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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 宮嶋　俊一 文学部 准教授 文学部研究棟　601 4052 田口　　茂 准教授 文学部研究棟　605 2875

2 瀧本　彩加 文学部 准教授 文学部E棟　E406 3042 細田　典明 教授 文学部研究棟　602 4036

3 大西　郁夫 文学部 教授 文学部研究棟　411 4090 阿部　嘉昭 准教授 文学部研究棟　502 3014

4 桒山　敬己 文学部 教授 小川　健二 准教授 文学部研究棟　420 4093

5 渡邊　　誠 教育学部 准教授 子ども発達臨床研究センター
C308 2607 厚東　芳樹 准教授 体育研究棟　4 5422

6◎ 岩谷　　將 法学部 教授 法学研究科　605 3132 津田　智成 助教 法学研究科　603 3794

7 三宅　　新 法学部 准教授 法学研究科　423 3939 木戸　　茜 助教 法学研究科　511 3928

8 馬場　香織 法学部 准教授 法学研究科　613 3775 堀田　尚徳 助教 法学研究科　410 3153

9 西村　裕一 法学部 准教授 法学研究科　307 3141 西村　曜子 助教 法学研究科　410 3153

10◎ 米山　祐司 経済学部 教授 経済学部　314 3170 成田　大樹 准教授 経済学部　406 2961

11 園　信太郎 経済学部 教授 経済学部　508 岡田　美弥子 准教授 経済学部　317

12 平本　健太 経済学部 教授 経済学部　420 2789 須賀　宣仁 准教授 経済学部　312 3171

13 高木　真吾 経済学部 教授 経済学部　401 3864 相原　基大 准教授 経済学部　507 3985

14◎ 川端　康弘 文学部 教授 文学部E棟　E410 4014 駒川　智子 准教授 教育学研究院研究棟　
417 3011

15 岩川　隆嗣 法学部 准教授 法学研究科　416 3301 阿部　智和 准教授 経済学部　315

16 秦泉寺　雅夫 理学部 准教授 理学部3号館　607 3530 田邊　顕一朗 准教授 理学部3号館　614 2618

17 柳澤　達也 理学部 准教授 理学部5号館　1-30 4422 福岡　脩平 助教

18 鈴木　孝洋 理学部 准教授 理学部6号館　6-01 2703 分島　　亮 准教授 理学部6号館　4-06 2706

19 相馬　雅代 理学部 准教授 理学部5号館　9-12 2995 三輪　京子 准教授 地球環境科学研究院　
C707 4523

20 金城　政孝 理学部 教授 北キャンパス総合研究棟
2号館 6F 9005 中島　　祐 助教 北キャンパス総合研究棟

2号館 3F 9016

21◎ 橘　　省吾 理学部 准教授 理学部6号館　8-02 3586 見延　庄士郎 教授 理学部8号館　3-19 2644

22◎ 西浦　　博 医学部医学科 教授 医学部中研究棟2階
C2-208-1 5066 川久保　和道 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 坂本　直哉 医学部医学科 教授 医学部南研究棟2階
S2-208-1 5918 折茂　達也 助教 医学部中棟1階

C1・101 5547

24 鷲見　尚己 医学部保健学科 准教授 保健科学研究院B棟204 塚本　美奈 助教 保健科学研究院C棟
206

25 大槻　美佳 医学部保健学科 准教授 保健科学研究院B棟206 下田　智子 助教 保健科学研究院C棟
207

26 山本　　徹 医学部保健学科 教授 保健科学研究院A棟212 3412 唐　　明輝 助教 保健科学研究院A棟
203 3421

27◎ 千葉　仁志 医学部保健学科 教授 保健科学研究院D棟601 3698 松尾　淳司 講師 保健科学研究院A棟
310 2830

28 山中　正紀 医学部保健学科 教授 保健科学研究院D棟411 3383 村田　和香 教授 保健科学研究院D棟
513 3382

29◎ 菅谷　　勉 歯学部 准教授 歯学研究科C棟C-427 4266 宮治　裕史 講師 歯学研究科C棟C-436 4266

30◎ 脇本　敏幸 薬学部 教授 薬学部管理研究棟N333 3239 倉永　健史 講師 薬学部管理研究棟N333 3241

31 中川　真一 薬学部 教授 薬学部総合研究棟W304 3745 米田　　宏 講師 薬学部総合研究棟W304 3921

32 足立　　智 工学部 教授 工学部C棟　C3-19 6709 土家　琢磨 准教授 工学部A棟　A3-22 6631

33 長浜　太郎 工学部 准教授 材料・化学棟　MC430 6578 荻野　　勲 准教授 材料・化学棟　MC708 6591

34◎ 上田　幹人 工学部 教授 材料・化学棟　MC816 7813 松島　永佳 准教授 材料・化学棟　MC817 6352

35 齊藤　晋聖 情報科学研究科 教授 情報科学研究科棟10-12 6541 小川　貴弘 准教授 情報科学研究科棟7-03 6078

36 北　　裕幸 情報科学研究科 教授 情報科学研究科棟10-12 6476 田中　孝之 准教授 情報科学研究科棟5-18 6756

37 湊　　真一 情報科学研究科 教授 情報科学研究科棟6-15 6469 瀧川　一学 准教授 情報科学研究科棟6-16 6470

38 有田　正志 情報科学研究科 准教授 情報科学研究科棟5-15
（2） 6456 冨岡　克広 准教授 量子集積エレクトロニク

ス研究センター406 7176

39 村井　祐一 工学部 教授 工学部A棟　A5-35 6372 加藤　博之 准教授 工学部A棟　A5-21 6365

40 佐々木　克彦 工学部 教授 工学部A棟　A6-22 6376 白井　直機 准教授 工学部A棟　A4-26 6659

41 大沼　正人 工学部 教授 工学部A棟　A4-21 6650 原田　宏幸 准教授 工学部A棟　A5-25 6391

42 松本　高志 工学部 教授 工学部A棟　A5-08 佐藤　靖彦 准教授 工学部A棟　A5-09 6219

43 千歩　　修 工学部 教授 工学部A棟　A4-02 6238 菊地　　優 教授 工学部A棟　A6-02 5329

44 木村　克輝 工学部 准教授 工学部A棟　A3-17 6271 岡部　　聡 教授 工学部A棟　A3-11

45 胡桃澤　清文 工学部 准教授 工学部A棟　A6-14 6319 佐藤　　努 教授 工学部A棟　A6-16 6305

46◎ 澁谷　正人 農学部 准教授 農学部本館　N360 3346 山岸　祐介 助教 農学部本館　N324 2511

47 小池　　聡 農学部 准教授 農学部本館　S134 2812 早川　　徹 助教 農学部本館　S246

48 野口　　伸 農学部 教授 農学部本館　S356 3847 岡田　啓嗣 講師 農学部本館　N222 2559

49 合崎　英男 農学部 准教授 農学部本館　S362 2468 久保　友彦 教授 農学部総合研究棟　
W203 2484

50 吉澤　和徳 農学部 准教授 農学部本館　S323 2424 倉持　寛太 講師 農学部本館　N235 2503

51◎ 奥村　正裕 獣医学部 教授 獣医学部本館2階 211 5227 細谷　謙次 准教授 獣医学部本館2階 210 5228

52◎ 工藤　　勲 水産学部 教授 環境科学院A棟 403 2321 周　　　倩 准教授 高等教育推進機構S417 6941

53◎ クリーン　スザンネ メディア・コミュニ
ケーション研究院 准教授 国際連携機構　326 クック　エマ 准教授 国際連携機構　322
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