
専任教員数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
学部長 中　村　竜　哉 学部長 井　上　　治 学部長 塩　崎　　智 学部長 高　橋　丈　博 学部長　 甲　斐　信　好 別科長 近　藤　真　宣 教　授 准教授 助　教 助　手 合　計

教　授 芦　田　　　誠 教　授 秋　山　義　継 教　授 阿久津　　　智 教　授 青　木　　　茂 教　授 新　井　典　子 准教授 工　　　一　仁 25 20 2 0 47

教　授 石　毛　昭　範 教　授 浅　野　正　彦 教　授 浅　井　澄　民 教　授 阿　部　眞　理 教　授 新田目　夏   実 35 17 2 0 54

教　授 植　木　真理子 教　授 阿　部　松　盛 教　授 瓜　谷　　　望 教　授 岩　澤　京　子 教　授 稲　田　雅　也 25 6 0 0 31

教　授 海　口　浩　芳 教　授 市　川　哲　郎 教　授 遠　藤　裕　子 教　授 大　島　直　樹 教　授 呉　　　善　花 33 10 6 0 49

教　授 太　田　　　実 教　授 犬　竹　正　幸 教　授 狩　野　紀　子 教　授 大　森　裕　二 教　授 王　　　曙　光 30 6 0 0 36

教　授 岡　嶋　　　慶 教　授 井　上　　　治 教　授 木　村　政　康 教　授 岡　﨑　　　章 教　授 岡　田　　　実 所　長 川　上　高　司 148 59 10 0 217

教　授 角　田　光　弘 教　授 大　石　高　久 教　授 小　池　和　良 教　授 小　川　毅　彦 教　授 甲　斐　信　好 教　授 荒　木　和　博 0 1 0 0 1

教　授 金　山　茂　雄 教　授 大　山　昌　子 教　授 小　林　孝　郎 教　授 織　田　　　寛 教　授 梶　原　弘　和 教　授 遠　藤　哲　也 7 1 0 1 9

教　授 北　中　英　明 教　授 岡　崎　哲　郎 教　授 齋　藤　純　男 教　授 香　川　美　仁 教　授 近　藤　真　宣 教　授 川　上　高　司 0 2 0 0 2

教　授 佐　藤　幸　志 教　授 奥　田　進　一 教　授 佐　野　正　俊 教　授 木　原　幸一郎 教　授 佐　藤　明　彦 教　授 渋　谷　　　司 1 0 0 0 1

教　授 鈴　木　昭　一 教　授 小野寺   美智子 教　授 塩　崎　　　智 教　授 小　林　伊智郎 教　授 佐　藤　伸一郎 教　授 鈴　木　祐　二 3 0 0 0 3

教　授 潜　道　文　子 教　授 小　竹　　　聡 教　授 関　口　美　幸 教　授 佐々木　　　整 教　授 佐　藤　丙　午 教　授 富　坂　　　聡 11 3 0 1 15

教　授 武　上　幸之助 教　授 澤　田　次　郎 教　授 趙　　　　　昕 教　授 白　石　照　美 教　授 佐　原　隆　幸 教　授 名　越　健　郎 159 63 10 1 233

教　授 田　嶋　規　雄 教　授 椎　名　規　子 教　授 濵　松　法　子 教　授 杉　林　俊　雄 教　授 下　條　正　男 准教授 丹　羽　文　生
教　授 堂野崎　　　衛 教　授 寺家村　　　博 教　授 平　山　邦　彦 教　授 鈴　木　康　夫 教　授 竹　下　正　哲 助　手 野　村　明　史
教　授 長　尾　素　子 教　授 朱　　　　　炎 教　授 廣　澤　明　彦 教　授 鈴　木　保　之 教　授 杜　　　　　進
教　授 中　村　竜　哉 教　授 白　石　浩　介 教　授 藤　本　淳　史 教　授 関　野　恭　弘 教　授 戸　川　　　点

教　授 西　尾　篤　人 教　授 末　延　俊　生 教　授 保　坂　芳　男 教　授 高　橋　丈　博 教　授 徳　永　達　己
教　授 袴　田　裕　二 教　授 杉　浦　立　明 教　授 松　下　直　弘 教　授 巽　　　公　一 教　授 徳　原　　　悟 所　長 阿久津　　　智

教　授 藤　田　祥　子 教　授 関　　　良　基 教　授 丸　山　浩　明 教　授 西　田　誠　幸 教　授 内　藤　嘉　昭 准教授 飯　田　　　透
教　授 松　岡　公　二 教　授 高　橋　智　彦 教　授 見　上　　　晃 教　授 長谷川　　　淳 教　授 西　口　茂　樹 准教授 山　下　哲　生
教　授 宮　川　昭　義 教　授 立　花　　　亨 教　授 本　橋　朋　子 教　授 早　川　栄　一 教　授 野　村　　　進
教　授 宮　地　朋　果 教　授 田　野　武　夫 教　授 安　富　雄　平 教　授 林　　　誠　治 教　授 原　嶋　洋　平
教　授 山　口　隆　正 教　授 玉　井　　　朗 教　授 山　田　政　通 教　授 藤　本　一　郎 教　授 福　田　惠　子
教　授 山　村　延　郎 教　授 丹　野　忠　晋 教　授 渡　辺　　　勉 教　授 前　山　利　幸 教　授 水　野　晶　子 所　長 森　　　伸　生
准教授 足　代　訓　史 教　授 中　川　　　功 准教授 居　村　啓　子 教　授 松　永　直　樹 教　授 文　　　大　宇 教　授 森　　　伸　生

准教授 安　積　　　淳 教　授 服　部　哲　也 准教授 大　野　英　樹 教　授 水　野　一　徳 教　授 茂　木　   　創
准教授 池　田　真　志 教　授 浜　口　裕　子 准教授 永　江　貴　子 教　授 三　堀　邦　彦 教　授 矢　口　　　優
准教授 稲　葉　知恵子 教　授 松　井　謙一郎 准教授 中　村　かおり 教　授 蓑　原　　　隆 教　授 横　山　真規雄
准教授 今　井　文　俊 教　授 眞　鍋　貞　樹 准教授 長谷川　文   子 教　授 諸　角　　　建 教　授 吉　野　文　雄 所　長 澤　田　次　郎
准教授 海老名　一   郎 教　授 三　木　健　詞 准教授 日　比　哲　也 教　授 吉　田　　　勉 准教授 藍　澤　淑　雄 教　授 長 谷 部　　茂
准教授 清　松　敏　雄 教　授 宮　永　　　輝 教　授 吉　森　　　茂 准教授 石　川　一　喜 教　授 ペマ・ギャルポ

准教授 久米井　敦　子 教　授 森　　　園　子 教　授 渡　辺　裕　二 准教授 椎　野　幸　平 教　授 ワシーリー・モロジャコフ

准教授 小　林　政　尚 教　授 守　山　　　正 准教授   ｱﾙﾊﾞﾚｽ・ﾊｲﾒ 准教授 竹　下　幸治郎

准教授 佐　藤　正　弘 教　授 山　本　尚　史 准教授 工　藤　芳　彰 准教授 武　田　晋　一

准教授 佐　野　　　達 准教授 岩　崎　光　一 准教授 小　出　昌　二 准教授 ﾘﾁｬｰﾄﾞ・ﾍｾﾙﾄﾝ
准教授 島　内　高　太 准教授 岡　田　陽　介 准教授 常　光　康　弘
准教授 鄭　　　　　偉 准教授 小　澤　貴　史 准教授 永　見　　　豊
准教授 ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ・ﾌﾟﾙｰｶ 准教授 小　林　敏　宏 准教授 平　野　孝　典
准教授 中　嶋　嘉　孝 准教授 近　藤　和　貴 准教授 ﾏｰﾃｨﾝ・ﾒﾙﾄﾞﾗﾑ
准教授 服　部　英　一 准教授 佐　藤　一　磨 准教授 森　　　きよみ
准教授 松　橋　崇　史 准教授 田　浦　　　元 准教授 米　重　修　一
准教授 松　本　旬　子 准教授 高　橋　大　輔 准教授 渡　邊　　　修
准教授 三　井　美　穂 准教授 高　橋　雅　人 助　教 何　　　宜　欣
准教授 李　　　　　燕 准教授 長　　　友　昭 助　教 島　川　昌　也
助　教 伊　藤　知　子 准教授 土　屋　志　穂 助　教 崔　　　烘　碩
助　教 寺　本　直　城 准教授 中　島　　　醸 助　教 寺　岡　丈　博

准教授 平　山　　　勉 助　教 西　川　佳　男
准教授 細　井　優　子 助　教 森　岡　大　輔

准教授 益　田　直　子
准教授 宮　下　量　久
准教授 村　上　祐　紀
助　教 矢ヶ崎　邦　彦
助　教 渡　邉　俊　彦

2019年度 専任教員一覧
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国際日本文化研究所

イスラーム研究所

海 外 事 情 研 究 所

日 本 語 教 育 研 究 所

国際日本文化研究所

所              属

商 学 部

商　　学　　部 政　経　学　部 外 国 語 学 部 工　　学　　部 国　際　学　部 別 　 科

海外事情研究所

日本語教育研究所

イ ス ラ ー ム 研 究 所

研究所　   計

合　計

政 経 学 部

外 国 語 学 部

工 学 部

国 際 学 部

学  部　　計

別 科

拓　殖　大　学


