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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 吉開　将人 文学部 教授 文学部研究棟303 林　　琢也 文学部 准教授 文学部研究棟408 4080

2◎ 清水　　誠 文学部 教授 文学部研究棟301 髙橋　伸幸 文学部 教授 文学部研究棟407 4153

3 橋本　雄一 文学部 教授 文学部研究棟208 4019 小川佐和子 文学部 准教授

4 高瀬　克範 文学部 准教授 文学部研究棟503 4091 菅井　健太 文学部 准教授 文学部研究棟404 3050

5◎ 渡邊　　誠 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C308

2607 山㟢　貴史 教育学部 講師 教育学研究院研究棟
309 5421

6◎ 池田　　悠 法学部 准教授 崔　　碩鎭 法学部 助教 法学部研究棟503 3927

7 伊藤　　隼 法学部 准教授 法学研究棟524 三宅　　新 法学部 准教授

8 森　悠一郎 法学部 准教授 法学研究棟523 3191 山崎　皓介 法学部 助教 3924

9 前田　亮介 法学部 准教授 前田　　星 法学部 助教 法学部研究棟410 3153

10 橋本　　努 経済学部 教授 経済学部研究棟
517 2777 後藤　　允 経済学部 准教授 経済学部研究棟

510 3183

11 久保田　肇 経済学部 教授 春日部光紀 経済学部 准教授 経済学部研究棟
308 4114

12◎ 岩田　　智 経済学部 教授 経済学部研究棟
405 3631 松村　史穂 経済学部 准教授

13 鈴川　晶夫 経済学部 教授 経済学部研究棟
403 3863 阿部　智和 経済学部 准教授 経済学部研究棟315 3172

14 光本　　滋 教育学部 准教授 教育学研究院研究棟
415 3186 応　　　雄 文学部 教授

15 鈴木　輝好 経済学部 教授 許　　仁碩 法学部 助教

16 山下　　博 理学部 教授 理学部4号館 504 2626 岩㟢　克則 理学部 教授 理学部4号館513 3444

17 吉田　紘行 理学部 准教授 理学部5号館2-19 2682 延兼　啓純 理学部 助教 理学部5号館1-24 4431

18◎ 分島　　亮 理学部 准教授 理学部6号館4-06 2706 小林　厚志 理学部 准教授 理学部7号館5-08 3479

19 四ツ倉典滋 理学部 准教授 北方生物圏フィールド
科学センター研究棟205 2585 荻原　克益 理学部 准教授 理学部5号館11-06 2748

20 中島　　祐 理学部 准教授 次世代物質生命科学
研究棟3階 9016 尾瀬　農之 理学部 准教授 理学部5号館 3-12

21 蓬田　　清 理学部 教授 理学部8号館3-12 2758 亀田　　純 理学部 准教授 理学部6号館10-
02 4642

22◎ 髙橋　　誠 医学部医学科 教授 医学部中研究棟
C-101 5136 村上　　学 医学部医学科 助教 医学部中研究棟

C-101 5547

令和2年度入学者クラス担任一覧表	 ◎印は学部クラス担任代表
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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 岩崎　倫政 医学部医学科 教授 清水　智弘 医学部医学科 助教

24 結城美智子 医学部保健学科 教授 保健科学研究院B棟
B211 3592 吉田　祐子 医学部保健学科 助教 3718

25 岩本　幹子 医学部保健学科 准教授 保健科学研究院B棟
B211 3400 大西　竜太 医学部保健学科 助教 保健科学研究院C棟

C206 3713

26◎ 小笠原克彦 医学部保健学科 教授 保健科学研究院D棟
B205 3409 山品　博子 医学部保健学科 助教 保健科学研究院A棟

A305 2848

27 政氏　伸夫 医学部保健学科 准教授 保健科学研究院D棟
D604 3384 櫻井　俊宏 医学部保健学科 講師 保健科学研究院D棟

D308 3413

28 千見寺貴子 医学部保健学科 准教授 3382 寒川　美奈 医学部保健学科 准教授 保健科学研究院D棟
D407 3329

29◎ 佐野　英彦 歯学部 教授 歯学部A棟C329 4259 星加　修平 歯学部 助教 歯学部A棟C331 4261

30◎ 松永　茂樹 薬学部 教授 薬学部管理研究棟
N339 3236 吉野　達彦 薬学部 講師 薬学部管理研究棟

N337 3267

31 周東　　智 薬学部 教授 薬学部管理研究棟
N439 3769 渡邉　瑞貴 薬学部 講師 薬学部管理研究棟

N442 3976

32 佐藤信一郎 工学部 准教授 材料化学棟601 6607 山本　拓矢 工学部 准教授 材料化学棟604 6606

33 岩井　一彦 工学部 教授 7810 大参　達也 工学部 准教授 6336

34 明楽　浩史 工学部 教授 工学部A棟A2-20 6727 田中　之博 工学部 准教授 工学部A棟A3-20 6714

35 村山　明宏 工学部 教授 岡本　　淳 工学部 准教授 情報科学研究院棟
501 6520

36 工藤　信樹 工学部 准教授 情報科学研究院M棟
M307 西川　　淳 工学部 准教授 情報科学研究院M棟

M303 7100

37 藤澤　　剛 工学部 准教授 情報科学研究院棟
10-11 6542 筒井　　弘 工学部 准教授 情報科学研究院棟

11-17 6490

38 田中　文基 工学部 准教授 情報科学研究院棟
5-13 6436 伊達　宏昭 工学部 准教授 情報科学研究院棟

411 6447

39 東藤　正浩 工学部 教授 工学部A棟A5-26 6404 寺島　洋史 工学部 准教授 工学部A棟A533 6723

40 村井　祐一 工学部 教授 工学部A棟A5-35 6372 山田　雅彦 工学部 准教授 工学部A棟A6-22 6376

41 大沼　正人 工学部 教授 工学部A棟A4-21 6650 白井　直機 工学部 准教授 工学部A棟4-26 6659

42◎ 渡部　靖憲 工学部 教授 工学部A棟409 6185 岩崎　理樹 工学部 准教授 工学部A棟413 6197

43 森　　　傑 工学部 教授 小澤　丈夫 工学部 教授

44 葛　　隆生 工学部 准教授 長野　克則 工学部 教授

45 廣吉　直樹 工学部 教授 伊藤真由美 工学部 准教授

46 玖村　朗人 農学部 教授 農学部本館S242 3642 唄　　花子 農学部 助教 農学部本館S143 2544

47 石井　一暢 農学部 准教授 農学部本館S264 3626 山本　忠男 農学部 講師 農学部本館N243 2562

48 近藤　　巧 農学部 教授 農学部本館S361 2467 小松　知未 農学部 講師 農学部本館S324 2464

49◎ 秋元　信一 農学部 教授 農学部本館S325 2480 石塚　　敏 農学部 教授 農学部本館N132 3352

50 久保　友彦 農学部 教授 農学部総合研究棟
W203 2484 宮本　敏澄 農学部 講師 農学部本館N350 3854

51◎ 木村　享史 獣医学部 教授 獣医学部本館 3 階
314 5191 小林　篤史 獣医学部 准教授 獣医学部本館3階

319 5192

52◎ 芳村　　毅 水産学部 准教授 環境科学院A棟402 2324 土永　　孝 メディア・コミュニ
ケーション研究院 准教授 メディア・コミュニ

ケーション研究院406 5096

53◎ ミヒャエル　
シルツ

メディア・コミュニ
ケーション研究院 准教授 山田　智久 高等教育推進機構 講師 学生交流ステーション

323 8005
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