
研究科長 納　富　信　留 内２３７００

基基礎礎文文化化研研究究（（言言語語基基礎礎応応用用））言言語語学学 【研究室 内２３８０７】

教授 西　村　義　樹 人社 言語学研究室 内 23804

教授 峯　松　信　明 工 電気系工学専攻 内 26662

教授 小　林　正　人 人社 言語学研究室 内 23805

准教授 長　屋　尚　典 人社 言語学研究室 内 23806

講師 白　井　聡　子 人社 言語学研究室 内 23806

助教 田　中　太　一 人社 言語学研究室 内 23807

特任准教授 永　井　正　勝 附属図書館
附属図書館アジア研究図書館上廣倫理
財団寄付研究部門

内 24043

非常勤講師 品　川　大　輔 人社 東京外国語大学

非常勤講師 山　本　恭　裕 人社 東京外国語大学

非常勤講師 Liaquat　Ali 人社 バローチスターン大学

非常勤講師 山　泉　　実 人社 大阪大学

【研究室 内２３７９３】

准教授 福　田　正　宏 人社 考古学研究室 内 23792

准教授 根　岸　     洋 人社 考古学研究室 内 23794

准教授 森　先　一　貴 人社 考古学研究室 内 23795

助教 新　井　才　二 人社 考古学研究室 内 23793

教授 熊　木　俊　朗 人社 常呂実習施設 0152-54-2387

助教 太　田　　　 圭 人社 常呂実習施設

教授 西　秋　良　宏 総博 博物資源開発研究系 内 22491

教授 米　田　　　 穣 総博 放射性炭素年代測定室

教授 海　部　陽　介 総博 キュラトリアル・ワーク研究系

准教授 堀　内　秀　樹 キャンパス計画室 埋蔵文化財調査室

教授 林　部　　　 均 人社 国立歴史民俗博物館

非常勤講師 車　崎　正　彦 人社 早稲田大学

非常勤講師 滝　沢　　　 誠 人社 筑波大学

非常勤講師 高　久　健　二 人社 専修大学

【研究室 内２３８００】

教授 秋　山　　 　聰 人社 美術史学研究室 内 23798

教授 髙　岸　　　 輝 人社 美術史学研究室 内 28962

准教授 増　記　隆　介 人社 美術史学研究室 内 23799

教授 芳　賀　京　子 人社 次世代人文学開発センター 内 23802

教授 桝　屋　友　子 情報学環 西アジア研究部門 内 25886

教授 板　倉　聖　哲 東文研 東アジア第二研究部門 内 25855

教授 塚　本　麿　充 東文研 東アジア第二研究部門 内 20731

非常勤講師 河　田　明　久 人社 千葉工業大学

（３）人文社会系研究科教員氏名

基基礎礎文文化化研研究究（（形形象象文文化化））考考古古学学

基基礎礎文文化化研研究究（（形形象象文文化化））美美術術史史学学

人社-60



【研究室 内２３７３９】

教授 鈴　木　　　 泉 人社 哲学研究室 内 23739

教授 納　富　信　留 人社 哲学研究室 内 23739

教授 古　荘　真　敬 人社 哲学研究室 内 23739

准教授 乘　立　雄　輝 人社 哲学研究室 内 23739

助教 相　松　慎　也 人社 哲学研究室 内 23739

非常勤講師 大　谷　　　 弘 人社 東京女子大学

非常勤講師 石　川　　　 求 人社 東京都立大学

非常勤講師 柏　端　達　也 人社 慶應義塾大学

【研究室 内２３７６０】

教授 熊　野　純　彦 人社 倫理学研究室 内 23759

教授 頼　住　光　子 人社 倫理学研究室 内 23758

准教授 古　田　徹　也 人社 倫理学研究室 内 23761

助教 長　野　邦　彦 人社 倫理学研究室 内 23760

非常勤講師 石　井　清　純 人社 駒澤大学

非常勤講師 三重野　清　顕 人社 東洋大学

【研究室 内２３７６５】

教授 池　澤　　　 優 人社 死生学応用倫理研究室 内 23767

教授 藤　原　聖　子 人社 宗教学宗教史学研究室 内 23888

准教授 西　村　　　 明 人社 宗教学宗教史学研究室 内 23881

准教授 渡　辺　　 　優 人社 宗教学宗教史学研究室 内 23763

講師 志　田　雅　宏 人社 宗教学宗教史学研究室 内 23764

助教 佐　藤　清　子 人社 宗教学宗教史学研究室 内２３７６５

非常勤講師 弓　山　達　也 人社 東京工業大学

非常勤講師 佐　藤　啓　介 人社 上智大学

非常勤講師 井　上　まどか 人社 清泉女子大学

【研究室 内２３７６９】

教授 小田部　胤　久 人社 美学芸術学研究室 内 23894

教授 三　浦　俊　彦 人社 美学芸術学研究室 内 23771

准教授 吉　田　　　 寛 人社 美学芸術学研究室 内 23894

非常勤講師 堀　江　　　 聡 人社

非常勤講師 田　中　秀　隆 人社 公益財団法人三徳庵

非常勤講師 木　村　建　哉 人社 成城大学

非常勤講師 武　藤　大　祐 人社 群馬県立女子大学

非常勤講師 平　芳　裕　子 人社 神戸大学

教授 池　澤　　　 優 人社 死生学応用倫理研究室 内 23767

教授 鈴　木　晃　仁 人社 死生学応用倫理研究室 内 23730

教授 堀　江　宗　正 人社 死生学応用倫理研究室 内 23736

特任教授 会　田　薫　子 人社 上廣死生学・応用倫理講座 内 22656

特任准教授 早　川　正　祐 人社 上廣死生学・応用倫理講座 内 22656

教授 古　荘　真　敬 人社 哲学研究室 内 23739

准教授 乘　立　雄　輝 人社 哲学研究室 内 23739

准教授 福　永　真　弓 新領域 社会文化環境学専攻

非常勤講師 山　田　慎　也 人社 国立歴史民俗博物館

非常勤講師 吉　永　明　弘 人社 法政大学

非常勤講師 轟　　　 孝　夫 人社 防衛大学校

非常勤講師 北　條　勝　貴 人社 上智大学

非常勤講師 村　上　靖　彦 人社 大阪大学

非常勤講師 福　嶋　　　 揚 人社

基基礎礎文文化化研研究究（（思思想想文文化化））宗宗教教学学宗宗教教史史学学

基基礎礎文文化化研研究究（（思思想想文文化化））哲哲学学

基基礎礎文文化化研研究究（（思思想想文文化化））倫倫理理学学

基基礎礎文文化化研研究究（（思思想想文文化化））美美学学芸芸術術学学

基基礎礎文文化化研研究究（（思思想想文文化化））死死生生学学応応用用倫倫理理
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【研究室 内２３８６１】

教授 今　水　　　 寛 人社 心理学研究室 内 23858

教授 村　上　郁　也 人社 心理学研究室 内 23863

准教授 鈴　木　敦　命 人社 心理学研究室 内 23859

准教授 浅　野　倫　子 人社 心理学研究室 内 23866

講師 西　川　賀　樹 人社 情報メディア室 内 23880

准教授 小　池　進　介 総文 進化認知科学研究センター 内 44327

教授 雨　宮　智　浩 情報基盤 情報基盤センター

非常勤講師 小早川　睦貴 人社 東京情報大学

非常勤講師 田谷　修一郎 人社 慶応義塾大学

非常勤講師 松　本　　　昇 人社 信州大学

【研究室 内２３８１３　・　２３８１８】

教授 井　島　正　博 人社 国語研究室 内 23814

教授 肥　爪　周　二 人社 国語研究室 内 23812

教授 安　藤　　　 宏 人社 国文学研究室 内 23816

教授　 鉄　野　昌　弘 人社 国文学研究室 内 23816

教授　 高　木　和　子 人社 国文学研究室 内 23819

教授　 佐　藤　至　子 人社 国文学研究室 内 21104

准教授 小　西　いずみ 人社 国語研究室 内 23714

准教授 木　下　華　子 人社 国文学研究室 内 23871

准教授 河　野　龍　也 人社 国文学研究室 内 83821

非常勤講師 森　山　卓　郎 人社 早稲田大学

非常勤講師 櫻　井　豪　人 人社 茨城大学

非常勤講師 岩　田　一　成 人社 聖心女子大学

非常勤講師 衣　笠　正　晃 人社 法政大学

【研究室 内２３７７５】

教授 野島(加藤)　陽子 人社 日本史学研究室 内 22685

教授 大　津　　　 透 人社 日本史学研究室 内 23774

教授 鈴　木　　　 淳 人社 日本史学研究室 内 23785

教授 高　橋　典　幸 人社 日本史学研究室 内 23773

教授 牧　原　成　征 人社 日本史学研究室 内 23896

准教授 三　枝　暁　子 人社 日本史学研究室 内 23772

准教授 村　　　和   明 人社 日本史学研究室 内 23897

教授 本　郷　恵　子 史料 中世史料部門 内 28401

教授 高橋　慎一朗 史料 古文書古記録部門 内 25980

准教授 小　野　　　 将 史料 近世史料部門 内 28409

教授 山　口　英　男 史料 古代史料部門 内 25957

教授 田　島　　　 公 史料 古代史料部門 内 25959

教授 山　家　浩　樹 史料 中世史料部門 内 25972

教授 小　宮　木代良 史料 近世史料部門 内 28407

教授 松　方　冬　子 史料 特殊史料部門 内 25985

教授 新　田　一　郎 法 基礎法学講座 内 23268

教授 中　村　尚　史 社研 比較現代経済部門 内 24987

基基礎礎文文化化研研究究（（心心理理学学））心心理理学学

日日本本文文化化研研究究（（日日本本語語日日本本文文学学））日日本本語語日日本本文文学学

日日本本文文化化研研究究（（日日本本史史学学））日日本本史史学学
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【研究室 内２３８２３】

教授 大　西　克　也 人社 中国語中国文学研究室 内 23822

教授 齋　藤　希　史 人社 中国語中国文学研究室 内 23825

教授 鈴　木　将　久 人社 中国語中国文学研究室 内 24888

講師 王　　　 俊　文 人社 中国語中国文学研究室 内 23824

教授 大　木　　　 康 東文研 東アジア研究部門 内 25852

教授 谷　口　　　 洋 総文 超域文化科学専攻 内 46217

教授 吉　川　雅　之 総文 言語情報科学専攻 内 44462  

教授 田　口　一　郎 総文 超域文化科学専攻 内 46212

准教授 上　原　究　一 東文研 東アジア研究部門 内 25859

非常勤講師 戸　内　俊　介 人社 日本大学

非常勤講師 静　永　　　 健 人社 九州大学

【研究室 内２３７４６】

教授 小　島　　　 毅 人社 次世代人文学開発センター 内 23748

教授 陳　　　　　　捷 人社 中国思想文化学研究室 内 23745

教授 横　手　　　 裕 人社 中国思想文化学研究室 内 23892

教授 中　島　隆　博 東文研 東洋文化研究所 内 25857

教授 石　井　　　剛 総文 地域文化研究専攻 内 44819

准教授 高　山　大　毅 総文 地域文化研究専攻 内 46210

准教授 田　中　有　紀 東文研 東洋文化研究所 内 25851

准教授 柳　　　 幹　康 東文研 東洋文化研究所 内 20781

非常勤講師 種　村　和　史 人社 慶應義塾大学

非常勤講師 森　　　由利亜 人社 早稲田大学

非常勤講師 町　　　泉寿郎 人社 二松學舍大学

【研究室 内２３７５４　・　２３７５５】

教授 蓑　輪　顕　量 人社 インド哲学仏教学研究室 内 23750

教授 梶　原　三恵子 人社 インド語インド文学研究室 内 23753

准教授 高　橋　晃　一 人社 インド哲学仏教学研究室 内 23751

准教授 加　藤　隆　宏 人社 インド哲学仏教学研究室 内 23749

准教授 八　尾　　　 史 人社 インド哲学仏教学研究室 内 23757

助教 崔　　　 境　眞 人社 インド哲学仏教学研究室 内 23754

助教 高　橋　健　二 人社 インド語インド文学研究室 内 23755

教授 馬　場　紀　寿 東文研 東洋文化研究所 内 25897

准教授 柳　　　 幹　康 東文研 東洋文化研究所 内 20781

非常勤講師 吉　水　清　孝 人社 東洋文庫

非常勤講師 宮　本　     城 人社

非常勤講師 前　川　健　一 人社 創価大学

非常勤講師 護　山　真　也 人社 信州大学

非常勤講師 根　本　裕　史 人社 広島大学

【研究室 内２３７７８】

教授 菊　地　達　也 人社 イスラム学研究室 内 20830

准教授 松　山　洋　平 人社 イスラム学研究室 内 23777

教授 池　内　　　 恵 先端研 イスラム政治思想分野 内 55362

助教 小　野　仁　美 人社 イスラム学研究室 内 23778

非常勤講師 井　上　貴　恵 人社 明治大学

アアジジアア文文化化研研究究（（アアジジアア文文化化））中中国国語語中中国国文文学学

アアジジアア文文化化研研究究（（アアジジアア文文化化））東東アアジジアア思思想想文文化化

アアジジアア文文化化研研究究（（アアジジアア文文化化））イインンドド文文学学・・イインンドド哲哲学学・・仏仏教教学学

アアジジアア文文化化研研究究（（アアジジアア文文化化））イイススララムム学学
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【研究室 内２３７８１】

教授 佐　川　英　治 人社 東洋史学研究室 内 23898

教授 吉　澤　誠一郎 人社 東洋史学研究室 内 23732

准教授 守　川　知　子 人社 東洋史学研究室 内 23783

准教授 島　田　竜　登 人社 東洋史学研究室 内 23733

教授 六反田　　　豊 人社 韓国朝鮮文化研究室 内 23624

教授 小　寺　　　 敦 東文研 東アジア第一研究部門 内 25843

教授 森　本　一　夫 東文研 西アジア研究部門 内 21391

教授 古　井　龍　介 東文研 南アジア研究部門 内 25862

准教授 小　川　道　大 東文研 南アジア研究部門 内 25864

非常勤講師 藤　波　伸　嘉 人社 津田塾大学

非常勤講師 川　野　明　正 人社 明治大学

非常勤講師 宮　田　敏　之 人社 東京外国語大学

【研究室 内２３８５５】

教授 日　向　太　郎 人社 西洋古典学研究室 内 23854

助教 松　浦　高　志 人社 西洋古典学研究室 内 23855

教授 納　富　信　留 人社 哲学研究室 内 23739

教授 橋　場　　　 弦 人社 西洋史学研究室 内 23899

非常勤講師 佐　野　好　則 人社 国際基督教大学

非常勤講師 野　津　　　 寛 人社 信州大学

【研究室 内２３８４２】

教授 塚　本　昌　則 人社 フランス語フランス文学研究室 内 22667

教授 塩　塚　秀一郎 人社 フランス語フランス文学研究室 内 22668

教授 王　寺　賢　太 人社 フランス語フランス文学研究室 内 23843

非常勤講師
de　Lencquesaing
Marion

人社 青山学院大学

非常勤講師 Groisard　Jocelyn 人社 東京都立大学

非常勤講師 久　保　昭　博 人社 関西学院大学

非常勤講師 杉　山　利恵子 人社 明治大学

非常勤講師 鈴　木　雅　雄 人社 早稲田大学

非常勤講師 鈴　木　和　彦 人社 明治学院大学

非常勤講師 原　　　 大　地 人社 慶應義塾大学

【研究室 内２３８５１】

教授 浦　　　 一　章 人社 南欧語南欧文学研究室 内 23851

准教授 土　肥　秀　行 人社 南欧語南欧文学研究室 内 23852

准教授 Lorenzo AMATO 人社 南欧語南欧文学研究室 内 23852

非常勤講師 Ida　Duretto 人社 京都大学

【研究室 内２３８３０】

教授 後　藤　和　彦 人社 英語英米文学研究室 内 23828

教授 新　井　潤　美 人社 英語英米文学研究室 内 27253

教授 渡　辺　　　 明 人社 英語英米文学研究室 内 23827

教授 阿　部　公　彦 人社 英語英米文学研究室 内 23827

准教授 諏訪部　浩　一 人社 英語英米文学研究室 内 23829

准教授 中　尾　千　鶴 人社 英語英米文学研究室 内 23828

助教 井　上　和　樹 人社 英語英米文学研究室 内 23830

准教授 秦　　　 邦　生 総文 言語情報科学専攻

非常勤講師 Barnaby　Ralph 人社 成蹊大学

非常勤講師 平　山　真奈美 人社 成蹊大学

非常勤講師 岩　田　美　喜 人社 立教大学

非常勤講師 古　屋　耕　平 人社 青山学院大学

欧欧米米系系文文化化研研究究（（ロロママンンスス語語圏圏言言語語文文化化））フフラランンスス語語フフラランンスス文文学学

アアジジアア文文化化研研究究（（アアジジアア文文化化））アアジジアア史史

欧欧米米系系文文化化研研究究（（古古典典古古代代言言語語文文化化））西西洋洋古古典典学学

欧欧米米系系文文化化研研究究（（ロロママンンスス語語圏圏言言語語文文化化））南南欧欧語語南南欧欧文文学学

欧欧米米系系文文化化研研究究（（広広域域英英語語圏圏言言語語文文化化））英英語語英英米米文文学学
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【研究室 内２３８３６】

教授 大　宮　勘一郎 人社 ドイツ語ドイツ文学研究室 内 22684

教授 宮　田　眞　治 人社 ドイツ語ドイツ文学研究室 内 23839

准教授
KEPPLER-TASAKI,
Stefan

人社 ドイツ語ドイツ文学研究室 内 22683

准教授 山　本　　　 潤 人社 ドイツ語ドイツ文学研究室 内 23838

非常勤講師 高　橋　亮　介 人社 上智大学

非常勤講師 山　口　庸　子 人社 名古屋大学

【研究室 内２３８４７】

教授 楯　岡　求　美　 人社 スラヴ語スラヴ文学研究室 内 23846

助教 古　宮　路　子 人社 スラヴ語スラヴ文学研究室 内 23847

准教授 阿　部　賢　一 人社 現代文芸論研究室

非常勤講師 福　嶋　千　穂 人社 東京外国語大学

非常勤講師 Maｒtchev Milen 人社

非常勤講師 丸　山　由紀子 人社

非常勤講師 Iryna　Petrchenko 人社 キーウ国立言語大学

【研究室 内２７９５５】

教授 柳　原　孝　敦 人社 現代文芸論研究室 内 20260

教授 阿　部　公　彦 人社 英語英米文学研究室 内 23827

准教授 阿　部　賢　一 人社 現代文芸論研究室 内 23016

准教授 藤　井　　　 光 人社 現代文芸論研究室 内 23845

助教 五月女　　 颯 人社 現代文芸論研究室 内 27955

非常勤講師 寺　尾　智　史 人社 一橋大学

非常勤講師 粟飯原　文　子 人社 法政大学

非常勤講師 小　川　公　代 人社 上智大学

【研究室 内２３７８９】

教授 橋　場　　　 弦 人社 西洋史学研究室 内 23899

教授 勝　田　俊　輔 人社 西洋史学研究室 内 21733

教授 長　井　伸　仁 人社 西洋史学研究室 内 21256

教授 池　田　嘉　郎 人社 西洋史学研究室 内 23791

准教授 菊　地　重　仁 人社 西洋史学研究室 内 23788

教授 芳　賀　京　子 人社 次世代人文学開発センター 内 23802

講師 芦　部　　　 彰 人社 西洋史学研究室 内 23882

准教授 田　中　　　 創 総文 地域文化研究専攻 内 46223

准教授 藤　崎　　 　衛 総文 地域文化研究専攻 内 46392

欧欧米米系系文文化化研研究究（（ゲゲルルママンン語語圏圏言言語語文文化化））ドドイイツツ語語ドドイイツツ文文学学

欧欧米米系系文文化化研研究究（（ススララヴヴ語語圏圏言言語語文文化化））ススララヴヴ語語ススララヴヴ文文学学

欧欧米米系系文文化化研研究究（（現現代代文文芸芸論論））現現代代文文芸芸論論

欧欧米米系系文文化化研研究究（（欧欧米米歴歴史史地地理理文文化化））西西洋洋史史学学
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【研究室 内２３８７７】

教授 白波瀬　佐和子 人社 社会学研究室 内 23879

教授 赤　川　　　 学 人社 社会学研究室 内 23796

教授 出　口　剛　司 人社 社会学研究室 内 23884

准教授 祐　成　保　志 人社 社会学研究室 内 23878

准教授 井　口　高　志 人社 社会学研究室 内 23803

准教授 瀧　川　裕　貴 人社 社会学研究室 内 23809

准教授 高　谷　　　 幸 人社 社会学研究室 内 23876

助教 税　所　真　也 人社 社会学研究室 内 23877

教授 本　田　　　 洋 人社 韓国朝鮮文化研究室 内 23625

教授 園　田　茂　人 東文研 新世代アジア研究部門 内 25874

教授 有　田　　　 伸 社研 比較現代社会部門 内 24974

准教授 三　谷　武　司 学環 社会情報学コース

准教授 藤　原　　　 翔 社研
附属社会調査・データアーカイブ
研究センター

特任准教授 定　松　　　 淳 総文 教養学部附属教養教育高度化機構

非常勤講師 Lie John 人社 カリフォルニア大学バークレー校

【研究室 内２３８７０】

教授 亀　田　達　也 人社 社会心理学研究室 内 23868

教授 唐　沢　かおり 人社 社会心理学研究室 内 23853

教授 村　本　由紀子 人社 社会心理学研究室 内 23891

教授 大　坪　庸　介 人社 社会心理学研究室 内 23872

助教 岩　谷　舟　真 人社 社会心理学研究室 内 23870

特任助教 金　　　 惠　璘 人社 社会心理学研究室 内 23870

准教授 宇佐美　　　慧 教育 総合教育科学専攻

非常勤講師 矢　守　克　也 人社 京都大学

非常勤講師 笹　原　和　俊 人社 東京工業大学

非常勤講師 出　馬　圭　世 人社 高知工科大学 

社社会会文文化化研研究究（（社社会会学学））社社会会学学

社社会会文文化化研研究究（（社社会会心心理理学学））社社会会心心理理学学
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【研究室 内２３７２２】

教授 小　林　真　理 人社 文化資源学研究室 内 21251

教授 中　村　雄　祐 人社 文化資源学研究室 内 21253

准教授 松　田　　　 陽 人社 文化資源学研究室 内 28953

准教授 野　村　悠　里 人社 文化資源学研究室 内 23826

准教授 髙　岸　　　 輝 人社 美術史学研究室 内 28962

准教授 西　村　　　 明 人社 宗教学宗教史学研究室 内 23881

准教授 吉　田　　　 寛 人社 美学芸術学研究室 内 23894

准教授 大　向　一　輝 人社 次世代人文学開発センター 内 23735

助教 藏　田　愛　子 人社 文化資源学研究室 内 23867

教授 大　木　　　 康 東文研 東アジア第二研究部門

准教授 上　原　究　一 東文研 新世代アジア研究部門

教授 鶴　田　　　 啓 史料 近世史料部門 

教授 金　子　　　 拓 史料 中世史料部門

准教授 堀　内　秀　樹 キャンパス計画室 埋蔵文化財調査室

助教 成　瀬　晃　司 キャンパス計画室 埋蔵文化財調査室

教授 渡　辺　浩　一 人社 国文学研究資料館

准教授 筧　　　奈雅子 人社 国立西洋美術館

准教授 邊牟木　尚美 人社 国立西洋美術館

非常勤講師 菊　地　淑　人 人社 山梨大学

非常勤講師 田　口　かおり 人社 京都大学

非常勤講師 村　上　　　 敬 人社 東京藝術大学

非常勤講師 永　崎　研　宣 人社 一般財団法人人文情報学研究所

【研究室 内２３７２２】

教授 小　林　真　理 人社 文化資源学研究室 内 21251

教授 中　村　雄　祐 人社 文化資源学研究室 内 21253

准教授 松　田　　　 陽 人社 文化資源学研究室 内 28953

准教授 野　村　悠　里 人社 文化資源学研究室 内 23826

准教授 髙　岸　　　 輝 人社 美術史学研究室 内 28962

准教授 西　村　　　 明 人社 宗教学宗教史学研究室 内 23881

准教授 吉　田　　　 寛 人社 美学芸術学研究室 内 23894

准教授 大　向　一　輝 人社 次世代人文学開発センター 内 23735

助教 藏　田　愛　子 人社 文化資源学研究室 内 23867

教授 大　木　　　 康 東文研 東アジア第二研究部門

准教授 上　原　究　一 東文研 新世代アジア研究部門

教授 鶴　田　　　 啓 史料 近世史料部門 

教授 金　子　　　 拓 史料 中世史料部門

准教授 堀　内　秀　樹 キャンパス計画室 埋蔵文化財調査室

助教 成　瀬　晃　司 キャンパス計画室 埋蔵文化財調査室

教授 渡　辺　浩　一 人社 国文学研究資料館

准教授 筧　　　奈雅子 人社 国立西洋美術館

准教授 邊牟木　尚美 人社 国立西洋美術館

非常勤講師 菊　地　淑　人 人社 山梨大学

非常勤講師 田　口　かおり 人社 京都大学

非常勤講師 村　上　　　 敬 人社 東京藝術大学

非常勤講師 若　林　朋　子 人社 立教大学

非常勤講師 永　崎　研　宣 人社 一般財団法人人文情報学研究所

文文化化資資源源学学研研究究（（文文化化資資源源学学））文文化化資資源源学学

文文化化資資源源学学研研究究（（文文化化経経営営学学））文文化化経経営営学学
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【研究室 内２３６３６】

教授 六反田　　　豊 人社 韓国朝鮮文化研究室 内 23624

教授 本　田　　　 洋 人社 韓国朝鮮文化研究室 内 23625

准教授 金　　　 成　垣 人社 韓国朝鮮文化研究室 内 23621

准教授 伊　藤　智ゆき 人社 韓国朝鮮文化研究室 内 22674

特任准教授 李　　　 義　鍾 人社 韓国朝鮮文化研究室 内 22787

教授 月　脚　達　彦 総文 言語情報科学専攻 内 46825

准教授 三ツ井　　　崇 総文 言語情報科学専攻 内 46353

非常勤講師 森　　　万佑子 人社 東京女子大学

【研究室 内２３６３６】

教授 六反田　　　豊 人社 韓国朝鮮文化研究室 内 23624

教授 本　田　　　 洋 人社 韓国朝鮮文化研究室 内 23625

准教授 金　　　 成　垣 人社 韓国朝鮮文化研究室 内 23621

准教授 伊　藤　智ゆき 人社 韓国朝鮮文化研究室 内 22674

特任准教授 李　　　 義　鍾 人社 韓国朝鮮文化研究室 内 22787

教授 有　田　　　 伸 社研 社会科学研究所 内 24974

准教授 河　崎　啓　剛 総文 言語情報科学専攻 内 46339

非常勤講師 金　　　 美　珍 人社 大東文化大学

非常勤講師 権　　　 香　淑 人社 上智大学

教授 納　富　信　留 人社 哲学研究室

教授 鈴　木　　　 泉 人社 哲学研究室

教授 小　島　　　 毅 人社 次世代人文学開発センター

教授 宮　田　眞　治 人社 ドイツ語ドイツ文学研究室

教授 王　寺　賢　太 人社 フランス語フランス文学研究室

教授 出　口　剛　司 人社 社会学研究室

教授 堀　江　宗　正 人社 死生学・応用倫理センター

教授 日　向　太　郎 人社 西洋古典学研究室

教授 芳　賀　京　子 人社 次世代人文学開発センター

准教授 小　貫　元　治 新領域 国際協力学専攻

准教授 清　水　　　 亮 新領域 社会文化環境学専攻

講師 西　川　賀　樹 人社 情報メディア室

教授 藤　原　聖　子 人社 宗教学宗教史学研究室

教授 鈴  木　晃  仁 人社 死生学・応用倫理センター

教授 佐　藤　至　子 人社 国文学研究室

教授 塚　本　昌　則 人社 フランス語フランス文学研究室

教授 楯　岡　求　美　 人社 スラヴ語スラヴ文学研究室

教授 小　林　真　理 人社 文化資源学研究室

准教授 鎌  田   美千子 人社 次世代人文学開発センター

非常勤講師 Ioannis　Gaitanidis 人社 千葉大学

非常勤講師
Iskra Gencheva-
Mikami

人社 レイクランド大学ジャパンキャンパス

非常勤講師 高　橋　悠　介 人社 慶應義塾大学

非常勤講師 中　邑　啓　子 人社 明海大学

非常勤講師 David Taylor 人社

准教授
KEPPLER-
TASAKI, Stefan

人社 ドイツ語ドイツ文学研究室

非常勤講師 Groisard　Jocelyn 人社 東京都立大学

講師 王　　　 俊　文 人社 中国語中国文学研究室

准教授 鎌　田 　美千子 人社 次世代人文学開発センター

韓韓国国朝朝鮮鮮文文化化研研究究（（韓韓国国朝朝鮮鮮言言語語社社会会））韓韓国国朝朝鮮鮮言言語語社社会会

韓韓国国朝朝鮮鮮文文化化研研究究（（韓韓国国朝朝鮮鮮歴歴史史文文化化））韓韓国国朝朝鮮鮮歴歴史史文文化化

多多分分野野交交流流演演習習等等〔〔多多分分野野交交流流演演習習〕〕

多多分分野野交交流流演演習習等等〔〔情情報報メメデディィアア、、多多分分野野応応用用〕〕

多多分分野野交交流流演演習習等等〔〔アアカカデデミミッックク・・ラライイテティィンンググ〕〕
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特任教授 会　田　薫　子 人社 上廣死生学・応用倫理講座

特任准教授 早　川　正　祐 人社 上廣死生学・応用倫理講座

教授 池　澤　　　 優 人社 死生学応用倫理研究室

教授 堀　江　宗　正 人社 死生学応用倫理研究室

教授 鈴  木　晃  仁 人社 死生学応用倫理研究室

教授 古　荘　真　敬 人社 哲学研究室

准教授 乘　立　雄　輝 人社 哲学研究室

非常勤講師 山　田　慎　也 人社 国立歴史民俗博物館

特任教授 会　田　薫　子 人社 上廣死生学・応用倫理講座

教授 池　澤　　　 優 人社 死生学応用倫理研究室

教授 堀　江　宗　正 人社 死生学応用倫理研究室

教授 鈴　木　晃　仁 人社 死生学応用倫理研究室

准教授 福　永　真　弓 新領域 社会文化環境学専攻

非常勤講師 吉　永　明　弘 人社 法政大学

非常勤講師 轟　　　孝　夫 人社 防衛大学校

非常勤講師 福　嶋　　　揚 人社

非常勤講師 北　條　勝　貴 人社 上智大学

非常勤講師 村　上　靖　彦 人社 大阪大学

教授 小　林　正　人 人社 言語学研究室

教授 鉄　野　昌　弘 人社 国文学研究室

教授 高　橋　典　幸 人社 日本史学研究室

准教授 大　向　一　輝 人社 次世代人文学開発センター

准教授 高　橋　晃　一 人社 インド哲学仏教学研究室

講師 西　川　賀　樹 人社 情報メディア室

助教 塚　越　柚　季 人社 次世代人文学開発センター

非常勤講師 永　崎　研　宣 人社 一般財団法人人文情報学研究所

教授 佐　藤　至　子 人社 国文学研究室

教授 鈴　木　　　 淳 人社 日本史学研究室

多多分分野野交交流流演演習習等等〔〔新新・・日日本本学学〕〕

多多分分野野交交流流演演習習等等〔〔死死生生学学研研究究〕〕

多多分分野野交交流流演演習習等等〔〔応応用用倫倫理理研研究究〕〕

多多分分野野交交流流演演習習等等〔〔人人文文情情報報学学〕〕
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