 教授 理工学部 春学期 情報工学概論／情報科学概論2
大崎　博之 教授 理工学部 秋学期 プログラミング実習III4
大崎　博之 教授 理学部 春学期 情報工学概論／情報科学概論2
大崎　博之 教授 工学部 春学期 情報工学概論／情報科学概論2
大鹿　薫久 非常勤講師 文学部 春学期 日本語学特殊講義1
大島　浩英 非常勤講師 文学部 春学期 ドイツ語学資料研究1
大島　浩英 非常勤講師 文学部 秋学期 ドイツ語学資料研究2
大杉　奈穂 非常勤講師 文学部 春学期 ドイツ語ＢI（コミュニケーション）2
大杉　奈穂 非常勤講師 文学部 秋学期 ドイツ語ＢII（コミュニケーション）2
大杉　英史 教授 理工学部 春学期 代数入門
大杉　英史 教授 理工学部 春学期 代数学I
大杉　英史 教授 理工学部 秋学期 代数学III
大薗　正彦 非常勤講師 文学部 春学期集中 ドイツ語学特殊講義3
大高　博美 教授 総合政策学部 秋学期 英語音声学
大竹　恵子 教授 文学部 春学期 健康心理学（健康・医療心理学）
大谷　清 教授 理工学部 春学期 生化学
大谷　清 教授 工学部 春学期 生命科学入門実験2
大谷　清 教授 生命環境学部 春学期 生命科学入門実験2
大谷　清 教授 生命環境学部 秋学期 生命科学入門実験4
大谷　信介 教授 社会学部 春学期 都市社会学Ａ
大谷　信介 教授 社会学部 秋学期 都市社会学Ｂ



大谷　昇 教授 理工学部 秋学期 基礎物理学実験II2
大野　京子 非常勤講師 商学部 春学期 英語III（コミュニケーション）7
大野　京子 非常勤講師 商学部 春学期 英語III（コミュニケーション）12
大野　京子 非常勤講師 商学部 春学期 英語III（コミュニケーション）13
大橋　毅彦 教授 文学部 春学期 日本文学作品研究I2
大橋　毅彦 教授 文学部 秋学期 日本文学特殊講義5
大間知　潤子 専任講師 理工学部 秋学期 物理化学II
大村　華子 教授 総合政策学部 秋学期 社会調査法
岡崎　真紀子 非常勤講師 文学部 春学期 日本文学特殊講義2
小笠原　亜衣 教授 法学部 春学期 英語圏文化論
小笠原　一禎 教授 理工学部 春学期 無機化学I
小笠原　一禎 教授 理工学部 秋学期 量子化学1
小笠原　一禎 教授 理工学部 秋学期 無機分析化学実験
岡田　太志 教授 商学部 春学期 保険論
岡田　太志 教授 商学部 秋学期 リスクマネジメント
岡田　敏裕 教授 経済学部 秋学期 マクロ経済学Ａ2
岡留　剛 教授 理工学部 春学期 コンピュータ演習A／コンピュータ演習Ａ10
岡留　剛 教授 理工学部 春学期 メディア信号処理
岡留　剛 教授 理工学部 秋学期 形式言語とオートマトン
岡留　剛 教授 理工学部 秋学期 ユビキタスコンピューティング実験
岡留　剛 教授 工学部 春学期 コンピュータ演習A／コンピュータ演習Ａ10
岡村　隆 教授 理工学部 春学期 物理のための幾何入門
岡村　隆 教授 理工学部 春学期 物理数学II1
岡村　隆 教授 理工学部 秋学期 物理数学I1
岡本　朝也 非常勤講師 社会学部 春学期 家族社会学Ｂ
岡本　託 非常勤講師 総合政策学部 秋学期 西洋史概説
岡本　智英子 教授 商学部 秋学期 企業法入門
岡本　仁宏 教授 法学部 秋学期 西洋政治思想史
小川　暁夫 教授 文学部 春学期 ドイツ語（読む）I2
小川　暁夫 教授 文学部 秋学期 ドイツ語（読む）II2
小川　暁夫 教授 文学部 秋学期 ドイツ語学概論
小川　暁夫 教授 文学部 春学期 ドイツ語学特殊講義2
小川　啓一 非常勤講師 経済学部 春学期 外国経済史I
小川　啓一 非常勤講師 経済学部 秋学期 外国経済史II
小川　啓一 非常勤講師 商学部 春学期 外国経済史I
小川　啓一 非常勤講師 商学部 秋学期 外国経済史II
小川　知弘 非常勤講師 総合政策学部 秋学期 都市社会学
小川　洋和 教授 文学部 秋学期 知覚心理学（知覚・認知心理学）
小川　禎友 教授 経済学部 春学期 経済学入門10
小川　禎友 教授 経済学部 春学期 財政学Ａ
小川　禎友 教授 経済学部 秋学期 財政学Ｂ



荻田　純久 准教授 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 発達・学習過程論1
荻田　純久 准教授 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 発達・学習過程論5
荻田　純久 准教授 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 発達・学習過程論3
荻田　純久 准教授 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 発達・学習過程論6
荻田　純久 准教授 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 教育相談基礎論1
荻田　純久 准教授 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 教育相談基礎論5
荻田　純久 准教授 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 教育相談基礎論3
荻田　純久 准教授 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 教職実践演習（中・高）7
荻田　純久 准教授 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 教職実践演習（中・高）14
荻野　昌弘 教授 神学部 秋学期 社会学原論Ｂ
荻野　昌弘 教授 文学部 秋学期 社会学原論Ｂ
荻野　昌弘 教授 社会学部 秋学期 社会学原論Ｂ
荻野　昌弘 教授 法学部 秋学期 社会学原論Ｂ
荻野　昌弘 教授 商学部 秋学期 社会学原論Ｂ
奥野　浩之 非常勤講師 教育学部 春学期 社会・公民科教育法
奥野　浩之 非常勤講師 教育学部 秋学期 公民科教育法
奥村　薫 非常勤講師 教育学部 春学期 音楽I(器楽)13
奥村　薫 非常勤講師 教育学部 春学期 音楽II10
奥村　薫 非常勤講師 教育学部 秋学期 音楽II16
奥村　隆 教授 社会学部 春学期 社会学史Ａ
オコナー　Ａ． 非常勤講師 文学部 春学期 英語（Ｓｐｅａｋｉｎｇ）I2
オコナー　Ａ． 非常勤講師 文学部 秋学期 英語（Ｓｐｅａｋｉｎｇ）II5
オコナー　Ａ． 非常勤講師 文学部 春学期 英語（Ｗｒｉｔｉｎｇ）I2
オコナー　Ａ． 非常勤講師 文学部 春学期 英語（Ｗｒｉｔｉｎｇ）I4
オコナー　Ａ． 非常勤講師 文学部 秋学期 英語（Ｗｒｉｔｉｎｇ）II2
小坂　美保 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 体育原理
尾崎　壽紀 准教授 理工学部 春学期 電磁気学I2
小澤　博 教授 文学部 春学期 イギリス文学史Ａ
小澤　博 教授 文学部 春学期 英米文学作品研究I1
小澤　博 教授 文学部 秋学期 イギリス文学特殊講義2
小澤　博 教授 法学部 春学期 英米文学作品研究I1
小澤　博 教授 法学部 春学期 イギリス文学史Ａ
小澤　博 教授 法学部 秋学期 イギリス文学特殊講義2
小澤　博 教授 経済学部 春学期 イギリス文学史Ａ
小澤　博 教授 経済学部 秋学期 イギリス文学特殊講義2
小澤　博 教授 商学部 春学期 イギリス文学史Ａ
小澤　博 教授 商学部 春学期 英米文学作品研究I1
小澤　博 教授 商学部 秋学期 イギリス文学特殊講義2
小澤　博 教授 国際学部 春学期 イギリス文学史Ａ
小澤　博 教授 国際学部 秋学期 イギリス文学特殊講義2
小田　涼 教授 文学部 春学期 フランス語学概論



小野　博司 非常勤講師 法学部 春学期 日本近代法史Ａ
小野　博司 非常勤講師 法学部 秋学期 日本近代法史Ｂ
オノ　レスリー　Ｎ． 准教授 総合政策学部 秋学期 Introduction to The World of English／英語文化論
オノ　レスリー　Ｎ． 准教授 総合政策学部 秋学期 Introduction to The World of English／英語文化論
オノ　レスリー　Ｎ． 准教授 総合政策学部 春学期 異文化間コミュニケーション論
尾鼻　靖子 教授 理工学部 春学期 英語ライティングIA／英語ライティングIＡ6
尾鼻　靖子 教授 理工学部 秋学期 英語ライティングIB／英語ライティングIＢ6
オムリ　慶子 教授 教育学部 秋学期 保育職・教職概論
オムリ　慶子 教授 教育学部 春学期 保育内容指導論1
オムリ　慶子 教授 教育学部 秋学期 教育課程・保育の計画と評価総論／保育課程総論
オムリ　ブージッド 非常勤講師 神学部 春学期 キリスト教とアジアＢ
オムリ　ブージッド 非常勤講師 神学部 秋学期 キリスト教と諸宗教Ｂ
賈　雪梅 非常勤講師 文学部 春学期 中国語I3
甲斐　知彦 教授 人間福祉学部 秋学期集中 学校保健Ａ（学校安全、救急処置を含む）
階堂　暎子 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 英語表現Ｃ10
階堂　暎子 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 英語表現Ｄ10
カオ　グェット 任期制教員Ｃ専任講師文学部 秋学期 経済原論Ｂ
カオ　グェット 任期制教員Ｃ専任講師社会学部 秋学期 経済原論Ｂ
カオ　グェット 任期制教員Ｃ専任講師法学部 秋学期 経済原論Ｂ
カオ　グェット 任期制教員Ｃ専任講師経済学部 春学期 経済学入門5
カオ　グェット 任期制教員Ｃ専任講師経済学部 春学期 経済学入門15
カオ　グェット 任期制教員Ｃ専任講師経済学部 秋学期 マクロ経済学Ａ3
郭　楊 中国語常勤講師 文学部 春学期 中国語I6
角所　考 教授 理工学部 春学期 画像情報処理実習
角所　考 教授 理工学部 春学期 画像情報処理
蔭木　原洋 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 社会・地理歴史科教育法1
蔭木　原洋 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 社会・地理歴史科教育法2
蔭木　原洋 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 社会・地理歴史科教育法3
蔭木　原洋 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 社会・地理歴史科教育法4
蔭木　原洋 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 社会・地理歴史科教育法5
影山　尚之 非常勤講師 文学部 春学期 日本古代文学
影山　尚之 非常勤講師 文学部 秋学期 日本文学作品研究I3
陰山　真矢 任期制教員Ｃ助教 理工学部 春学期 微積分学I2
陰山　真矢 任期制教員Ｃ助教 理工学部 春学期 微積分学I5
陰山　真矢 任期制教員Ｃ助教 理工学部 春学期 微積分学I6
陰山　真矢 任期制教員Ｃ助教 理工学部 秋学期 微積分学II2
陰山　真矢 任期制教員Ｃ助教 理工学部 秋学期 微積分学II5
陰山　真矢 任期制教員Ｃ助教 理工学部 秋学期 微積分学II6
陰山　真矢 任期制教員Ｃ助教 理工学部 春学期 数式処理演習I
陰山　真矢 任期制教員Ｃ助教 理工学部 秋学期 数式処理演習II
陰山　真矢 任期制教員Ｃ助教 理学部 春学期 微積分学I2



陰山　真矢 任期制教員Ｃ助教 理学部 秋学期 微積分学II2
陰山　真矢 任期制教員Ｃ助教 工学部 春学期 微積分学I5
陰山　真矢 任期制教員Ｃ助教 工学部 春学期 微積分学I6
陰山　真矢 任期制教員Ｃ助教 工学部 秋学期 微積分学II5
陰山　真矢 任期制教員Ｃ助教 工学部 秋学期 微積分学II6
風井　浩志 非常勤講師 理工学部 春学期 コンピュータ演習A／コンピュータ演習Ａ15
風井　浩志 非常勤講師 理学部 春学期 コンピュータ演習A／コンピュータ演習Ａ15
風井　浩志 非常勤講師 工学部 春学期 コンピュータ演習A／コンピュータ演習Ａ15
風井　浩志 非常勤講師 生命環境学部 春学期 コンピュータ演習A／コンピュータ演習Ａ15
風間　朋子 准教授 人間福祉学部 春学期 公的扶助論
風間　朋子 准教授 人間福祉学部 春学期 ソーシャルワーク演習II2
梶　俊和 非常勤講師 理工学部 春学期 知的財産戦略論
梶　俊和 非常勤講師 総合政策学部 春学期 知的財産戦略論
梶井　厚志 教授 経済学部 秋学期 ミクロ経済学Ａ3
梶原　直美 教授 教育学部 春学期 宗教学
梶原　直美 教授 教育学部 春学期 キリスト教と人間1
梶原　直美 教授 教育学部 春学期 キリスト教の文化と社会1
梶原　直美 教授 教育学部 秋学期 キリスト教と人間2
梶原　直美 教授 教育学部 秋学期 キリスト教の文化と社会2
梶原　直美 教授 教育学部 春学期 キリスト教の歴史
梶原　晶 非常勤講師 法学部 秋学期 行政学Ｂ
梶原　晶 非常勤講師 経済学部 秋学期 行政学Ｂ
片岡　啓 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 数学科教育法Ａ1
片岡　啓 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 数学科教育法Ｂ1
片岡　啓 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 数学科教育法Ａ2
片岡　啓 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 数学科教育法Ｂ2
方波見　彰 教諭 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 国語科教育法Ｄ1
方波見　彰 教諭 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 国語科教育法Ｃ2
片寄　晴弘 教授 理工学部 秋学期 プログラミング実習I1
片寄　晴弘 教授 理工学部 春学期 プログラミング実習II3
片寄　晴弘 教授 理工学部 春学期 音楽情報処理実習
片寄　晴弘 教授 理工学部 春学期 音楽情報処理
片寄　晴弘 教授 理工学部 秋学期 デザイン・コンテンツテクノロジー実習1
片寄　晴弘 教授 理工学部 秋学期 デザイン・コンテンツテクノロジー実習2
片寄　晴弘 教授 理工学部 秋学期 コンテンツテクノロジー
片寄　晴弘 教授 工学部 秋学期 プログラミング実習I1
勝間　理沙 非常勤講師 教育学部 春学期 心身の発達と学習過程3
桂田　恵美子 教授 文学部 秋学期 発達心理学
加藤　知 教授 理工学部 春学期 力学I1
加藤　知 教授 理学部 春学期 力学I
加藤　哲弘 教授 文学部 秋学期 芸術学概論



加藤　哲弘 教授 文学部 春学期 美学概論
加藤　智也 非常勤講師 文学部 春学期 ドイツ語（読む）III1
加藤　智也 非常勤講師 文学部 秋学期 ドイツ語（読む）IV1
加藤　弘嗣 非常勤講師 文学部 春学期 英米文学資料研究4
加藤　弘嗣 非常勤講師 文学部 秋学期 英米文学作品研究II5
加藤　弘嗣 非常勤講師 法学部 春学期 英米文学資料研究4
加藤　弘嗣 非常勤講師 法学部 秋学期 英米文学作品研究II5
加藤　弘嗣 非常勤講師 商学部 春学期 英米文学資料研究4
加藤　弘嗣 非常勤講師 商学部 秋学期 英米文学作品研究II5
加藤　昌宏 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 地理歴史科教育法1
加藤　昌宏 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 地理歴史科教育法2
加藤　昌宏 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 地理歴史科教育法5
加藤　昌宏 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 公民科教育法1
加藤　昌宏 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 公民科教育法4
加藤　昌宏 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 地理歴史科教育法3
加藤　昌宏 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 地理歴史科教育法4
加藤　昌宏 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 公民科教育法2
加藤　昌宏 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 公民科教育法3
門脇　伸二 非常勤講師 文学部 春学期 フランス文学資料研究Ａ1
門脇　伸二 非常勤講師 文学部 秋学期 フランス文学資料研究Ｂ2
金澤　佑 任期制教員Ｄ専任講師国際学部 春学期 EnglishI1
金澤　佑 任期制教員Ｄ専任講師国際学部 春学期 EnglishI4
金澤　佑 任期制教員Ｄ専任講師国際学部 春学期 EnglishI9
金澤　佑 任期制教員Ｄ専任講師国際学部 秋学期 EnglishII1
金澤　佑 任期制教員Ｄ専任講師国際学部 秋学期 EnglishII4
金澤　佑 任期制教員Ｄ専任講師国際学部 秋学期 EnglishII9
金澤　佑 任期制教員Ｄ専任講師国際学部 春学期 EnglishIII9
金澤　佑 任期制教員Ｄ専任講師国際学部 秋学期 EnglishIV9
カニンハム　Ｓ． 言語特別講師 言語教育研究センター 秋学期 入門英語IＡ20
カニンハム　Ｓ． 言語特別講師 言語教育研究センター 春学期 入門英語IIＡ10
カニンハム　Ｓ． 言語特別講師 言語教育研究センター 秋学期 入門英語IIＡ20
金子　忠昭 教授 理工学部 秋学期 力学／力学I2
金子　忠昭 教授 理工学部 春学期 基礎物理学実験I2
金子　忠昭 教授 工学部 秋学期 力学／力学I
金子　直樹 非常勤講師 文学部 春学期 地理学概論
金子　直樹 非常勤講師 文学部 春学期 地誌Ｄ
金子　直樹 非常勤講師 社会学部 春学期 地理学概論
金子　直樹 非常勤講師 社会学部 春学期 地誌Ｄ
金子　直樹 非常勤講師 法学部 春学期 地理学概論
金子　直樹 非常勤講師 法学部 春学期 地誌Ｄ
金子　直樹 非常勤講師 経済学部 春学期 地理学概論



金子　直樹 非常勤講師 経済学部 春学期 地誌Ｄ
金子　直樹 非常勤講師 商学部 春学期 地理学概論
金子　直樹 非常勤講師 商学部 春学期 地誌Ｄ
金城　朱美 非常勤講師 文学部 春学期 異文化理解（ドイツ）1
金城　朱美 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 ドイツ語科教育法Ｄ
加納　和寛 准教授 神学部 秋学期 キリスト教教理の体系I
加納　和寛 准教授 神学部 春学期 現代神学Ａ
加納　和寛 准教授 神学部 秋学期 現代神学の諸問題Ａ
狩野　雄 非常勤講師 文学部 春学期 中国文学史1
狩野　雄 非常勤講師 文学部 秋学期 中国文学史2
カバリ　ヴィヴィアン 准教授 社会学部 春学期 English Communication Ｂ1
カバリ　ヴィヴィアン 准教授 社会学部 春学期 English Communication Ｂ2
カバリ　ヴィヴィアン 准教授 社会学部 春学期 English Communication Ｂ17
カバリ　ヴィヴィアン 准教授 社会学部 秋学期 English Communication Ｄ1
カバリ　ヴィヴィアン 准教授 社会学部 秋学期 English Communication Ｄ2
カバリ　ヴィヴィアン 准教授 社会学部 秋学期 English Communication Ｄ17
神長　玲奈 非常勤講師 文学部 春学期 英語ＢI（コミュニケーション）1
亀田　啓悟 教授 総合政策学部 春学期 財政学
亀田　啓悟 教授 総合政策学部 秋学期 公共経済学
亀山　秀郎 非常勤講師 教育学部 秋学期 教育実習Ｄ事前事後指導／幼稚園教育実習事前事後指導6
亀山　秀郎 非常勤講師 教育学部 秋学期 教育実習Ｄ／幼稚園教育実習6
ガラス　ジョン　ビル 非常勤講師 教育学部 春学期 英語ＢI（コミュニケーション）10
ガラス　ジョン　ビル 非常勤講師 教育学部 秋学期 英語ＢII（コミュニケーション）10
ガリモア　ダニエル 教授 文学部 秋学期 英米文学作品研究I8
ガリモア　ダニエル 教授 文学部 春学期 英米文学作品研究II1
ガリモア　ダニエル 教授 文学部 春学期 英米文学資料研究1
ガリモア　ダニエル 教授 法学部 秋学期 英米文学作品研究I8
ガリモア　ダニエル 教授 法学部 春学期 英米文学作品研究II1
ガリモア　ダニエル 教授 法学部 春学期 英米文学資料研究1
ガリモア　ダニエル 教授 商学部 秋学期 英米文学作品研究I8
ガリモア　ダニエル 教授 商学部 春学期 英米文学作品研究II1
ガリモア　ダニエル 教授 商学部 春学期 英米文学資料研究1
川上　生馬 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 法学Ａ／法学
川上　光宣 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 水泳2
川上　光宣 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 水泳4
川上　光宣 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室春学期 スポーツ科学演習Ｆ1
川上　光宣 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室春学期 スポーツ科学演習Ｆ2
川上　光宣 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室秋学期 スポーツ科学演習Ｆ3
川上　光宣 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室秋学期 スポーツ科学演習Ｆ4
川口　陽子 非常勤講師 文学部 春学期 フランス語史
川島　惠美 准教授 人間福祉学部 秋学期 ソーシャルワーク演習I1



川島　惠美 准教授 人間福祉学部 春学期 ソーシャルワーク演習II1
川島　惠美 准教授 人間福祉学部 通年 ソーシャルワーク実習1
川島　惠美 准教授 人間福祉学部 秋学期 ソーシャルワーク演習V1
河鰭　一彦 教授 人間福祉学部 春学期 運動生理学
河鰭　一彦 教授 人間福祉学部 秋学期 スポーツバイオメカニックス
川端　倖司 非常勤講師 総合政策学部 春学期 行政法
川端　豪 教授 理工学部 春学期 コンピュータ演習A／コンピュータ演習Ａ11
川端　豪 教授 理工学部 秋学期 工学のための数学演習II／人間システム工学のための数学演習
川端　豪 教授 理工学部 春学期 情報科学のための確率・統計
川端　豪 教授 理工学部 秋学期 プログラミング実習III3
川端　豪 教授 理工学部 春学期 音声情報処理実習1
川端　豪 教授 理工学部 春学期 音声情報処理実習2
川端　豪 教授 理工学部 春学期 音声情報処理
川端　豪 教授 工学部 春学期 コンピュータ演習A／コンピュータ演習Ａ11
川村　康 教授 法学部 春学期 東洋法史Ａ
川村　康 教授 法学部 秋学期 東洋法史Ｂ
岸　孝明 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 人権教育論1
岸　孝明 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 人権教育論2
岸　孝明 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 人権教育論5
岸　孝明 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 人権教育論3
岸　孝明 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 人権教育論4
岸　孝明 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 人権教育論6
貴島　耕平 助教 商学部 春学期 経営学史
貴島　耕平 助教 商学部 秋学期 比較経営学
岸本　みさ子 非常勤講師 教育学部 春学期 体育3
岸本　みさ子 非常勤講師 教育学部 春学期 体育4
岸本　みさ子 非常勤講師 教育学部 春学期 保育内容 健康3
岸本　みさ子 非常勤講師 教育学部 春学期 保育内容 健康4
北口　勝也 非常勤講師 総合政策学部 春学期 心理学概論
木谷　織信 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室春学期 体育方法学演習Ｃ4
木谷　織信 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室春学期 体育方法学演習Ｃ5
木谷　織信 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室春学期 体育方法学演習Ｃ6
木谷　織信 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室秋学期 体育方法学演習Ｃ15
木谷　織信 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室秋学期 体育方法学演習Ｃ16
木谷　織信 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室秋学期 体育方法学演習Ｃ17
北原　和明 教授 理工学部 春学期 微分積分I
北原　和明 教授 理工学部 秋学期 解析学II
北原　和明 教授 理工学部 秋学期 応用数理III
北原　和明 教授 理学部 春学期 微分積分I
北原　鉄也 教授 総合政策学部 春学期 都市政策論
北原　鉄也 教授 総合政策学部 秋学期 都市政治学



北村　昌幸 教授 文学部 秋学期 日本文学概論
北村　昌幸 教授 文学部 春学期 日本文学文献研究I1
北村　昌幸 教授 文学部 秋学期 日本中世文学
北村　昌幸 教授 文学部 秋学期 日本文学文献研究I6
北村　昌幸 教授 文学部 春学期 日本文学文献研究II1
北村　泰彦 教授 理工学部 秋学期 プログラミング実習I3
北村　泰彦 教授 理工学部 春学期 プログラミング実習II1
北村　泰彦 教授 理工学部 春学期 データベース
北村　泰彦 教授 理工学部 秋学期 ネットワーク
北村　泰彦 教授 理工学部 春学期 ネットワーク実習1
北村　泰彦 教授 理工学部 春学期 ネットワーク実習2
北村　泰彦 教授 工学部 秋学期 プログラミング実習I3
北村　泰彦 教授 工学部 秋学期 ネットワーク
北山　俊哉 教授 法学部 春学期 地方自治論
北山　俊哉 教授 経済学部 春学期 地方自治論
北山　円正 非常勤講師 文学部 秋学期 日本文学特殊講義3
橘高　通泰 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 ソーシャルワーク演習V3
貴戸　理恵 准教授 社会学部 秋学期 教育社会学
鬼頭　英明 非常勤講師 人間福祉学部 春学期集中 衛生学
鬼頭　英明 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期集中 公衆衛生学
木野　光司 教授 文学部 秋学期 ドイツ文学概論
木野　光司 教授 文学部 春学期 ドイツ文学資料研究1
木下　由紀子 非常勤講師 文学部 春学期 英語ＢI（コミュニケーション）11
木下　由紀子 非常勤講師 国際学部 春学期 Cultures in the USA
金　容善 准教授 建築学部 秋学期 デジタル表現演習I1
金　容善 准教授 建築学部 秋学期 デジタル表現演習I2
金　容善 准教授 建築学部 秋学期 デジタル表現演習I3
木村　仁 教授 法学部 秋学期 英米法Ａ
木村　仁 教授 法学部 春学期 英米法Ｂ
木山　実 教授 商学部 春学期 経営史
木山　実 教授 商学部 秋学期 経営史各論
ギャンブル　Ｃ．Ｗ． 言語特別講師 言語教育研究センター 春学期 入門英語IＡ2
ギャンブル　Ｃ．Ｗ． 言語特別講師 言語教育研究センター 春学期 スプリング・インテンシブ・イングリッシュ3
ギャンブル　Ｃ．Ｗ． 言語特別講師 言語教育研究センター 春学期 インテンシブ・イングリッシュ40
ギャンブル　Ｃ．Ｗ． 言語特別講師 言語教育研究センター 秋学期 入門英語IＡ18
ギルバート　Ｊ．Ｅ． 非常勤講師 文学部 秋学期 英語（Ｓｐｅａｋｉｎｇ）II3
ギルバート　Ｊ．Ｅ． 非常勤講師 文学部 春学期 英語（Ｓｐｅａｋｉｎｇ）III6
ギルバート　Ｊ．Ｅ． 非常勤講師 文学部 春学期 英語（Ｗｒｉｔｉｎｇ）I3
ギルバート　Ｊ．Ｅ． 非常勤講師 文学部 春学期 英語（Ｗｒｉｔｉｎｇ）I6
ギルバート　Ｊ．Ｅ． 非常勤講師 文学部 春学期 英語（Ｗｒｉｔｉｎｇ）I7
ギルバート　Ｊ．Ｅ． 非常勤講師 文学部 秋学期 英語（Ｓｐｅａｋｉｎｇ）IV4



ギルバート　Ｊ．Ｅ． 非常勤講師 文学部 秋学期 英語（Ｓｐｅａｋｉｎｇ）IV5
ギルバート　Ｊ．Ｅ． 非常勤講師 法学部 通年 英会話（特）I1
ギルバート　Ｊ．Ｅ． 非常勤講師 法学部 通年 英会話（特）I2
ギルバート　Ｊ．Ｅ． 非常勤講師 商学部 春学期 英語I（コミュニケーション）3
ギルバート　Ｊ．Ｅ． 非常勤講師 商学部 春学期 英語I（コミュニケーション）4
ギルバート　Ｊ．Ｅ． 非常勤講師 商学部 春学期 英語I（コミュニケーション）5
ギルバート　Ｊ．Ｅ． 非常勤講師 商学部 春学期 英語I（コミュニケーション）6
ギルバート　Ｊ．Ｅ． 非常勤講師 商学部 秋学期 英語II（コミュニケーション）3
ギルバート　Ｊ．Ｅ． 非常勤講師 商学部 秋学期 英語II（コミュニケーション）4
ギルバート　Ｊ．Ｅ． 非常勤講師 商学部 秋学期 英語II（コミュニケーション）5
ギルバート　Ｊ．Ｅ． 非常勤講師 商学部 秋学期 英語II（コミュニケーション）6
金　瑛 非常勤講師 社会学部 春学期 社会思想史Ａ
金田　茂裕 准教授 教育学部 春学期 心身の発達と学習過程1
金田　茂裕 准教授 教育学部 春学期 心身の発達と学習過程／教育心理学（教育・学校心理学）2
金田　茂裕 准教授 教育学部 秋学期 教職実践演習（幼・小・中・高）1
クーパー　マシュー 非常勤講師 文学部 春学期 英語（Ｓｐｅａｋｉｎｇ）I1
クーパー　マシュー 非常勤講師 文学部 秋学期 英語（Ｓｐｅａｋｉｎｇ）II4
クーパー　マシュー 非常勤講師 文学部 春学期 英語（Ｓｐｅａｋｉｎｇ）III2
クーパー　マシュー 非常勤講師 文学部 春学期 英語（Ｓｐｅａｋｉｎｇ）III4
クーパー　マシュー 非常勤講師 文学部 春学期 英語（Ｗｒｉｔｉｎｇ）I5
クーパー　マシュー 非常勤講師 文学部 秋学期 英語（Ｓｐｅａｋｉｎｇ）IV1
クーパー　マシュー 非常勤講師 文学部 秋学期 英語（Ｓｐｅａｋｉｎｇ）IV6
クーパー　マシュー 非常勤講師 文学部 秋学期 英語（Ｗｒｉｔｉｎｇ）II7
クーパー　マシュー 非常勤講師 文学部 秋学期 英語（Ｗｒｉｔｉｎｇ）II8
楠瀬　正昭 教授 理工学部 秋学期 解析力学
楠瀬　正昭 教授 理工学部 秋学期 熱力学
楠瀬　正昭 教授 理学部 秋学期 電磁気学I1
楠本　紀代美 教授 文学部 秋学期 英語学概論
楠本　紀代美 教授 文学部 秋学期 意味論・語用論
楠本　紀代美 教授 文学部 秋学期 理論英語学特殊講義2
楠本　紀代美 教授 法学部 秋学期 英語学概論
楠本　紀代美 教授 法学部 秋学期 意味論・語用論
楠本　紀代美 教授 経済学部 秋学期 英語学概論
楠本　紀代美 教授 商学部 秋学期 英語学概論
楠本　紀代美 教授 商学部 秋学期 意味論・語用論
楠本　紀代美 教授 国際学部 秋学期 英語学概論
楠本　紀代美 教授 国際学部 秋学期 意味論・語用論
クセン　オアナ　Ｍ． 言語特別講師 言語教育研究センター 春学期 スプリング・インテンシブ・イングリッシュ1
クセン　オアナ　Ｍ． 言語特別講師 言語教育研究センター 春学期 インテンシブ・イングリッシュ36
クセン　オアナ　Ｍ． 言語特別講師 言語教育研究センター 秋学期 入門英語IＡ11
クセン　オアナ　Ｍ． 言語特別講師 言語教育研究センター 秋学期 インテンシブ・イングリッシュ5



工藤　卓 教授 理工学部 春学期 工学のための数学演習I／人間システム工学のための数学演習I
工藤　卓 教授 理工学部 秋学期 プログラミング実習I4
工藤　卓 教授 理工学部 秋学期 工学のための数学演習II／人間システム工学のための数学演習
工藤　卓 教授 理工学部 春学期 プログラミング実習II5
工藤　卓 教授 理工学部 春学期 認知情報処理実験
工藤　卓 教授 理工学部 春学期 認知情報処理
工藤　卓 教授 工学部 春学期 工学のための数学演習I／人間システム工学のための数学演習I
工藤　卓 教授 工学部 秋学期 プログラミング実習I4
國枝　卓真 教授 経済学部 秋学期 マクロ経済学Ａ4
國濱　剛 准教授 経済学部 春学期 経済情報処理
久保　真 教授 経済学部 春学期 経済学入門17
久保　真 教授 経済学部 春学期 経済の歴史と思想1
久保　真 教授 経済学部 春学期 経済学史Ａ
久保　真 教授 経済学部 秋学期 経済学史Ｂ
久保　真 教授 商学部 春学期 経済学史Ａ
久保　真 教授 商学部 秋学期 経済学史Ｂ
久保　成史 非常勤講師 法学部 春学期 経済法
窪田　誠 教授 総合政策学部 春学期 ネットワーク初級
窪田　誠 教授 総合政策学部 秋学期 ネットワーク中級演習
窪田　誠 教授 総合政策学部 春学期 ネットワークシステム論
久保田　真功 准教授 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 学校教育論1
久保田　真功 准教授 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 学校教育論2
久保田　真功 准教授 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 学校教育論3
久保田　真功 准教授 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 学校教育論4
久保田　真功 准教授 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 特別活動・総合的な学習の時間の指導法／特別活動論2
久保田　真功 准教授 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 特別活動・総合的な学習の時間の指導法／特別活動論5
久保田　真功 准教授 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 特別活動・総合的な学習の時間の指導法／特別活動論2
久保田　真功 准教授 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 特別活動・総合的な学習の時間の指導法／特別活動論5
久保田　真功 准教授 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 特別活動・総合的な学習の時間の指導法／特別活動論4
久保田　真功 准教授 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 特別活動・総合的な学習の時間の指導法／特別活動論4
久保田　真功 准教授 教職教育研究センター（教職専門） 通年 教育実習Ｂ
久保田　真功 准教授 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 教職実践演習（中・高）5
久保田　真功 准教授 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 教職実践演習（中・高）6
久保田　雅則 非常勤講師 神学部 秋学期 国際政治論Ａ
久保田　雅則 非常勤講師 文学部 秋学期 国際政治論Ａ
久保田　雅則 非常勤講師 社会学部 秋学期 国際政治論Ａ
久保田　雅則 非常勤講師 経済学部 秋学期 国際政治論Ａ
久保田　雅則 非常勤講師 商学部 秋学期 国際政治論Ａ
熊谷　哲哉 非常勤講師 文学部 秋学期 ドイツ文学特殊講義2
倉橋　忠 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 社会・公民科教育法1
倉橋　忠 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 社会・公民科教育法2



倉橋　忠 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 社会・公民科教育法3
倉橋　忠 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 社会・公民科教育法4
倉橋　忠 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 社会・公民科教育法5
倉持　孝司 非常勤講師 法学部 春学期 日本国憲法1
倉持　孝司 非常勤講師 法学部 秋学期 憲法Ａ（基本的人権総論）1
グリーン　ポール 非常勤講師 教育学部 春学期 英語ＢI（コミュニケーション）4
グリーン　ポール 非常勤講師 教育学部 春学期 英語ＢI（コミュニケーション）11
グリーン　ポール 非常勤講師 教育学部 秋学期 英語ＢII（コミュニケーション）4
グリーン　ポール 非常勤講師 教育学部 秋学期 英語ＢII（コミュニケーション）11
栗田　厚 教授 理工学部 春学期 デモンストレーション物理学II
栗田　厚 教授 理工学部 春学期 基礎物理学実験I1
栗田　厚 教授 理工学部 春学期 物理学実験I
栗田　厚 教授 理工学部 秋学期 物理学実験II
栗田　匡相 准教授 経済学部 春学期 経済学入門2
栗田　匡相 准教授 経済学部 秋学期 開発経済学
栗山　誠 教授 教育学部 春学期 美術I3
栗山　誠 教授 教育学部 春学期 美術I4
栗山　誠 教授 教育学部 春学期 美術I7
栗山　誠 教授 教育学部 春学期 保育内容 表現II1
栗山　誠 教授 教育学部 春学期 保育内容 表現II3
栗山　誠 教授 教育学部 秋学期 教育実習Ｄ事前事後指導／幼稚園教育実習事前事後指導4
栗山　誠 教授 教育学部 秋学期 教育実習Ｄ／幼稚園教育実習4
クレーマー　Ｂ．Ｌ． 准教授 教育学部 春学期 Academic Reading I1
クレーマー　Ｂ．Ｌ． 准教授 教育学部 春学期 Academic Reading I2
クレーマー　Ｂ．Ｌ． 准教授 教育学部 春学期 異文化理解1
クレーマー　Ｂ．Ｌ． 准教授 教育学部 春学期 英語ＢI（コミュニケーション）15
クレーマー　Ｂ．Ｌ． 准教授 教育学部 秋学期 Academic Writing I1
クレーマー　Ｂ．Ｌ． 准教授 教育学部 秋学期 Academic Writing I2
クレーマー　Ｂ．Ｌ． 准教授 教育学部 秋学期 異文化理解2
クレーマー　Ｂ．Ｌ． 准教授 教育学部 秋学期 英語ＢII（コミュニケーション）15
グローガン　マイルズ その他 理工学部 春学期 英語ライティングIIＡ12
グローガン　マイルズ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ3
グローガン　マイルズ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIA／英語ライティングIＡ3
グローガン　マイルズ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ3
グローガン　マイルズ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIB／英語ライティングIＢ3
グローガン　マイルズ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIIＡ2
グローガン　マイルズ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIIＡ10
グローガン　マイルズ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIIＢ2
グローガン　マイルズ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIIＢ10
グローガン　マイルズ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ3
グローガン　マイルズ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ3



グローガン　マイルズ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ3
グローガン　マイルズ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ3
グローガン　マイルズ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ3
グローガン　マイルズ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ3
黒瀬　俊 教授 理工学部 秋学期 集合と位相
黒瀬　俊 教授 理工学部 秋学期 幾何学II
黒瀬　俊 教授 理工学部 春学期 幾何学IV
桑原　秀史 教授 経済学部 春学期 経済学入門6
桑山　孝子 非常勤講師 文学部 春学期 英語ＢI（コミュニケーション）16
桑山　孝子 非常勤講師 文学部 秋学期 英語ＢII（コミュニケーション）2
桑山　孝子 非常勤講師 文学部 秋学期 英語ＢII（コミュニケーション）3
桑山　敬己 教授 社会学部 春学期 文化人類学Ａ
桑山　敬己 教授 社会学部 秋学期 文化人類学Ｂ
ケルネン　フローラン 非常勤講師 言語教育研究センター 秋学期 フランス語インテンシブ初級I3
小池　泰子 非常勤講師 商学部 春学期 英語III（コミュニケーション）14
小池　泰子 非常勤講師 商学部 春学期 英語III（コミュニケーション）15
小池　泰子 非常勤講師 商学部 春学期 英語III（コミュニケーション）16
江田　慧子 助教 教育学部 秋学期 理科1
江田　慧子 助教 教育学部 秋学期 理科2
江田　慧子 助教 教育学部 秋学期 理科3
江田　慧子 助教 教育学部 秋学期 理科4
江田　慧子 助教 教育学部 春学期 理科教育法1
江田　慧子 助教 教育学部 春学期 理科教育法2
江田　慧子 助教 教育学部 秋学期 教育実習Ｃ事前事後指導／小学校教育実習事前事後指導3
江田　慧子 助教 教育学部 秋学期 教育実習Ｃ／小学校教育実習3
江田　慧子 助教 教育学部 秋学期 教職実践演習（幼・小・中・高）4
香田　健治 非常勤講師 教育学部 秋学期 生活科教育法2
河野　恭之 教授 理工学部 春学期 プログラミング実習II4
河野　恭之 教授 理工学部 秋学期 メディア・ロボット実験1
河野　恭之 教授 理工学部 秋学期 メディア・ロボット実験2
河野　恭之 教授 理工学部 秋学期 ヒューマンコンピュータインタラクション
河野　恭之 教授 理工学部 春学期 ヒューマンコンピュータインタラクション実験
小門　陽 非常勤講師 理工学部 秋学期 基礎物理学B／基礎物理学Ｂ2
小門　陽 非常勤講師 理工学部 秋学期 基礎物理学B／基礎物理学Ｂ3
小門　陽 非常勤講師 理学部 秋学期 基礎物理学B／基礎物理学Ｂ3
小門　陽 非常勤講師 生命環境学部 秋学期 基礎物理学B／基礎物理学Ｂ2
小坂　慶介 非常勤講師 文学部 秋学期 日本史概説3
小坂　慶介 非常勤講師 社会学部 秋学期 日本史概説3
小坂　慶介 非常勤講師 法学部 秋学期 日本史概説3
小坂　慶介 非常勤講師 経済学部 秋学期 日本史概説3
小坂　慶介 非常勤講師 商学部 秋学期 日本史概説3



古澄　英男 教授 経済学部 秋学期 計量経済学Ａ3
古澄　英男 教授 経済学部 秋学期 計量経済学Ａ4
小谷　正登 教授 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 教育課程論1
小谷　正登 教授 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 教育課程論2
小谷　正登 教授 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 教育課程論5
小谷　正登 教授 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 生徒指導・進路指導論／生徒指導論1
小谷　正登 教授 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 生徒指導・進路指導論／生徒指導論5
小谷　正登 教授 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 生徒指導・進路指導論／生徒指導論1
小谷　正登 教授 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 生徒指導・進路指導論／生徒指導論5
小谷　正登 教授 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 特別支援教育概論2
小谷　正登 教授 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 教育課程論3
小谷　正登 教授 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 教育課程論4
小谷　正登 教授 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 生徒指導・進路指導論／生徒指導論4
小谷　正登 教授 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 生徒指導・進路指導論／生徒指導論6
小谷　正登 教授 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 生徒指導・進路指導論／生徒指導論4
小谷　正登 教授 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 生徒指導・進路指導論／生徒指導論6
小谷　正登 教授 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 特別支援教育概論5
小谷　正登 教授 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 教職実践演習（中・高）1
小田部　進一 教授 神学部 春学期 キリスト教の歴史（宗教改革以降）
小田部　進一 教授 神学部 春学期 キリスト教と世界の諸地域Ａ
小田部　進一 教授 神学部 秋学期 キリスト教思想史Ｂ
小田部　進一 教授 神学部 秋学期 キリスト教と世界の諸地域Ｂ
児玉　公正 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 球技Ｄ1
児玉　公正 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 球技Ｄ2
児玉　公正 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 球技Ｄ3
児玉　公正 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 球技Ｄ4
児玉　志保 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 ソーシャルワーク演習I2
児玉　志保 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 ソーシャルワーク演習I3
児玉　志保 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 ソーシャルワーク演習II6
児玉　志保 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 ソーシャルワーク演習III7
後藤　達也 非常勤講師 共通教育センター（情報科学科目） 春学期 コンピュータ基礎10
後藤　達也 非常勤講師 共通教育センター（情報科学科目） 秋学期 コンピュータ基礎24
小西　砂千夫 教授 人間福祉学部 春学期 社会思想
小西　砂千夫 教授 人間福祉学部 春学期 社会保障論Ａ
小西　砂千夫 教授 人間福祉学部 秋学期 社会保障論Ｂ
小西　砂千夫 教授 人間福祉学部 秋学期 財政と社会保障
小西　貴子 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ｂ20
小西　貴子 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ｂ29
小西　貴子 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ｂ31
小西　貴子 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｄ20
小西　貴子 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｄ29



小西　貴子 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｄ31
小西　貴子 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 英語表現Ａ2
小西　貴子 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 英語表現Ａ3
小西　貴子 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 英語表現Ｂ2
小西　貴子 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 英語表現Ｂ3
小林　隆 非常勤講師 教育学部 秋学期 社会2
小林　伸生 教授 経済学部 春学期 経済学入門13
小林　伸生 教授 経済学部 春学期 現代産業論Ａ
小林　伸生 教授 経済学部 秋学期 現代産業論Ｂ
小林　久高 非常勤講師 社会学部 春学期 政治社会学Ａ
小林　久高 非常勤講師 社会学部 秋学期 政治社会学Ｂ
小林　祥剛 非常勤講師 理工学部 秋学期 ソフトウェア工学
小見　のぞみ 教授 神学部 春学期 キリスト教教育Ａ
小見　のぞみ 教授 神学部 秋学期 キリスト教教育Ｂ
小見　のぞみ 教授 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 宗教科教育法Ａ
小見　のぞみ 教授 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 宗教科教育法Ｂ
米虫　正巳 教授 文学部 春学期 西洋哲学史Ｃ
コリンズ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ2
コリンズ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ6
コリンズ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIA／英語ライティングIＡ2
コリンズ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ2
コリンズ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ6
コリンズ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIB／英語ライティングIＢ2
コリンズ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIIＡ3
コリンズ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIIＡ4
コリンズ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIIＡ6
コリンズ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIIＡ11
コリンズ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIIＢ3
コリンズ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIIＢ4
コリンズ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIIＢ6
コリンズ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIIＢ11
コリンズ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ2
コリンズ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ6
コリンズ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ2
コリンズ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ6
コリンズ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ2
コリンズ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ6
コリンズ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ2
コリンズ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ6
コリンズ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ2
コリンズ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ6



コリンズ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ2
コリンズ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ6
コンデン　Ｒ．Ｇ． 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ａ3
コンデン　Ｒ．Ｇ． 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ａ13
コンデン　Ｒ．Ｇ． 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ａ29
コンデン　Ｒ．Ｇ． 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｃ3
コンデン　Ｒ．Ｇ． 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｃ13
コンデン　Ｒ．Ｇ． 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｃ29
近藤　晶子 非常勤講師 共通教育センター（情報科学科目） 春学期 コンピュータ基礎12
近藤　晶子 非常勤講師 共通教育センター（情報科学科目） 秋学期 コンピュータ基礎26
近藤　晶子 非常勤講師 共通教育センター（情報科学科目） 秋学期 コンピュータ基礎27
近藤　悟 非常勤講師 文学部 春学期 ドイツ語ＢI（コミュニケーション）6
近藤　悟 非常勤講師 文学部 春学期 ドイツ語ＢII（コミュニケーション）8
近藤　悟 非常勤講師 文学部 秋学期 ドイツ語ＢI（コミュニケーション）8
近藤　悟 非常勤講師 文学部 秋学期 ドイツ語ＢII（コミュニケーション）6
コンドン　バリイ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 春学期 インテンシブ・イングリッシュ58
コンドン　バリイ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 春学期 インテンシブ・イングリッシュ59
コンドン　バリイ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 秋学期 インテンシブ・イングリッシュ20
コンドン　バリイ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 秋学期 インテンシブ・イングリッシュ21
コンドン　バリイ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 春学期 入門英語IIＡ4
コンドン　バリイ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 秋学期 入門英語IIＡ14
齋木　喜美子 教授 教育学部 春学期 子どもと言葉4
齋木　喜美子 教授 教育学部 春学期 ことばの表現教育1
齋木　喜美子 教授 教育学部 春学期 ことばの表現教育2
齋木　喜美子 教授 教育学部 秋学期 保育内容 言葉I3
齋木　喜美子 教授 教育学部 秋学期 保育内容 言葉I4
齋藤　民徒 教授 神学部 秋学期 国際法総論Ａ
齋藤　民徒 教授 神学部 春学期 国際法総論Ｂ
齋藤　民徒 教授 文学部 秋学期 国際法総論Ａ
齋藤　民徒 教授 文学部 春学期 国際法総論Ｂ
齋藤　民徒 教授 社会学部 秋学期 国際法総論Ａ
齋藤　民徒 教授 社会学部 春学期 国際法総論Ｂ
齋藤　民徒 教授 法学部 秋学期 国際法総論Ａ
齋藤　民徒 教授 法学部 春学期 国際法総論Ｂ
齋藤　民徒 教授 経済学部 秋学期 国際法総論Ａ
齋藤　民徒 教授 経済学部 春学期 国際法総論Ｂ
齋藤　民徒 教授 商学部 秋学期 国際法総論Ａ
齋藤　民徒 教授 商学部 春学期 国際法総論Ｂ
斉藤　憲晃 教授 総合政策学部 春学期 都市マネジメント論
齋藤　好史 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 水泳1
齋藤　好史 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 水泳3



佐伯　康考 非常勤講師 人間福祉学部 春学期集中 国際問題論
阪　智香 教授 商学部 秋学期 会計情報論
嵯峨　宣彦 教授 理工学部 秋学期 制御工学
阪上　潔 准教授 理工学部 春学期 物理学序論1
阪上　潔 准教授 理工学部 春学期 基礎物理学A／基礎物理学Ａ1
阪上　潔 准教授 理工学部 春学期 基礎物理学A／基礎物理学Ａ2
阪上　潔 准教授 理工学部 春学期 基礎物理学A／基礎物理学Ａ3
阪上　潔 准教授 理工学部 秋学期 基礎物理学実験II1
阪上　潔 准教授 理学部 春学期 物理学序論1
阪上　潔 准教授 理学部 春学期 基礎物理学A／基礎物理学Ａ1
阪上　潔 准教授 理学部 春学期 基礎物理学A／基礎物理学Ａ3
阪上　潔 准教授 生命環境学部 春学期 基礎物理学A／基礎物理学Ａ1
阪上　潔 准教授 生命環境学部 春学期 基礎物理学A／基礎物理学Ａ2
阪上　弘彬 非常勤講師 教育学部 春学期 社会・地理歴史科教育法
阪上　弘彬 非常勤講師 教育学部 秋学期 地理歴史科教育法
阪口　勝弘 非常勤講師 文学部 春学期 フランス語ＢI（コミュニケーション）6
阪口　勝弘 非常勤講師 文学部 春学期 フランス語ＢII（コミュニケーション）9
阪口　勝弘 非常勤講師 文学部 秋学期 フランス語ＢI（コミュニケーション）9
阪口　勝弘 非常勤講師 文学部 秋学期 フランス語ＢII（コミュニケーション）6
坂根　隆広 准教授 文学部 春学期 英米文学作品研究II2
坂根　隆広 准教授 文学部 秋学期 アメリカ文学特殊講義2
坂根　隆広 准教授 文学部 秋学期 英米文学資料研究5
坂根　隆広 准教授 法学部 春学期 英米文学作品研究II2
坂根　隆広 准教授 法学部 秋学期 アメリカ文学特殊講義2
坂根　隆広 准教授 法学部 秋学期 英米文学資料研究5
坂根　隆広 准教授 経済学部 秋学期 アメリカ文学特殊講義2
坂根　隆広 准教授 商学部 春学期 英米文学作品研究II2
坂根　隆広 准教授 商学部 秋学期 アメリカ文学特殊講義2
坂根　隆広 准教授 商学部 秋学期 英米文学資料研究5
坂根　隆広 准教授 国際学部 秋学期 アメリカ文学特殊講義2
サキヤ　ジョン 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 春学期 スプリング・インテンシブ・イングリッシュ4
サキヤ　ジョン 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 春学期 インテンシブ・イングリッシュ46
サキヤ　ジョン 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 秋学期 インテンシブ・イングリッシュ16
サキヤ　ジョン 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 春学期 入門英語IIＡ6
サキヤ　ジョン 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 秋学期 入門英語IIＡ17
作元　雄輔 准教授 理工学部 春学期 コンピュータ演習A／コンピュータ演習Ａ1
作元　雄輔 准教授 理工学部 秋学期 プログラミング実習I2
作元　雄輔 准教授 理工学部 秋学期 データ構造とアルゴリズム
作元　雄輔 准教授 理工学部 秋学期 データ構造とアルゴリズム実習
作元　雄輔 准教授 理学部 春学期 コンピュータ演習A／コンピュータ演習Ａ1
作元　雄輔 准教授 工学部 秋学期 プログラミング実習I2



笹井　香 非常勤講師 文学部 秋学期 日本語学特殊講義3
笹尾　佳代 非常勤講師 文学部 春学期 日本文学作品研究II1
笹川　敏彦 教授 法学部 春学期 商法総則・商行為法
佐々木　香理 非常勤講師 文学部 春学期 フランス語ＢI（コミュニケーション）8
佐々木　香理 非常勤講師 文学部 秋学期 フランス語ＢII（コミュニケーション）8
佐々木　香理 非常勤講師 文学部 春学期 フランス語学資料研究1
佐々木　香理 非常勤講師 文学部 秋学期 フランス語学資料研究2
佐々木　幸太 非常勤講師 文学部 春学期 フランス語ＢI（コミュニケーション）7
佐々木　幸太 非常勤講師 文学部 春学期 フランス語（総合）ＡI2
佐々木　幸太 非常勤講師 文学部 春学期 フランス語（総合）ＢI2
佐々木　幸太 非常勤講師 文学部 秋学期 フランス語ＢII（コミュニケーション）7
佐々木　幸太 非常勤講師 文学部 秋学期 フランス語（総合）ＡII2
佐々木　幸太 非常勤講師 文学部 秋学期 フランス語（総合）ＢII2
佐々木　博光 非常勤講師 文学部 秋学期 西洋史学特論
笹平　康弘 非常勤講師 文学部 秋学期 英語ＢII（コミュニケーション）4
笹平　康弘 非常勤講師 文学部 春学期 実践英語学資料研究2
佐藤　潤一 非常勤講師 神学部 春学期 日本国憲法1
佐藤　潤一 非常勤講師 神学部 秋学期 日本国憲法2
佐藤　潤一 非常勤講師 文学部 春学期 日本国憲法1
佐藤　潤一 非常勤講師 文学部 秋学期 日本国憲法2
佐藤　潤一 非常勤講師 社会学部 春学期 日本国憲法1
佐藤　潤一 非常勤講師 社会学部 秋学期 日本国憲法2
佐藤　潤一 非常勤講師 経済学部 春学期 日本国憲法1
佐藤　潤一 非常勤講師 経済学部 秋学期 日本国憲法2
佐藤　潤一 非常勤講師 商学部 春学期 日本国憲法1
佐藤　潤一 非常勤講師 商学部 秋学期 日本国憲法2
佐藤　潤一 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 日本国憲法1
佐藤　潤一 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 日本国憲法2
佐藤　真 教授 教育学部 春学期 教育方法論1
佐藤　真 教授 教育学部 春学期 教育方法論2
佐藤　真 教授 教育学部 春学期 教育方法論3
佐藤　真 教授 教育学部 秋学期 教育方法基礎論
佐藤　寿一 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 ソーシャルワーク演習III6
佐藤　寿一 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 ソーシャルワーク演習IV4
佐藤　英俊 教授 理工学部 春学期 化学概論
佐藤　寛 教授 文学部 春学期 臨床心理学（心理学的支援法）
佐藤　博信 准教授 人間福祉学部 春学期 武道1
佐藤　博信 准教授 人間福祉学部 秋学期 武道2
佐藤　博信 准教授 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室春学期 体育方法学演習Ｃ3
佐藤　真奈美 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ａ31
佐藤　真奈美 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ａ32



佐藤　真奈美 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｃ31
佐藤　真奈美 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｃ32
佐藤　充弘 非常勤講師 文学部 秋学期 英語学資料研究4
佐藤　美幸 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 特別支援教育概論1
佐藤　美幸 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 特別支援教育概論3
真田　満 非常勤講師 文学部 春学期 英語ＢI（コミュニケーション）18
真田　満 非常勤講師 文学部 秋学期 英語ＢI（コミュニケーション）19
佐野　茂 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 教職概論1
佐野　茂 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 教職概論4
佐野　茂 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 教職実践演習（中・高）9
佐山　浩 教授 総合政策学部 春学期 環境政策論
澤田　和哉 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 英語科教育法Ｃ2
澤田　和哉 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 英語科教育法Ｃ4
澤田　和哉 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 英語科教育法Ｄ1
澤田　和哉 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 英語科教育法Ｄ2
澤田　和哉 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 英語科教育法Ｄ3
澤田　信一 国内客員教授 理工学部 春学期 電磁気学I1
澤田　信一 国内客員教授 理工学部 春学期 線形代数学III
澤田　信一 国内客員教授 理工学部 秋学期 電磁気学II1
澤田　信一 国内客員教授 理工学部 秋学期 量子力学III
ジェイコブス　Ｊ． 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ｂ14
ジェイコブス　Ｊ． 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ｂ19
ジェイコブス　Ｊ． 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ｂ23
ジェイコブス　Ｊ． 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ｂ30
ジェイコブス　Ｊ． 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｄ14
ジェイコブス　Ｊ． 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｄ19
ジェイコブス　Ｊ． 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｄ23
ジェイコブス　Ｊ． 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｄ30
ジェイコブス　Ｊ． 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 英語表現Ａ6
ジェイコブス　Ｊ． 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 英語表現Ａ7
ジェイコブス　Ｊ． 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 英語表現Ｂ6
ジェイコブス　Ｊ． 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 英語表現Ｂ7
ジェルミナリオ　Ｒ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ15
ジェルミナリオ　Ｒ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ24
ジェルミナリオ　Ｒ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ26
ジェルミナリオ　Ｒ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIA／英語ライティングIＡ8
ジェルミナリオ　Ｒ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIA／英語ライティングIＡ19
ジェルミナリオ　Ｒ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ15
ジェルミナリオ　Ｒ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ24
ジェルミナリオ　Ｒ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ26
ジェルミナリオ　Ｒ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIB／英語ライティングIＢ8



ジェルミナリオ　Ｒ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIB／英語ライティングIＢ19
ジェルミナリオ　Ｒ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIIＡ19
ジェルミナリオ　Ｒ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIIＡ27
ジェルミナリオ　Ｒ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIIＡ18
ジェルミナリオ　Ｒ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIIＡ22
ジェルミナリオ　Ｒ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIIＡ24
ジェルミナリオ　Ｒ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIIＢ19
ジェルミナリオ　Ｒ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIIＢ27
ジェルミナリオ　Ｒ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIIＢ18
ジェルミナリオ　Ｒ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIIＢ22
ジェルミナリオ　Ｒ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIIＢ24
ジェルミナリオ　Ｒ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ15
ジェルミナリオ　Ｒ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ24
ジェルミナリオ　Ｒ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ26
ジェルミナリオ　Ｒ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ15
ジェルミナリオ　Ｒ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ24
ジェルミナリオ　Ｒ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ26
ジェルミナリオ　Ｒ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ15
ジェルミナリオ　Ｒ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ24
ジェルミナリオ　Ｒ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ26
ジェルミナリオ　Ｒ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ15
ジェルミナリオ　Ｒ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ24
ジェルミナリオ　Ｒ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ26
ジェルミナリオ　Ｒ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ15
ジェルミナリオ　Ｒ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ24
ジェルミナリオ　Ｒ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ26
ジェルミナリオ　Ｒ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ15
ジェルミナリオ　Ｒ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ24
ジェルミナリオ　Ｒ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ26
ジォルダーノ　Ｍ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ国際学部 春学期 EnglishI5
ジォルダーノ　Ｍ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ国際学部 秋学期 EnglishII5
ジォルダーノ　Ｍ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ国際学部 春学期 EnglishV（Career English)7
ジォルダーノ　Ｍ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ国際学部 春学期 EnglishV（Academic English)1
ジォルダーノ　Ｍ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ国際学部 春学期 EnglishV（Academic English)4
ジォルダーノ　Ｍ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ国際学部 春学期 EnglishV（Academic English)6
ジォルダーノ　Ｍ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ国際学部 秋学期 EnglishVI（Career English)7
ジォルダーノ　Ｍ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ国際学部 秋学期 EnglishVI（Academic English)1
ジォルダーノ　Ｍ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ国際学部 秋学期 EnglishVI（Academic English)4
ジォルダーノ　Ｍ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ国際学部 秋学期 EnglishVI（Academic English)6
鹿田　真一 教授 理工学部 春学期 基礎物理学実験I5
鹿田　真一 教授 理工学部 秋学期 物理数学II2



四方　理人 准教授 総合政策学部 春学期 社会福祉論
四方　理人 准教授 総合政策学部 秋学期 社会保障論
重藤　真介 准教授 理工学部 秋学期 基礎化学B／基礎化学Ｂ1
重藤　真介 准教授 理工学部 春学期 分析化学I
重藤　真介 准教授 工学部 秋学期 基礎化学B／基礎化学Ｂ1
重松　健人 非常勤講師 文学部 春学期 宗教学
重松　健人 非常勤講師 社会学部 春学期 宗教学
重松　健人 非常勤講師 法学部 春学期 宗教学
重松　健人 非常勤講師 経済学部 春学期 宗教学
重松　健人 非常勤講師 商学部 春学期 宗教学
実　哲也 教授 総合政策学部 秋学期 日本経済論
品田　充儀 非常勤講師 法学部 春学期 労働法Ａ
品田　充儀 非常勤講師 法学部 秋学期 労働法Ｂ
信夫　千佳子 非常勤講師 商学部 春学期 経営生産論
信夫　千佳子 非常勤講師 商学部 秋学期 工業経営論
芝　寿実子 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 加齢と障害の理解
澁谷　恵美 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ａ21
澁谷　恵美 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ａ22
澁谷　恵美 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ａ28
澁谷　恵美 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｃ21
澁谷　恵美 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｃ22
澁谷　恵美 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｃ28
澁谷　久 任期制教員Ｂ教授 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 数学科教育法Ａ3
澁谷　久 任期制教員Ｂ教授 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 数学科教育法Ｃ1
澁谷　久 任期制教員Ｂ教授 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 数学科教育法Ｄ1
澁谷　久 任期制教員Ｂ教授 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 数学科教育法Ｃ2
澁谷　久 任期制教員Ｂ教授 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 数学科教育法Ｄ2
澁谷　久 任期制教員Ｂ教授 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 教職実践演習（中・高）12
澁谷　久 任期制教員Ｂ教授 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 教職実践演習（中・高）13
シプラセウス　Ｍ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ国際学部 春学期 EnglishV（Career English)5
シプラセウス　Ｍ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ国際学部 春学期 EnglishV（Academic English)5
シプラセウス　Ｍ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ国際学部 秋学期 EnglishVI（Career English)5
シプラセウス　Ｍ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ国際学部 秋学期 EnglishVI（Academic English)5
嶋崎　恒雄 教授 文学部 秋学期 思考心理学
島貫　香代子 准教授 商学部 秋学期 英会話（特）Ｂ
島村　恭則 教授 社会学部 春学期 現代民俗学Ａ
島村　恭則 教授 社会学部 秋学期 現代民俗学Ｂ
清水　裕士 教授 社会学部 春学期 社会心理学Ａ
清水　裕士 教授 社会学部 秋学期 社会心理学Ｂ
清水　泰行 非常勤講師 文学部 春学期 日本語学資料研究I1
地道　正行 教授 商学部 春学期 ビジネスモデル分析



示野　信一 教授 理工学部 秋学期 幾何入門
示野　信一 教授 理工学部 春学期 幾何学I
示野　信一 教授 理工学部 春学期 幾何学III
下野　厚子 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 道徳教育論1
下野　厚子 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 道徳教育論2
下野　厚子 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 道徳教育論3
下野　厚子 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 教職実践演習（中・高）8
張　京花 非常勤講師 文学部 春学期 朝鮮語I3
城　淳子 非常勤講師 教育学部 春学期 教育実習Ｃ事前事後指導／小学校教育実習事前事後指導7
城　淳子 非常勤講師 教育学部 春学期 教育実習Ｃ／小学校教育実習7
昌子　浩登 准教授 理工学部 春学期 応用数理入門
昌子　浩登 准教授 理工学部 春学期 応用数理I
昌子　浩登 准教授 理工学部 秋学期 偏微分方程式
昌子　浩登 准教授 理工学部 秋学期 応用数理II
ジョーダン　Ｊ． 専任講師 総合政策学部 春学期 English Communication I／英語コミュニケーションIＡ
ジョーダン　Ｊ． 専任講師 総合政策学部 春学期 English Communication I／英語コミュニケーションIＢ
ジョーダン　Ｊ． 専任講師 総合政策学部 春学期 English Communication I／英語コミュニケーションIＣ
ジョーダン　Ｊ． 専任講師 総合政策学部 春学期 English Communication I／英語コミュニケーションIＡ
ジョーダン　Ｊ． 専任講師 総合政策学部 春学期 English Communication I／英語コミュニケーションIＢ
ジョーダン　Ｊ． 専任講師 総合政策学部 春学期 English Communication I／英語コミュニケーションIＣ
ジョーダン　Ｊ． 専任講師 総合政策学部 春学期 English Communication III／英語コミュニケーションIIIＡ
ジョーダン　Ｊ． 専任講師 総合政策学部 春学期 English Communication III／英語コミュニケーションIIIＢ
ジョーダン　Ｊ． 専任講師 総合政策学部 春学期 English Communication III／英語コミュニケーションIIIＣ
ジョーダン　Ｊ． 専任講師 総合政策学部 春学期 English Communication III／英語コミュニケーションIIIＡ
ジョーダン　Ｊ． 専任講師 総合政策学部 春学期 English Communication III／英語コミュニケーションIIIＢ
ジョーダン　Ｊ． 専任講師 総合政策学部 春学期 English Communication III／英語コミュニケーションIIIＣ
ジョーダン　Ｊ． 専任講師 総合政策学部 春学期 英語コミュニケーションVＡ
ジョーダン　Ｊ． 専任講師 総合政策学部 春学期 英語コミュニケーションVＢ
ジョーダン　Ｊ． 専任講師 総合政策学部 春学期 英語コミュニケーションVＣ
ジョーダン　Ｊ． 専任講師 総合政策学部 秋学期 English Communication II／英語コミュニケーションIIＡ
ジョーダン　Ｊ． 専任講師 総合政策学部 秋学期 English Communication II／英語コミュニケーションIIＢ
ジョーダン　Ｊ． 専任講師 総合政策学部 秋学期 English Communication II／英語コミュニケーションIIＣ
ジョーダン　Ｊ． 専任講師 総合政策学部 秋学期 English Communication II／英語コミュニケーションIIＡ
ジョーダン　Ｊ． 専任講師 総合政策学部 秋学期 English Communication II／英語コミュニケーションIIＢ
ジョーダン　Ｊ． 専任講師 総合政策学部 秋学期 English Communication II／英語コミュニケーションIIＣ
ジョーダン　Ｊ． 専任講師 総合政策学部 秋学期 English Communication IV／英語コミュニケーションIVＡ
ジョーダン　Ｊ． 専任講師 総合政策学部 秋学期 English Communication IV／英語コミュニケーションIVＢ
ジョーダン　Ｊ． 専任講師 総合政策学部 秋学期 English Communication IV／英語コミュニケーションIVＣ
ジョーダン　Ｊ． 専任講師 総合政策学部 秋学期 English Communication IV／英語コミュニケーションIVＡ
ジョーダン　Ｊ． 専任講師 総合政策学部 秋学期 English Communication IV／英語コミュニケーションIVＢ
ジョーダン　Ｊ． 専任講師 総合政策学部 秋学期 English Communication IV／英語コミュニケーションIVＣ



ジョーダン　Ｊ． 専任講師 総合政策学部 秋学期 英語コミュニケーションVIＡ
ジョーダン　Ｊ． 専任講師 総合政策学部 秋学期 英語コミュニケーションVIＢ
ジョーダン　Ｊ． 専任講師 総合政策学部 秋学期 英語コミュニケーションVIＣ
ジョリー　キム　Ｍ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ17
ジョリー　キム　Ｍ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ22
ジョリー　キム　Ｍ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIA／英語ライティングIＡ14
ジョリー　キム　Ｍ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIA／英語ライティングIＡ21
ジョリー　キム　Ｍ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ17
ジョリー　キム　Ｍ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ22
ジョリー　キム　Ｍ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIB／英語ライティングIＢ14
ジョリー　キム　Ｍ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIB／英語ライティングIＢ21
ジョリー　キム　Ｍ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIIＡ13
ジョリー　キム　Ｍ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIIＡ24
ジョリー　キム　Ｍ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIIＡ８ａ
ジョリー　キム　Ｍ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIIＡ17
ジョリー　キム　Ｍ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIIＡ９ａ
ジョリー　キム　Ｍ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIIＢ13
ジョリー　キム　Ｍ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIIＢ24
ジョリー　キム　Ｍ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIIＢ８ａ
ジョリー　キム　Ｍ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIIＢ17
ジョリー　キム　Ｍ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIIＢ９ａ
ジョリー　キム　Ｍ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ17
ジョリー　キム　Ｍ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ22
ジョリー　キム　Ｍ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ17
ジョリー　キム　Ｍ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ22
ジョリー　キム　Ｍ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ17
ジョリー　キム　Ｍ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ22
ジョリー　キム　Ｍ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ17
ジョリー　キム　Ｍ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ22
ジョリー　キム　Ｍ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ17
ジョリー　キム　Ｍ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ22
ジョリー　キム　Ｍ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ17
ジョリー　キム　Ｍ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ22
白井　洸志 准教授 経済学部 秋学期 ミクロ経済学Ａ1
白川　英二 教授 理工学部 秋学期 基礎化学C／基礎化学Ｃ2
白川　英二 教授 理工学部 秋学期 基礎化学実験II2
白川　英二 教授 生命環境学部 秋学期 基礎化学C／基礎化学Ｃ2
白川　英二 教授 生命環境学部 秋学期 基礎化学実験II2
白川　俊介 准教授 総合政策学部 春学期 公共哲学
白倉　朋子 非常勤講師 教育学部 秋学期 音楽I(器楽)14
白倉　朋子 非常勤講師 教育学部 春学期 音楽II4



白銀　夏樹 教授 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 教育原論1
白銀　夏樹 教授 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 教育原論2
白銀　夏樹 教授 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 教育原論5
白銀　夏樹 教授 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 教育原論3
白銀　夏樹 教授 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 教育原論4
白銀　夏樹 教授 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 教育原論6
白銀　夏樹 教授 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 道徳教育論5
白銀　夏樹 教授 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 道徳教育論4
白銀　夏樹 教授 教職教育研究センター（教職専門） 通年 教育実習Ａ
白銀　夏樹 教授 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 教職実践演習（中・高）2
白銀　夏樹 教授 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 教職実践演習（中・高）11
新海　哲哉 教授 経済学部 春学期 経済数学入門3
新宮　潔 非常勤講師 文学部 春学期 ドイツ語（書く）I2
新宮　潔 非常勤講師 文学部 秋学期 ドイツ語（書く）II2
新谷　奈苗 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 介護概論
末永　航 非常勤講師 文学部 春学期 芸術史（西洋）
杉岡　正敏 非常勤講師 神学部 秋学期 現代社会における宗教Ｂ
杉岡　正敏 非常勤講師 神学部 秋学期 英語（総合）甲2
杉岡　正敏 非常勤講師 神学部 秋学期 英語（総合）乙2
杉崎　鉱司 教授 文学部 春学期 英語学資料研究2
杉崎　鉱司 教授 文学部 春学期 実践英語学特殊講義1
杉崎　鉱司 教授 文学部 秋学期 実践英語学資料研究5
杉崎　鉱司 教授 法学部 春学期 実践英語学特殊講義1
杉崎　鉱司 教授 経済学部 春学期 実践英語学特殊講義1
杉崎　鉱司 教授 商学部 春学期 実践英語学特殊講義1
杉崎　鉱司 教授 国際学部 春学期 実践英語学特殊講義1
杉本　徳栄 教授 商学部 春学期 国際会計制度論
杉本　徳栄 教授 商学部 秋学期 国際会計基準論
杉山　直人 非常勤講師 国際学部 秋学期 日米交流史
杉山　雅樹 非常勤講師 文学部 春学期 アジア史概説2
杉山　雅樹 非常勤講師 文学部 秋学期 アジア史学特論
杉山　雅樹 非常勤講師 社会学部 春学期 アジア史概説2
杉山　雅樹 非常勤講師 法学部 春学期 アジア史概説2
杉山　雅樹 非常勤講師 経済学部 春学期 アジア史概説2
杉山　雅樹 非常勤講師 商学部 春学期 アジア史概説2
スケルトン　Ｍ．Ｇ． 非常勤講師 教育学部 春学期 英語ＢI（コミュニケーション）1
スケルトン　Ｍ．Ｇ． 非常勤講師 教育学部 秋学期 英語ＢII（コミュニケーション）1
鈴木　和代 非常勤講師 教育学部 春学期 音楽I(器楽)15
鈴木　和代 非常勤講師 教育学部 春学期 音楽II5
鈴木　まや 非常勤講師 社会学部 春学期 心理学研究
鈴木　真由美 非常勤講師 文学部 春学期 スペイン語I2



ステイアンチ　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ経済学部 通年 英会話（特）I
ストロング　ウォレン 非常勤講師 教育学部 春学期 英語ＢI（コミュニケーション）7
ストロング　ウォレン 非常勤講師 教育学部 春学期 英語ＢI（コミュニケーション）14
ストロング　ウォレン 非常勤講師 教育学部 秋学期 英語ＢII（コミュニケーション）7
ストロング　ウォレン 非常勤講師 教育学部 秋学期 英語ＢII（コミュニケーション）14
須永　努 教授 商学部 春学期 消費者マーケティング
須永　努 教授 商学部 秋学期 消費者行動論
スミス　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ国際学部 春学期 EnglishI3
スミス　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ国際学部 秋学期 EnglishII3
スミス　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ国際学部 春学期 EnglishV（Career English)1
スミス　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ国際学部 春学期 EnglishV（Career English)3
スミス　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ国際学部 秋学期 EnglishVI（Career English)1
スミス　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ国際学部 秋学期 EnglishVI（Career English)3
炭谷　恭子 非常勤講師 教育学部 春学期 音楽I(器楽)6
炭谷　恭子 非常勤講師 教育学部 春学期 音楽II11
炭谷　恭子 非常勤講師 教育学部 秋学期 音楽II17
住本　純 非常勤講師 教育学部 春学期 体育5
住本　純 非常勤講師 教育学部 秋学期 体育6
角谷　和俊 教授 総合政策学部 春学期 情報と社会／情報と職業
角谷　和俊 教授 総合政策学部 春学期 情報と社会／情報と職業
住吉　誠 教授 経済学部 通年 英作文（特）
瀬川　新一 国内客員教授 理工学部 春学期 物理学序論2
瀬川　新一 国内客員教授 工学部 春学期 物理学序論2
関　嘉寛 教授 社会学部 秋学期 ＮＰＯ／ＮＧＯの社会学
関　由行 准教授 理工学部 秋学期 細胞学
瀬田　益道 教授 理学部 秋学期 力学II
瀬戸　孝幸 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 球技Ｂ1
瀬戸　孝幸 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 球技Ｂ2
瀬戸　孝幸 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 球技Ｂ3
瀬戸　孝幸 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 球技Ｂ4
芹澤　剛 非常勤講師 文学部 春学期 国語表現法1
芹澤　剛 非常勤講師 文学部 秋学期 国語表現法2
芹澤　剛 非常勤講師 文学部 秋学期 日本語学資料研究II2
善教　将大 准教授 神学部 秋学期 政治学原論Ｂ
善教　将大 准教授 文学部 秋学期 政治学原論Ｂ
善教　将大 准教授 社会学部 秋学期 政治学原論Ｂ
善教　将大 准教授 法学部 春学期 政治学原論Ａ
善教　将大 准教授 法学部 秋学期 政治学原論Ｂ
善教　将大 准教授 経済学部 秋学期 政治学原論Ｂ
善教　将大 准教授 商学部 秋学期 政治学原論Ｂ
禪野　美帆 教授 文学部 秋学期 スペイン語I5



善明　宣夫 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 発達・学習過程論2
善明　宣夫 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 発達・学習過程論4
善明　宣夫 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 教育相談基礎論2
善明　宣夫 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 教育相談基礎論4
宗前　清貞 准教授 総合政策学部 春学期 行政学
副島　猛 非常勤講師 文学部 秋学期 西洋哲学史Ｅ
副島　猛 非常勤講師 社会学部 秋学期 哲学概論Ｂ
添田　晴雄 非常勤講師 教育学部 秋学期 特別活動論
園田　明子 教授 総合政策学部 春学期 国際法
園田　浩司 非常勤講師 総合政策学部 秋学期 文化人類学
孫　良 教授 人間福祉学部 秋学期 グローバル化社会と福祉
平　英司 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 日本手話I1
平　英司 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 日本手話I2
平　英司 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 日本手話I3
平　英司 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 日本手話II1
平　英司 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 日本手話II2
平　英司 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 日本手話II3
ダウリン　ティム 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 春学期 入門英語IＡ3
ダウリン　ティム 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 春学期 インテンシブ・イングリッシュ31
ダウリン　ティム 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 春学期 インテンシブ・イングリッシュ32
ダウリン　ティム 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 秋学期 インテンシブ・イングリッシュ1
ダウリン　ティム 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 秋学期 インテンシブ・イングリッシュ2
多賀　登喜雄 非常勤講師 理工学部 春学期 コンピュータ演習Ｂ
多賀　登喜雄 非常勤講師 理工学部 秋学期 ディジタル通信
高井　裕二 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 高齢者と福祉
高井　由起子 准教授 教育学部 春学期 子どもと人権1
高井　由起子 准教授 教育学部 春学期 子どもと人権2
高井　由起子 准教授 教育学部 春学期 人権教育論
高井　由起子 准教授 教育学部 秋学期 現代社会における福祉
高島　千代 教授 法学部 春学期 政治史Ａ
高島　千代 教授 法学部 秋学期 日本政治史
高島　規郎 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室春学期 スポーツ科学演習Ａ1
高島　規郎 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室春学期 スポーツ科学演習Ａ2
高島　規郎 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室春学期 スポーツ科学演習Ａ3
高島　規郎 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室秋学期 スポーツ科学演習Ａ4
高島　規郎 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室秋学期 スポーツ科学演習Ａ5
高島　規郎 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室秋学期 スポーツ科学演習Ａ6
高島　正憲 専任講師 経済学部 秋学期 経済の歴史と思想2
高島　正憲 専任講師 経済学部 春学期 経済史Ａ
高島　正憲 専任講師 経済学部 秋学期 経済史Ｂ
高田　茂樹 非常勤講師 経済学部 春学期 情報処理入門1



高田　茂樹 非常勤講師 経済学部 春学期 情報処理入門2
高田　茂樹 非常勤講師 経済学部 春学期 情報処理入門3
高田　茂樹 非常勤講師 経済学部 春学期 情報処理入門4
高田　茂樹 非常勤講師 共通教育センター（情報科学科目） 春学期 文科系学生のための情報技術入門1
高田　茂樹 非常勤講師 共通教育センター（情報科学科目） 秋学期 文科系学生のための情報技術入門2
高田　佳孝 非常勤講師 教育学部 春学期 体育7
高橋　功 教授 理工学部 秋学期 量子力学I
高橋　功 教授 理工学部 春学期 量子力学II
高橋　和子 教授 理工学部 春学期 数理論理学
高橋　和子 教授 理工学部 春学期 知識情報処理実習
高橋　和子 教授 理工学部 春学期 知識情報処理
高橋　和子 教授 総合政策学部 春学期 知識情報処理
高橋　克欣 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 フランス語科教育法Ａ
高橋　克欣 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 フランス語科教育法Ｂ
高橋　甫宗 非常勤講師 理工学部 春学期 微積分学I3
高橋　甫宗 非常勤講師 理工学部 春学期 微積分学I4
高橋　甫宗 非常勤講師 理工学部 秋学期 微積分学II3
高橋　甫宗 非常勤講師 理工学部 秋学期 微積分学II4
高橋　甫宗 非常勤講師 工学部 春学期 微積分学I3
高橋　甫宗 非常勤講師 工学部 春学期 微積分学I4
高橋　甫宗 非常勤講師 工学部 秋学期 微積分学II3
高橋　甫宗 非常勤講師 工学部 秋学期 微積分学II4
高橋　真理子 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ａ4
高橋　真理子 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｃ4
高橋　味央 任期制教員Ｃ助教 人間福祉学部 秋学期 ソーシャルワーク演習I5
高橋　味央 任期制教員Ｃ助教 人間福祉学部 春学期 ソーシャルワーク演習II3
高橋　味央 任期制教員Ｃ助教 人間福祉学部 秋学期 ソーシャルワーク演習III5
高橋　味央 任期制教員Ｃ助教 人間福祉学部 春学期 ソーシャルワーク演習IV2
高橋　味央 任期制教員Ｃ助教 人間福祉学部 秋学期 ソーシャルワーク演習V4
高林　喜久生 教授 法学部 秋学期 財政トピックス
高林　喜久生 教授 経済学部 秋学期 財政トピックス
高原　佳江 非常勤講師 教育学部 秋学期 保育内容 言葉II1
高原　佳江 非常勤講師 教育学部 秋学期 保育内容 言葉II2
高見　和至 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 スポーツ心理学／体育心理学
高見　和至 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 スポーツ心理学／体育心理学
高見　和至 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室秋学期 スポーツ科学演習Ｄ13
高村　峰生 教授 国際学部 秋学期 英米文学概論
高村　峰生 教授 国際学部 春学期 北米文化論
高村　峰生 教授 国際学部 秋学期 日米比較文化論
高森　桃太郎 准教授 商学部 秋学期 国際取引交渉論
瀧　久範 教授 法学部 春学期 物権法



田口　律男 非常勤講師 文学部 春学期 日本文学作品研究I1
武田　信吾 助教 教育学部 春学期 美術I1
武田　信吾 助教 教育学部 春学期 美術I2
武田　信吾 助教 教育学部 秋学期 図画工作科教育法1
武田　信吾 助教 教育学部 秋学期 図画工作科教育法2
武田　信吾 助教 教育学部 秋学期 教育実習Ｃ事前事後指導／小学校教育実習事前事後指導5
武田　信吾 助教 教育学部 秋学期 教育実習Ｃ／小学校教育実習5
武田　信吾 助教 教育学部 秋学期 教職実践演習（幼・小・中・高）2
武田　信吾 助教 教育学部 秋学期 美術II
武田　直也 准教授 理工学部 春学期 分子遺伝学
嵩原　英喜 非常勤講師 神学部 秋学期 西洋哲学史Ｂ
嵩原　英喜 非常勤講師 文学部 秋学期 哲学概論1
嵩原　英喜 非常勤講師 文学部 秋学期 哲学概論2
嵩原　英喜 非常勤講師 社会学部 春学期 哲学概論Ａ
嵩原　英喜 非常勤講師 法学部 秋学期 哲学概論
嵩原　英喜 非常勤講師 経済学部 秋学期 哲学概論
嵩原　英喜 非常勤講師 商学部 秋学期 哲学概論
立花　千尋 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 英語科教育法Ｂ1
立花　千尋 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 英語科教育法Ｂ4
巽　一樹 非常勤講師 経済学部 春学期 経済数学入門4
立見　淳哉 非常勤講師 文学部 春学期 経済地理学Ａ
立見　淳哉 非常勤講師 文学部 秋学期 経済地理学Ｂ
立見　淳哉 非常勤講師 法学部 春学期 経済地理学Ａ
立見　淳哉 非常勤講師 法学部 秋学期 経済地理学Ｂ
立見　淳哉 非常勤講師 経済学部 春学期 経済地理学Ａ
立見　淳哉 非常勤講師 経済学部 秋学期 経済地理学Ｂ
田所　篤 非常勤講師 文学部 春学期 経済原論Ａ
田所　篤 非常勤講師 社会学部 春学期 経済原論Ａ
田所　篤 非常勤講師 法学部 春学期 経済原論Ａ
田中　敦 教授 経済学部 春学期 経済学入門1
田中　敦 教授 経済学部 春学期 経済学入門12
田中　敦 教授 経済学部 春学期 ミクロ金融論
田中　敦 教授 経済学部 秋学期 マクロ金融論
田中　克典 教授 理工学部 春学期 生命科学I1
田中　克典 教授 生命環境学部 春学期 生命科学I1
田中　克典 教授 生命環境学部 秋学期 生命科学入門実験3
田中　清美 非常勤講師 教育学部 秋学期 音楽I(器楽)16
田中　清美 非常勤講師 教育学部 春学期 音楽II6
田中　耕一 教授 神学部 春学期 社会学原論Ａ
田中　耕一 教授 文学部 春学期 社会学原論Ａ
田中　耕一 教授 社会学部 春学期 社会学原論Ａ



田中　耕一 教授 社会学部 秋学期 社会学史Ｂ
田中　耕一 教授 法学部 春学期 社会学原論Ａ
田中　耕一 教授 商学部 春学期 社会学原論Ａ
田中　大輔 准教授 理工学部 春学期 基礎化学実験I1
田中　大輔 准教授 理工学部 春学期 基礎化学実験I2
田中　大輔 准教授 理工学部 秋学期 有機化学II／有機化学I／有機化学実験法2
田中　大輔 准教授 理工学部 秋学期 有機化学II／有機化学I／有機化学実験法1
田中　大輔 准教授 理学部 春学期 基礎化学実験I2
田中　裕幸 教授 商学部 春学期 英作文（特）Ａ
田中　裕幸 教授 商学部 秋学期 英作文（特）Ｂ
田辺　陽 教授 理工学部 秋学期 基礎化学実験I3
田辺　陽 教授 理工学部 秋学期 基礎化学実験II1
田辺　陽 教授 理学部 秋学期 基礎化学実験II1
田辺　陽 教授 工学部 秋学期 基礎化学実験I3
谷　明信 教授 文学部 春学期 英語史2
谷　明信 教授 教育学部 春学期 英語音声学
谷　明信 教授 教育学部 秋学期 英語学概論
谷口　明子 非常勤講師 教育学部 秋学期 家庭1
谷口　明子 非常勤講師 教育学部 秋学期 家庭2
谷口　明子 非常勤講師 教育学部 春学期 家庭科教育法3
谷口　千賀子 非常勤講師 文学部 春学期 フランス語（聞く・話す）III2
谷口　千賀子 非常勤講師 文学部 秋学期 フランス語（聞く・話す）IV2
谷口　亨 教授 理工学部 春学期 熱統計力学I
谷口　亨 教授 理工学部 秋学期 熱統計力学II
谷口　弘美 非常勤講師 文学部 春学期 英語ＢI（コミュニケーション）／基礎英語IＡ（SW）／基礎英語I乙Ａ
谷口　弘美 非常勤講師 文学部 秋学期 英語ＢII（コミュニケーション）／基礎英語IＢ（SW）／基礎英語I乙Ｂ
谷塚　巌 非常勤講師 神学部 春学期 哲学とキリスト教Ａ
谷塚　巌 非常勤講師 神学部 秋学期 哲学とキリスト教Ｂ
谷水　雅治 教授 理工学部 秋学期 基礎地学II
谷水　雅治 教授 生命環境学部 春学期 環境化学
谷村　要 非常勤講師 共通教育センター（情報科学科目） 春学期 コンピュータ基礎11
谷村　要 非常勤講師 共通教育センター（情報科学科目） 秋学期 コンピュータ基礎25
谷村　宏子 教授 教育学部 春学期 子どもと表現1
谷村　宏子 教授 教育学部 春学期 子どもと表現2
谷村　宏子 教授 教育学部 春学期 音楽I(基礎技能)／音楽I(基礎)2
谷村　宏子 教授 教育学部 春学期 音楽I(基礎技能)／音楽I(基礎)1
谷村　宏子 教授 教育学部 秋学期 音楽I(基礎)7
谷村　宏子 教授 教育学部 春学期 音楽I(器楽)1
谷村　宏子 教授 教育学部 秋学期 音楽I(器楽)10
谷村　宏子 教授 教育学部 秋学期 保育内容 表現I1
谷村　宏子 教授 教育学部 秋学期 保育内容 表現I2



谷村　宏子 教授 教育学部 秋学期 保育内容 表現I3
谷村　宏子 教授 教育学部 春学期 身体表現教育3
田畑　顕 教授 経済学部 秋学期 マクロ経済学Ａ1
田畑　顕 教授 経済学部 春学期 人口と経済発展Ａ
田畑　顕 教授 経済学部 秋学期 人口と経済発展Ｂ
ターヒューン　Ｄ． 非常勤講師 商学部 春学期 英語I（コミュニケーション）7
ターヒューン　Ｄ． 非常勤講師 商学部 春学期 英語I（コミュニケーション）8
ターヒューン　Ｄ． 非常勤講師 商学部 春学期 英語I（コミュニケーション）9
ターヒューン　Ｄ． 非常勤講師 商学部 秋学期 英語II（コミュニケーション）7
ターヒューン　Ｄ． 非常勤講師 商学部 秋学期 英語II（コミュニケーション）8
ターヒューン　Ｄ． 非常勤講師 商学部 秋学期 英語II（コミュニケーション）9
田渕　欣也 非常勤講師 文学部 春学期 中国語I5
田渕　有美 非常勤講師 法学部 秋学期 比較政治
田渕　有美 非常勤講師 法学部 春学期 外交政策論
玉井　尚登 教授 理工学部 春学期 基礎化学A／基礎化学Ａ1
玉井　尚登 教授 理工学部 秋学期 物理化学実験
玉井　尚登 教授 理学部 春学期 基礎化学A／基礎化学Ａ1
玉井　尚登 教授 工学部 春学期 基礎化学A／基礎化学Ａ1
玉川　文子 非常勤講師 教育学部 春学期 音楽I(器楽)12
玉川　文子 非常勤講師 教育学部 春学期 音楽II7
玉本　拓郎 非常勤講師 共通教育センター（情報科学科目） 春学期 コンピュータ基礎8
玉本　拓郎 非常勤講師 共通教育センター（情報科学科目） 秋学期 コンピュータ基礎22
田村　翔平 専任講師 経済学部 秋学期 ミクロ経済学Ａ2
田村　翔平 専任講師 経済学部 春学期 市場と制度の経済学Ａ
田村　翔平 専任講師 経済学部 秋学期 ミクロ経済学II
田和　正孝 教授 文学部 秋学期 地誌Ｃ
田和　正孝 教授 社会学部 秋学期 地誌Ｃ
田和　正孝 教授 法学部 秋学期 地誌Ｃ
田和　正孝 教授 経済学部 秋学期 地誌Ｃ
田和　正孝 教授 商学部 秋学期 地誌Ｃ
譚　鵬 准教授 商学部 春学期 ビジネス会計入門1
譚　鵬 准教授 商学部 春学期 ビジネス会計
譚　鵬 准教授 商学部 秋学期 ビジネス会計入門2
譚　鵬 准教授 商学部 秋学期 財務諸表分析
反田　美香 任期制教員Ｃ助教 理工学部 春学期 微積分学I1
反田　美香 任期制教員Ｃ助教 理工学部 春学期 線形代数学I2
反田　美香 任期制教員Ｃ助教 理工学部 春学期 線形代数学I4
反田　美香 任期制教員Ｃ助教 理工学部 春学期 線形代数学I5
反田　美香 任期制教員Ｃ助教 理工学部 秋学期 線形代数学II2
反田　美香 任期制教員Ｃ助教 理工学部 秋学期 線形代数学II4
反田　美香 任期制教員Ｃ助教 理工学部 秋学期 線形代数学II5



反田　美香 任期制教員Ｃ助教 理工学部 秋学期 シミュレーション演習
反田　美香 任期制教員Ｃ助教 理学部 春学期 微積分学I1
反田　美香 任期制教員Ｃ助教 理学部 春学期 線形代数学I2
反田　美香 任期制教員Ｃ助教 理学部 秋学期 線形代数学II2
反田　美香 任期制教員Ｃ助教 工学部 春学期 線形代数学I4
反田　美香 任期制教員Ｃ助教 工学部 春学期 線形代数学I5
反田　美香 任期制教員Ｃ助教 工学部 秋学期 線形代数学II4
反田　美香 任期制教員Ｃ助教 工学部 秋学期 線形代数学II5
丹波　勇気 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 経済学（国際経済を含む）
千葉　淳平 非常勤講師 文学部 春学期 英語ＢI（コミュニケーション）4
千葉　淳平 非常勤講師 文学部 春学期 英語ＢI（コミュニケーション）10
千葉　淳平 非常勤講師 文学部 秋学期 英語ＢII（コミュニケーション）7
智原　あゆみ 非常勤講師 社会学部 春学期 コンピュータ演習（基礎）2
チャン　Ｍ．Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 春学期 入門英語IＡ4
チャン　Ｍ．Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 春学期 インテンシブ・イングリッシュ45
チャン　Ｍ．Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 秋学期 インテンシブ・イングリッシュ15
チャン　Ｍ．Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 秋学期 入門英語IIＡ13
中後　大輔 教授 理工学部 春学期 人間システム工学概論1
中後　大輔 教授 理工学部 春学期 工学のための数学演習I／人間システム工学のための数学演習I
中後　大輔 教授 理工学部 秋学期 コンピュータ演習A／コンピュータ演習Ａ3
中後　大輔 教授 理工学部 春学期 ロボティクス／メカトロニクス
中後　大輔 教授 理学部 秋学期 コンピュータ演習A／コンピュータ演習Ａ3
中後　大輔 教授 工学部 春学期 工学のための数学演習I／人間システム工学のための数学演習I
趙　永哲 非常勤講師 神学部 秋学期 キリスト教とアジアＡ
張　凌志 非常勤講師 文学部 春学期 中国語I4
千代延　大造 教授 理工学部 春学期 基礎解析学I
千代延　大造 教授 理工学部 春学期 物理と確率
千代延　大造 教授 理工学部 春学期 確率統計I
千代延　大造 教授 理工学部 秋学期 確率統計IV
鄭　東憲 非常勤講師 文学部 春学期 朝鮮語I1
鄭　東憲 非常勤講師 文学部 春学期 朝鮮語I4
塚越　保祐 教授 総合政策学部 春学期 国際発展政策
塚越　保祐 教授 総合政策学部 秋学期 国際貿易と通貨
月岡　靖智 准教授 商学部 春学期 経営財務論
月岡　靖智 准教授 商学部 秋学期 投資論
辻野　孝 非常勤講師 教育学部 春学期 情報処理基礎2
辻野　孝 非常勤講師 教育学部 春学期 情報処理基礎3
辻野　孝 非常勤講師 教育学部 秋学期 情報処理基礎10
辻野　孝 非常勤講師 教育学部 秋学期 情報処理基礎11
辻本　桜介 助教 文学部 秋学期 日本語学概論
辻本　桜介 助教 文学部 秋学期 日本語文法論



津田　睦美 教授 総合政策学部 春学期 メディア制作演習（表現）
津田　睦美 教授 総合政策学部 春学期 アーカイブ・デザイン
堤　康雅 任期制教員Ｃ専任講師理工学部 秋学期 微積分学II1
堤　康雅 任期制教員Ｃ専任講師理工学部 秋学期 線形代数学II1
堤　康雅 任期制教員Ｃ専任講師理学部 秋学期 微積分学II1
堤　康雅 任期制教員Ｃ専任講師理学部 秋学期 線形代数学II1
椿本　晃久 非常勤講師 商学部 春学期 マネジメントサイエンス
椿本　晃久 非常勤講師 商学部 秋学期 経営数学
壷井　基裕 教授 理工学部 春学期 基礎地学I
壷井　基裕 教授 理工学部 春学期集中 地学実験Ａ
津山　朝子 非常勤講師 文学部 春学期 ドイツ語ＢI（コミュニケーション）3
津山　朝子 非常勤講師 文学部 秋学期 ドイツ語ＢII（コミュニケーション）3
都留　恵美里 非常勤講師 文学部 春学期 フランス語ＢI（コミュニケーション）1
都留　恵美里 非常勤講師 文学部 秋学期 フランス語ＢII（コミュニケーション）1
都留　恵美里 非常勤講師 文学部 春学期 フランス語（聞く・話す）III3
都留　恵美里 非常勤講師 文学部 秋学期 フランス語（聞く・話す）IV3
デイヴィス　Ｒ．Ｋ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 春学期 インテンシブ・イングリッシュ33
デイヴィス　Ｒ．Ｋ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 春学期 インテンシブ・イングリッシュ34
デイヴィス　Ｒ．Ｋ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 秋学期 インテンシブ・イングリッシュ3
デイヴィス　Ｒ．Ｋ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 秋学期 インテンシブ・イングリッシュ4
デイヴィス　Ｒ．Ｋ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 春学期 入門英語IIＡ5
ティヘリノ　Ｙ．Ａ． 教授 総合政策学部 秋学期 ウェブと社会
ティヘリノ　Ｙ．Ａ． 教授 総合政策学部 秋学期 メディア制作演習（画像音声処理）
ティヘリノ　Ｙ．Ａ． 教授 総合政策学部 春学期 人間と機械のインタラクション
ティヘリノ　Ｙ．Ａ． 教授 総合政策学部 春学期 機械学習と知能
デキキス　ジョー 教授 総合政策学部 秋学期 比較文化論
寺澤　大奈 非常勤講師 文学部 春学期 ドイツ語ＢI（コミュニケーション）5
寺澤　大奈 非常勤講師 文学部 秋学期 ドイツ語ＢII（コミュニケーション）5
寺沢　拓敬 准教授 社会学部 春学期 English Communication Ａ5
寺沢　拓敬 准教授 社会学部 春学期 English Communication Ａ16
寺沢　拓敬 准教授 社会学部 春学期 English Communication Ａ30
寺沢　拓敬 准教授 社会学部 秋学期 English Communication Ｃ5
寺沢　拓敬 准教授 社会学部 秋学期 English Communication Ｃ16
寺沢　拓敬 准教授 社会学部 秋学期 English Communication Ｃ30
寺地　孝之 教授 商学部 春学期 国際金融論
寺地　孝之 教授 商学部 秋学期 国際金融システム論
寺本　益英 教授 経済学部 秋学期 経済の歴史と思想3
寺本　益英 教授 経済学部 春学期 日本経済史I
寺本　益英 教授 経済学部 秋学期 日本経済史II
寺本　益英 教授 商学部 春学期 日本経済史I
寺本　益英 教授 商学部 秋学期 日本経済史II



デルヴ　マイケル 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 春学期 入門英語IＡ5
デルヴ　マイケル 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 春学期 入門英語IＡ10
デルヴ　マイケル 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 春学期 インテンシブ・イングリッシュ60
デルヴ　マイケル 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 秋学期 入門英語IＡ17
デルヴ　マイケル 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 秋学期 インテンシブ・イングリッシュ30
土井　健司 教授 神学部 春学期 宗教学概論I
土井　健司 教授 神学部 秋学期 キリスト教の歴史（古代～中世）
土井　健司 教授 神学部 秋学期 西洋哲学史Ａ
土井　健司 教授 神学部 春学期 キリスト教思想史Ａ
土井　健司 教授 神学部 春学期 キリスト教と社会Ａ
土井　健司 教授 神学部 秋学期 キリスト教と社会Ｂ
土井　隆広 非常勤講師 文学部 春学期 フランス語ＢI（コミュニケーション）2
土井　隆広 非常勤講師 文学部 秋学期 フランス語ＢII（コミュニケーション）2
土井　教之 国内客員教授 経済学部 春学期 経済学入門11
藤　博幸 教授 理工学部 春学期 コンピュータ演習A／コンピュータ演習Ａ12
藤　博幸 教授 生命環境学部 春学期 コンピュータ演習A／コンピュータ演習Ａ12
ドゥアルテ　Ａ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ9
ドゥアルテ　Ａ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ27
ドゥアルテ　Ａ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIA／英語ライティングIＡ11
ドゥアルテ　Ａ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIA／英語ライティングIＡ13
ドゥアルテ　Ａ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIA／英語ライティングIＡ18
ドゥアルテ　Ａ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIA／英語ライティングIＡ23
ドゥアルテ　Ａ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ9
ドゥアルテ　Ａ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ27
ドゥアルテ　Ａ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIB／英語ライティングIＢ11
ドゥアルテ　Ａ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIB／英語ライティングIＢ13
ドゥアルテ　Ａ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIB／英語ライティングIＢ18
ドゥアルテ　Ａ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIB／英語ライティングIＢ23
ドゥアルテ　Ａ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIIＡ7
ドゥアルテ　Ａ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIIＡ14
ドゥアルテ　Ａ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIIＡ16
ドゥアルテ　Ａ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIIＡ23
ドゥアルテ　Ａ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIIＢ7
ドゥアルテ　Ａ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIIＢ14
ドゥアルテ　Ａ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIIＢ16
ドゥアルテ　Ａ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIIＢ23
ドゥアルテ　Ａ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ9
ドゥアルテ　Ａ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ27
ドゥアルテ　Ａ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ9
ドゥアルテ　Ａ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ27
ドゥアルテ　Ａ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ9



ドゥアルテ　Ａ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ27
ドゥアルテ　Ａ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ9
ドゥアルテ　Ａ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ27
ドゥアルテ　Ａ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ9
ドゥアルテ　Ａ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ27
ドゥアルテ　Ａ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ9
ドゥアルテ　Ａ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ27
東郷　直子 非常勤講師 文学部 秋学期 英語ＢII（コミュニケーション）9
徳久　久美子 非常勤講師 文学部 秋学期 英語ＢII（コミュニケーション）5
徳久　久美子 非常勤講師 文学部 秋学期 英語ＢII（コミュニケーション）15
徳山　豪 教授 理工学部 春学期 情報工学概論／情報科学概論1
徳山　豪 教授 理工学部 秋学期 離散数理
徳山　豪 教授 理工学部 秋学期 グラフ・ネットワーク理論
徳山　豪 教授 理工学部 春学期 計算幾何学
徳山　豪 教授 理工学部 秋学期 グラフ・ネットワーク実習
徳山　豪 教授 工学部 春学期 情報工学概論／情報科学概論1
徳山　豪 教授 工学部 秋学期 離散数理
利光　強 教授 経済学部 春学期 経済学入門7
利光　強 教授 経済学部 春学期 国際経済学
戸田　靖久 非常勤講師 文学部 春学期 日本史概説2
戸田　靖久 非常勤講師 文学部 秋学期 日本史概説4
戸田　靖久 非常勤講師 社会学部 春学期 日本史概説2
戸田　靖久 非常勤講師 社会学部 秋学期 日本史概説4
戸田　靖久 非常勤講師 法学部 春学期 日本史概説2
戸田　靖久 非常勤講師 法学部 秋学期 日本史概説4
戸田　靖久 非常勤講師 経済学部 春学期 日本史概説2
戸田　靖久 非常勤講師 経済学部 秋学期 日本史概説4
戸田　靖久 非常勤講師 商学部 春学期 日本史概説2
戸田　靖久 非常勤講師 商学部 秋学期 日本史概説4
ドネラン　マーク 言語特別講師 言語教育研究センター 春学期 スプリング・インテンシブ・イングリッシュ5
ドネラン　マーク 言語特別講師 言語教育研究センター 春学期 インテンシブ・イングリッシュ57
ドネラン　マーク 言語特別講師 言語教育研究センター 秋学期 インテンシブ・イングリッシュ27
ドネラン　マーク 言語特別講師 言語教育研究センター 春学期 入門英語IIＡ8
ドネラン　マーク 言語特別講師 言語教育研究センター 秋学期 入門英語IIＡ16
戸部　智 専任講師 総合政策学部 秋学期 マクロ経済学
戸部　智 専任講師 総合政策学部 春学期 国際金融論
トマス　ジュリアン 非常勤講師 理工学部 春学期 英語コミュニケーションIIＡ4
トマス　ジュリアン 非常勤講師 理工学部 春学期 英語コミュニケーションIIＡ10
トマス　ジュリアン 非常勤講師 理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIIＢ4
トマス　ジュリアン 非常勤講師 理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIIＢ10
冨江　英俊 教授 教育学部 秋学期 学校教育社会学／教育制度論1



冨江　英俊 教授 教育学部 秋学期 学校教育社会学／教育制度論2
冨江　英俊 教授 教育学部 秋学期 学校教育社会学／教育制度論1
冨江　英俊 教授 教育学部 秋学期 学校教育社会学／教育制度論2
冨江　英俊 教授 教育学部 春学期 教育社会学
冨江　英俊 教授 教育学部 春学期 道徳教育論
冨江　英俊 教授 教育学部 春学期 初等道徳教育指導論
冨田　宏治 教授 法学部 春学期 日本政治思想史
友繁　有輝 任期制教員Ｄ専任講師国際学部 春学期 EnglishI7
友繁　有輝 任期制教員Ｄ専任講師国際学部 春学期 EnglishI11
友繁　有輝 任期制教員Ｄ専任講師国際学部 秋学期 EnglishII7
友繁　有輝 任期制教員Ｄ専任講師国際学部 秋学期 EnglishII11
友繁　有輝 任期制教員Ｄ専任講師国際学部 春学期 EnglishIII7
友繁　有輝 任期制教員Ｄ専任講師国際学部 秋学期 EnglishIV7
友野　伸一 非常勤講師 商学部 通年 職業指導
友野　伸一 非常勤講師 人間福祉学部 通年 職業指導
豊原　法彦 教授 経済学部 秋学期 計量経済学Ａ1
豊原　法彦 教授 経済学部 秋学期 計量経済学Ａ2
鳥谷部　壌 非常勤講師 総合政策学部 春学期 環境法
内藤　富美子 非常勤講師 総合政策学部 春学期 コンピュータ演習I3
内藤　富美子 非常勤講師 総合政策学部 春学期 コンピュータ演習I6
内藤　富美子 非常勤講師 総合政策学部 春学期 コンピュータ演習I9
内藤　富美子 非常勤講師 総合政策学部 春学期 コンピュータ演習I12
内藤　富美子 非常勤講師 総合政策学部 春学期 コンピュータ演習I15
内藤　富美子 非常勤講師 総合政策学部 秋学期 コンピュータ演習I17
内藤　富美子 非常勤講師 総合政策学部 秋学期 コンピュータ演習II3
内藤　富美子 非常勤講師 総合政策学部 秋学期 コンピュータ演習II6
内藤　富美子 非常勤講師 総合政策学部 秋学期 コンピュータ演習II9
内藤　富美子 非常勤講師 総合政策学部 秋学期 コンピュータ演習II12
内藤　富美子 非常勤講師 総合政策学部 秋学期 コンピュータ演習II15
仲　久則 非常勤講師 理工学部 春学期 線形代数学I1
仲　久則 非常勤講師 理工学部 春学期 線形代数学I3
仲　久則 非常勤講師 理工学部 秋学期 線形代数学II3
仲　久則 非常勤講師 理学部 春学期 線形代数学I1
仲　久則 非常勤講師 工学部 春学期 線形代数学I3
仲　久則 非常勤講師 工学部 秋学期 線形代数学II3
永井　敦子 非常勤講師 文学部 秋学期 日本文学文献研究II4
永井　文乃 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 ソーシャルワーク演習IV1
中井　光司 非常勤講師 教育学部 春学期 保育内容 人間関係2
中井　光司 非常勤講師 教育学部 春学期 保育内容 人間関係3
中井　直正 教授 理工学部 秋学期 基礎物理学B／基礎物理学Ｂ1
中井　直正 教授 理工学部 春学期 力学II1



中井　直正 教授 理学部 秋学期 基礎物理学B／基礎物理学Ｂ1
中井　直正 教授 生命環境学部 秋学期 基礎物理学B／基礎物理学Ｂ1
中尾　幸子 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 英語表現Ｃ8
中尾　幸子 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 英語表現Ｃ9
中尾　幸子 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 英語表現Ｄ8
中尾　幸子 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 英語表現Ｄ9
長尾　知子 非常勤講師 文学部 春学期 英語ＢII（コミュニケーション）18
中尾　豊喜 非常勤講師 教育学部 春学期 初等特別活動指導論
中尾　正広 教授 教育学部 春学期 情報処理基礎1
中尾　正広 教授 教育学部 春学期 算数2
中尾　正広 教授 教育学部 春学期 算数3
中尾　正広 教授 教育学部 秋学期 情報処理基礎9
中尾　正広 教授 教育学部 秋学期 算数科教育法2
長尾　真理 非常勤講師 神学部 春学期 英語（コミュニケーション）甲2
長尾　真理 非常勤講師 神学部 春学期 英語（コミュニケーション）乙2
長岡　徹 教授 神学部 春学期 憲法Ｂ（基本的人権各論）
長岡　徹 教授 文学部 春学期 憲法Ｂ（基本的人権各論）
長岡　徹 教授 社会学部 春学期 憲法Ｂ（基本的人権各論）
長岡　徹 教授 法学部 春学期 憲法Ｂ（基本的人権各論）
長岡　徹 教授 法学部 秋学期 憲法Ｃ（統治機構論）
長岡　徹 教授 経済学部 春学期 憲法Ｂ（基本的人権各論）
長岡　徹 教授 商学部 春学期 憲法Ｂ（基本的人権各論）
長岡　徹 教授 理工学部 春学期 日本国憲法
長岡　徹 教授 総合政策学部 春学期 日本国憲法
長岡　徹 教授 理学部 春学期 日本国憲法
長岡　徹 教授 工学部 春学期 日本国憲法
長岡　徹 教授 生命環境学部 春学期 日本国憲法
長岡　徹 教授 建築学部 春学期 日本国憲法
中川　香子 非常勤講師 教育学部 春学期 保育内容 表現II2
中島　定彦 教授 文学部 秋学期 学習心理学（学習・言語心理学）
中島　定彦 教授 社会学部 秋学期 学習心理学（学習・言語心理学）
中島　定彦 教授 法学部 秋学期 学習心理学（学習・言語心理学）
中島　定彦 教授 経済学部 秋学期 学習心理学（学習・言語心理学）
中島　定彦 教授 商学部 秋学期 学習心理学（学習・言語心理学）
中島　尚美 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 ソーシャルワーク演習IV8
中嶋　紀子 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 球技Ａ1
中嶋　紀子 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 球技Ａ2
中嶋　紀子 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 球技Ａ3
中嶋　紀子 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 球技Ａ4
長島　礼 准教授 教育学部 春学期 子どもと表現4
長島　礼 准教授 教育学部 春学期 音楽I(基礎)3



長島　礼 准教授 教育学部 秋学期 音楽I(器楽)9
長島　礼 准教授 教育学部 秋学期 保育内容 表現I4
長島　礼 准教授 教育学部 春学期 身体表現教育1
長島　礼 准教授 教育学部 春学期 身体表現教育2
長島　礼 准教授 教育学部 春学期 音楽科教育法1
長島　礼 准教授 教育学部 春学期 音楽科教育法2
中須賀　巧 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 保健体育科教育法Ｃ
中須賀　巧 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 保健体育科教育法Ｄ
永田　修一 准教授 商学部 春学期 統計分析論I
永田　修一 准教授 商学部 秋学期 統計分析論II
永田　泰士 非常勤講師 文学部 春学期 民法Ａ
永田　泰士 非常勤講師 文学部 秋学期 民法Ｂ
永田　泰士 非常勤講師 社会学部 春学期 民法Ａ
永田　泰士 非常勤講師 社会学部 秋学期 民法Ｂ
永田　泰士 非常勤講師 経済学部 春学期 民法Ａ
永田　泰士 非常勤講師 経済学部 秋学期 民法Ｂ
長田　典子 教授 理工学部 春学期 コンピュータ演習A／コンピュータ演習Ａ9
長田　典子 教授 理工学部 秋学期 感性情報処理実習
長田　典子 教授 理工学部 秋学期 感性情報処理
長田　典子 教授 工学部 春学期 コンピュータ演習A／コンピュータ演習Ａ9
仲田　秀臣 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室春学期 スポーツ科学演習Ａ21
仲田　秀臣 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室春学期 スポーツ科学演習Ａ22
仲田　秀臣 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室秋学期 スポーツ科学演習Ａ23
仲田　秀臣 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室秋学期 スポーツ科学演習Ａ24
長友　淳 教授 国際学部 春学期後半 文化社会学
長友　淳 教授 国際学部 秋学期前半 Sociology of Cultures in Transition
中西　敏昭 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 理科教育法Ａ1
中西　敏昭 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 理科教育法Ａ3
中西　敏昭 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 理科教育法Ｄ1
中西　敏昭 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 環境教育論2
中西　敏昭 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 理科教育法Ａ2
中西　敏昭 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 理科教育法Ｂ2
中西　敏昭 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 理科教育法Ｃ2
中西　敏昭 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 理科教育法Ｄ2
中道　希容 非常勤講師 文学部 春学期 情報処理基礎3
中道　希容 非常勤講師 文学部 春学期 情報処理基礎9
中道　希容 非常勤講師 文学部 秋学期 情報処理基礎12
中道　希容 非常勤講師 文学部 秋学期 情報処理基礎18
中道　基夫 教授 神学部 秋学期 キリスト教の実践的課題I
中道　基夫 教授 神学部 春学期 牧会学概論
中道　基夫 教授 神学部 秋学期 牧会カウンセリング



中村　薫平 非常勤講師 教育学部 春学期 政治学（国際政治を含む）
中村　千晶 准教授 教育学部 春学期 子どもと表現3
中村　千晶 准教授 教育学部 春学期 音楽I(基礎)1
中村　千晶 准教授 教育学部 秋学期 音楽I(基礎)6
中村　千晶 准教授 教育学部 春学期 音楽I(器楽)2
中村　千晶 准教授 教育学部 秋学期 音楽I(器楽)11
中村　千晶 准教授 教育学部 春学期 音楽II1
中村　千晶 准教授 教育学部 秋学期 音楽II18
中村　千晶 准教授 教育学部 春学期 幼児音楽
中村　千晶 准教授 教育学部 秋学期 保育・教職実践演習（幼・小）5
中村　俊子 非常勤講師 文学部 春学期 ドイツ語ＢI（コミュニケーション）1
中村　俊子 非常勤講師 文学部 秋学期 ドイツ語ＢII（コミュニケーション）1
中村　みどり 非常勤講師 総合政策学部 春学期 日本史概説
中本　和 非常勤講師 文学部 春学期 日本史概説1
中本　和 非常勤講師 社会学部 春学期 日本史概説1
中本　和 非常勤講師 法学部 春学期 日本史概説1
中本　和 非常勤講師 経済学部 春学期 日本史概説1
中本　和 非常勤講師 商学部 春学期 日本史概説1
永盛　克也 非常勤講師 文学部 春学期 フランス文学特殊講義1
永盛　克也 非常勤講師 文学部 秋学期 フランス文学特殊講義2
中谷　聡 非常勤講師 文学部 春学期 情報処理基礎1
中谷　聡 非常勤講師 文学部 春学期 情報処理基礎7
中谷　聡 非常勤講師 文学部 秋学期 情報処理基礎16
生井　達也 非常勤講師 社会学部 秋学期 コンピュータ演習（基礎）4
波江　彰彦 准教授 教育学部 秋学期 地理学概論
波江　彰彦 准教授 教育学部 秋学期 地誌学概論
波江　彰彦 准教授 教育学部 秋学期 地域研究Ａ
波江　彰彦 准教授 教育学部 春学期 人文地理学
波江　彰彦 准教授 教育学部 春学期 文化人類学
波江　彰彦 准教授 教育学部 秋学期 地域社会論
波江　彰彦 准教授 教育学部 通年 教育実習Ａ
波江　彰彦 准教授 教育学部 通年 教育実習Ｂ
波江　彰彦 准教授 教育学部 秋学期 教職実践演習（幼・小・中・高）9
奈良崎　英穂 非常勤講師 文学部 秋学期 日本文学作品研究II4
成田　靜香 教授 文学部 秋学期 中国語I8
難波　彩子 准教授 国際学部 秋学期 グローバル化と言語
難波　孝志 非常勤講師 社会学部 秋学期 地域社会学Ａ
新関　芳生 教授 文学部 春学期 英米文学作品研究I3
新関　芳生 教授 文学部 秋学期 英米文学研究法
新関　芳生 教授 文学部 春学期 英米文学資料研究2
新関　芳生 教授 法学部 春学期 英米文学作品研究I3



新関　芳生 教授 法学部 秋学期 英米文学研究法
新関　芳生 教授 法学部 春学期 英米文学資料研究2
新関　芳生 教授 経済学部 秋学期 英米文学研究法
新関　芳生 教授 商学部 春学期 英米文学作品研究I3
新関　芳生 教授 商学部 秋学期 英米文学研究法
新関　芳生 教授 商学部 春学期 英米文学資料研究2
新関　芳生 教授 国際学部 秋学期 英米文学研究法
仁木　恒夫 非常勤講師 社会学部 春学期 法社会学Ａ
仁木　恒夫 非常勤講師 社会学部 秋学期 法社会学Ｂ
仁木　恒夫 非常勤講師 法学部 春学期 法社会学Ａ
仁木　恒夫 非常勤講師 法学部 秋学期 法社会学Ｂ
ニシダ　Ｒ． 非常勤講師 言語教育研究センター 秋学期 ドイツ語インテンシブ初級I1
ニシダ　Ｒ． 非常勤講師 言語教育研究センター 秋学期 ドイツ語インテンシブ初級I2
西田　昂平 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 体操1
西田　昂平 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 体操2
西田　隆雄 非常勤講師 文学部 春学期 ドイツ語ＢI（コミュニケーション）7
西田　隆雄 非常勤講師 文学部 秋学期 ドイツ語ＢII（コミュニケーション）7
西田　隆雄 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 ドイツ語科教育法Ａ
西田　隆雄 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 ドイツ語科教育法Ｂ
西立野　修平 准教授 総合政策学部 春学期 ミクロ経済学
西立野　修平 准教授 総合政策学部 秋学期 国際貿易論
西谷　滋人 教授 理工学部 春学期 コンピュータ演習A／コンピュータ演習Ａ7
西谷　滋人 教授 理工学部 秋学期 数式処理実習
西谷　滋人 教授 理工学部 秋学期 数値計算
西谷　滋人 教授 工学部 春学期 コンピュータ演習A／コンピュータ演習Ａ7
西野　桂子 教授 総合政策学部 春学期 国際関係論
西村　智 教授 経済学部 秋学期 社会政策Ｂ
西村　浩子 任期制教員Ｄ助教 人間福祉学部 春学期 英語表現Ａ14
西村　浩子 任期制教員Ｄ助教 人間福祉学部 春学期 英語表現Ｂ15
西村　浩子 任期制教員Ｄ助教 人間福祉学部 秋学期 英語表現Ａ15
西村　浩子 任期制教員Ｄ助教 人間福祉学部 秋学期 英語表現Ｂ14
西村　浩子 任期制教員Ｄ助教 人間福祉学部 春学期 英語表現Ｃ2
西村　浩子 任期制教員Ｄ助教 人間福祉学部 春学期 英語表現Ｃ3
西村　浩子 任期制教員Ｄ助教 人間福祉学部 春学期 英語表現Ｃ13
西村　浩子 任期制教員Ｄ助教 人間福祉学部 春学期 英語表現Ｃ14
西村　浩子 任期制教員Ｄ助教 人間福祉学部 秋学期 英語表現Ｄ2
西村　浩子 任期制教員Ｄ助教 人間福祉学部 秋学期 英語表現Ｄ3
西村　浩子 任期制教員Ｄ助教 人間福祉学部 秋学期 英語表現Ｄ13
西村　浩子 任期制教員Ｄ助教 人間福祉学部 秋学期 英語表現Ｄ14
西村　正喜 非常勤講師 商学部 春学期 民法Ａ1
西村　正喜 非常勤講師 商学部 春学期 民法Ａ2



西村　正喜 非常勤講師 商学部 秋学期 民法Ｂ1
西村　正喜 非常勤講師 商学部 秋学期 民法Ｂ2
西本　章宏 准教授 商学部 春学期 マーケティングマネジメント
西本　実苗 非常勤講師 文学部 春学期 情報処理基礎2
西本　実苗 非常勤講師 文学部 秋学期 情報処理基礎11
西本　実苗 非常勤講師 教育学部 春学期 情報処理基礎4
西本　実苗 非常勤講師 教育学部 春学期 情報処理基礎5
西本　実苗 非常勤講師 教育学部 春学期 情報処理基礎6
西本　実苗 非常勤講師 教育学部 春学期 情報処理基礎7
西本　実苗 非常勤講師 教育学部 秋学期 情報処理基礎12
西本　実苗 非常勤講師 教育学部 秋学期 情報処理基礎13
西本　実苗 非常勤講師 教育学部 秋学期 情報処理基礎14
西本　実苗 非常勤講師 教育学部 秋学期 情報処理基礎15
西本　実苗 非常勤講師 共通教育センター（情報科学科目） 春学期 コンピュータ基礎5
西本　実苗 非常勤講師 共通教育センター（情報科学科目） 春学期 コンピュータ基礎6
西本　実苗 非常勤講師 共通教育センター（情報科学科目） 春学期 コンピュータ基礎7
西本　実苗 非常勤講師 共通教育センター（情報科学科目） 秋学期 コンピュータ基礎19
西本　実苗 非常勤講師 共通教育センター（情報科学科目） 秋学期 コンピュータ基礎20
西本　実苗 非常勤講師 共通教育センター（情報科学科目） 秋学期 コンピュータ基礎21
西本　佳央 非常勤講師 理工学部 秋学期 コンピュータ演習A／コンピュータ演習Ａ5
西本　佳央 非常勤講師 理工学部 秋学期 コンピュータ演習A／コンピュータ演習Ａ6
西本　佳央 非常勤講師 工学部 秋学期 コンピュータ演習A／コンピュータ演習Ａ5
西本　佳央 非常勤講師 工学部 秋学期 コンピュータ演習A／コンピュータ演習Ａ6
西山　明美 非常勤講師 文学部 春学期 書道1
西山　明美 非常勤講師 文学部 春学期 書道2
西山　明美 非常勤講師 文学部 秋学期 書道3
西山　明美 非常勤講師 文学部 秋学期 書道4
西山　けい子 教授 文学部 秋学期 英米文学概論
西山　けい子 教授 文学部 春学期 英米文学作品研究I4
西山　けい子 教授 文学部 春学期 アメリカ文学特殊講義1
西山　けい子 教授 文学部 秋学期 英米文学作品研究II6
西山　けい子 教授 文学部 秋学期 英米文学資料研究6
西山　けい子 教授 法学部 秋学期 英米文学概論
西山　けい子 教授 法学部 春学期 英米文学作品研究I4
西山　けい子 教授 法学部 春学期 アメリカ文学特殊講義1
西山　けい子 教授 法学部 秋学期 英米文学作品研究II6
西山　けい子 教授 法学部 秋学期 英米文学資料研究6
西山　けい子 教授 経済学部 秋学期 英米文学概論
西山　けい子 教授 経済学部 春学期 アメリカ文学特殊講義1
西山　けい子 教授 商学部 秋学期 英米文学概論
西山　けい子 教授 商学部 春学期 英米文学作品研究I4



西山　けい子 教授 商学部 春学期 アメリカ文学特殊講義1
西山　けい子 教授 商学部 秋学期 英米文学作品研究II6
西山　けい子 教授 商学部 秋学期 英米文学資料研究6
西山　けい子 教授 国際学部 春学期 アメリカ文学特殊講義1
西脇　清二 教授 理工学部 秋学期 生命科学II1
西脇　清二 教授 理工学部 秋学期 細胞・組織学実験
西脇　清二 教授 理工学部 春学期 先端生命科学実験I
西脇　清二 教授 理学部 秋学期 生命科学II1
西脇　清二 教授 工学部 秋学期 生命科学II1
西脇　清二 教授 生命環境学部 秋学期 生命科学II1
根岸　紳 国内客員教授 経済学部 春学期 経済学入門3
禰宜田　佳男 非常勤講師 文学部 秋学期 日本考古学
野瀬　正治 教授 商学部 春学期 産業社会学
野瀬　正治 教授 商学部 秋学期 経営社会学
野田　崇 教授 神学部 春学期 行政法概論
野田　崇 教授 神学部 秋学期 行政作用法
野田　崇 教授 文学部 春学期 行政法概論
野田　崇 教授 文学部 秋学期 行政作用法
野田　崇 教授 法学部 春学期 行政法概論
野田　崇 教授 法学部 秋学期 行政作用法
野田　崇 教授 経済学部 春学期 行政法概論
野田　崇 教授 経済学部 秋学期 行政作用法
野村　実 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 ＩＣＴ演習1
野村　実 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 ＩＣＴ演習2
乗次　章子 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ａ11
乗次　章子 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ａ23
乗次　章子 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ａ25
乗次　章子 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ａ26
乗次　章子 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ａ42
乗次　章子 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ａ44
乗次　章子 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｃ11
乗次　章子 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｃ23
乗次　章子 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｃ25
乗次　章子 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｃ26
乗次　章子 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｃ42
乗次　章子 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｃ44
バードナ　デービッド 非常勤講師 文学部 春学期 英語（Ｓｐｅａｋｉｎｇ）III3
バードナ　デービッド 非常勤講師 文学部 春学期 英語（Ｓｐｅａｋｉｎｇ）III5
バードナ　デービッド 非常勤講師 文学部 秋学期 英語（Ｓｐｅａｋｉｎｇ）IV2
バードナ　デービッド 非常勤講師 文学部 秋学期 英語（Ｗｒｉｔｉｎｇ）II1
バートン　スゼット 非常勤講師 国際学部 春学期 EnglishIII5



バートン　スゼット 非常勤講師 国際学部 春学期 EnglishIII10
バートン　スゼット 非常勤講師 国際学部 秋学期 EnglishIV5
バートン　スゼット 非常勤講師 国際学部 秋学期 EnglishIV10
ハイカリス　ジョージ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ1
ハイカリス　ジョージ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ5
ハイカリス　ジョージ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIA／英語ライティングIＡ1
ハイカリス　ジョージ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIA／英語ライティングIＡ5
ハイカリス　ジョージ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ1
ハイカリス　ジョージ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ5
ハイカリス　ジョージ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIB／英語ライティングIＢ1
ハイカリス　ジョージ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIB／英語ライティングIＢ5
ハイカリス　ジョージ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIIＡ3
ハイカリス　ジョージ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIIＡ6
ハイカリス　ジョージ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIIＢ3
ハイカリス　ジョージ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIIＢ6
ハイカリス　ジョージ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ1
ハイカリス　ジョージ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ5
ハイカリス　ジョージ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ1
ハイカリス　ジョージ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ5
ハイカリス　ジョージ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ1
ハイカリス　ジョージ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ5
ハイカリス　ジョージ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ1
ハイカリス　ジョージ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ5
ハイカリス　ジョージ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ1
ハイカリス　ジョージ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ5
ハイカリス　ジョージ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ1
ハイカリス　ジョージ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ5
ハウ　Ｂ．　Ｇ． 非常勤講師 教育学部 春学期 英語ＢI（コミュニケーション）5
ハウ　Ｂ．　Ｇ． 非常勤講師 教育学部 春学期 英語ＢI（コミュニケーション）12
ハウ　Ｂ．　Ｇ． 非常勤講師 教育学部 春学期 英語ＢII（コミュニケーション）16
ハウ　Ｂ．　Ｇ． 非常勤講師 教育学部 秋学期 英語ＢI（コミュニケーション）16
ハウ　Ｂ．　Ｇ． 非常勤講師 教育学部 秋学期 英語ＢII（コミュニケーション）5
ハウ　Ｂ．　Ｇ． 非常勤講師 教育学部 秋学期 英語ＢII（コミュニケーション）12
ハウトン　Ｓ．Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ国際学部 春学期 EnglishV（Career English)4
ハウトン　Ｓ．Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ国際学部 春学期 EnglishV（Career English)6
ハウトン　Ｓ．Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ国際学部 春学期 EnglishV（Academic English)7
ハウトン　Ｓ．Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ国際学部 秋学期 EnglishVI（Career English)4
ハウトン　Ｓ．Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ国際学部 秋学期 EnglishVI（Career English)6
ハウトン　Ｓ．Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ国際学部 秋学期 EnglishVI（Academic English)7
萩原　省吾 非常勤講師 文学部 春学期 日本文学文献研究I3
萩原　省吾 非常勤講師 文学部 秋学期 日本近世文学



朴　勝俊 教授 総合政策学部 秋学期 環境経済学
狹間　芳樹 非常勤講師 神学部 春学期 日本宗教史Ａ
狹間　芳樹 非常勤講師 神学部 秋学期 日本キリスト教史Ａ
橋本　秀樹 教授 理工学部 秋学期 生命科学II2
橋本　秀樹 教授 理工学部 春学期 基礎量子化学／量子化学2
橋本　秀樹 教授 理工学部 春学期 基礎量子化学／量子化学
橋本　秀樹 教授 理学部 秋学期 生命科学II2
橋本　秀樹 教授 生命環境学部 秋学期 生命科学II2
橋本　真紀 教授 教育学部 秋学期 保育・教職実践演習（幼・小）1
橋本　安央 教授 文学部 春学期 アメリカ文学史Ａ
橋本　安央 教授 文学部 春学期 英米文学作品研究I2
橋本　安央 教授 文学部 秋学期 アメリカ文学史Ｂ
橋本　安央 教授 法学部 春学期 英米文学作品研究I2
橋本　安央 教授 法学部 春学期 アメリカ文学史Ａ
橋本　安央 教授 法学部 秋学期 アメリカ文学史Ｂ
橋本　安央 教授 経済学部 春学期 アメリカ文学史Ａ
橋本　安央 教授 経済学部 秋学期 アメリカ文学史Ｂ
橋本　安央 教授 商学部 春学期 アメリカ文学史Ａ
橋本　安央 教授 商学部 春学期 英米文学作品研究I2
橋本　安央 教授 商学部 秋学期 アメリカ文学史Ｂ
橋本　安央 教授 国際学部 春学期 アメリカ文学史Ａ
橋本　安央 教授 国際学部 秋学期 アメリカ文学史Ｂ
橋本　祐子 教授 教育学部 秋学期 子どもの心理学
橋本　祐子 教授 教育学部 秋学期 幼児理解の理論と方法
橋本　祐子 教授 教育学部 秋学期 教育実習Ｄ事前事後指導／幼稚園教育実習事前事後指導3
橋本　祐子 教授 教育学部 秋学期 教育実習Ｄ／幼稚園教育実習3
橋本　祐子 教授 教育学部 秋学期 保育・教職実践演習（幼・小）2
橋本　幸枝 非常勤講師 国際学部 春学期 コンピュータ演習2
橋本　幸枝 非常勤講師 国際学部 秋学期 コンピュータ演習4
橋本　幸枝 非常勤講師 共通教育センター（情報科学科目） 春学期 コンピュータ基礎9
橋本　幸枝 非常勤講師 共通教育センター（情報科学科目） 秋学期 コンピュータ基礎23
橋本　行洋 非常勤講師 文学部 秋学期 日本語語彙論
橋本　行洋 非常勤講師 文学部 春学期 日本語学特殊講義2
パスト　Ｔ．　Ｈ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ国際学部 春学期 EnglishV（Career English)2
パスト　Ｔ．　Ｈ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ国際学部 春学期 EnglishV（Academic English)2
パスト　Ｔ．　Ｈ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ国際学部 春学期 EnglishV（Academic English)3
パスト　Ｔ．　Ｈ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ国際学部 秋学期 EnglishVI（Career English)2
パスト　Ｔ．　Ｈ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ国際学部 秋学期 EnglishVI（Academic English)2
パスト　Ｔ．　Ｈ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ国際学部 秋学期 EnglishVI（Academic English)3
パスト　Ｔ．　Ｈ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ国際学部 春学期 EnglishVII（Seminar）1
パスト　Ｔ．　Ｈ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ国際学部 秋学期 EnglishVIII（Seminar）1



長谷　尚弥 教授 国際学部 春学期 EnglishI10
長谷　尚弥 教授 国際学部 秋学期 EnglishII10
長谷　尚弥 教授 国際学部 秋学期 Introduction to Applied Linguistics
長谷　尚弥 教授 国際学部 春学期 北米言語文化論
長谷川　計二 教授 総合政策学部 秋学期 戦略的思考と合意形成
長谷川　義人 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 商業科教育法Ａ
長谷川　義人 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 商業科教育法Ｂ
長谷川　義仁 非常勤講師 商学部 春学期 民法Ａ3
長谷川　義仁 非常勤講師 商学部 秋学期 民法Ｂ3
畑井　克彦 非常勤講師 理工学部 秋学期 情報化社会と人間
畑井　克彦 非常勤講師 総合政策学部 秋学期 情報化社会と人間
畑井　克彦 非常勤講師 工学部 秋学期 情報化社会と人間
畑井　克彦 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 情報科教育法Ａ
畑井　克彦 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 情報科教育法Ｂ
畠山　琢次 教授 理工学部 春学期 基礎化学C／基礎化学Ｃ1
畠山　琢次 教授 理工学部 春学期 有機化学実験
畠山　琢次 教授 理学部 春学期 基礎化学C／基礎化学Ｃ1
畠山　琢次 教授 工学部 春学期 基礎化学C／基礎化学Ｃ1
花埼　知子 非常勤講師 文学部 春学期 英語ＢI（コミュニケーション）7
花埼　知子 非常勤講師 文学部 秋学期 英語ＢII（コミュニケーション）10
馬場　博史 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 日本手話I4
馬場　博史 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 日本手話I5
馬場　博史 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 日本手話I6
馬場　博史 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 日本手話II4
馬場　博史 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 日本手話II5
馬場　博史 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 日本手話II6
波部　雄一郎 非常勤講師 文学部 春学期 西洋史概説1
波部　雄一郎 非常勤講師 社会学部 春学期 西洋史概説1
波部　雄一郎 非常勤講師 法学部 春学期 西洋史概説1
波部　雄一郎 非常勤講師 経済学部 春学期 西洋史概説1
波部　雄一郎 非常勤講師 商学部 春学期 西洋史概説1
波部　雄一郎 非常勤講師 教育学部 春学期 西洋史概説
波部　雄一郎 非常勤講師 教育学部 秋学期 西洋史特講
濱崎　雅孝 非常勤講師 神学部 春学期 現代思想とキリスト教Ａ
濱田　泰彦 非常勤講師 文学部 春学期 日本文学特殊講義1
濱田　泰彦 非常勤講師 文学部 秋学期 日本文学文献研究II3
濱元　伸彦 准教授 教育学部 秋学期 学校教育社会学／教育制度論3
濱元　伸彦 准教授 教育学部 秋学期 学校教育社会学／教育制度論3
濱元　伸彦 准教授 教育学部 秋学期 教職概論1
濱元　伸彦 准教授 教育学部 秋学期 教職概論2
濱元　伸彦 准教授 教育学部 秋学期 生徒・進路指導論



濱元　伸彦 准教授 教育学部 秋学期 初等生徒・進路指導論
濱元　伸彦 准教授 教育学部 秋学期 教職実践演習（幼・小・中・高）8
羽村　季之 教授 理工学部 春学期 基礎化学実験I4
羽村　季之 教授 理工学部 春学期 基礎化学実験I5
羽村　季之 教授 理工学部 春学期 基礎化学実験I6
羽村　季之 教授 生命環境学部 春学期 基礎化学実験I4
羽村　季之 教授 生命環境学部 春学期 基礎化学実験I5
羽村　季之 教授 生命環境学部 春学期 基礎化学実験I6
早川　有紀 准教授 法学部 春学期 行政学Ａ
林　直也 教授 人間福祉学部 春学期 陸上競技1
林　直也 教授 人間福祉学部 秋学期 陸上競技2
林　直也 教授 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室秋学期 体育方法学演習Ｃ13
林　眞帆 准教授 人間福祉学部 春学期 ソーシャルワーク演習II5
原　弘明 非常勤講師 商学部 秋学期 会社法2
原　弘明 非常勤講師 商学部 春学期 法学特論Ｂ（２０２）
原田　大介 教授 教育学部 春学期 国語1
原田　大介 教授 教育学部 春学期 国語2
原田　大介 教授 教育学部 春学期 国語3
原田　大介 教授 教育学部 春学期 国語4
原田　大介 教授 教育学部 秋学期 国語科教育法1
原田　大介 教授 教育学部 秋学期 国語科教育法2
原田　哲史 教授 経済学部 春学期 社会思想史Ａ
原田　哲史 教授 経済学部 秋学期 社会思想史Ｂ
原田　哲史 教授 商学部 春学期 社会思想史Ａ
原田　哲史 教授 商学部 秋学期 社会思想史Ｂ
パリッシュ　Ｍ．Ｍ． 言語特別講師 言語教育研究センター 春学期 入門英語IＡ9
パリッシュ　Ｍ．Ｍ． 言語特別講師 言語教育研究センター 春学期 インテンシブ・イングリッシュ52
パリッシュ　Ｍ．Ｍ． 言語特別講師 言語教育研究センター 春学期 インテンシブ・イングリッシュ54
パリッシュ　Ｍ．Ｍ． 言語特別講師 言語教育研究センター 秋学期 入門英語IＡ14
パリッシュ　Ｍ．Ｍ． 言語特別講師 言語教育研究センター 秋学期 インテンシブ・イングリッシュ10
パリッシュ　Ｍ．Ｍ． 言語特別講師 言語教育研究センター 春学期 入門英語IIＡ1
バロウ　Ｊ．　Ｅ． 非常勤講師 商学部 春学期 英語I（コミュニケーション）10
バロウ　Ｊ．　Ｅ． 非常勤講師 商学部 春学期 英語I（コミュニケーション）11
バロウ　Ｊ．　Ｅ． 非常勤講師 商学部 春学期 英語I（コミュニケーション）12
バロウ　Ｊ．　Ｅ． 非常勤講師 商学部 秋学期 英語II（コミュニケーション）10
バロウ　Ｊ．　Ｅ． 非常勤講師 商学部 秋学期 英語II（コミュニケーション）11
バロウ　Ｊ．　Ｅ． 非常勤講師 商学部 秋学期 英語II（コミュニケーション）12
バーンズ　ジョニー 非常勤講師 文学部 春学期 英語（Ｓｐｅａｋｉｎｇ）I4
バーンズ　ジョニー 非常勤講師 文学部 秋学期 英語（Ｓｐｅａｋｉｎｇ）II1
バーンズ　ジョニー 非常勤講師 文学部 秋学期 英語（Ｓｐｅａｋｉｎｇ）II6
バーンズ　ジョニー 非常勤講師 文学部 春学期 英語（Ｓｐｅａｋｉｎｇ）III1



バーンズ　ジョニー 非常勤講師 文学部 春学期 英語（Ｗｒｉｔｉｎｇ）I8
バーンズ　ジョニー 非常勤講師 文学部 秋学期 英語（Ｗｒｉｔｉｎｇ）II4
バーンズ　ジョニー 非常勤講師 文学部 秋学期 英語（Ｗｒｉｔｉｎｇ）II5
馬場　幸子 准教授 人間福祉学部 春学期 ソーシャルワーク演習II7
日浦　直美 教授 教育学部 秋学期 子どもと人間関係1
日浦　直美 教授 教育学部 秋学期 子どもと人間関係2
日浦　直美 教授 教育学部 春学期 保育内容 人間関係1
日浦　直美 教授 教育学部 春学期 保育内容 人間関係4
東田　啓作 教授 法学部 春学期 環境・資源経済学
東田　啓作 教授 経済学部 春学期 環境・資源経済学
引野　剛司 非常勤講師 国際学部 秋学期 日米言語文化比較論
ヒギンズ　Ｒ．Ｍ． 言語特別講師 言語教育研究センター 春学期 入門英語IＡ6
ヒギンズ　Ｒ．Ｍ． 言語特別講師 言語教育研究センター 春学期 インテンシブ・イングリッシュ35
ヒギンズ　Ｒ．Ｍ． 言語特別講師 言語教育研究センター 秋学期 入門英語IＡ15
ヒギンズ　Ｒ．Ｍ． 言語特別講師 言語教育研究センター 秋学期 インテンシブ・イングリッシュ9
久島　幸雄 非常勤講師 商学部 秋学期 貿易商務論
久野　洋 非常勤講師 文学部 秋学期 日本史学特論
久部　幸次郎 非常勤講師 文学部 春学期 英語ＢI（コミュニケーション）13
久部　幸次郎 非常勤講師 文学部 秋学期 英語ＢII（コミュニケーション）8
土方　嘉徳 教授 商学部 春学期 情報処理論I
土方　嘉徳 教授 商学部 春学期 経営情報システム論
日比野　浩樹 教授 理工学部 春学期 基礎物理学実験I3
日比野　真己 非常勤講師 総合政策学部 春学期 英米文学Ａ1
日比野　真己 非常勤講師 総合政策学部 秋学期 英米文学Ｂ1
日比野　真己 非常勤講師 総合政策学部 春学期 英語文化研究Ａ
日比野　真己 非常勤講師 総合政策学部 春学期 英米文学Ｃ1
日比野　真己 非常勤講師 総合政策学部 秋学期 英語文化研究Ｂ
日比野　真己 非常勤講師 総合政策学部 秋学期 英米文学Ｄ1
平井　洋平 教授 理工学部 秋学期 発生生物学
平石　知久 非常勤講師 神学部 春学期 政治学原論Ａ
平石　知久 非常勤講師 文学部 春学期 政治学原論Ａ
平石　知久 非常勤講師 社会学部 春学期 政治学原論Ａ
平石　知久 非常勤講師 経済学部 春学期 政治学原論Ａ
平石　知久 非常勤講師 商学部 春学期 政治学原論Ａ
平出　貴大 非常勤講師 神学部 春学期 現代社会における宗教Ａ
平出　貴大 非常勤講師 神学部 秋学期 現代文化とキリスト教Ａ
平尾　昌也 任期制教員Ｃ助教 人間福祉学部 秋学期 ソーシャルワーク演習I4
平尾　昌也 任期制教員Ｃ助教 人間福祉学部 春学期 ソーシャルワーク演習II4
平尾　昌也 任期制教員Ｃ助教 人間福祉学部 秋学期 ソーシャルワーク演習III4
平尾　昌也 任期制教員Ｃ助教 人間福祉学部 通年 ソーシャルワーク実習2
平尾　昌也 任期制教員Ｃ助教 人間福祉学部 秋学期 ソーシャルワーク演習V2



平野　砂峰旅 非常勤講師 理工学部 秋学期 デザイン論
平野　真紀 非常勤講師 教育学部 春学期 美術I5
平松　さやか 非常勤講師 文学部 春学期 英語ＢI（コミュニケーション）15
平松　さやか 非常勤講師 文学部 秋学期 英語ＢII（コミュニケーション）12
平山　幹子 教授 法学部 秋学期 刑法概論Ａ（総論）1
平山　幹子 教授 法学部 秋学期 刑法概論Ａ（総論）2
平山　幹子 教授 法学部 春学期 刑法総論
廣岡　江梨子 非常勤講師 文学部 秋学期 異文化理解（フランス）
廣岡　江梨子 非常勤講師 文学部 春学期 フランス文学資料研究Ｂ1
広瀬　憲三 教授 文学部 春学期 国際経済論
広瀬　憲三 教授 文学部 秋学期 国際経済政策論
広瀬　憲三 教授 社会学部 春学期 国際経済論
広瀬　憲三 教授 社会学部 秋学期 国際経済政策論
広瀬　憲三 教授 商学部 春学期 国際経済論
広瀬　憲三 教授 商学部 秋学期 国際経済政策論
廣田　音奏 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室春学期 スポーツ科学演習Ａ11
廣田　音奏 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室春学期 スポーツ科学演習Ｄ1
廣田　音奏 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室秋学期 スポーツ科学演習Ａ12
廣田　音奏 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室秋学期 スポーツ科学演習Ｄ3
廣田　誠 非常勤講師 商学部 春学期 商業史
廣田　誠 非常勤講師 商学部 春学期 商業史各論
廣野　誠 非常勤講師 経済学部 春学期 経済数学入門5
廣野　允紀 非常勤講師 文学部 春学期 英語ＢI（コミュニケーション）17
廣野　允紀 非常勤講師 文学部 秋学期 英語ＢII（コミュニケーション）13
傅　建良 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 英語表現Ｃ6
傅　建良 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 英語表現Ｃ11
傅　建良 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 英語表現Ｃ12
傅　建良 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 英語表現Ｄ6
傅　建良 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 英語表現Ｄ11
傅　建良 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 英語表現Ｄ12
傅　建良 非常勤講師 国際学部 春学期 英語I1
傅　建良 非常勤講師 国際学部 春学期 英語I2
傅　建良 非常勤講師 国際学部 秋学期 英語II1
傅　建良 非常勤講師 国際学部 秋学期 英語II2
傅　建良 非常勤講師 国際学部 春学期 英語III1
傅　建良 非常勤講師 国際学部 秋学期 英語IV1
フィルポット　Ａ． 言語特別講師 言語教育研究センター 春学期 入門英語IＡ7
フィルポット　Ａ． 言語特別講師 言語教育研究センター 春学期 インテンシブ・イングリッシュ41
フィルポット　Ａ． 言語特別講師 言語教育研究センター 春学期 インテンシブ・イングリッシュ42
フィルポット　Ａ． 言語特別講師 言語教育研究センター 秋学期 インテンシブ・イングリッシュ11
フィルポット　Ａ． 言語特別講師 言語教育研究センター 秋学期 インテンシブ・イングリッシュ12



フィルポット　Ａ． 言語特別講師 言語教育研究センター 秋学期 入門英語IIＡ11
プール　Ｊ．　Ｐ． 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ｂ4
プール　Ｊ．　Ｐ． 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ｂ22
プール　Ｊ．　Ｐ． 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｄ4
プール　Ｊ．　Ｐ． 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｄ22
プールオミッド　Ｓ． 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ａ14
プールオミッド　Ｓ． 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ａ19
プールオミッド　Ｓ． 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｃ14
プールオミッド　Ｓ． 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｃ19
吹上　裕樹 非常勤講師 神学部 春学期 社会学概説
吹上　裕樹 非常勤講師 文学部 春学期 社会学概説
吹上　裕樹 非常勤講師 社会学部 春学期 文化社会学Ａ
吹上　裕樹 非常勤講師 社会学部 春学期 社会学概説
吹上　裕樹 非常勤講師 法学部 春学期 社会学概説
吹上　裕樹 非常勤講師 商学部 春学期 社会学概説
福岡　弘彬 准教授 文学部 秋学期 日本文学史2
福岡　弘彬 准教授 文学部 秋学期 日本現代文学
福島　旭 教諭 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 宗教科教育法Ｃ
福島　旭 教諭 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 宗教科教育法Ｄ
福島　あずさ 非常勤講師 文学部 春学期 人間と環境（自然地理学）
福島　あずさ 非常勤講師 社会学部 春学期 人間と環境（自然地理学）
福島　あずさ 非常勤講師 法学部 春学期 人間と環境（自然地理学）
福島　あずさ 非常勤講師 経済学部 春学期 人間と環境（自然地理学）
福島　あずさ 非常勤講師 商学部 春学期 人間と環境（自然地理学）
福島　恒徳 非常勤講師 文学部 秋学期 芸術史（東洋）
福嶋　敏明 非常勤講師 神学部 秋学期 憲法Ａ（基本的人権総論）2
福嶋　敏明 非常勤講師 文学部 秋学期 憲法Ａ（基本的人権総論）2
福嶋　敏明 非常勤講師 社会学部 秋学期 憲法Ａ（基本的人権総論）2
福嶋　敏明 非常勤講師 法学部 春学期 日本国憲法2
福嶋　敏明 非常勤講師 法学部 秋学期 憲法Ａ（基本的人権総論）2
福嶋　敏明 非常勤講師 経済学部 秋学期 憲法Ａ（基本的人権総論）2
福嶋　敏明 非常勤講師 商学部 秋学期 憲法Ａ（基本的人権総論）2
福田　完治 非常勤講師 文学部 春学期 フランス語ＢI（コミュニケーション）3
福田　完治 非常勤講師 文学部 春学期 フランス語ＢI（コミュニケーション）4
福田　完治 非常勤講師 文学部 春学期 情報処理基礎4
福田　完治 非常勤講師 文学部 春学期 情報処理基礎5
福田　完治 非常勤講師 文学部 春学期 情報処理基礎6
福田　完治 非常勤講師 文学部 秋学期 フランス語ＢII（コミュニケーション）3
福田　完治 非常勤講師 文学部 秋学期 フランス語ＢII（コミュニケーション）4
福田　完治 非常勤講師 文学部 秋学期 情報処理基礎10
福田　完治 非常勤講師 文学部 秋学期 情報処理基礎13



福田　完治 非常勤講師 文学部 秋学期 情報処理基礎14
福田　完治 非常勤講師 文学部 秋学期 情報処理基礎15
福地　直子 准教授 社会学部 春学期 English Communication Ｂ3
福地　直子 准教授 社会学部 春学期 English Communication Ｂ13
福地　直子 准教授 社会学部 春学期 English Communication Ｂ16
福地　直子 准教授 社会学部 春学期 English Communication Ｂ27
福地　直子 准教授 社会学部 秋学期 English Communication Ｄ3
福地　直子 准教授 社会学部 秋学期 English Communication Ｄ13
福地　直子 准教授 社会学部 秋学期 English Communication Ｄ16
福地　直子 准教授 社会学部 秋学期 English Communication Ｄ27
福原　正雄 非常勤講師 文学部 秋学期 英語ＢII（コミュニケーション）11
福原　正雄 非常勤講師 文学部 秋学期 実践英語学資料研究4
福本　幸男 非常勤講師 教育学部 春学期 経済学（国際経済を含む）
福若　眞人 非常勤講師 教育学部 春学期 人間形成論
福若　眞人 非常勤講師 教育学部 秋学期 教育哲学
藤井　英次 教授 経済学部 春学期 経済学入門4
藤井　恭子 教授 教育学部 春学期 心理学I
藤井　恭子 教授 教育学部 秋学期 心理学II
藤井　恭子 教授 教育学部 春学期 幼児・児童教育相談論1
藤井　恭子 教授 教育学部 春学期 青年心理学
藤井　恭子 教授 教育学部 秋学期 教職実践演習（幼・小・中・高）3
藤井　順子 非常勤講師 総合政策学部 春学期 コンピュータ演習I2
藤井　順子 非常勤講師 総合政策学部 春学期 コンピュータ演習I5
藤井　順子 非常勤講師 総合政策学部 春学期 コンピュータ演習I8
藤井　順子 非常勤講師 総合政策学部 春学期 コンピュータ演習I11
藤井　順子 非常勤講師 総合政策学部 春学期 コンピュータ演習I14
藤井　順子 非常勤講師 総合政策学部 春学期 コンピュータ演習I16
藤井　順子 非常勤講師 総合政策学部 春学期 コンピュータ演習II18
藤井　順子 非常勤講師 総合政策学部 秋学期 コンピュータ演習II2
藤井　順子 非常勤講師 総合政策学部 秋学期 コンピュータ演習II5
藤井　順子 非常勤講師 総合政策学部 秋学期 コンピュータ演習II8
藤井　順子 非常勤講師 総合政策学部 秋学期 コンピュータ演習II11
藤井　順子 非常勤講師 総合政策学部 秋学期 コンピュータ演習II14
藤井　順子 非常勤講師 総合政策学部 秋学期 コンピュータ演習II16
藤井　大輔 非常勤講師 経済学部 春学期 経済学入門18
藤井　博志 教授 人間福祉学部 秋学期 ソーシャルワーク演習III3
藤井　博志 教授 人間福祉学部 春学期 地域福祉論
藤井　亮佑 非常勤講師 社会学部 秋学期 コンピュータ演習（基礎）3
藤岡　由子 非常勤講師 経済学部 春学期 情報処理入門5
藤岡　由子 非常勤講師 経済学部 春学期 情報処理入門6
藤岡　由子 非常勤講師 経済学部 春学期 情報処理入門7



藤岡　由子 非常勤講師 経済学部 春学期 情報処理入門8
藤木　大三 教授 教育学部 春学期 体育総合1
藤木　大三 教授 教育学部 春学期 体育総合2
藤木　大三 教授 教育学部 秋学期 体育1
藤木　大三 教授 教育学部 秋学期 体育2
藤木　大三 教授 教育学部 春学期 体育科教育法1
藤木　大三 教授 教育学部 春学期 体育科教育法2
藤沢　武史 教授 商学部 春学期 国際市場戦略論
藤沢　武史 教授 商学部 秋学期 国際マーケティングミックス政策
藤田　譲 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 ソーシャルワーク演習IV7
藤田　直樹 任期制教員Ｃ助教 商学部 春学期 商業簿記I1
藤田　直樹 任期制教員Ｃ助教 商学部 秋学期 商業簿記I2
藤田　眞弓 非常勤講師 文学部 春学期 英米文学作品研究II4
藤田　眞弓 非常勤講師 法学部 春学期 英米文学作品研究II4
藤田　眞弓 非常勤講師 商学部 春学期 英米文学作品研究II4
藤田　康子 非常勤講師 文学部 春学期 フランス語（総合）ＡI1
藤田　康子 非常勤講師 文学部 春学期 フランス語（総合）ＢI1
藤田　康子 非常勤講師 文学部 秋学期 フランス語（総合）ＡII1
藤田　康子 非常勤講師 文学部 秋学期 フランス語（総合）ＢII1
藤田　康子 非常勤講師 文学部 春学期 フランス語（書く）I2
藤田　康子 非常勤講師 文学部 秋学期 フランス語（書く）II2
藤本　灯 非常勤講師 文学部 春学期 日本文学文献研究I2
藤原　憲二 教授 経済学部 春学期 経済数学入門1
藤原　憲二 教授 経済学部 春学期 国際経済政策
藤原　伸介 教授 理工学部 春学期 生命分子・生化学実験
藤原　伸介 教授 理工学部 秋学期 微生物学
藤原　伸介 教授 理学部 春学期 生命科学入門実験1
藤原　司 教授 理工学部 秋学期 基礎解析学II
藤原　司 教授 理工学部 春学期 解析学I
藤原　司 教授 理工学部 秋学期 確率統計II
藤原　三枝子 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 ドイツ語科教育法Ｃ
プヨ　バティスト 准教授 文学部 春学期 フランス語（書く）I1
プヨ　バティスト 准教授 文学部 秋学期 フランス語（書く）II1
プヨ　バティスト 准教授 文学部 春学期 フランス語（聞く・話す）III1
プヨ　バティスト 准教授 文学部 秋学期 フランス語（聞く・話す）IV1
古川　朋雄 非常勤講師 文学部 春学期 商法Ａ
古川　朋雄 非常勤講師 文学部 秋学期 商法Ｂ
古川　朋雄 非常勤講師 社会学部 春学期 商法Ａ
古川　朋雄 非常勤講師 社会学部 秋学期 商法Ｂ
古川　朋雄 非常勤講師 経済学部 春学期 商法Ａ
古川　朋雄 非常勤講師 経済学部 秋学期 商法Ｂ



古川　朋雄 非常勤講師 商学部 春学期 会社法1
古川　靖洋 教授 総合政策学部 春学期 企業行動論
古隅　弘樹 非常勤講師 共通教育センター（情報科学科目） 春学期 コンピュータ基礎4
古隅　弘樹 非常勤講師 共通教育センター（情報科学科目） 秋学期 コンピュータ基礎18
プレット　Ｂ．Ｗ． 非常勤講師 商学部 春学期 英語I（コミュニケーション）13
プレット　Ｂ．Ｗ． 非常勤講師 商学部 秋学期 英語II（コミュニケーション）13
ブレネス　Ｉ． 非常勤講師 国際学部 春学期 EnglishIII2
ブレネス　Ｉ． 非常勤講師 国際学部 春学期 EnglishIII3
ブレネス　Ｉ． 非常勤講師 国際学部 春学期 EnglishIII4
ブレネス　Ｉ． 非常勤講師 国際学部 春学期 EnglishIII8
ブレネス　Ｉ． 非常勤講師 国際学部 秋学期 EnglishIV2
ブレネス　Ｉ． 非常勤講師 国際学部 秋学期 EnglishIV3
ブレネス　Ｉ． 非常勤講師 国際学部 秋学期 EnglishIV4
ブレネス　Ｉ． 非常勤講師 国際学部 秋学期 EnglishIV8
ヘアマンセン　Ｃ． 教授 法学部 通年 英作文（特）1
ベレック　セドリック 非常勤講師 言語教育研究センター 秋学期 フランス語インテンシブ初級I1
ベレック　セドリック 非常勤講師 言語教育研究センター 秋学期 フランス語インテンシブ初級I2
ヘンウッド　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ12
ヘンウッド　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ14
ヘンウッド　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIA／英語ライティングIＡ20
ヘンウッド　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ12
ヘンウッド　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ14
ヘンウッド　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIB／英語ライティングIＢ20
ヘンウッド　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIIＡ20
ヘンウッド　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIIＡ22
ヘンウッド　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIIＡ13
ヘンウッド　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIIＡ21
ヘンウッド　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIIＡ８ｂ
ヘンウッド　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIIＢ20
ヘンウッド　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIIＢ22
ヘンウッド　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIIＢ13
ヘンウッド　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIIＢ21
ヘンウッド　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIIＢ８ｂ
ヘンウッド　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ12
ヘンウッド　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ14
ヘンウッド　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ12
ヘンウッド　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ14
ヘンウッド　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ12
ヘンウッド　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ14
ヘンウッド　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ12
ヘンウッド　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ14



ヘンウッド　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ12
ヘンウッド　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ14
ヘンウッド　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ12
ヘンウッド　Ｊ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ14
ベントン　マーク 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ａ15
ベントン　マーク 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ａ18
ベントン　マーク 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ｂ24
ベントン　マーク 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ｂ25
ベントン　マーク 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｃ15
ベントン　マーク 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｃ18
ベントン　マーク 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｄ24
ベントン　マーク 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｄ25
ベントン　マーク 非常勤講師 商学部 春学期 英語I（コミュニケーション）14
ベントン　マーク 非常勤講師 商学部 春学期 英語I（コミュニケーション）15
ベントン　マーク 非常勤講師 商学部 春学期 英語I（コミュニケーション）16
ベントン　マーク 非常勤講師 商学部 秋学期 英語II（コミュニケーション）14
ベントン　マーク 非常勤講師 商学部 秋学期 英語II（コミュニケーション）15
ベントン　マーク 非常勤講師 商学部 秋学期 英語II（コミュニケーション）16
ボイテル　ビアンカ 非常勤講師 文学部 春学期 ドイツ語（総合）III1
ボイテル　ビアンカ 非常勤講師 文学部 秋学期 ドイツ語（総合）IV1
ボイテル　ビアンカ 非常勤講師 文学部 春学期 ドイツ文学特殊講義1
北條　賢 准教授 理工学部 秋学期 生物分析化学
北條　賢 准教授 理工学部 春学期 化学生態学
ホー　サミュエル 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ人間福祉学部 春学期 英語表現Ｃ1
ホー　サミュエル 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ人間福祉学部 春学期 英語表現Ｄ15
ホー　サミュエル 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ人間福祉学部 秋学期 英語表現Ｃ15
ホー　サミュエル 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ人間福祉学部 秋学期 英語表現Ｄ1
ポーリット　Ｓ． その他 総合政策学部 春学期 英語アドバンスト・トピックス2
星山　健 教授 文学部 秋学期 日本文学文献研究I5
細見　和志 教授 総合政策学部 春学期 哲学概論
細見　和志 教授 総合政策学部 秋学期 倫理学概論
堀　郁 非常勤講師 総合政策学部 春学期 環境倫理
堀　敬一 教授 経済学部 春学期 経済数学入門2
堀　敬一 教授 経済学部 秋学期 マクロ経済学II
堀古　秀徳 非常勤講師 商学部 春学期 監査基準論
ホワイト　ウィリアム 非常勤講師 教育学部 春学期 英語ＢI（コミュニケーション）6
ホワイト　ウィリアム 非常勤講師 教育学部 春学期 英語ＢI（コミュニケーション）8
ホワイト　ウィリアム 非常勤講師 教育学部 秋学期 英語ＢII（コミュニケーション）6
ホワイト　ウィリアム 非常勤講師 教育学部 秋学期 英語ＢII（コミュニケーション）8
ボワト　Ｐ． 非常勤講師 文学部 春学期 フランス語（聞く・話す）I1
ボワト　Ｐ． 非常勤講師 文学部 春学期 フランス語（聞く・話す）I2



ボワト　Ｐ． 非常勤講師 文学部 秋学期 フランス語（聞く・話す）II1
ボワト　Ｐ． 非常勤講師 文学部 秋学期 フランス語（聞く・話す）II2
本宮　裕示郎 非常勤講師 教育学部 春学期 初等教育課程論
本郷　亮 教授 経済学部 春学期 経済学入門14
本郷　亮 教授 経済学部 春学期 近代経済学史Ａ
本郷　亮 教授 経済学部 秋学期 近代経済学史Ｂ
本郷　亮 教授 商学部 春学期 近代経済学史Ａ
本郷　亮 教授 商学部 秋学期 近代経済学史Ｂ
本田　隆裕 非常勤講師 総合政策学部 秋学期 英語文法論
前川　隆昭 非常勤講師 理工学部 春学期 キャリアデザイン論1
前川　隆昭 非常勤講師 理工学部 春学期 キャリアデザイン論2
前川　隆昭 非常勤講師 工学部 春学期 キャリアデザイン論1
前川　隆昭 非常勤講師 工学部 春学期 キャリアデザイン論2
前嶋　弘 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 ソーシャルワーク演習IV3
前田　至剛 非常勤講師 理工学部 春学期 メディア社会論
前田　至剛 非常勤講師 工学部 春学期 メディア社会論
前橋　信和 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 児童・家庭福祉論
前橋　信和 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 子どもと家庭の諸問題
前原　健三 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 教職概論5
前原　健三 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 学校教育論5
前原　健三 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 教職概論6
前原　健三 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 学校教育論6
前原　健三 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 教職実践演習（中・高）15
前原　健三 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 教職実践演習（中・高）16
牧野　和夫 非常勤講師 商学部 春学期集中 法学特論Ｂ（２０１）／インターネットと法
牧村　貴代 非常勤講師 教育学部 秋学期 音楽I(基礎技能)／音楽I(基礎)8
牧村　貴代 非常勤講師 教育学部 秋学期 音楽I(基礎)9
牧村　貴代 非常勤講師 教育学部 秋学期 音楽I(基礎技能)／音楽I(基礎)4
牧村　貴代 非常勤講師 教育学部 春学期 音楽I(器楽)7
牧村　貴代 非常勤講師 教育学部 春学期 音楽II13
牧村　貴代 非常勤講師 教育学部 春学期 音楽II19
マクナリー　Ｐ． 非常勤講師 文学部 春学期 英語（Ｓｐｅａｋｉｎｇ）I3
マクナリー　Ｐ． 非常勤講師 文学部 春学期 英語（Ｓｐｅａｋｉｎｇ）I5
マクナリー　Ｐ． 非常勤講師 文学部 春学期 英語（Ｗｒｉｔｉｎｇ）I9
マクナリー　Ｐ． 非常勤講師 文学部 秋学期 英語（Ｓｐｅａｋｉｎｇ）IV3
マクナリー　Ｐ． 非常勤講師 文学部 秋学期 英語（Ｗｒｉｔｉｎｇ）II9
増尾　貞弘 教授 理工学部 春学期 基礎化学A／基礎化学Ａ2
増尾　貞弘 教授 生命環境学部 春学期 基礎化学A／基礎化学Ａ2
増田　佳代 教授 理工学部 秋学期 代数学II
増田　佳代 教授 理工学部 春学期 代数学IV
増田　周子 非常勤講師 文学部 秋学期 日本文学特殊講義4



松井　学洋 助教 教育学部 春学期 子どもと健康1
松井　学洋 助教 教育学部 春学期 子どもと健康2
松井　学洋 助教 教育学部 春学期 保育内容 健康1
松井　学洋 助教 教育学部 春学期 保育内容 健康2
松井　ゆう子 非常勤講師 文学部 春学期 英語ＢI（コミュニケーション）3
松井　ゆう子 非常勤講師 文学部 春学期 英語ＢI（コミュニケーション）5
松井　ゆう子 非常勤講師 文学部 秋学期 英語ＢI（コミュニケーション）20
松井　ゆう子 非常勤講師 文学部 秋学期 英語ＢII（コミュニケーション）14
松浦　周二 教授 理工学部 春学期 基礎物理学実験I4
松浦　菜美子 助教 文学部 春学期 フランス文学概論
松浦　菜美子 助教 文学部 秋学期 フランス文学史
松枝　法道 教授 法学部 秋学期 中級環境・資源経済学
松枝　法道 教授 経済学部 春学期 経済学入門8
松枝　法道 教授 経済学部 秋学期 ミクロ経済学Ａ4
松尾　達弥 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 教職実践演習（中・高）10
松尾　元彰 准教授 理工学部 秋学期 電磁気学II2
松岡　克尚 教授 人間福祉学部 春学期 障害者福祉論
松川　尚子 非常勤講師 社会学部 春学期 地域社会学Ｂ
松阪　崇久 准教授 教育学部 秋学期 保育内容 環境1
松阪　崇久 准教授 教育学部 秋学期 保育内容 環境2
松阪　崇久 准教授 教育学部 秋学期 保育内容 環境3
松阪　崇久 准教授 教育学部 秋学期 保育内容 環境4
松阪　崇久 准教授 教育学部 秋学期 教育実習Ｄ事前事後指導／幼稚園教育実習事前事後指導2
松阪　崇久 准教授 教育学部 秋学期 教育実習Ｄ／幼稚園教育実習2
松阪　崇久 准教授 教育学部 秋学期 保育・教職実践演習（幼・小）3
松田　順一郎 非常勤講師 教育学部 秋学期 自然地理学
松田　昌明 非常勤講師 商学部 秋学期 法学特論Ｂ（２０３）
松田　雅彦 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 保健体育科教育法Ａ
松田　雅彦 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 保健体育科教育法Ｂ
松田　祐介 教授 理工学部 秋学期 生命代謝化学
松田　祐介 教授 理工学部 秋学期 先端生命科学実験II
松原　知子 非常勤講師 文学部 春学期 英語ＢI（コミュニケーション）2
松宮　園子 教授 社会学部 春学期 English Communication Ｂ5
松宮　園子 教授 社会学部 春学期 English Communication Ｂ21
松宮　園子 教授 社会学部 春学期 English Communication Ｂ33
松宮　園子 教授 社会学部 秋学期 English Communication Ｄ5
松宮　園子 教授 社会学部 秋学期 English Communication Ｄ21
松宮　園子 教授 社会学部 秋学期 English Communication Ｄ33
松村　歌子 非常勤講師 教育学部 春学期 法学
松本　和洋 非常勤講師 法学部 春学期 西洋法史Ａ
松本　和洋 非常勤講師 法学部 秋学期 西洋法史Ｂ



松本　隆志 非常勤講師 社会学部 秋学期 社会思想史Ｂ
マレット　ヘザー 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 英語表現Ａ4
マレット　ヘザー 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 英語表現Ａ5
マレット　ヘザー 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 英語表現Ｂ4
マレット　ヘザー 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 英語表現Ｂ5
マレット　ヘザー 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 英語表現Ｃ7
マレット　ヘザー 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 英語表現Ｄ7
マレット　ヘザー 非常勤講師 教育学部 春学期 英語ＢI（コミュニケーション）3
マレット　ヘザー 非常勤講師 教育学部 春学期 英語ＢI（コミュニケーション）13
マレット　ヘザー 非常勤講師 教育学部 秋学期 英語ＢII（コミュニケーション）3
マレット　ヘザー 非常勤講師 教育学部 秋学期 英語ＢII（コミュニケーション）13
丸尾　喜久子 非常勤講師 教育学部 春学期 音楽II8
三浦　佳二 准教授 理工学部 春学期 微積分学I7
三浦　つゆき 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ａ20
三浦　つゆき 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ａ24
三浦　つゆき 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｃ20
三浦　つゆき 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｃ24
三浦　つゆき 非常勤講師 総合政策学部 春学期 英語アドバンスト・トピックス1
三浦　つゆき 非常勤講師 総合政策学部 春学期 英米文学Ａ2
三浦　つゆき 非常勤講師 総合政策学部 秋学期 英語アドバンスト・トピックス6
三浦　つゆき 非常勤講師 総合政策学部 秋学期 英米文学Ｂ2
三浦　つゆき 非常勤講師 総合政策学部 春学期 英語コミュニケーション研究Ａ
三浦　つゆき 非常勤講師 総合政策学部 春学期 英米文学Ｃ2
三浦　つゆき 非常勤講師 総合政策学部 秋学期 英語コミュニケーション研究Ｂ
三浦　つゆき 非常勤講師 総合政策学部 秋学期 英米文学Ｄ2
三浦　晴彦 非常勤講師 法学部 春学期 財政学Ａ
三浦　晴彦 非常勤講師 法学部 秋学期 財政学Ｂ
三浦　秀松 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 英語表現Ａ8
三浦　秀松 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 英語表現Ａ9
三浦　秀松 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 英語表現Ｂ8
三浦　秀松 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 英語表現Ｂ9
三上　明洋 教授 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 英語科教育法Ａ1
三上　明洋 教授 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 英語科教育法Ａ2
三上　明洋 教授 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 英語科教育法Ａ4
三上　明洋 教授 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 教育方法基礎論2
三上　明洋 教授 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 英語科教育法Ｂ2
三上　明洋 教授 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 英語科教育法Ｂ3
三上　明洋 教授 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 英語科教育法Ｄ4
三上　明洋 教授 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 教育方法基礎論4
三上　明洋 教授 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 教育方法基礎論5
三上　明洋 教授 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 教職実践演習（中・高）3



三上　明洋 教授 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 教職実践演習（中・高）4
三木　伸吾 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 運動学（スポーツ運動学を含む）
御厨　正博 非常勤講師 理工学部 秋学期 基礎化学B／基礎化学Ｂ2
御厨　正博 非常勤講師 生命環境学部 秋学期 基礎化学B／基礎化学Ｂ2
三品　理絵 非常勤講師 文学部 春学期 日本文学文献研究II2
水木　純一郎 非常勤講師 理工学部 春学期 力学II2
水田　憲志 非常勤講師 文学部 春学期 社会地理学Ａ
水田　憲志 非常勤講師 文学部 秋学期 地域と文化（人文地理学）
水田　憲志 非常勤講師 文学部 秋学期 社会地理学Ｂ
水田　憲志 非常勤講師 社会学部 春学期 社会地理学Ａ
水田　憲志 非常勤講師 社会学部 秋学期 社会地理学Ｂ
水田　憲志 非常勤講師 社会学部 秋学期 地域と文化（人文地理学）
水田　憲志 非常勤講師 法学部 春学期 社会地理学Ａ
水田　憲志 非常勤講師 法学部 秋学期 社会地理学Ｂ
水田　憲志 非常勤講師 法学部 秋学期 地域と文化（人文地理学）
水田　憲志 非常勤講師 経済学部 春学期 社会地理学Ａ
水田　憲志 非常勤講師 経済学部 秋学期 地域と文化（人文地理学）
水田　憲志 非常勤講師 経済学部 秋学期 社会地理学Ｂ
水田　憲志 非常勤講師 商学部 春学期 社会地理学Ａ
水田　憲志 非常勤講師 商学部 秋学期 地域と文化（人文地理学）
水田　憲志 非常勤講師 商学部 秋学期 社会地理学Ｂ
水野　敬三 教授 商学部 春学期 ビジネスエコノミックスI
水野　敬三 教授 商学部 秋学期 ビジネスエコノミックスII
水野　尚之 非常勤講師 文学部 春学期 英語ＢI（コミュニケーション）14
水野　尚之 非常勤講師 文学部 秋学期 英語ＢII（コミュニケーション）1
水野　尚之 非常勤講師 文学部 春学期 英米文学作品研究II3
水野　尚之 非常勤講師 文学部 秋学期 英米文学資料研究7
水野　尚之 非常勤講師 法学部 春学期 英米文学作品研究II3
水野　尚之 非常勤講師 法学部 秋学期 英米文学資料研究7
水野　尚之 非常勤講師 商学部 春学期 英米文学作品研究II3
水野　尚之 非常勤講師 商学部 秋学期 英米文学資料研究7
水野　眞理 非常勤講師 文学部 春学期 英語ＢII（コミュニケーション）17
水野　眞理 非常勤講師 文学部 秋学期 英語ＢII（コミュニケーション）6
水野　眞理 非常勤講師 文学部 秋学期 英米文学資料研究8
水野　眞理 非常勤講師 法学部 秋学期 英米文学資料研究8
水野　眞理 非常勤講師 商学部 秋学期 英米文学資料研究8
水野　隆一 教授 神学部 秋学期 旧約聖書入門I
三隅　貴史 非常勤講師 社会学部 春学期 コンピュータ演習（基礎）1
溝田　のぞみ 非常勤講師 文学部 秋学期 スペイン語I4
溝畑　潤 教授 人間福祉学部 秋学期 発育発達論
溝畑　潤 教授 人間福祉学部 春学期 ユース・スポーツ指導論



溝畑　潤 教授 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室春学期 体育方法学講義Ｃ1
溝畑　潤 教授 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室春学期 体育方法学演習Ｃ9
溝畑　潤 教授 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室春学期 体育方法学演習Ｃ10
溝畑　潤 教授 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室春学期 体育方法学演習Ｃ11
溝畑　潤 教授 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室秋学期 体育方法学講義Ｃ3
溝畑　潤 教授 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室秋学期 体育方法学演習Ｃ20
溝畑　潤 教授 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室秋学期 体育方法学演習Ｃ21
溝畑　潤 教授 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室秋学期 体育方法学演習Ｃ22
港野　恵美 非常勤講師 教育学部 秋学期 体育8
南本　長穂 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 教職概論2
南本　長穂 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 教職概論3
峯岸　由治 教授 教育学部 春学期 生活1
峯岸　由治 教授 教育学部 秋学期 社会1
峯岸　由治 教授 教育学部 秋学期 生活科教育法1
峯岸　由治 教授 教育学部 春学期 社会科教育法1
峯岸　由治 教授 教育学部 春学期 社会科教育法2
峯岸　由治 教授 教育学部 秋学期 教育実習Ｃ事前事後指導／小学校教育実習事前事後指導4
峯岸　由治 教授 教育学部 秋学期 教育実習Ｃ／小学校教育実習4
峯岸　由治 教授 教育学部 秋学期 教職実践演習（幼・小・中・高）5
宮川　雅充 教授 総合政策学部 秋学期 環境社会学
宮下　博幸 教授 文学部 秋学期 ドイツ語史
宮下　博幸 教授 文学部 秋学期集中 異文化理解（ドイツ）2
宮原　一成 教授 文学部 秋学期 イギリス文学史Ｂ2
宮原　一成 教授 教育学部 春学期 英語文学概論
宮原　啓造 教授 理工学部 秋学期 ディジタル信号処理実習1
宮原　啓造 教授 理工学部 秋学期 ディジタル信号処理実習2
宮原　浩二郎 教授 社会学部 秋学期 文化社会学Ｂ
宮本　健市郎 教授 教育学部 春学期 教育基礎論1
宮本　健市郎 教授 教育学部 春学期 教育基礎論2
宮本　健市郎 教授 教育学部 春学期 教育基礎論3
宮本　健市郎 教授 教育学部 秋学期 西洋教育史
宮本　健市郎 教授 教育学部 秋学期 教職実践演習（幼・小・中・高）7
ミュラー　ステファン 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ｂ15
ミュラー　ステファン 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ｂ28
ミュラー　ステファン 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｄ15
ミュラー　ステファン 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｄ28
ミュラー　ステファン 非常勤講師 商学部 春学期 英語I（コミュニケーション）17
ミュラー　ステファン 非常勤講師 商学部 春学期 英語I（コミュニケーション）18
ミュラー　ステファン 非常勤講師 商学部 秋学期 英語II（コミュニケーション）17
ミュラー　ステファン 非常勤講師 商学部 秋学期 英語II（コミュニケーション）18
ミュラー　ミリアム 非常勤講師 文学部 春学期 ドイツ語（総合）III2



ミュラー　ミリアム 非常勤講師 文学部 秋学期 ドイツ語（総合）IV2
ミュラー　ミリアム 非常勤講師 文学部 春学期 ドイツ語（聞く・話す）I1
ミュラー　ミリアム 非常勤講師 文学部 秋学期 ドイツ語（聞く・話す）II1
巳波　弘佳 教授 理工学部 春学期 コンピュータ演習A／コンピュータ演習Ａ8
巳波　弘佳 教授 理工学部 春学期 数理計画法実習
巳波　弘佳 教授 理工学部 春学期 計算論
巳波　弘佳 教授 理工学部 春学期 最適化理論
巳波　弘佳 教授 理工学部 秋学期 ネットワーク設計論
巳波　弘佳 教授 工学部 春学期 コンピュータ演習A／コンピュータ演習Ａ8
武蔵　勝宏 非常勤講師 国際学部 春学期 日本国憲法
武藤　祥 教授 法学部 秋学期 政治史Ｂ
宗景　ゆり 准教授 理工学部 春学期 生命科学I3
宗景　ゆり 准教授 理学部 春学期 生命科学I3
宗景　ゆり 准教授 工学部 春学期 生命科学I3
村上　慧 准教授 理工学部 春学期 有機化学I／有機化学II1
村上　慧 准教授 理工学部 春学期 有機化学I／有機化学II2
村上　慧 准教授 理学部 秋学期 有機化学I
村上　謙 教授 文学部 春学期 日本語音声・音韻論
村上　正治 非常勤講師 文学部 春学期 倫理学概論2
村上　正治 非常勤講師 文学部 秋学期 西洋哲学史Ａ
村上　正治 非常勤講師 法学部 春学期 倫理学概論
村上　正治 非常勤講師 経済学部 春学期 倫理学概論
村上　正治 非常勤講師 商学部 春学期 倫理学概論
村瀬　義史 准教授 総合政策学部 春学期 比較宗教思想論
村松　悠次 非常勤講師 経済学部 春学期 経済数学入門6
村山　功光 教授 文学部 春学期 ドイツ文学史
村山　功光 教授 文学部 秋学期 ドイツ文学特殊講義3
目黒　杏子 非常勤講師 文学部 秋学期 アジア史概説3
目黒　杏子 非常勤講師 社会学部 秋学期 アジア史概説3
目黒　杏子 非常勤講師 法学部 秋学期 アジア史概説3
目黒　杏子 非常勤講師 経済学部 秋学期 アジア史概説3
目黒　杏子 非常勤講師 商学部 秋学期 アジア史概説3
毛利　英介 非常勤講師 文学部 春学期 アジア史概説1
毛利　英介 非常勤講師 社会学部 春学期 アジア史概説1
毛利　英介 非常勤講師 法学部 春学期 アジア史概説1
毛利　英介 非常勤講師 経済学部 春学期 アジア史概説1
毛利　英介 非常勤講師 商学部 春学期 アジア史概説1
モスコウィズ　Ｎ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ経済学部 通年 英会話（特）II
本村　陽子 非常勤講師 教育学部 秋学期 音楽I(器楽)4
本村　陽子 非常勤講師 教育学部 春学期 音楽II14
本村　陽子 非常勤講師 教育学部 秋学期 音楽II20



モラガ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ8
モラガ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ13
モラガ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ19
モラガ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIA／英語ライティングIＡ9
モラガ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIA／英語ライティングIＡ27
モラガ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ8
モラガ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ13
モラガ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ19
モラガ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIB／英語ライティングIＢ9
モラガ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIB／英語ライティングIＢ27
モラガ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIIＡ９ａ
モラガ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIIＡ15
モラガ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIIＡ20
モラガ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIIＢ９ａ
モラガ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIIＢ15
モラガ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIIＢ20
モラガ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ8
モラガ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ13
モラガ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ19
モラガ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ8
モラガ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ13
モラガ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ19
モラガ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ8
モラガ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ13
モラガ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ19
モラガ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ8
モラガ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ13
モラガ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ19
モラガ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ8
モラガ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ13
モラガ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ19
モラガ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ8
モラガ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ13
モラガ　Ｍ．　Ｄ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ19
森　康一 非常勤講師 商学部 春学期 教養基礎Ｅ（国際問題）1
森　康一 非常勤講師 商学部 秋学期 教養基礎Ｅ（国際問題）2
森　康俊 教授 社会学部 秋学期 マス・コミュニケーション論
森　祐貴 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室春学期 スポーツ科学演習Ｃ1
森　祐貴 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室春学期 スポーツ科学演習Ｄ11
森　祐貴 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室春学期 体育方法学演習Ｃ1
森　祐貴 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室秋学期 スポーツ科学演習Ｃ3



森　祐貴 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室秋学期 スポーツ科学演習Ｄ12
森　祐貴 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室秋学期 体育方法学演習Ｃ12
森井　祐介 非常勤講師 文学部 秋学期 英米文学作品研究I7
森井　祐介 非常勤講師 法学部 秋学期 英米文学作品研究I7
森井　祐介 非常勤講師 商学部 秋学期 英米文学作品研究I7
森際　孝司 非常勤講師 文学部 春学期 情報処理基礎8
森際　孝司 非常勤講師 文学部 秋学期 情報処理基礎17
森口　大地 非常勤講師 文学部 春学期 ドイツ語（書く）III1
森口　大地 非常勤講師 文学部 秋学期 ドイツ語（書く）IV1
森重　裕子 任期制教員Ｃ助教 人間福祉学部 秋学期 多文化共生論／多文化共生論I
森重　裕子 任期制教員Ｃ助教 人間福祉学部 秋学期 多文化共生論／多文化共生論I
森田　雅也 教授 文学部 春学期 日本文学史1
森田　雅也 教授 文学部 秋学期 日本文学文献研究I4
森田　雅也 教授 文学部 秋学期集中 日本芸能史
森田　由利子 教授 経済学部 春学期 英語講読Ａ
森田　由利子 教授 経済学部 秋学期 英語講読Ｂ
森本　孝之 教授 理工学部 秋学期 微分積分II
森本　孝之 教授 理工学部 春学期 確率統計入門
森本　孝之 教授 理工学部 春学期 統計コンピュータ演習
森本　孝之 教授 理工学部 春学期 確率統計III
森本　孝之 教授 理学部 秋学期 微分積分II
守屋　浩光 教授 法学部 春学期 日本法史Ａ
守屋　浩光 教授 法学部 秋学期 日本法史Ｂ
門口　弘枝 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 英語表現Ａ10
門口　弘枝 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 英語表現Ａ13
門口　弘枝 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 英語表現Ｂ10
門口　弘枝 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 英語表現Ｂ13
八尾　里絵子 非常勤講師 総合政策学部 春学期 コンピュータ・アート
矢ヶ崎　篤 教授 理工学部 秋学期 無機化学II
矢ヶ崎　篤 教授 理工学部 秋学期 分析化学II／無機化学V
保井　智香子 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 スポーツ栄養学
安井　宏樹 非常勤講師 法学部 春学期 西洋政治史
安岡　匡也 教授 経済学部 春学期 社会政策Ａ
安田　真希子 非常勤講師 総合政策学部 春学期 コンピュータ演習I1
安田　真希子 非常勤講師 総合政策学部 春学期 コンピュータ演習I4
安田　真希子 非常勤講師 総合政策学部 春学期 コンピュータ演習I7
安田　真希子 非常勤講師 総合政策学部 春学期 コンピュータ演習I10
安田　真希子 非常勤講師 総合政策学部 春学期 コンピュータ演習I13
安田　真希子 非常勤講師 総合政策学部 春学期 コンピュータ演習II17
安田　真希子 非常勤講師 総合政策学部 春学期 コンピュータ演習III
安田　真希子 非常勤講師 総合政策学部 秋学期 コンピュータ演習II1



安田　真希子 非常勤講師 総合政策学部 秋学期 コンピュータ演習II4
安田　真希子 非常勤講師 総合政策学部 秋学期 コンピュータ演習II7
安田　真希子 非常勤講師 総合政策学部 秋学期 コンピュータ演習II10
安田　真希子 非常勤講師 総合政策学部 秋学期 コンピュータ演習II13
安田　美予子 教授 人間福祉学部 秋学期 社会福祉学原論Ｂ
安田　美予子 教授 人間福祉学部 秋学期 ソーシャルワーク演習III1
安田　友紀 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 ダンス1
安田　友紀 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 ダンス2
安永　知晃 非常勤講師 総合政策学部 秋学期 東洋史概説
安永　知晃 非常勤講師 教育学部 秋学期 東洋史概説
矢野　睦 非常勤講師 神学部 秋学期 英語（総合）甲1
矢野　睦 非常勤講師 神学部 秋学期 英語（総合）乙1
山鹿　久木 教授 法学部 春学期 地域経済論
山鹿　久木 教授 法学部 秋学期 都市経済論
山鹿　久木 教授 経済学部 春学期 地域経済論
山鹿　久木 教授 経済学部 秋学期 都市経済論
山口　覚 教授 経済学部 秋学期 地理学特論Ａ／空間と社会（都市研究）
山口　覚 教授 商学部 秋学期 地理学特論Ａ／空間と社会（都市研究）
山口　知子 非常勤講師 商学部 春学期 英語III（コミュニケーション）8
山口　知子 非常勤講師 商学部 春学期 英語III（コミュニケーション）17
山口　知子 非常勤講師 商学部 春学期 英語III（コミュニケーション）18
山口　宏 教授 理工学部 春学期 生命科学I2
山口　宏 教授 理工学部 春学期 物理化学I
山口　宏 教授 理学部 春学期 生命科学I2
山口　宏 教授 生命環境学部 春学期 生命科学I2
山口　眞理 非常勤講師 神学部 春学期 情報処理概論Ａ
山口　眞理 非常勤講師 神学部 秋学期 情報処理概論Ｂ
山口　亮子 教授 法学部 春学期 親族法
山口　亮子 教授 法学部 秋学期 相続法
山崎　茜 非常勤講師 総合政策学部 秋学期 法学概論／法学
山崎　康仕 非常勤講師 法学部 春学期 法思想史Ａ
山崎　康仕 非常勤講師 法学部 秋学期 法思想史Ｂ
山下　伸一 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室春学期 体育方法学講義Ｃ2
山下　伸一 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室春学期 体育方法学演習Ｃ7
山下　伸一 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室春学期 体育方法学演習Ｃ8
山下　伸一 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室秋学期 体育方法学講義Ｃ4
山下　伸一 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室秋学期 体育方法学演習Ｃ18
山下　伸一 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室秋学期 体育方法学演習Ｃ19
山代　忠邦 准教授 神学部 秋学期 民法総則1
山代　忠邦 准教授 文学部 秋学期 民法総則1
山代　忠邦 准教授 法学部 秋学期 民法総則1



山田　威一郎 非常勤講師 理工学部 秋学期 サイバースペースの法と倫理
山田　威一郎 非常勤講師 総合政策学部 秋学期 サイバースペースの法と倫理
山田　一美 教授 文学部 春学期 英語学資料研究1
山田　一美 教授 文学部 秋学期 応用言語学
山田　一美 教授 法学部 秋学期 応用言語学
山田　一美 教授 経済学部 秋学期 応用言語学
山田　一美 教授 商学部 秋学期 応用言語学
山田　孝子 教授 総合政策学部 秋学期 メディア制作演習（シミュレーション）
山田　直子 教授 法学部 春学期 刑事訴訟法Ｂ（証拠・公判法）
山田　直子 教授 法学部 秋学期 刑事訴訟法Ａ（捜査法）
山田　仁 准教授 経済学部 通年 英語（特）
山田　真裕 教授 法学部 秋学期 政治過程論
山中　速人 教授 総合政策学部 春学期 メディア・リテラシー
山中　速人 教授 総合政策学部 春学期 メディア制作演習（メディアの実践）
山根　英司 教授 理工学部 秋学期 線形代数II
山根　英司 教授 理工学部 秋学期 関数論入門
山根　英司 教授 理工学部 春学期 複素解析
山根　英司 教授 理工学部 春学期 解析学III
山根　英司 教授 理学部 秋学期 線形代数II
山根　弘昭 非常勤講師 教育学部 秋学期 教育実習Ｃ事前事後指導／小学校教育実習事前事後指導2
山根　弘昭 非常勤講師 教育学部 秋学期 教育実習Ｃ／小学校教育実習2
山根　誠 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 球技Ｃ1
山根　誠 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 球技Ｃ2
山根　誠 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 球技Ｃ3
山根　誠 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 球技Ｃ4
山根　誠 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室春学期 スポーツ科学演習Ｃ2
山根　誠 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室春学期 体育方法学演習Ｃ2
山根　誠 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室秋学期 体育方法学演習Ｃ14
山本　昭宏 非常勤講師 社会学部 春学期 社会史Ａ
山本　圭子 教授 文学部 春学期 英語史1
山本　圭子 教授 文学部 春学期 実践英語学資料研究1
山本　圭子 教授 文学部 秋学期 実践英語学特殊講義2
山本　圭子 教授 法学部 春学期 英語史1
山本　圭子 教授 法学部 秋学期 実践英語学特殊講義2
山本　圭子 教授 経済学部 春学期 英語史1
山本　圭子 教授 経済学部 秋学期 実践英語学特殊講義2
山本　圭子 教授 商学部 春学期 英語史1
山本　圭子 教授 商学部 秋学期 実践英語学特殊講義2
山本　圭子 教授 国際学部 春学期 英語史1
山本　圭子 教授 国際学部 秋学期 実践英語学特殊講義2
山本　健治 教授 教育学部 秋学期 教育相談基礎論



山本　健治 教授 教育学部 春学期 幼児・児童教育相談論2
山本　浩二 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室春学期 スポーツ科学演習Ｄ2
山本　浩二 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室春学期 スポーツ科学演習Ｅ1
山本　浩二 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室秋学期 スポーツ科学演習Ａ25
山本　浩二 非常勤講師 スポーツ科学・健康科学教育プログラム室秋学期 スポーツ科学演習Ｅ2
山本　伸也 教授 教育学部 春学期 世界の言語と文化
山本　貴揚 非常勤講師 神学部 秋学期 民法総則2
山本　貴揚 非常勤講師 文学部 秋学期 民法総則2
山本　貴揚 非常勤講師 法学部 秋学期 民法総則2
山本　哲司 非常勤講師 社会学部 春学期 社会史Ｂ
山本　倫也 教授 理工学部 春学期 ヒューマンデータ分析／エルゴノミクスコンピューティング
山本　倫也 教授 理工学部 秋学期 コンピュータグラフィックス実習
山本　倫也 教授 理工学部 秋学期 コンピュータグラフィックス
山本　基子 非常勤講師 教育学部 春学期 音楽I(基礎技能)／音楽I(基礎)4
山本　基子 非常勤講師 教育学部 春学期 音楽I(基礎技能)／音楽I(基礎)2
山本　基子 非常勤講師 教育学部 秋学期 音楽I(基礎技能)／音楽I(基礎)5
山本　基子 非常勤講師 教育学部 秋学期 音楽I(基礎技能)／音楽I(基礎)3
山本　康義 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 国語科教育法Ａ1
山本　康義 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 国語科教育法Ｂ1
山本　康義 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 国語科教育法Ａ2
湯浅　博章 非常勤講師 文学部 春学期 ドイツ語（書く）III2
湯浅　博章 非常勤講師 文学部 秋学期 ドイツ語（書く）IV2
湯浅　博章 非常勤講師 文学部 春学期 ドイツ語（聞く・話す）I2
湯浅　博章 非常勤講師 文学部 秋学期 ドイツ語学特殊講義1
湯浅　博章 非常勤講師 文学部 秋学期 ドイツ語（聞く・話す）II2
湯浅　美季 非常勤講師 文学部 春学期 ドイツ語（読む）I1
湯浅　美季 非常勤講師 文学部 秋学期 ドイツ語（読む）II1
横内　一雄 教授 文学部 秋学期 イギリス文学史Ｂ1
横内　一雄 教授 文学部 秋学期 英米文学作品研究I5
横内　一雄 教授 文学部 春学期 イギリス文学特殊講義1
横内　一雄 教授 法学部 秋学期 英米文学作品研究I5
横内　一雄 教授 法学部 秋学期 イギリス文学史Ｂ1
横内　一雄 教授 法学部 春学期 イギリス文学特殊講義1
横内　一雄 教授 経済学部 秋学期 イギリス文学史Ｂ1
横内　一雄 教授 経済学部 春学期 イギリス文学特殊講義1
横内　一雄 教授 商学部 秋学期 イギリス文学史Ｂ1
横内　一雄 教授 商学部 秋学期 英米文学作品研究I5
横内　一雄 教授 商学部 春学期 イギリス文学特殊講義1
横内　一雄 教授 国際学部 秋学期 イギリス文学史Ｂ1
横内　一雄 教授 国際学部 春学期 イギリス文学特殊講義1
横田　一哉 非常勤講師 文学部 春学期 ドイツ語（読む）III2



横田　一哉 非常勤講師 文学部 秋学期 ドイツ語（読む）IV2
横田　一也 非常勤講師 人間福祉学部 秋学期 権利擁護と成年後見
横道　朝子 非常勤講師 文学部 春学期 フランス語（総合）ＡI3
横道　朝子 非常勤講師 文学部 春学期 フランス語（総合）ＢI3
横道　朝子 非常勤講師 文学部 秋学期 フランス語（総合）ＡII3
横道　朝子 非常勤講師 文学部 秋学期 フランス語（総合）ＢII3
横山　和子 非常勤講師 教育学部 春学期 家庭科教育法2
横山　和子 非常勤講師 教育学部 春学期 家庭科教育法4
吉川　晃史 准教授 商学部 春学期 管理会計論
吉川　晃史 准教授 商学部 秋学期 意思決定会計論
吉川　浩史 准教授 工学部 秋学期 物質化学I／ナノケミストリーI
吉田　卓司 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 教育方法基礎論1
吉田　卓司 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 生徒指導・進路指導論／生徒指導論2
吉田　卓司 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 春学期 生徒指導・進路指導論／生徒指導論2
吉田　卓司 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 教育方法基礎論3
吉田　卓司 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 生徒指導・進路指導論／生徒指導論3
吉田　卓司 非常勤講師 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 生徒指導・進路指導論／生徒指導論3
吉田　元子 教授 法学部 春学期 民事訴訟法
吉田　雄介 非常勤講師 総合政策学部 春学期 地理学概論
吉田　雄介 非常勤講師 総合政策学部 秋学期 地誌学
吉田　雄介 非常勤講師 総合政策学部 秋学期 経済地理学
吉田　由美子 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ｂ18
吉田　由美子 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ｂ26
吉田　由美子 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｄ18
吉田　由美子 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｄ26
吉野　公三 准教授 理工学部 春学期 コンピュータ演習A／コンピュータ演習Ａ13
吉野　公三 准教授 理工学部 秋学期 線形代数学I6
吉野　公三 准教授 生命環境学部 春学期 コンピュータ演習A／コンピュータ演習Ａ13
吉野　太郎 専任講師 総合政策学部 春学期 コンピュータサイエンス
吉野　太郎 専任講師 総合政策学部 春学期 情報セキュリティ
吉本　陵 非常勤講師 教育学部 春学期 哲学
米崎　啓和 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ｂ42
米崎　啓和 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ｂ44
米崎　啓和 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｄ42
米崎　啓和 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｄ44
米山　直樹 教授 文学部 秋学期 異常心理学
米山　直樹 教授 教職教育研究センター（教職専門） 秋学期 特別支援教育概論4
ラーダー　Ｓ．　Ｄ． 非常勤講師 理工学部 春学期 英語コミュニケーションIIＡ2
ラーダー　Ｓ．　Ｄ． 非常勤講師 理工学部 春学期 英語コミュニケーションIIＡ12
ラーダー　Ｓ．　Ｄ． 非常勤講師 理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIIＢ2
ラーダー　Ｓ．　Ｄ． 非常勤講師 理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIIＢ12



ライ　オン　クォック 教授 総合政策学部 秋学期 非政府組織論
ライ　オン　クォック 教授 総合政策学部 秋学期 比較社会論
ラッダ　政美 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ｂ41
ラッダ　政美 非常勤講師 社会学部 春学期 English Communication Ｂ43
ラッダ　政美 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｄ41
ラッダ　政美 非常勤講師 社会学部 秋学期 English Communication Ｄ43
ランフォード　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ16
ランフォード　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIA／英語ライティングIＡ15
ランフォード　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIA／英語ライティングIＡ26
ランフォード　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ16
ランフォード　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIB／英語ライティングIＢ15
ランフォード　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIB／英語ライティングIＢ26
ランフォード　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIIＡ17
ランフォード　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIIＡ23
ランフォード　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIIＡ25
ランフォード　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIIＡ８ｂ
ランフォード　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIIＡ14
ランフォード　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIIＡ９ｂ
ランフォード　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIIＢ17
ランフォード　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIIＢ23
ランフォード　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIIＢ25
ランフォード　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIIＢ８ｂ
ランフォード　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIIＢ14
ランフォード　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIIＢ９ｂ
ランフォード　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ16
ランフォード　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ16
ランフォード　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ16
ランフォード　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ16
ランフォード　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ16
ランフォード　Ｃ． 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ16
李　政元 教授 総合政策学部 春学期 家族福祉論
李　善惠 教授 人間福祉学部 秋学期 ソーシャルワーク演習I6
李　善惠 教授 人間福祉学部 秋学期 社会福祉の思想と哲学
リオス　モニカ 非常勤講師 文学部 春学期 スペイン語I3
柳　圭相 非常勤講師 文学部 春学期 朝鮮語I2
リン　マイケル　Ｐ． 非常勤講師 商学部 春学期 英語I（コミュニケーション）19
リン　マイケル　Ｐ． 非常勤講師 商学部 春学期 英語I（コミュニケーション）20
リン　マイケル　Ｐ． 非常勤講師 商学部 秋学期 英語II（コミュニケーション）19
リン　マイケル　Ｐ． 非常勤講師 商学部 秋学期 英語II（コミュニケーション）20
リントン　ケイン 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ21
リントン　ケイン 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ25



リントン　ケイン 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIA／英語ライティングIＡ10
リントン　ケイン 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIA／英語ライティングIＡ16
リントン　ケイン 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ21
リントン　ケイン 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ25
リントン　ケイン 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIB／英語ライティングIＢ10
リントン　ケイン 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIB／英語ライティングIＢ16
リントン　ケイン 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIIＡ21
リントン　ケイン 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIIＡ26
リントン　ケイン 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIIＡ９ｂ
リントン　ケイン 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIIＡ7
リントン　ケイン 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIIＡ25
リントン　ケイン 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIIＡ８ａ
リントン　ケイン 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIIＢ21
リントン　ケイン 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIIＢ26
リントン　ケイン 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIIＢ９ｂ
リントン　ケイン 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIIＢ7
リントン　ケイン 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIIＢ25
リントン　ケイン 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIIＢ８ａ
リントン　ケイン 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ21
リントン　ケイン 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ25
リントン　ケイン 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ21
リントン　ケイン 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ25
リントン　ケイン 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ21
リントン　ケイン 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ25
リントン　ケイン 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ21
リントン　ケイン 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ25
リントン　ケイン 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ21
リントン　ケイン 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ25
リントン　ケイン 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ21
リントン　ケイン 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ25
ルーベッシュ　トロイ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ11
ルーベッシュ　トロイ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ18
ルーベッシュ　トロイ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ20
ルーベッシュ　トロイ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIA／英語ライティングIＡ12
ルーベッシュ　トロイ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIA／英語ライティングIＡ22
ルーベッシュ　トロイ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIA／英語ライティングIＡ25
ルーベッシュ　トロイ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ11
ルーベッシュ　トロイ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ18
ルーベッシュ　トロイ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ20
ルーベッシュ　トロイ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIB／英語ライティングIＢ12
ルーベッシュ　トロイ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIB／英語ライティングIＢ22



ルーベッシュ　トロイ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIB／英語ライティングIＢ25
ルーベッシュ　トロイ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIIＡ19
ルーベッシュ　トロイ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語ライティングIIＡ27
ルーベッシュ　トロイ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIIＢ19
ルーベッシュ　トロイ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語ライティングIIＢ27
ルーベッシュ　トロイ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ11
ルーベッシュ　トロイ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ18
ルーベッシュ　トロイ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ20
ルーベッシュ　トロイ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ11
ルーベッシュ　トロイ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ18
ルーベッシュ　トロイ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ20
ルーベッシュ　トロイ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ11
ルーベッシュ　トロイ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ18
ルーベッシュ　トロイ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ20
ルーベッシュ　トロイ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ11
ルーベッシュ　トロイ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ18
ルーベッシュ　トロイ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ工学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ20
ルーベッシュ　トロイ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ11
ルーベッシュ　トロイ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ18
ルーベッシュ　トロイ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 春学期 英語コミュニケーションIA／英語コミュニケーションIＡ20
ルーベッシュ　トロイ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ11
ルーベッシュ　トロイ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ18
ルーベッシュ　トロイ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ生命環境学部 秋学期 英語コミュニケーションIB／英語コミュニケーションIＢ20
レッティグ－ミキ　Ｅ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 春学期 インテンシブ・イングリッシュ55
レッティグ－ミキ　Ｅ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 春学期 インテンシブ・イングリッシュ56
レッティグ－ミキ　Ｅ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 秋学期 入門英語IＡ19
レッティグ－ミキ　Ｅ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 秋学期 インテンシブ・イングリッシュ22
レッティグ－ミキ　Ｅ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 秋学期 インテンシブ・イングリッシュ24
レッティグ－ミキ　Ｅ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 春学期 入門英語IIＡ3
ロウ　サイモン 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 春学期 インテンシブ・イングリッシュ50
ロウ　サイモン 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 春学期 インテンシブ・イングリッシュ51
ロウ　サイモン 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 秋学期 インテンシブ・イングリッシュ25
ロウ　サイモン 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 秋学期 インテンシブ・イングリッシュ26
ロウ　サイモン 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ言語教育研究センター 秋学期 入門英語IIＡ15
ローズ　オリバー 言語特別講師 言語教育研究センター 春学期 スプリング・インテンシブ・イングリッシュ2
ローズ　オリバー 言語特別講師 言語教育研究センター 春学期 インテンシブ・イングリッシュ39
ローズ　オリバー 言語特別講師 言語教育研究センター 秋学期 インテンシブ・イングリッシュ28
ローズ　オリバー 言語特別講師 言語教育研究センター 秋学期 インテンシブ・イングリッシュ29
ローズ　オリバー 言語特別講師 言語教育研究センター 春学期 入門英語IIＡ7
ローズ　オリバー 言語特別講師 言語教育研究センター 秋学期 入門英語IIＡ12
ワーチャルスキー　Ｄ その他 建築学部 春学期 英語コミュニケーションIＡ1



ワーチャルスキー　Ｄ その他 建築学部 春学期 英語コミュニケーションIＡ2
ワーチャルスキー　Ｄ その他 建築学部 春学期 英語コミュニケーションIＡ3
ワーチャルスキー　Ｄ その他 建築学部 春学期 英語コミュニケーションIＡ4
ワーチャルスキー　Ｄ その他 建築学部 秋学期 英語コミュニケーションIＢ1
ワーチャルスキー　Ｄ その他 建築学部 秋学期 英語コミュニケーションIＢ2
ワーチャルスキー　Ｄ その他 建築学部 秋学期 英語コミュニケーションIＢ3
ワーチャルスキー　Ｄ その他 建築学部 秋学期 英語コミュニケーションIＢ4
ワーチャルスキー　Ｄ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIIＡ15
ワーチャルスキー　Ｄ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 春学期 英語コミュニケーションIIＡ18
ワーチャルスキー　Ｄ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIIＢ15
ワーチャルスキー　Ｄ 英語常勤講師（Ｉ．Ｅ．Ｆ理工学部 秋学期 英語コミュニケーションIIＢ18
ワイトウィッチ　Ｂ． 言語特別講師 言語教育研究センター 春学期 インテンシブ・イングリッシュ43
ワイトウィッチ　Ｂ． 言語特別講師 言語教育研究センター 春学期 インテンシブ・イングリッシュ44
ワイトウィッチ　Ｂ． 言語特別講師 言語教育研究センター 秋学期 インテンシブ・イングリッシュ13
ワイトウィッチ　Ｂ． 言語特別講師 言語教育研究センター 秋学期 インテンシブ・イングリッシュ14
ワイトウィッチ　Ｂ． 言語特別講師 言語教育研究センター 秋学期 入門英語IIＡ18
若林　克法 教授 理工学部 春学期 物理数学I2
和田　薫 非常勤講師 教育学部 春学期 保育内容指導論2
和田　薫 非常勤講師 教育学部 春学期 保育内容指導論3
和田　将幸 非常勤講師 経済学部 春学期 経済情報処理入門I1
和田　将幸 非常勤講師 経済学部 春学期 経済情報処理入門I2
和田　将幸 非常勤講師 経済学部 春学期 経済情報処理入門I3
和田　将幸 非常勤講師 経済学部 春学期 情報処理入門9
和田　将幸 非常勤講師 教育学部 秋学期 現代社会と経済
渡辺　克昭 非常勤講師 文学部 秋学期 英米文学作品研究II8
渡辺　克昭 非常勤講師 法学部 秋学期 英米文学作品研究II8
渡辺　克昭 非常勤講師 商学部 秋学期 英米文学作品研究II8
渡辺　拓人 助教 商学部 春学期 英語III（コミュニケーション）3
渡辺　拓人 助教 商学部 春学期 英語III（コミュニケーション）4
渡邉　健 非常勤講師 人間福祉学部 春学期 ソーシャルワーク演習IV5
渡邊　力 教授 法学部 秋学期 債権総論
渡辺　敏雄 教授 商学部 春学期 経営管理論
渡辺　敏雄 教授 商学部 秋学期 現代経営管理
渡邉　伸樹 教授 教育学部 春学期 情報処理基礎8
渡邉　伸樹 教授 教育学部 春学期 算数1
渡邉　伸樹 教授 教育学部 秋学期 情報処理基礎16
渡邉　伸樹 教授 教育学部 秋学期 子どもと環境1
渡邉　伸樹 教授 教育学部 秋学期 子どもと環境2
渡邉　伸樹 教授 教育学部 秋学期 算数科教育法1
渡邉　伸樹 教授 教育学部 秋学期 教育実習Ｃ事前事後指導／小学校教育実習事前事後指導6
渡邉　伸樹 教授 教育学部 秋学期 教育実習Ｃ／小学校教育実習6



渡邉　伸樹 教授 教育学部 秋学期 教職実践演習（幼・小・中・高）6
渡辺　秀樹 非常勤講師 文学部 春学期 英語ＢI（コミュニケーション）6
渡辺　秀樹 非常勤講師 文学部 秋学期 英語ＢII（コミュニケーション）16
ワトキンズ　Ｊ． 言語特別講師 言語教育研究センター 春学期 入門英語IＡ8
ワトキンズ　Ｊ． 言語特別講師 言語教育研究センター 春学期 インテンシブ・イングリッシュ47
ワトキンズ　Ｊ． 言語特別講師 言語教育研究センター 春学期 インテンシブ・イングリッシュ48
ワトキンズ　Ｊ． 言語特別講師 言語教育研究センター 秋学期 入門英語IＡ12
ワトキンズ　Ｊ． 言語特別講師 言語教育研究センター 秋学期 インテンシブ・イングリッシュ6


