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クラス（組）について

　新入生のみなさんは、1〜 53組のクラスに分かれます。それぞれのクラスでは、クラス単位で活動す

るクラスアワーが開かれるほか、クラス担任教員が修学や学生生活等、みなさんからのさまざまな相談

に応じます。大学生活は、みなさんにとって初めてのことや不安なことが多いと思います。クラスの活

動に参加し、友達と楽しく過ごしたり、気軽にクラス担任教員に相談して、大学生活に慣れましょう。

クラス 担任氏名 所属学部 職名 研究室 内線電話 副担任氏名 職名 研究室 内線電話

1 佐藤　知己 文学部 教授 文学部　423 3049 宮嶋　俊一 准教授 文学部　601 4052

2 ◎ 太田　敬子 文学部 教授 文学部　古河 206 4196 瀧本　彩加 准教授 文学部　E406 3042

3 小倉真紀子 文学部 准教授 文学部　306 4053 大西　郁夫 教授 文学部　411 4090

4 戸田　　聡 文学部 准教授 文学部　409 桒山　敬己 教授

5 ◎ 石岡　丈昇 教育学部 准教授 関　あゆみ 准教授 教育学研究院研究棟　
304 2608

6 ◎ 會澤　　恒 法学部 教授 法学部　515 3934 郭　　　薇 助教 法学部　603 3794

7 山木戸勇一郎 法学部 准教授 法学部　521 姜　　連甲 助教 法学部　412 3799

8 根本　尚徳 法学部 准教授 3149 酒巻　修也 助教 法学部　511

9 川村　　力 法学部 准教授 法学部　418 濱口弘太郎 助教 法学部　511 3928

10 岩田　　智 経済学部 教授 経済学部研究棟　405 3631 菊地　雄太 助教 経済学部研究棟　302-2 4111

11◎ 板谷　淳一 経済学部 教授 経済学部研究棟　409 2858 春日部光紀 准教授 経済学部研究棟　308

12 谷口　勇仁 経済学部 教授 経済学部研究棟　309 2785 松村　史穂 准教授 経済学部研究棟　417 2788

13 橋本　　努 経済学部 教授 久保　淳司 准教授 経済学部研究棟　307

14 岡田　　智 教育学部 准教授 子ども発達臨床研究センター　
C304 3097 川端　康弘 教授 文学部　E410 4014

15 吉見　　宏 経済学部 教授 経済学部研究棟　412 3182 川村　行論 助教 法学部　502 3960

16 洞　　彰人 理学部 教授 理学部４号館　511 2674 石川　剛郎 教授 理学部４号館　503 3728

17 武貞　正樹 理学部 准教授 福岡　脩平 助教

18 内田　　毅 理学部 准教授 理学部７号館　104 3501 鈴木　孝洋 准教授 理学部６号館　601 2703

19 和多　和宏 理学部 准教授 理学部５号館　910 4443 相馬　雅代 准教授 理学部５号館　912 2995

20◎ 田中　良和 理学部 准教授 理学部５号館　313 3433 中島　　祐 助教 理学部２号館　708 4815

21 蓬田　　清 理学部 教授 理学部８号館　312 2758 橘　　省吾 准教授 理学部６号館　802 3586

22◎ 大滝　純司 医学部医学科 教授 医学部中棟 1 階　
C1･102-2 5136 北市　雄士 助教 医学部中棟 1 階　

C1･101 5547
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クラス 担任氏名 所属学部 職名 研究室 内線電話 副担任氏名 職名 研究室 内線電話

23 武冨　紹信 医学部医学科 教授 医学部南棟 5 階　 
S5-201 5923 坊垣　暁之 助教 医学部中棟 1 階　

C1･101 5916

24◎ 佐川　　正 医学部保健学科 教授 保健科学研究院 A 棟　
A201 2822 吉田　祐子 助教 保健科学研究院 D 棟　

D206 3499

25 野口眞貴子 医学部保健学科 准教授 保健科学研究院 B 棟　
B213 3331 本田　　光 助教 保健科学研究院 C 棟　

C205 4915

26 加藤千恵次 医学部保健学科 教授 保健科学研究院 A 棟　
A206 3336 髙木　聡志 助教 保健科学研究院 A 棟　

A203 2826

27◎ 千葉　仁志 医学部保健学科 教授 保健科学研究院 D 棟　
D601 3698 津久井隆行 助教 保健科学研究院 D 棟　

D613 3576

28 境　　信哉 医学部保健学科 教授 保健科学研究院 D 棟　
D505 3388 寒川　美奈 准教授 保健科学研究院 D 棟　

D407 3329

29◎ 石川　　誠 歯学部 准教授 歯学部３階Ｄ棟 4280 齋藤　紘子 助教 歯学部３階Ｄ棟 4856

30◎ 菅原　　満 薬学部 教授 薬学部　N301 3923 武隈　　洋 准教授 薬学部　N303 3977

31 前仲　勝実 薬学部 教授 薬学部　W501 尾瀬　農之 准教授

32 岡　　和彦 工学部 准教授 工学部 A 棟　A3-25 6717 足立　　智 教授 工学部 C 棟　C-320 6709

33 安住　和久 工学部 教授 材料・化学棟　
MC528 6747 小泉　　均 准教授 材料・化学棟　

MC529 6748

34 三浦　誠司 工学部 教授 材料・化学棟　
MC636 6347 池田　賢一 准教授 材料・化学棟　

MC637 6348

35 平田　　拓 工学部 教授 情報科学研究科 M 棟 　
M207 6762 長田　直樹 准教授 情報科学研究科棟　

9-24 7332

36 土橋　宜典 工学部 准教授 情報科学研究科棟　
6-11 6530 山本　　学 准教授 情報科学研究科棟　

11-8 6525

37 金子　俊一 工学部 教授 情報科学研究科棟　
5-17 6755 小林　孝一 准教授 情報科学研究科棟　

4-02 6452

38 杉本　雅則 工学部 教授 情報科学研究科棟　
9-20 田中　　章 教授 情報科学研究科棟　

10-17 6809

39 近久　武美 工学部 教授 工学部 A 棟　A6-32 6785 戸谷　　剛 准教授 工学部 A 棟　A6-24 7192

40 大橋　俊朗 工学部 教授 工学部 A 棟　A6-30 6424 山内　有二 准教授 工学部 A 棟　A4-29 7108

41 中村　　孝 工学部 教授 工学部 A 棟　A5-31 6419 坂下　弘人 准教授 工学部 A 棟　A3-32 6664

42◎ 石川　達也 工学部 教授 工学部 A 棟　A6-07 6202 磯部　公一 准教授 工学部 A 棟　A6-08 6201

43 小澤　丈夫 工学部 准教授 工学部 A 棟　A2-03 高井　伸雄 准教授 工学部 A 棟　A3-01 6254

44 佐野　大輔 工学部 准教授 工学部 A 棟　A3-12 7597 岡部　　聡 教授 工学部 A 棟　A3-11 6266

45 中島　一紀 工学部 准教授 工学部 A 棟　A6-11 6322 五十嵐敏文 教授 工学部 A 棟　A5-12 6308

46 石黒　宗秀 農学部 教授 農学部　N240 2565 小関　成樹 准教授 農学部　S149 2552

47 坂爪　浩史 農学部 教授 農学部　S358 2457 齋藤　陽子 講師 農学部　F313

48◎ 増田　　税 農学部 教授 農学部　W304 2807 志村　華子 助教 農学部　S112 3875

49 橋本　　誠 農学部 准教授 農学部　N138 3849 柿澤　宏昭 教授 農学部　N340 2530

50 和田　　大 農学部 准教授 農学部　N207 4185 鈴木　貴弘 助教 農学部　S245 4039

51◎ 滝口　満喜 獣医学部 教授 獣医学部総合研究棟 2 階
獣医内科教授室 5222 大田　　寛 講師 獣医学部総合研究棟 2 階

獣医内科教員室 5224

52◎ 工藤　　勲 水産学部 教授 環境科学院 A 棟　403 2321 渡辺　将人 准教授

53◎ 山田　悦子 メディア・コミュニ
ケーション研究院 准教授 国際本部　327 8075 佐々田博教 准教授 国際本部　320
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