
教員養成に係る科目を担当する教員一覧 (2021年度)

開講学部・学科 担当教員名 科目名

BROADBRIDGE,James R. Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｓｋｉｌｌｓ文学部 英米文学科

BROADBRIDGE,James R. Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｗｒｉｔｉｎｇ

BRUCE,Jeffrey M. Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｗｒｉｔｉｎｇ

BRUCE,Jeffrey M. Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｓｋｉｌｌｓ

BUTLER,Brenda J. Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｗｒｉｔｉｎｇ

CAMPBELL, Jonathon Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｗｒｉｔｉｎｇ

DAMM, Brian J. Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｗｒｉｔｉｎｇ

DIAS,Joseph V. 異文化間コミュニケーション概論Ⅰ

DIAS,Joseph V. 異文化間コミュニケーション概論Ⅱ

ELVIN,Christopher Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｗｒｉｔｉｎｇ

FUHLENDORF,Arno M. Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｗｒｉｔｉｎｇ

HARPER,Paul A.K. イギリス事情Ⅰ

HARPER,Paul A.K. イギリス事情Ⅱ

HOWL,Paul F. Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｓｋｉｌｌｓ

McCREADY,Elin S. 英語学概論Ⅰ

McCREADY,Elin S. 英語学概論Ⅱ

MOHAMED,Gamal A. Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｓｋｉｌｌｓ

MORRIS,Charles W. Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｗｒｉｔｉｎｇ

MORRIS,Charles W. Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｓｋｉｌｌｓ

NELSON,Forrest M. Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｗｒｉｔｉｎｇ

PARHAM,C.W. スピーチコミュニケーションⅡ（３）

PARHAM,C.W. Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｗｒｉｔｉｎｇ

PARHAM,C.W. スピーチコミュニケーションⅡ（４）

PARHAM,C.W. スピーチコミュニケーションⅡ（１）

PARHAM,C.W. スピーチコミュニケーションⅡ（２）

RUCYNSKI,Todd J. Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｓｋｉｌｌｓ

RUSSELL, Robert J. Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｗｒｉｔｉｎｇ

TAKASUGI　C. L. Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｗｒｉｔｉｎｇ

WASTILA, Jeffrey J. Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｓｋｉｌｌｓ

麻生　えりか イギリス文学史Ⅱ

麻生　えりか イギリス文学史Ⅰ

石原　剛 アメリカ文学概論Ⅰ

石原　剛 アメリカ文学概論Ⅱ

石渡　彰二 Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｓｋｉｌｌｓ

稲生　衣代 異文化間コミュニケーション概論Ⅰ

大川　道代 スピーチコミュニケーションⅡ（６）

大川　道代 スピーチコミュニケーションⅡ（５）

小野　俊太郎 アメリカ文学史Ⅱ

小野　俊太郎 アメリカ文学史Ⅰ

片見　彰夫 英語史Ⅱ

片見　彰夫 英語史Ⅰ

加藤　有佳織 アメリカ文化概論Ⅱ

加藤　有佳織 アメリカ文化概論Ⅰ

菊地　恵太 Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｓｋｉｌｌｓ

木村　松雄 英語科教育法Ａ

木村　松雄 英語科教育法Ｂ

久野　陽一 イギリス文学史Ⅱ

久野　陽一 イギリス文学史Ⅰ

近藤　ゆう子 英語音声学（講義）

齊藤　美野 異文化間コミュニケーション概論Ⅱ
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笹川　渉 イギリス文学概論Ⅱ文学部 英米文学科

笹川　渉 イギリス文学概論Ⅰ

佐藤　元状 グローバル文学・文化概論Ⅱ

佐藤　元状 グローバル文学・文化概論Ⅰ

鈴木　千代 英語科教育法特論Ａ

鈴木　千代 英語科教育法特論Ｂ

髙木　亜希子 英語科教育法特論Ａ

髙木　亜希子 英語科教育法特論Ｂ

伊達　直之 イギリス文化概論Ⅰ

伊達　直之 イギリス文化概論Ⅱ

田中　深雪 通訳Ⅰ（１）

田中　深雪 通訳Ⅰ（２）

寺澤　盾 英語史Ⅰ

寺澤　盾 英語史Ⅱ

中澤　和夫 英語学概論Ⅰ

中澤　和夫 英語学概論Ⅱ

中村　光宏 英語音声学（講義）

西本　あづさ アメリカ事情Ⅰ

西本　あづさ アメリカ事情Ⅱ

野邊　修一 コミュニケーション概論Ⅱ

野邊　修一 コミュニケーション概論Ⅰ

水野　利紀 Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｓｋｉｌｌｓ

森　晴代 英語音声学（演習）

山内　豊 英語コーパス研究方法論Ⅰ

山内　豊 英語コーパス研究方法論Ⅱ

横谷　輝男 英語音声学（演習）

若林　麻希子 アメリカ文学史Ⅱ

若林　麻希子 アメリカ文学史Ⅰ

涌井　理恵 Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｗｒｉｔｉｎｇ

ADAMI, Sylvain コミュニカシオンⅡ文学部 フランス文学科

ADAMI, Sylvain フランス語会話Ⅱ

ADAMI, Sylvain コミュニカシオンⅠ

BODIN,Emanuelle コミュニカシオンⅠ

BODIN,Emanuelle コミュニカシオンⅡ

BODIN,Emanuelle コミュニカシオンⅢ

BODIN,Emanuelle コミュニカシオンⅣ

CAJOT, Kevin G. フランス語会話Ⅱ

CAJOT, Kevin G. エクスプレシオン・オラルⅡ

CAJOT, Kevin G. エクスプレシオン・オラルⅠ

CARTON,Martine コミュニカシオンⅢ

CARTON,Martine コミュニカシオンⅣ

DE LENCQUESAING, M. コミュニカシオンⅣ

DE LENCQUESAING, M. エクスプレシオン・エクリットⅠ

DE LENCQUESAING, M. エクスプレシオン・エクリットⅡ

DE LENCQUESAING, M. コミュニカシオンⅢ

DERVELOIS, M. エクスプレシオン・エクリットⅠ

DERVELOIS, M. エクスプレシオン・エクリットⅡ

DHORNE,France エクスプレシオン・オラルⅠ

DHORNE,France エクスプレシオン・オラルⅡ

DHORNE,France フランス語学特講Ⅰ（２）
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DHORNE,France フランス語学特講Ⅱ（２）文学部 フランス文学科

DONATI,Jean-A. エクスプレシオン・オラルⅠ

DONATI,Jean-A. エクスプレシオン・オラルⅡ

DONATI,Jean-A. エクスプレシオン・エクリットⅠ

DONATI,Jean-A. フランス語会話Ⅱ

DONATI,Jean-A. エクスプレシオン・エクリットⅡ

DURRENBERGER,Vincent フランス語会話Ⅱ

ＨＥＵＲＥ, Ｐｅｇｇｙ フランス語会話Ⅱ

LEMAHIEU, Marc J. R. コミュニカシオンⅠ

LEMAHIEU, Marc J. R. コミュニカシオンⅡ

LEMOINE, Fabien D. フランス語会話Ⅱ

LEMOINE, Fabien D. エクスプレシオン・エクリットⅠ

LEMOINE, Fabien D. エクスプレシオン・エクリットⅡ

MICHELIN, Franck エクスプレシオン・エクリットⅡ

MICHELIN, Franck エクスプレシオン・エクリットⅠ

PUYO,Baptiste エクスプレシオン・オラルⅡ

PUYO,Baptiste エクスプレシオン・オラルⅠ

PUYO,Baptiste エクスプレシオン・エクリットⅠ

PUYO,Baptiste エクスプレシオン・エクリットⅡ

RAMON, Antoine C. S. フランス語会話Ⅱ

RENAUDON,Annie-F. フランス語会話Ⅱ

RENAUDON,Annie-F. エクスプレシオン・エクリットⅠ

RENAUDON,Annie-F. エクスプレシオン・エクリットⅡ

RENAUDON,Annie-F. エクスプレシオン・オラルⅠ

RENAUDON,Annie-F. エクスプレシオン・オラルⅡ

RENOUL,Claire エクスプレシオン・オラルⅡ

RENOUL,Claire エクスプレシオン・オラルⅠ

RENOUL,Claire フランス語会話Ⅱ

阿部　崇 フランス語文法Ⅱ

阿部　崇 フランス文化特講Ⅰ（２）

阿部　崇 フランス文化特講Ⅱ（２）

阿部　崇 フランス語文法Ⅰ

荒木　善太 フランスの文化と社会Ⅱ

荒木　善太 フランスの文化と社会Ⅰ

新谷　淳一 フランス語文法演習Ⅱ

新谷　淳一 フランス語文法Ⅰ

新谷　淳一 フランス語文法演習Ⅰ

新谷　淳一 フランス語文法Ⅱ

飯田　賢穂 フランス語文法演習Ⅱ

飯田　賢穂 フランス語文法演習Ⅰ

泉　美知子 フランス文化特講Ⅰ（１）

泉　美知子 フランス文化特講Ⅱ（１）

小倉　博孝 フランス文学特講Ⅰ（３）

小倉　博孝 フランス文学特講Ⅱ（３）

小幡　一雄 フランス語作文Ⅱ

小幡　一雄 フランス語作文Ⅰ

梶田　裕 フランス語文法演習Ⅱ

梶田　裕 フランス語文法演習Ⅰ

金子　真 フランス語学概論Ⅰ

金子　真 フランス語学概論Ⅱ
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北垣　潔 フランス語文法演習Ⅱ文学部 フランス文学科

北垣　潔 フランス語文法演習Ⅰ

久保田　剛史 フランス文学史概説Ⅱ

久保田　剛史 フランス文学史概説Ⅰ

久保田　剛史 フランス語文法Ⅰ

久保田　剛史 フランス語文法Ⅱ

近藤　野里 フランス語文法Ⅱ

近藤　野里 フランス語文法Ⅰ

土屋　良二 フランス語科教育法Ａ

土屋　良二 フランス語科教育法特論Ｂ

土屋　良二 フランス語科教育法特論Ａ

土屋　良二 フランス語科教育法Ｂ

露崎　俊和 フランスの文化と社会Ⅱ

露崎　俊和 フランスの文化と社会Ⅰ

原　大地 フランス文学特講Ⅰ（２）

原　大地 フランス文学特講Ⅱ（２）

福田　美雪 フランス文学史概説Ⅱ

福田　美雪 フランス語文法Ⅰ

福田　美雪 フランス語文法Ⅱ

福田　美雪 フランス文学史概説Ⅰ

三宅　京子 フランス語文法演習Ⅱ

三宅　京子 フランス語文法演習Ⅰ

安原　伸一朗 フランス文学特講Ⅰ（１）

安原　伸一朗 フランス文学特講Ⅱ（１）

山根　祐佳 フランス語学特講Ⅰ（１）

山根　祐佳 フランス語学特講Ⅱ（１）

吉本　素子 フランス語文法演習Ⅱ

吉本　素子 フランス語文法演習Ⅰ

和田　惠里 フランス語文法Ⅰ

和田　惠里 フランス語文法Ⅱ

大屋　多詠子 日本文学史（三）文学部 日本文学科

大屋　多詠子 日本文学特講Ⅰ［７］

大屋　多詠子 日本文学特講Ⅱ［７］

片山　宏行 日本文学特講Ⅰ［８］

片山　宏行 日本文学特講Ⅱ［８］

片山　宏行 日本文学史（四）

木村　寛子 文章表現法Ａ

木村　寛子 文章表現法Ｂ

小松　靖彦 日本文学特講Ⅰ［１１］

小松　靖彦 日本文学特講Ⅱ［１］

小松　靖彦 日本文学特講Ⅰ［１］

小松　靖彦 日本文学特講Ⅱ［１１］

近藤　泰弘 日本語学特講Ⅱ［１］

近藤　泰弘 日本語学特講Ⅰ［１］

近藤　泰弘 日本語学概論Ⅱ

近藤　泰弘 日本語学概論Ⅰ

佐伯　眞一 日本文学特講Ⅰ［５］

佐伯　眞一 日本文学特講Ⅱ［５］

佐藤　泉 日本文学特講Ⅰ［９］

佐藤　泉 日本文学特講Ⅱ［９］
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澤田　淳 日本語史Ⅱ文学部 日本文学科

澤田　淳 日本語学特講Ⅱ［２］

澤田　淳 日本語史Ⅰ

澤田　淳 日本語学特講Ⅰ［２］

白岩　広行 日本語学特講Ⅱ［３］

白岩　広行 日本語学特講Ⅰ［３］

鈴木　晴彦 書道の歴史と実技Ⅱ

鈴木　晴彦 書道の歴史と実技Ⅰ

髙田　宗平 中国文学・思想演習Ⅱ

髙田　宗平 中国文学・思想演習Ⅰ

高田　祐彦 日本文学史（一）

高田　祐彦 日本文学特講Ⅱ［２］

高田　祐彦 日本文学特講Ⅰ［２］

日置　俊次 近代文学概論Ⅰ

日置　俊次 日本文学特講Ⅱ［１０］

日置　俊次 日本文学特講Ⅰ［１０］

日置　俊次 近代文学概論Ⅱ

土方　洋一 日本文学特講Ⅰ［３］

土方　洋一 古典文学概論Ⅱ

土方　洋一 古典文学概論Ⅰ

土方　洋一 日本文学特講Ⅱ［３］

松浦　智子 中国文学・思想特講Ⅱ

松浦　智子 中国文学・思想特講Ⅰ

水谷　隆之 日本文学特講Ⅱ［６］

水谷　隆之 日本文学特講Ⅰ［６］

山崎　藍 漢文学概論Ⅰ

山崎　藍 中国古典文学演習Ⅱ［１］

山崎　藍 中国古典文学特講Ⅰ

山崎　藍 中国古典文学演習Ⅰ［１］

山崎　藍 漢文学概論Ⅱ

山崎　藍 中国古典文学特講Ⅱ

山下　由季 書道の歴史と実技Ⅱ

山下　由季 書道の歴史と実技Ⅰ

山本　啓介 日本文学史（二）

山本　啓介 日本文学特講Ⅰ［４］

山本　啓介 日本文学特講Ⅱ［４］

青木　敦 東洋史特講（１）文学部 史学科

青木　敦 東洋史特講（２）

姉川　雄大 西洋史特講（５）

姉川　雄大 西洋史特講（６）

石川　博樹 東洋史特講（４）

石川　博樹 東洋史特講（３）

稲垣　春樹 西洋史特講（２）

稲垣　春樹 西洋史特講（１）

今泉　潔 考古学特講（２）

岩井　浩人 考古学概説

大塚　修 東洋史特講（８）

大塚　修 東洋史特講（７）

大塚　直樹 地誌学

岡野　裕元 政治学
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姜　公淑 西洋史特講（１１）文学部 史学科

菊地　重仁 西洋史概説

菊地　重仁 史学概論

北村　優季 日本史概説

工藤　健一 日本史特講（２）

工藤　健一 古文書学Ⅰ

工藤　健一 古文書学Ⅱ

工藤　健一 日本史特講（１）

工藤　雄一郎 考古学特講（６）

工藤　雄一郎 考古学特講（５）

嶋村　元宏 日本史特講（９）

嶋村　元宏 日本史特講（１０）

鈴木　沙織 日本史特講（１３）

高久　健二 考古学特講（７）

冨岡　政治 自然地理学概論

仲田　大人 考古学特講（１）

二宮　文子 東洋史概説

野田　有紀子 日本史特講（８）

野田　有紀子 日本史特講（７）

畑　尚子 日本史特講（３）

畑　尚子 日本史特講（４）

林　美希 東洋史特講（６）

林　美希 東洋史特講（５）

原　賢治 西洋史特講（１０）

原　賢治 西洋史特講（９）

藤本　頼人 日本史特講（１１）

藤本　頼人 日本史特講（１２）

船木　順一 西洋史特講（４）

船木　順一 西洋史特講（３）

細川　良 法律学

本間　剛 日本史特講（６）

本間　剛 日本史特講（５）

眞鍋　早紀 考古学特講（３）

眞鍋　早紀 考古学特講（４）

森　雅文 人文地理学概論Ⅰ

森　雅文 人文地理学概論Ⅱ

安村　直己 西洋史特講（７）

安村　直己 西洋史特講（８）

渡部　良子 東洋史特講（９）

伊藤　弘大 情報処理実習理工学部  

伊藤　崇 情報処理実習

伊藤　雄一 情報処理実習

越中谷　賢治 化学基礎実験

大久保　直人 複素解析Ⅰ演習

大久保　直人 解析学Ⅱ演習

大久保　直人 微分方程式Ⅰ演習

大曲　仁美 化学基礎実験

小野田　崇 情報処理実習

楽　詠コウ 情報処理実習

柏原　航 化学基礎実験



教員養成に係る科目を担当する教員一覧 (2021年度)

開講学部・学科 担当教員名 科目名

鹿島　誠 化学基礎実験理工学部  

柏木　誠 化学基礎実験

金子　直史 化学基礎実験

神谷　亮 複素解析Ⅰ

川上　拓志 解析学Ⅱ演習

川上　拓志 微分方程式Ⅰ演習

北野　健太 物理基礎実験Ⅱ

北野　健太 物理基礎実験Ⅰ

小林　和博 情報処理実習

佐々木　郁雄 化学基礎実験

澤野　卓大 化学基礎実験

島田　林太郎 化学基礎実験

下山　淳一 物理基礎実験Ⅰ

下山　淳一 物理基礎実験Ⅱ

菅原　佳城 一般機械工学

杉田　聡司 物理基礎実験Ⅰ

杉田　聡司 物理基礎実験Ⅱ

杉之内　将大 情報処理実習

鈴木　正 化学基礎実験

孫　悦 物理基礎実験Ⅱ

孫　悦 物理基礎実験Ⅰ

高澤　陽太朗 情報処理実習

田崎　良佑 一般機械工学

谷口　健二 複素解析Ⅰ

谷口　健二 複素解析Ⅰ演習

田谷　昭仁 情報処理実習

藤堂　英樹 情報処理実習

富重　道雄 物理基礎実験Ⅰ

富重　道雄 物理基礎実験Ⅱ

中田　恭子 化学基礎実験

中田　行彦 微分方程式Ⅰ演習

中田　行彦 微分方程式Ⅰ

西垣　貴央 情報処理実習

西原　達哉 化学基礎実験

西山　享 解析学Ⅱ演習

西山　享 解析学Ⅱ

野澤　昭雄 一般電気工学

浜田　百合 化学基礎実験

原田　拓弥 化学基礎実験

部家　直樹 微分方程式Ⅰ

松本　裕行 解析学Ⅱ

松本　裕行 解析学Ⅱ演習

三岡　哲生 化学基礎実験

宮野　雅司 化学基礎実験

武藤　克也 化学基礎実験

元木　貴則 物理基礎実験Ⅰ

元木　貴則 物理基礎実験Ⅱ

守山　裕大 物理基礎実験Ⅰ

守山　裕大 物理基礎実験Ⅱ

横田　和彦 一般機械工学



教員養成に係る科目を担当する教員一覧 (2021年度)

開講学部・学科 担当教員名 科目名

米澤　直晃 化学基礎実験理工学部  

渡邉　昌宏 一般機械工学

岡野　裕一 地学基礎実験理工学部 物理・数理学科

岡野　裕一 地学

阿部　二朗 基礎化学理工学部 化学・生命科学科

阿部　二朗 物理化学実験

阿部　文快 生命科学Ｂ

阿部　文快 生命科学実験Ⅰ

阿部　文快 生命科学実験Ⅱ

越中谷　賢治 生命科学実験Ⅱ

越中谷　賢治 生命科学実験Ⅰ

大曲　仁美 物質分析化学実験

大曲　仁美 無機化学実験

岡野　裕一 地学

岡野　裕一 地学基礎実験

柏原　航 物理化学実験

鹿島　誠 生命科学実験Ⅰ

鹿島　誠 生命科学実験Ⅱ

柏木　誠 無機化学実験

坂本　章 物理化学Ｂ

坂本　章 物理化学Ｃ

坂本　章 物理化学実験

坂本　貴紀 基礎物理学

佐々木　郁雄 有機化学実験

澤野　卓大 有機化学実験

重里　有三 無機化学Ｂ

重里　有三 無機化学実験

島田　林太郎 物理化学実験

杉村　秀幸 有機化学Ｃ

杉村　秀幸 有機化学Ｂ

杉村　秀幸 有機化学実験

鈴木　正 物理化学Ａ

鈴木　正 物理化学実験

諏訪　牧子 生命科学実験Ⅱ

諏訪　牧子 生命科学Ａ

諏訪　牧子 生命科学実験Ⅰ

武内　亮 有機化学Ａ

武内　亮 有機化学Ｄ

武内　亮 有機化学実験

田邉　一仁 分析化学

田邉　一仁 生体分析化学

田邉　一仁 物質分析化学実験

中田　恭子 化学情報処理実習

西原　達哉 無機化学実験

西原　達哉 物質分析化学実験

長谷川　美貴 無機化学Ｃ

長谷川　美貴 無機化学実験

長谷川　美貴 無機化学Ａ

平田　普三 生命科学実験Ⅰ

平田　普三 生命科学実験Ⅱ



教員養成に係る科目を担当する教員一覧 (2021年度)

開講学部・学科 担当教員名 科目名

平田　普三 生命科学Ｃ理工学部 化学・生命科学科

平田　普三 生命科学Ａ

三岡　哲生 生命科学実験Ⅱ

三岡　哲生 生命科学実験Ⅰ

宮野　雅司 生命科学実験Ⅰ

宮野　雅司 生命科学Ａ

宮野　雅司 生命科学実験Ⅱ

武藤　克也 物理化学実験

LOPEZ,Guillaume F. メカトロニクス理工学部 電気電子工学科

赤羽　浩一 電気施設管理及び法規

飯塚　啓輔 材料力学Ⅰ及び演習

石河　泰明 基礎電気数学

石河　泰明 電気工学実験Ⅰ

石河　泰明 基礎電気物性学及び演習

伊丹　琢 電気工学実験Ⅱ

伊丹　琢 電気電子工学基礎実験Ⅰ

伊丹　琢 電気回路ⅠＢ及び演習

稲垣　雄志 電気数学

稲垣　雄志 電気電子工学基礎実験Ⅰ

稲垣　雄志 電気工学実験Ⅱ

植村　明生 電気回路ⅠＡ及び演習

植村　明生 電気工学実験Ⅰ

植村　明生 電気回路ⅠＢ及び演習

植村　明生 電気工学実験Ⅱ

大岩　孝輔 電気電子工学基礎実験Ⅰ

大岩　孝輔 電気回路Ⅲ

木村　豊 電気電子工学基礎実験Ⅱ

木村　豊 電気磁気Ⅰ及び演習

黄　晋二 電気磁気Ⅱ及び演習

黄　晋二 電気磁気Ⅰ及び演習

黄　晋二 電気電子工学基礎実験Ⅱ

地主　創 情報処理

地主　創 通信方式

須賀　良介 電気数学

須賀　良介 電波工学Ⅱ

須賀　良介 電気電子工学基礎実験Ⅱ

須賀　良介 電気工学実験Ⅰ

菅原　佳城 機械制御

宗　哲 電気回路ⅠＢ及び演習

宗　哲 電気磁気Ⅰ及び演習

宗　哲 電気回路ⅠＡ及び演習

宗　哲 電気電子工学基礎実験Ⅰ

宗　哲 電気電子工学基礎実験Ⅱ

宗　哲 電気磁気Ⅱ及び演習

外林　秀之 光エレクトロニクス

外林　秀之 電気回路Ⅱ

滝澤　聡毅 パワーエレクトロニクス

戸辺　義人 計算機概論

西宮　康治朗 材料力学Ⅰ及び演習

野澤　昭雄 電気電子計測



教員養成に係る科目を担当する教員一覧 (2021年度)

開講学部・学科 担当教員名 科目名

野澤　昭雄 電気回路Ⅲ理工学部 電気電子工学科

野澤　昭雄 電気工学実験Ⅰ

橋本　修 電気電子工学基礎実験Ⅱ

橋本　修 電気数学

橋本　修 電波工学Ⅱ

福田　敦史 電波工学Ⅰ

前田　智弘 電気数学

前田　智弘 電気工学実験Ⅱ

前田　智弘 電気工学実験Ⅰ

前田　智弘 電気回路ⅠＡ及び演習

松本　洋和 電気回路ⅠＡ及び演習

松本　洋和 電気工学実験Ⅱ

松本　洋和 電気回路ⅠＢ及び演習

松谷　康之 基本電子回路Ⅱ

松谷　康之 基本電子回路Ⅰ

松谷　康之 電気工学実験Ⅱ

松谷　康之 電気電子工学基礎実験Ⅰ

宮　希望 電気数学

宮　希望 情報処理

宮　希望 電気回路ⅠＢ及び演習

米山　聡 材料力学Ⅰ及び演習

米山　淳 電気電子工学基礎実験Ⅰ

米山　淳 システム制御Ⅰ

米山　淳 電気回路ⅠＢ及び演習

米山　淳 電気回路ⅠＡ及び演習

米山　淳 システム制御Ⅱ

渡辺　剛志 電気電子工学基礎実験Ⅱ

渡辺　剛志 電気磁気Ⅱ及び演習

DUERST,Martin J. 情報数学Ⅰ理工学部 機械創造工学科

DUERST,Martin J. データ構造とアルゴリズム

LOPEZ,Guillaume F. メカトロニクス

LOPEZ,Guillaume F. 情報テクノロジー実験Ⅰ

飯塚　啓輔 機械創造工学実験Ⅱ

飯塚　啓輔 材料力学Ⅰ及び演習

飯塚　啓輔 工業力学

石井　慶子 熱力学及び演習

石井　慶子 機械創造工学実験Ⅰ

伊藤　弘大 情報テクノロジー実験Ⅰ

伊藤　雄一 ヒューマンコンピュータインタラクション

井上　淳樹 工業概論Ｂ

大原　剛三 情報数学Ⅱ

熊野　寛之 機械創造工学実験Ⅱ

熊野　寛之 熱力学及び演習

熊野　寛之 応用熱力学

熊野　寛之 機械創造工学実験Ⅰ

佐野　洋一郎 職業指導

菅原　佳城 機械力学及び演習

菅原　佳城 ロボット機構学

菅原　佳城 機械制御

武田　真和 機械設計製図



教員養成に係る科目を担当する教員一覧 (2021年度)

開講学部・学科 担当教員名 科目名

武田　真和 機械創造工学実験Ⅱ理工学部 機械創造工学科

武田　真和 機械力学及び演習

田崎　良佑 機械創造工学実験Ⅰ

田崎　良佑 機械創造工学実験Ⅱ

長　秀雄 機能材料

長　秀雄 材料科学概論

鶴　若菜 機械創造工学実験Ⅱ

鶴　若菜 流体力学及び演習

鶴　若菜 機械設計製図

戸辺　義人 計算機概論

西宮　康治朗 工業動力学

西宮　康治朗 機械創造工学実験Ⅰ

西宮　康治朗 材料力学Ⅰ及び演習

蓮沼　将太 工業力学

蓮沼　将太 材料強度学

蓮沼　将太 弾塑性工学

蓮沼　将太 機械要素設計

早瀬　知行 工業力学

早瀬　知行 工業動力学

早瀬　知行 機械創造工学実験Ⅰ

廣明　慶一 機械力学及び演習

廣明　慶一 機械創造工学実験Ⅰ

廣明　慶一 機械創造工学実験Ⅱ

麓　耕二 エネルギー変換工学

麓　耕二 熱・物質移動論

森田　武史 人工知能論

森本　崇志 熱力学及び演習

森本　崇志 機械創造工学実験Ⅱ

森本　崇志 機械創造工学実験Ⅰ

山口　博明 情報テクノロジー実験Ⅰ

山地　真吾 機械設計製図

山下　貴仁 機械創造工学実験Ⅱ

山下　貴仁 機械創造工学実験Ⅰ

横窪　安奈 情報テクノロジー実験Ⅰ

横田　和彦 粘性流体力学

横田　和彦 流体力学及び演習

横田　和彦 流体機械

横田　和彦 圧縮性流体力学

吉川　成 機械設計製図

米澤　直晃 情報テクノロジー実験Ⅰ

米山　聡 材料力学Ⅱ

米山　聡 応用数学Ⅱ

米山　聡 材料力学Ⅰ及び演習

渡邉　昌宏 応用数学Ⅰ

渡邉　昌宏 機械要素設計

渡邉　昌宏 工業動力学

渡邉　昌宏 振動工学

DUERST,Martin J. 情報数学Ⅰ理工学部 経営システム工学科

LOPEZ,Guillaume F. メカトロニクス

飯塚　啓輔 材料力学Ⅰ及び演習



教員養成に係る科目を担当する教員一覧 (2021年度)

開講学部・学科 担当教員名 科目名

飯塚　啓輔 工業力学理工学部 経営システム工学科

石井　慶子 熱力学及び演習

伊藤　雄一 ヒューマンコンピュータインタラクション

大原　剛三 情報数学Ⅱ

熊野　寛之 熱力学及び演習

菅原　佳城 機械力学及び演習

武田　真和 機械力学及び演習

長　秀雄 材料科学概論

鶴　若菜 流体力学及び演習

戸辺　義人 計算機概論

西宮　康治朗 工業動力学

西宮　康治朗 材料力学Ⅰ及び演習

蓮沼　将太 工業力学

蓮沼　将太 材料強度学

早瀬　知行 工業力学

早瀬　知行 工業動力学

廣明　慶一 機械力学及び演習

森田　武史 人工知能論

森本　崇志 熱力学及び演習

横田　和彦 流体力学及び演習

米山　聡 材料力学Ⅰ及び演習

渡邉　昌宏 工業動力学

DUERST,Martin J. 情報と社会理工学部 情報テクノロジー学科

DUERST,Martin J. 情報数学Ⅰ

DUERST,Martin J. データ構造とアルゴリズム

LOPEZ,Guillaume F. メカトロニクス

LOPEZ,Guillaume F. 情報と社会

LOPEZ,Guillaume F. マルチメディア工学

LOPEZ,Guillaume F. 情報テクノロジー実験Ⅰ

飯塚　啓輔 工業力学

飯塚　啓輔 機械創造工学実験Ⅱ

飯塚　啓輔 材料力学Ⅰ及び演習

石井　慶子 機械創造工学実験Ⅰ

石井　慶子 熱力学及び演習

伊藤　弘大 情報テクノロジー実験Ⅰ

伊藤　雄一 情報と社会

伊藤　雄一 ヒューマンコンピュータインタラクション

大原　剛三 情報と社会

大原　剛三 情報数学Ⅱ

大原　剛三 知的データベース

楽　詠コウ 情報と社会

金子　直史 情報テクノロジー体験演習

金子　直史 情報総合プログラミング実習Ⅰ

熊野　寛之 熱力学及び演習

熊野　寛之 機械創造工学実験Ⅰ

熊野　寛之 機械創造工学実験Ⅱ

莊司　慶行 情報テクノロジー実験Ⅲ

莊司　慶行 システム構築実習

菅原　佳城 機械力学及び演習

菅原　佳城 機械制御



教員養成に係る科目を担当する教員一覧 (2021年度)

開講学部・学科 担当教員名 科目名

鷲見　和彦 情報テクノロジー体験演習理工学部 情報テクノロジー学科

鷲見　和彦 情報総合プログラミング実習Ⅰ

鷲見　和彦 情報と社会

武田　真和 機械設計製図

武田　真和 機械力学及び演習

武田　真和 機械創造工学実験Ⅱ

田崎　良佑 機械創造工学実験Ⅰ

田崎　良佑 機械創造工学実験Ⅱ

田代　光輝 情報と職業

田代　光輝 情報社会及び情報倫理

田谷　昭仁 情報テクノロジー体験演習

田谷　昭仁 情報総合プログラミング実習Ⅰ

田谷　昭仁 システム構築実習

長　秀雄 材料科学概論

鶴　若菜 機械設計製図

鶴　若菜 機械創造工学実験Ⅱ

鶴　若菜 流体力学及び演習

戸辺　義人 情報と社会

戸辺　義人 計算機概論

戸辺　義人 情報ネットワーク

戸辺　義人 システム構築実習

西宮　康治朗 工業動力学

西宮　康治朗 材料力学Ⅰ及び演習

西宮　康治朗 機械創造工学実験Ⅰ

蓮沼　将太 工業力学

早瀬　知行 工業力学

早瀬　知行 工業動力学

早瀬　知行 機械創造工学実験Ⅰ

廣明　慶一 機械創造工学実験Ⅱ

廣明　慶一 機械創造工学実験Ⅰ

廣明　慶一 機械力学及び演習

森田　武史 人工知能論

森田　武史 情報総合プログラミング実習Ⅰ

森田　武史 情報と社会

森田　武史 情報テクノロジー実験Ⅲ

森本　崇志 機械創造工学実験Ⅱ

森本　崇志 機械創造工学実験Ⅰ

森本　崇志 熱力学及び演習

谷津　元樹 情報テクノロジー実験Ⅲ

谷津　元樹 情報総合プログラミング実習Ⅰ

山口　博明 情報テクノロジー実験Ⅰ

山口　博明 情報テクノロジー体験演習

山口　博明 情報と社会

山地　真吾 機械設計製図

山下　貴仁 機械創造工学実験Ⅱ

山下　貴仁 機械創造工学実験Ⅰ

横窪　安奈 情報テクノロジー実験Ⅰ

横田　和彦 流体力学及び演習

吉川　成 機械設計製図

米澤　直晃 情報テクノロジー体験演習



教員養成に係る科目を担当する教員一覧 (2021年度)

開講学部・学科 担当教員名 科目名

米澤　直晃 情報テクノロジー実験Ⅰ理工学部 情報テクノロジー学科

米山　聡 材料力学Ⅰ及び演習

米山　聡 応用数学Ⅱ

渡邉　昌宏 工業動力学

渡邉　昌宏 振動工学

渡邉　昌宏 応用数学Ⅰ

坂本　貴紀 力学Ⅱ理工学部 物理科学科

松川　宏 力学Ⅰ

東　るみ子 コンピューティング実習社会情報学部 社会情報学科

飯島　泰裕 ウェブ論

飯島　泰裕 情報社会論

居駒　幹夫 ソフトウェア工学

居駒　幹夫 データ構造とアルゴリズム

居駒　幹夫 サーバー構築演習

伊藤　一成 情報科学概論

伊藤　一成 ウェブテクノロジー演習

稲積　宏誠 情報と職業

大洲　裕司 システム分析・設計基礎

大洲　裕司 システム分析・設計基礎演習

大野　博之 情報科学基礎

菊池　純一 情報化社会と法

小池　和彦 数理情報Ⅲ

小池　和彦 構造幾何特別演習

小池　和彦 数理代数Ⅰ

小池　和彦 離散数学

斎藤　正武 コンピューティング実習

芝田　隆志 数理ファイナンス

髙村　正志 構造幾何特別演習

髙村　正志 構造幾何Ⅲ

髙村　正志 構造幾何入門

髙村　正志 数理代数Ⅲ

髙村　正志 数理解析基礎Ⅱ

髙村　正志 構造幾何Ⅱ

髙村　正志 現象の数理

田代　光輝 情報倫理

戸田　容平 数理代数Ⅱ

伏屋　広隆 確率統計Ⅱ

伏屋　広隆 確率統計Ⅰ

部家　直樹 構造幾何Ⅰ

部家　直樹 複素解析Ⅰ

部家　直樹 複素解析Ⅱ

部家　直樹 集合と位相

星野　隆之 システム分析･設計応用

松澤　芳昭 システム分析・設計基礎

松澤　芳昭 システム分析・設計基礎演習

松澤　芳昭 コンピューティング実習

松澤　芳昭 情報システム演習

松澤　芳昭 情報科学概論

松澤　芳昭 システム分析･設計応用

松澤　芳昭 情報システム計画



教員養成に係る科目を担当する教員一覧 (2021年度)

開講学部・学科 担当教員名 科目名

松澤　芳昭 データベース基礎社会情報学部 社会情報学科

宮川　裕之 情報システム計画

宮川　裕之 システム分析・設計基礎演習

宮川　裕之 システム分析・設計基礎

宮治　裕 プログラミング基礎

宮治　裕 コンピュータネットワーク基礎

宮治　裕 プログラミング基礎演習

宮治　裕 情報産業論

村田　和義 コンピューティング実習

村田　和義 情報科学概論

矢野　公一 構造幾何特別演習

矢野　公一 社会数理Ⅲ

矢野　公一 数理解析基礎Ⅰ

矢野　公一 数の歴史

吉田　葵 プログラミング基礎演習

吉田　葵 プログラミング基礎

相原　耕作 政治学概説Ｂ教育人間科学部 教育学科

相原　耕作 政治学概説Ａ

姉川　雄大 外国史（西洋史）

有川　雅裕 図画工作概説（造形）

飯田　敦史 Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｇｌｏｂａｌ

伊佐野　龍司 初等教科教育法（体育科）

伊佐野　龍司 体育概説（運動）

石井　惠 保育内容教育法（表現Ｂ）

石黒　万里子 社会学概説

伊藤　仁美 初等教科教育法（音楽科）

稲垣　中 体育概説（理論）

井上　直子 体育概説（理論）

岩下　誠 西洋教育史Ⅰ

岩下　誠 西洋教育史Ⅱ

江崎　士郎 理科概説Ｂ

江崎　士郎 理科概説Ａ

榎本　明彦 算数概説Ａ

榎本　明彦 教職論（初等）

榎本　明彦 初等教科教育法（算数科）

遠藤　知恵子 国文学特論Ｆ

大木　京子 国文学史Ａ

大木　京子 国文学史Ｂ

大木　由以 教育制度概説

大貫　麻美 算数概説Ｂ

大貫　麻美 算数概説Ａ

大森　秀子 宗教教育学

大森　秀子 西洋教育史Ⅲ

小笠原　優子 生活科概説

小笠原　優子 初等教科教育法（生活科）

緒方　孝文 英文学Ａ

緒方　孝文 英国文学史Ｂ

緒方　孝文 英文学Ｂ

緒方　孝文 英国文学史Ａ

小川　智勢子 初等国語概説



教員養成に係る科目を担当する教員一覧 (2021年度)

開講学部・学科 担当教員名 科目名

小木曽　一之 体育概説（運動）教育人間科学部 教育学科

小木曽　一之 体育概説（理論）

小木曽　一之 初等教科教育法（体育科）

小野　俊太郎 グローバル文化論Ａ

小野　俊太郎 グローバル文化論Ｂ

川村　祥子 音楽概説（声楽）

川村　祥子 音楽概説（理論）

北詰　裕子 教育哲学Ｂ

北詰　裕子 教育哲学Ａ

北詰　裕子 教育思想概説

久保寺　節子 保育方法研究Ｂ

久保寺　節子 保育方法研究Ａ

小高　さほみ 初等教科教育法（家庭科）

小林　紀子 保育内容教育法（ことば）

小針　誠 生活科概説

小針　誠 教育社会学総論

米田　英嗣 教育心理学概説

薦田　梓 図画工作概説（美術）

薦田　梓 図画工作概説（造形）

近藤　ゆう子 英語音声学（演習）

近藤　ゆう子 英語音声学（講義）

佐々木　竜太 日本教育史Ⅰ

佐々木　竜太 日本教育史Ⅱ

佐藤　拓司 哲学史Ｂ

佐藤　拓司 哲学史Ａ

柴田　万里子 教育課程論（初等）

嶋田　陽子 音楽概説（器楽Ａ）

嶋田　陽子 音楽概説（器楽Ｂ）

清水　弥生 法律学概説Ａ

清水　弥生 法律学概説Ｂ

白川　優治 初等教育原理Ｂ

白川　優治 初等教育原理Ａ

杉谷　祐美子 青年文化論

杉本　卓 教育方法論（初等）

鈴木　沙織 日本史Ｂ

鈴木　沙織 日本史Ａ

鈴木　匡 生徒・進路指導論（初等）

須山　聡 地誌学概論Ｂ

須山　聡 地誌学概論Ａ

芹澤　良子 外国史（東洋史）

髙木　亜希子 初等教科教育法（英語科）

高櫻　綾子 教育心理学概説

高櫻　綾子 臨床保育学Ａ

高櫻　綾子 臨床保育学Ｂ

髙田　宗平 漢文学Ａ

髙田　宗平 漢文学Ｂ

髙橋　邦伯 中等国語概説

髙橋　邦伯 初等国語概説

高橋　美登梨 家庭科概説（被服）

田村　達也 体育概説（理論）



教員養成に係る科目を担当する教員一覧 (2021年度)

開講学部・学科 担当教員名 科目名

千葉　悦子 家庭科概説（食物）教育人間科学部 教育学科

鄭　美愛 人文地理学Ｂ

鄭　美愛 地誌学概論Ｂ

鄭　美愛 人文地理学Ａ

鄭　美愛 地誌学概論Ａ

月岡　正明 生活科概説

月岡　正明 社会科概説

月岡　正明 初等教科教育法（社会科）

辻　吉祥 国文学Ｂ

辻　吉祥 国文学Ａ

堤　一彦 図画工作概説（理論）

堤　一彦 初等教科教育法（図画工作科）

堤　一彦 図画工作概説（造形）

堤　一彦 図画工作概説（美術）

藤馬　享 社会科概説

戸田　真夏 自然地理学Ａ

戸田　真夏 自然地理学Ｂ

戸田　真夏 気象学Ｂ

戸田　真夏 気象学Ａ

内藤　雅一 経済学総論Ａ

内藤　雅一 経済学総論Ｂ

永井　淳子 初等英語概説

長尾　茉珠 体育概説（運動）

長沼　俊夫 特別支援教育概論（初等）

野末　俊比古 教育方法論（初等）

橋本　栄一 書道Ｂ

橋本　栄一 書道Ａ

長谷川　祥子 初等国語概説

長谷川　祥子 初等教科教育法（国語科）

長谷川　祥子 中等国語概説

樋田　大二郎 教育方法論（初等）

平賀　伸夫 初等教科教育法（理科）

平賀　伸夫 理科概説Ａ

平野　晶子 国文学特論Ｂ

平野　晶子 国文学特論Ｄ

福留　奈美 家庭科概説（食物）

福元　真由美 幼児教育原理Ａ

福元　真由美 幼児教育原理Ｂ

福元　真由美 保育内容教育法（環境）

藤本　仁 特別活動・総合的な学習の時間（初等）

古荘　純一 保育内容教育法（健康）

本田　洋一郎 音楽概説（器楽Ａ）

松浦　浩樹 保育内容教育法（人間関係）

松原　木乃実 初等教科教育法（英語科）

三浦　巧也 教育相談（初等）

宮内　卓也 初等教科教育法（理科）

村山　祐季子 音楽概説（器楽Ａ）

室住　信子 Ｏｒａｌ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ⅡＡ

矢田　訓子 道徳教育指導法（初等）

山下　由季 書道Ａ



教員養成に係る科目を担当する教員一覧 (2021年度)

開講学部・学科 担当教員名 科目名

山下　由季 書道Ｂ教育人間科学部 教育学科

山室　吉孝 宗教学Ａ

山室　吉孝 宗教学Ｂ

山本　史歩子 英語概説Ｂ

山本　史歩子 英語概説Ａ

山本　史歩子 Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ａｃａｄｅｍｉｃ

山本　史歩子 Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ａｃａｄｅｍｉｃ

山本　珠美 教育制度概説

山本　美紀 音楽概説（器楽Ａ）

山本　美紀 保育内容教育法（表現Ａ）

山本　美紀 音楽概説（理論）

山本　美紀 初等教科教育法（音楽科）

横山　徹 図画工作概説（美術）

横山　徹 図画工作概説（造形）

横山　徹 初等教科教育法（図画工作科）

米山　明日香 英語音声学（演習）

渡辺　聡 宗教と社会


