
外国語学部　英米語学科

氏名 職種 取得学位

石川　保茂 教授 博士（人間・環境学）

小野　隆啓 教授 文学修士

倉田　誠 教授 Master of Arts

坂本　季詩雄 教授 文学修士

佐々木　豊 教授 Ph.D. in History

佐藤　晶子 教授 修士（言語文化学）

杉本　義美 教授 教育学士

林　姿穂 教授 博士（文学）

藤本　幸治 教授 文学修士

教授 博士（教育学）

イアン・ギブソン 教授 M.A. in Applied Linguistics

大野　直樹 准教授 博士（人間・環境学）

野澤　元 准教授 博士（人間・環境学）

吉川　裕介 准教授 博士（言語文化学）

ラムスデン　多夏子 准教授 修士（外国学教育学）

カラム・アダムソン 准教授 修士（応用言語学）

フェリシティー・グリーンランド 准教授 修士（ Division of Art and Design）

アイシュワリヤ・スガンディ 准教授 博士（人間・環境学）

ラシェル・メイヤー 准教授 Master of Arts in Theoretical and Applied Linguistics

辻　美也子 講師 修士（言語教育情報学）

フィリップ・ガーニ 講師 Master of Arts

二本樹　ジェニファー 講師 MA in TESOL

ライアン・デイヴィス 講師 修士（言語学）

ブラッド・ハウ 講師 Masters of Applied Linguistics in TESOL

リンジー・モリ 講師 Master of Arts in Teaching English as a Foreign Language

エリック・リンチ 講師 Masters in Applied Linguistics

トレバー・レイチュラ 講師 修士（TESOL）

外国語学部　スペイン語学科

氏名 職種 取得学位

大越　翼 教授 Doctor en Antropología

岡本　信照 教授 文学修士

立岩　礼子 教授 博士（歴史学）

ユイス・バユス 教授 修士（ELE）

牛島　万 准教授 博士（言語文化学）

ダニエル・アリエタ 准教授 Ph.D. in Literary Studies

ヒセレ・フェルナンデス 准教授 Máster en Enseñanza del Español como Segunda Lengua

外国語学部　フランス語学科

氏名 職種 取得学位

石丸　久美子 教授 博士（言語科学）

中山　智子 教授 博士（文学）

舟杉　真一 教授 文学修士

ナディーン・バタリア 教授 Maîtrise de Linguistique, spécialisation Français Langue étrangère

ローラ・アリエス 准教授 修士（外国人のためのフランス語教育）

ロマン・ジョルダン＝大塚 准教授 博士（人間･環境学）

森田　美里 講師 博士（言語文化学）

外国語学部　ドイツ語学科

氏名 職種 取得学位

菅野　瑞治也 教授 博士（文学）

橋本　政義 教授 文学修士

羽根田　知子 教授 修士（文学）

筒井　友弥 准教授 博士（学術）

杉本　モニカ 准教授 文学修士

ハイケ・ピナウ－サトウ 准教授 Grad eines Magister Artium

金子　哲太 講師 博士（文学）

各教員が保有する学位一覧



外国語学部　ブラジルポルトガル語学科

氏名 職種 取得学位

伊藤　秋仁 教授 文学修士

彌永　史郎 教授 文学修士

モイゼス・カルヴァーリョ 教授 博士（心理学）

ペドロ・アイレス 准教授 修士（文学）

上田　寿美 講師 修士（文学）

岐部　雅之 講師 修士（言語文化学）

フェリッペ・モッタ 講師 博士（文学）

外国語学部　中国語学科

氏名 職種 取得学位

大西　博子 教授 博士（文学）

岡本　俊裕 教授 文学修士

喜多田　久仁彦 教授 文学修士

竹内　誠 教授 修士文学

朱　一星 教授 文学修士

苗　芡 教授 博士（言語文化学）

植屋　高史 准教授 修士（文学）

島村　典子 准教授 博士（言語文化学）

高　思畅 講師 博士（言語学と応用言語学）

外国語学部　日本語学科

氏名 職種 取得学位

坂口　昌子 教授 修士（教育学）

佐々木　伸一 教授 文学修士

田中　道治 教授 修士（言語・文化）

中川　良雄 教授 文学修士

中西　久実子 教授 博士（学術）

長濵　拓磨 教授 博士（文学）

彭　飛 教授 博士（文学）

花井　理香 講師 博士（言語コミュニケーション文化）

外国語学部　イタリア語学科

氏名 職種 取得学位

近藤　直樹 教授 修士（文学）

橋本　勝雄 教授 修士（文学）

シルヴィオ・ヴィータ 教授 文学博士

竹下　ルッジェリ　アンナ 教授 博士（学術）

アンドレーア・レオナルディ 教授 博士（文学）

花本　知子 准教授 博士（学術）

外国語学部　ロシア語学科

氏名 職種 取得学位

黒岩　幸子 教授 修士（文学）

林田　理惠 教授 博士（文学）

菱川　邦俊 教授 博士（文学）

武藤　研介 准教授 Doctor of Philosophy in Philosophy

グリゴリー・ミソチコ 准教授 博士（教育学）

アンナ・バリノワ 准教授 博士（農学）

三好　マリア 講師 修士（日本語･日本文化）



国際貢献学部　グローバルスタディーズ学科

氏名 職種 取得学位

黒住　淳人 教授 Master of Management

竹内　俊隆 教授 Master of Arts in  political Science

ジェイ・クラパーキ 教授 Juris Doctor

ジェーン・シンガー 教授 論文博士　博士（地球環境学）

グスタボ・タナカ 教授 博士（先端マネジメント）

デイビッド・テイラー 教授 Doctorate of Management

ケヴィン・ラムスデン 教授 Master of Education

宮口　貴彰 准教授 博士（地球環境学）

アーロン・キャンベル 准教授 Master of Education

タカハシ　アナマリア 准教授 Doctor of Philosophy in Economics

アングス・マグレガー 准教授 修士（応用人文社会学）

陳　依君 講師 Ph.D.Economics

国際貢献学部　グローバル観光学科

氏名 職種 取得学位

河上　幸子 教授 博士（文学）

野﨑　俊一 教授 Master of Economics

原　一樹 教授 修士（文学）

藤倉　なおこ 教授  Master of Arts in Women's Studies

藤本　茂 教授 博士（経済学）

南　博史 教授 修士（政策科学）

由井　紀久子 教授 博士（文学）

教授 社会学修士

エリック・ハーキンソン 教授 Master of Educational Technology

ジェフ・バーグランド 教授 Master of Arts in Intenational Relations

戴　智軻 教授 博士（社会情報学）

増田　央 准教授 博士（経済学）

村山　弘太郎 准教授 博士（文学）

松瀬　理保 講師 修士（経営学）

李　冠宏 講師 博士（知識科学）

共通教育機構

氏名 職種 取得学位

池田　昭 教授 法学士

枝元　益祐 教授 修士（教育学）

香戸　美智子 教授 博士（人間科学）

梶川　裕司 教授 教育学修士

國安　俊彦 教授 修士（政治学）

中嶋　大輔 教授 修士（政策科学）

畑田　彩 教授 博士（理学）

樋口　穣 教授 文学修士

伊多波　宗周 准教授 博士（文学）

稲垣　勉 准教授 修士（教育学）

梅本　貴豊 准教授 博士（心理学）

空閑　佐智子 准教授 修士（人間・環境学）

岸岡　洋介 講師 修士（教育学）

木津　宗詮 講師 学士（文学）

谷　俵太 講師

根岸　千悠 講師 修士（教育学）

安田　圭奈江 講師 博士（商学）

森田（横山）　卓哉 講師 修士（ビジネス）専門職

ランゲージセンター

氏名 職種 取得学位

泉　宏朗 講師 Ph.D.

近藤　優美子 講師 博士（文学）

ショーン・ゲイ 講師 Doctor of Philosophy

留学生別科

氏名 職種 取得学位

白鳥　文子 准教授 修士（言語文化学）

大谷　つかさ 講師 修士（言語文化学）

篠原　みゆき 講師 修士（言語文化学）



短期大学　キャリア英語科

氏名 職種 取得学位

布施　将夫 教授 博士（人間・環境学）

安木　真一 教授 Master of Education

山本　玲子 教授 博士（言語文化学）

レベッカ・カルマン 教授 M.A.in History

河野　弘美 准教授 Ph.D.

イアン・デイヴィ 准教授 Sustainable Development and Governance

マイケル・バー 准教授 Master of Applied Linguistics

楊　蕾 准教授 修士（文学）

衛藤　圭一 講師 博士（言語文化学）

辰巳　遼 講師 博士（言語文化学）

※「取得学位」の空白の教員は、学位を有していない。


