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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 所属学部 職名 研究室 内線電話

1◎ 李　　連珠 文学部 准教授 研究棟310 眞鍋　智裕 文学部 准教授 研究棟600 3065

2 山口未花子 文学部 准教授 今村　信隆 文学部 准教授 研究棟500 3912

3 宮園　健吾 文学部 准教授 研究棟609 3027 金子　沙永 文学部 准教授 研究棟E404 4155

4 樋口　麻里 文学部 准教授 竹澤　正哲 文学部 准教授 研究棟E411 4157

5◎ 駒川　智子 教育学部 准教授 教育学研究院研究棟
417 3011 伊藤　　崇 教育学部 准教授 教育学研究院附属子ども発

達臨床研究センターC310 3293

6◎ 米田　雅宏 法学部 教授 法学研究棟313 3130 鈴木　繁元 法学部 助教

7 川久保　寛 法学部 准教授 法学研究棟520 盛永　悠太 法学部 助教

8 林　　耕平 法学部 准教授 法学研究棟416 谷　　遼大 法学部 助教 法学研究棟603 3794

9 横路　俊一 法学部 准教授 法学研究棟506 3776 大串　倫一 法学部 助教 法学研究棟511 3928

10◎ 平本　健太 経済学部 教授 経済学部研究棟
420 2789 牧岡　　亮 経済学部 講師

11 高井　哲彦 経済学部 准教授 経済学部研究棟
408 2792 深山　誠也 経済学部 准教授 経済学部研究棟

512 3996

12 坂川　裕司 経済学部 教授 早川　　仁 経済学部 准教授

13 五十嵐洋介 経済学部 准教授 経済学部研究棟
406 2961 小杉　雅俊 経済学部 准教授 経済学部研究棟

314

14 辻　　智子 教育学部 准教授 教育学研究院研究棟
303 3090 竹内　修一 文学部 教授 研究棟417

15 満薗　　勇 経済学部 准教授 経済学部研究棟
407 3178 郎　　　晴 法学部 助教 3950

16 小林　政晴 理学部 准教授 澁川　陽一 理学部 准教授 4835

17 三品　具文 理学部 准教授 理学部5号館
5-1-31 3551 末廣　一彦 理学部 講師 理学部2号館

2-11-11 2686

18 角五　　彰 理学部 准教授 理学部7号館
7-2-15 3474 小林　正人 理学部 准教授 理学部7号館

7-5-04 3502

19 田中　暢明 理学部 准教授 小谷　友也 理学部 准教授 理学部5号館
1109 4455

20◎ 野々山貴行 理学部 准教授 北キャンパス総合研究棟2号館（次
世代物質生命科学研究棟）3階南 9016 谷口　　透 理学部 講師 北キャンパス総合研究棟2号館（次

世代物質生命科学研究棟）4階南 9048

21 佐藤　光輝 理学部 教授 理学部8号館
8-203 2763 川崎　教行 理学部 准教授 理学部6号館高層棟

8-02 3586

22◎ 上田　佳代 医学部医学科 教授 医学部中棟2階
C2-108-1 5066 新井明日奈 医学部医学科 助教 医学部中棟2階

C2-108-3 5066
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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 所属学部 職名 研究室 内線電話

23 矢部　一郎 医学部医学科 教授 6027 松島　理明 医学部医学科 助教

24 田髙　悦子 医学部保健学科 教授 保健科学研究院B棟
B202 3695 大橋　和貴 医学部保健学科 助教 保健科学研究院C棟

C205 4915

25 池田　敦子 医学部保健学科 教授 保健科学研究院D棟
D615 3325 吉田　倫子 医学部保健学科 講師 保健科学研究院B棟

B213 3331

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 堤　　香織 医学部保健学科 助教

27 山口　博之 医学部保健学科 教授 3326 大久保寅彦 医学部保健学科 講師 3696

28◎ 境　　信哉 医学部保健学科 教授 保健科学研究院D棟
D505 3388 髙松　泰行 医学部保健学科 助教 保健科学研究院D棟

D406 3390

29◎ 佐藤　　淳 歯学部 准教授 歯学部D棟D-448 4280 坂田健一郎 歯学部 助教 歯学部C棟C-540 4280

30◎ 脇本　敏幸 薬学部 教授 薬学部管理研究棟
N333 3239 松田　研一 薬学部 講師 薬学部管理研究棟

N325 3241

31 大西　俊介 薬学部 教授 薬学部管理研究棟
N502 3746 大久保直登 薬学部 講師 薬学部管理研究棟

N501 3234

32 松田　　理 工学部 准教授 工学部A棟A2-25 7190 小林　　淳 工学部 准教授 工学部A棟A3-25 6633

33 伏見　公志 工学部 准教授 材料・化学棟
MC425 6737 青木　芳尚 工学部 准教授 材料・化学棟

MC532 6752

34 大野　宗一 工学部 教授 材料・化学棟
MC727 6344 菊地　竜也 工学部 准教授 材料・化学棟

MC728 6340

35 齊藤　晋聖 工学部 教授 小川　貴弘 工学部 准教授

36 北　　裕幸 工学部 教授 原　　亮一 工学部 准教授

37 小野　哲雄 工学部 教授 坂本　大介 工学部 准教授

38 山ノ内路彦 工学部 准教授 アグス・スバギョ 工学部 准教授

39 清水　裕樹 工学部 教授 工学部A棟A5-22 6408 田坂　裕司 工学部 准教授 工学部A棟A5-34 6371

40 渡部　正夫 工学部 教授 江丸　貴紀 工学部 准教授 工学部A棟A5-23 6409

41 小崎　　完 工学部 教授 工学部A棟A3-33 6687 富田健太郎 工学部 准教授 工学部A棟A4-28 5594

42◎ 山田　朋人 工学部 准教授 工学部A棟A4-12 6188 橋本　勝文 工学部 准教授 工学部A棟A4-08 6179

43 林　　基哉 工学部 教授 工学部A棟A2-09 6784 菊地　　優 工学部 教授 工学部A棟A6-02 5329

44 松下　　拓 工学部 准教授 工学部A棟A3-13 7279 佐藤　　久 工学部 教授 工学部A棟A5-14 6277

45 中島　一紀 工学部 准教授 工学部A棟A6-11 6322 藤井　義明 工学部 教授 工学部A棟A6-10 6299

46 愛甲　哲也 農学部 准教授 農学部本館（S165） 2452 柏木　純一 農学部 講師 農学部本館（S275） 3878

47 橋本　　誠 農学部 教授 農学部本館（N138） 3849 崎浜　靖子 農学部 講師 農学部本館（N139） 3840

48 吹谷　　智 農学部 教授 農学部本館（S207） 2501 曾根　輝雄 農学部 教授 農学部本館（N209） 2493

49◎ 中村　太士 農学部 教授 農学部本館（N337） 2510 山田　浩之 農学部 講師 農学部本館（N226） 4183

50 三谷　朋弘 農学部 准教授 農学部本館（S331） 2545 小松　知未 農学部 講師 農学部本館（S365） 2461

51◎ 片桐　成二 獣医学部 教授 獣医学部総合研究棟
2F繁殖学教授室 5231 栁川洋二郎 獣医学部 助教 獣医学部総合研究棟

2F繁殖学セミナー室 5232

52◎ 髙木　　力 水産学部 教授 環境科学院A-503 2323 寺田　龍男 メディア・コミュニ
ケーション研究院 教授 S学院研究棟322 5394

53◎ スザンネ　クリーン メディア・コミュニ
ケーション研究院 准教授 野澤　俊介 メディア・コミュニ

ケーション研究院 准教授
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