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取得学位 取得年度

学長 教授 ﾂﾀﾞ　ｱｵｲ 津田　葵 Ph.D １９８０

副学長 教授 ﾄﾖﾀ ｼｮｳｺﾞ 豊田　尚吾 博士（国際公共政策） １９９６

副学長 教授 ﾓﾄﾔｽ ｷｮｳｺ 本保　恭子 家政学士 １９７７

英語英文学科 教授 ｱｶﾏﾂ ﾖｼｺ 赤松　佳子 博士（文学） ２０１１

英語英文学科 教授 ｲﾄｳ ﾄﾖﾐ 伊藤　豊美 教育学士 １９７８

英語英文学科 教授 ﾛﾊﾞｰﾄ ｳｪｱﾘﾝｸﾞ ロバート　ウェアリング Ph.D １９９９

英語英文学科 教授 ｷﾂﾞ ﾐｶ 木津　弥佳 Ph.D(言語学） ２０００

英語英文学科 教授 ｻｶｸﾞﾁ ﾏﾘ 坂口　真理 Ph.D(言語学） １９９８

英語英文学科 教授 ﾋﾛｾ ﾖｼｼﾞ 広瀬　佳司 博士（文学） ２０００

英語英文学科 教授 ﾃﾞｨｳﾞｨｯﾄﾞ ﾗﾑｼﾞｰ ディヴィッド　ラムジー Ph.D １９９５

英語英文学科 准教授 ｵﾉ ﾏﾕﾐ 小野　真由美 博士（学術） ２０１３

英語英文学科 准教授 ｷｬﾛﾘﾝ ｽﾜｽｷｰ キャロリン　スワスキー MA １９９３

英語英文学科 准教授 ｷｬｻﾘﾝ ﾎﾞｳｽﾞ キャサリン　ボウズ MA ２００１

英語英文学科 准教授 ﾄｰﾏｽ ﾌｧｰｽﾄ トーマス　ファースト MA １９９２

英語英文学科 准教授 ﾏﾂｲ ｶﾔ 松井　かや 修士（文学） １９９９

英語英文学科 講師 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｲｺ 山口　麻衣子 博士（文学） ２０２０

日本語日本文学科 教授 ｲｷﾞ ﾋﾛｼ 伊木　洋 修士（教育学） １９９６

日本語日本文学科 教授 ｵｻﾞｷﾖｼﾐﾂ 尾崎　喜光 文学修士 １９８５

日本語日本文学科 教授 ﾄｳｼﾞｮｳ　ﾄｼｷ 東城　敏毅 博士（文学） ２０１３

日本語日本文学科 教授 ﾅｶｲ ｹﾝｲﾁ 中井　賢一 博士（文学） ２００７

日本語日本文学科 教授 ﾅｶﾞﾊﾗ ｼﾉﾌﾞ 長原　しのぶ 博士（文学） ２００７

日本語日本文学科 教授 ﾔﾏﾈ ﾄﾓｺ 山根　知子 博士（文学） ２００３

日本語日本文学科 准教授 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｺ 近藤　友子 修士（社会学） １９９３

日本語日本文学科 准教授 ﾎｼﾉ ﾖｼﾕｷ 星野　佳之 修士（文学） １９９６

日本語日本文学科 講師 ｲｴｲﾙ ﾋﾛﾉﾘ 家入　博徳 博士（文学） ２００８

日本語日本文学科 講師 ｴｸﾞｻ ﾐﾕｷ 江草　弥由起 博士（文学） ２０１３

日本語日本文学科 講師 ﾉｻﾞﾜ ﾏｷ 野澤　真樹 博士（文学） ２０１７

現代社会学科 教授 ｺﾝﾀﾆ ﾘｮｳｲﾁ 紺谷　亮一 Ph.D １９９７

現代社会学科 教授 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾕｳｺ 二階堂　裕子 博士（文学） ２００３

現代社会学科 教授 ﾆｼｵ ｶｽﾞﾐ 西尾　和美 博士（文学） ２００６

現代社会学科 教授 ﾓﾘ ﾀｲｿﾞｳ 森　泰三 博士（環境理工学） ２００５

現代社会学科 教授 ﾔﾏｼﾀ ﾐｷ 山下　美紀 博士（人間文化学） ２０１０

現代社会学科 准教授 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ 鈴木　真 博士（文学） ２００３

現代社会学科 准教授 ﾄﾄﾞﾛｷ ｺｳﾀﾛｳ 轟木　広太郎 博士（文学） ２０１２

現代社会学科 准教授 ﾅｶﾔﾏ ﾁﾅﾐ 中山　ちなみ 修士（文学） １９９６

現代社会学科 准教授 ﾊﾏﾆｼ ｴｲｼﾞ 濱西　栄司 博士（文学） ２０１０

現代社会学科 講師 ﾋｻﾉ ﾖｳ 久野　洋 博士（文学） ２０１６

現代社会学科 講師 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳ 福田　雄 博士（社会学） ２０１３

人間生活学科 教授 ｻｷｶﾜ ｵｻﾑ 﨑川　修 修士（哲学） １９９４

人間生活学科 教授 ｼﾐｽﾞ　ｼﾞｭﾝｲﾁ 清水　純一 博士（農学） １９９６

人間生活学科 教授 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛｱｷ 杉山　博昭 博士（学術・福祉） ２００５

人間生活学科 教授 ﾀﾞｲﾄｳ ﾏｻﾄﾗ 大東　正虎 博士（社会学） ２００９

人間生活学科 教授 ﾌｶﾔ ｼﾝｽｹ 深谷　信介 修士（工学） ２０１４

人間生活学科 准教授 ﾅｶｲ ﾄｼｵ 中井　俊雄 修士（公共政策学） ２０１３

人間生活学科 准教授 ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾂｺ 中川　敦子 修士（家政学） ２０１３

人間生活学科 准教授 ﾅﾘｷﾖ ﾋﾄｼ 成清　仁士 博士（工学） ２０１２

人間生活学科 准教授 ﾊｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｺ 葉口　英子 修士（教育学） ２００４

人間生活学科 准教授 ﾔﾏﾓﾄ ｲｸｺ 山本　幾子 家政学士 １９７９

人間生活学科 講師 ﾊﾏｻｷ ｴﾘ 濱﨑　絵梨 修士（学術） ２０１０
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児童学科 教授 ｱｶｷﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ 赤木　雅宣 教育学士 １９８１

児童学科 教授 ｶﾀﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 片山　裕之 芸術学士 １９８１

児童学科 教授 ﾅｶｳﾁ ﾐｻ 中内　みさ 博士（学校教育学） ２０００

児童学科 教授 ﾆｼ ﾘｭｳﾀﾛｳ 西　隆太朗 博士（教育学） ２００１

児童学科 教授 ﾆｼｲ ﾏﾐ 西井　麻美 教育学修士 １９８５

児童学科 教授 ﾋﾗﾏﾂ ｷﾖｼ 平松　清志 博士（学校教育学） １９９８

児童学科 教授 ﾑﾗﾅｶ ﾘｴ 村中　李衣 家政学修士 １９８２

児童学科 教授 ﾕｻﾞﾜ ﾐｷ 湯澤　美紀 博士（心理学） ２００１

児童学科 准教授 ｱｵﾔﾏ ｼﾝｺﾞ 青山　新吾 修士（学術） ２０１４

児童学科 准教授 ｲｹﾀﾞ ﾋｻｺ 池田　尚子 学士（音楽） １９９５

児童学科 准教授 ｲﾄｳ ﾐﾎｺ 伊藤　美保子 なし

児童学科 准教授 ｵﾀﾞ ｸﾐｺ 小田　久美子 博士（学校教育学） ２００５

児童学科 准教授 ｶﾀﾋﾗ ﾄﾓﾖ 片平　朋世 修士（学術） ２００３

児童学科 准教授 ｸｻｶ ﾉﾘｺ 日下　紀子 博士（教育学） ２０１５

児童学科 准教授 ｽｷﾞﾉ ﾐﾁｱｷ 杉能　道明 教育学士 １９８８

児童学科 准教授 ﾄﾞｲ ﾋﾛｼ 土居　裕士 学士（教育学） １９９１

児童学科 准教授 ﾋｶﾞｼ ｼｭﾝｲﾁ 東　俊一 修士（教育学） １９９２

児童学科 准教授 ﾌｸﾊﾗ ﾌﾐｺ 福原　史子 教育学修士 １９９９

児童学科 准教授 ﾐﾔｹ ｶｽﾞｴ 三宅　一恵 家政学士 １９８８

児童学科 准教授 ﾔｽｴ ﾐﾎ 安江　美保 教育学修士 １９８９

児童学科 講師 ﾆｼﾔﾏ　ｾﾂｺ 西山　節子 学士（児童学） １９９６

児童学科 講師 ﾌｼﾞｶｹ　ｱﾔｺ 藤掛　絢子 修士（教育学） ２０１３

食品栄養学科 教授 ｺﾊﾞﾔｼ　ｹﾝｲﾁ 小林　謙一 博士（農学） ２００４

食品栄養学科 教授 ﾄﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 戸田　雅裕 博士（医学） ２００２

食品栄養学科 教授 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾀｶﾋｺ 長濱　統彦 博士（農学） １９９５

食品栄養学科 教授 ﾊﾔｼ ﾔｽｼ 林　泰資 博士（医学） １９９１

食品栄養学科 准教授 ｲﾏﾓﾄ ﾐﾕｷ 今本　美幸 修士（家政学） ２００９

食品栄養学科 准教授 ｴﾝｼｮｳｲﾜ ﾏｻｷ 焔硝岩　政樹 修士（環境人間学） ２０１１

食品栄養学科 准教授 ｵｶﾞﾜ ﾏｷｺ 小川　眞紀子 博士（理学） ２００９

食品栄養学科 准教授 ｺﾐﾔﾏ ﾓﾓｴ 小見山　百絵 家政学士 １９８４

食品栄養学科 准教授 ｺﾔﾏ ﾖｳｺ 小山　洋子 修士（保健学） ２０１３

食品栄養学科 准教授 ﾔﾏｼﾀ ﾐﾎ 山下　美保 博士（医学） ２０１６

食品栄養学科 准教授 ﾖｼｶﾈ ﾕｳ 吉金　優 博士（農学） ２００８

食品栄養学科 准教授 ﾜｶﾓﾄ ﾕｶﾘ 若本　ゆかり 博士（医学） ２００２

食品栄養学科 助手 ｶﾄｳ ﾅﾅ 加藤　奈々 修士（栄養学） ２０１６

食品栄養学科 助手 ｻｲｷ ｱｷｺ 佐伯　綾希子 修士（学術） ２０１６

食品栄養学科 助手 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾏﾄﾞｶ 辻本　まどか
修士（学術）
法務博士（専門職）

２０１８
２０１１

キリスト教文化研究所 教授 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳｽｹ 小林　修典 Ed.D １９９０

キリスト教文化研究所 教授 ﾔﾏﾈ ﾐﾁﾋﾛ 山根　道公 博士（文学） ２００４

英語教育センター 准教授 ｼﾞｪｲｿﾝ ｳｨﾘｱﾑｽﾞ ジェイソン　ウィリアムズ
M.Eｄ
MA

２００３
２０１２

英語教育センター 准教授 ｸﾘｽﾄﾌｧｰ ｸﾚｲﾄﾝ クリストファー　クレイトン MA ２０１１

英語教育センター 准教授 ｺﾊﾞｼ ﾏｻﾋｺ 小橋　雅彦 教育学士 １９８４

英語教育センター 准教授 ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ　ｼｭﾚｲﾀﾞｰ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ　ｼｭﾚｲﾀﾞｰ MA ２０００

英語教育センター 准教授 ﾁｮｳｼ ｶｽﾞﾉﾘ 調子　和紀 教育学士 １９９１

英語教育センター 助教 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｺ 髙橋　昌子
修士（外国語教育学）
MA

２０１４
２０１９
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