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1 片山　久 ｶﾀﾔﾏ ﾋｻｼ 1968/04/01 教育行政、道徳教育

2 八重野　花子 ﾔｴﾉ ﾊﾅｺ 1981/04/01 家政学原論

3 池田　鐵太郎 ｲｹﾀﾞ ﾃﾂﾀﾛｳ 1982/04/01 薬化学

4 新井　露子 ｱﾗｲ ﾂﾕｺ 1982/04/01 被服学

5 池田　昌夫 ｲｹﾀﾞ ﾏｻｵ 1983/04/01 英米文学

6 平野　恵空 ﾋﾗﾉ ｹｲｸｳ 1984/04/01 教育心理学

7 種子島　千鶴子 ﾀﾈｶﾞｼﾏ ﾁﾂﾞｺ 1984/04/01 家政学、栄養指導論

8 堀　章男 ﾎﾘ ﾕｷｵ 1984/04/01 国文学

9 森　清 ﾓﾘ ｷﾖｼ 1986/04/01 声楽

10 Ａ・バランドーニ A.ﾊﾞﾗﾝﾄﾞ-ﾆ 1986/04/01 声楽

11 橘　正観 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｾｲｶﾝ 1986/04/01 英語学

12 井上　実 ｲﾉｳｴ ﾐﾉﾙ 1987/04/01 国文学、上代文学

13 鈴木　一郎 ｽｽﾞｷ ｲﾁﾛｳ 1987/04/01 国語教育

14 山口　義男 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼｵ 1989/04/01 中国哲学

15 花輪　洋 ﾊﾅﾜ ﾋﾛｼ 1990/04/01 声楽

16 古田　嘉雄 ﾌﾙﾀ ﾖｼｵ 1991/04/01 近代文学

17 平田　重信 ﾋﾗﾀ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 1991/04/01 陸上競技

18 高木　幸子 ﾀｶｷﾞ ｻﾁｺ 1991/04/01 食物学

19 阪東　芳雄 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾖｼｵ 1991/04/01 薬理学

20 本間　源一郎 ﾎﾝﾏ ｹﾞﾝｲﾁﾛｳ 1992/04/01 教育学、教育行政学

21 冨田　恒夫 ﾄﾐﾀ ﾂﾈｵ 1992/04/01 生化学

22 滝山　一善 ﾀｷﾔﾏ ｶｽﾞﾖｼ 1992/04/01 食品分析学

23 林　泰子 ﾊﾔｼ ﾔｽｺ 1992/04/01 被服構成学

24 竹原　英昭 ﾀｹﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 1993/04/01 フランス語、フランス文学

25 広瀬　栄治 ﾋﾛｾ ｴｲｼﾞ 1993/04/01 教育心理学

26 小出　眞次 ｺｲﾃﾞ ｼﾝｼﾞ 1993/04/01 栄養化学

27 中山　悌一 ﾅｶﾔﾏ ﾃｲｲﾁ 1993/04/01 声楽

28 栗山　雅行 ｸﾘﾔﾏ ﾏｻﾕｷ 1993/04/01 衛生化学

29 古達　正弘 ｺﾀﾞﾂ ﾏｻﾋﾛ 1995/04/01 器械体操

30 清水　毅 ｼﾐｽﾞ ﾂﾖｼ 1995/04/01 スポーツ社会学

31 林　悦子 ﾊﾔｼ ｴﾂｺ 1995/04/01 ダンス

32 清水　彰 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾗ 1996/04/01 国語学、国文学

33 奥村　宣嘉 ｵｸﾑﾗ ﾉﾌﾞﾖｼ 1996/04/01 英語学

34 安田　武 ﾔｽﾀﾞ ﾀｹｼ 1996/04/01 繊維化学
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35 礒井　廣一郎 ｲｿｲ ｺｳｲﾁﾛｳ 1996/04/01 植物化学

36 桑野　重昭 ｸﾜﾉ ｼｹﾞｱｷ 1996/04/01 生薬学

37 安田　博幸 ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 1996/04/01 薬品分析学

38 藤井　和夫 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞｵ 1997/04/01 図書館学

39 藤島　一満 ﾌｼﾞｼﾏ ｶｽﾞﾏ 1997/04/01 理科（教科物理）

40 豊沢　功 ﾄﾖｻﾜ ｲｻｵ 1997/04/01 食品学、食品加工学

41 金沢　和孝 ｶﾅｻﾞﾜ ｶｽﾞﾀｶ 1997/04/01 ピアノ

42 木村　行男 ｷﾑﾗ ﾕｷｵ 1997/04/01 生化学

43 樋口　秀雄 ﾋｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｵ 1997/04/01 薬理学

44 夏見　知章 ﾅﾂﾐ ﾄﾓｱｷ 1997/04/01 近世文学

45 清原　和義 ｷﾖﾊﾗ ｶﾂﾖｼ 1997/06/10 上代文学

46 髙木　修造 ﾀｶｷﾞ ｼﾕｳｿﾞｳ 1997/06/28 有機化学、天然物化学

47 石津　日出子 ｲｼﾂﾞ ﾋﾃﾞｺ 1998/04/01 調理科学、調理学、栄養化学

48 中野　迢 ﾅｶﾉ ﾀｶｼ 1998/04/01 公衆栄養学、栄養指導論

49 金森　正雄 ｶﾅﾓﾘ ﾏｻｵ 1998/04/01 栄養化学

50 加多木　豊之 ｶﾀｷﾞ ﾄﾖｼ 1998/04/01 有機合成化学

51 熊岡　煕 ｸﾏｵｶ ﾋﾛｼ 1998/04/01 微生物化学、生化学

52 肥田　友宏 ﾋﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 1999/04/01 英文学

53 本多　正英 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾋﾃﾞ 1999/04/01 英文学、英米文化

54 髙橋　悦枝 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｴ 1999/04/01 教科器楽、教科音楽

55 山中　巖 ﾔﾏﾅｶ ｲﾜｵ 1999/04/01 教育原理、教育史

56 下村　鍈二 ｼﾓﾑﾗ ｴｲｼﾞ 1999/04/01 哲学、倫理学

57 木田　安子 ｷﾀﾞ ﾔｽｺ 1999/04/01 生化学、家政学

58 バルク ビリーロイド ﾊﾞﾙｸ ﾋﾞﾘ-ﾛｲﾄﾞ 2000/04/01 英語教育

59 上硲　和輔 ｶﾐｻｺ ﾜｽｹ 2000/04/01 植物培養細胞学

60 小泉　京子 ｺｲｽﾞﾐ ｷｮｳｺ 2000/04/01 糖質化学

61 森脇　隆 ﾓﾘﾜｷ ﾀｶｼ 2000/06/07 法学

62 安達　五男 ｱﾝﾀﾞﾁ ｲﾂｵ 2001/04/01 人権教育

63 井上　喜博 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾋﾛ 2001/04/01 教育学

64 山岸　洋介 ﾔﾏｷﾞｼ ﾖｳｽｹ 2001/04/01 算数科教育法

65 柿木　健一郎 ｶｷﾉｷ ｹﾝｲﾁﾛｳ 2001/04/01 人間学

66 根石　彌生 ﾈｲｼ ﾔﾖｲ 2001/04/01 声楽（発声法）

67 山内　和子 ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｺ 2001/04/01 生薬学

68 日下　晃 ｸｻｶ ｱｷﾗ 2001/09/02 法学

69 山王　義一 ｻﾝﾉｳ ﾖｼｶｽﾞ 2002/04/01 栄養生理学
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70 風間　健 ｶｻﾞﾏ ｹﾝ 2002/04/01 消費者行動論

71 黛　誠 ﾏﾕｽﾞﾐ ﾏｺﾄ 2002/06/20 運動生理学

72 池本　明 ｲｹﾓﾄ ｱｷﾗ 2002/10/01 英語音声学

73 馬場　憲二 ﾊﾞﾊﾞ ｹﾝｼﾞ 2003/04/01 日本近世文学、日本古典演劇

74 平岡　照明 ﾋﾗｵｶ ﾃﾙｱｷ 2003/04/01 英語学

75 小原　怜子 ｵﾊﾗ ﾚｲｺ 2003/04/01 被服造形学、服飾デザイン学、色彩学

76 中村　一江 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｴ 2003/04/01 栄養科学、調理科学

77 浅尾　俊夫 ｱｻｵ ﾄｼｵ 2003/04/01 栄養化学

78 山木　正枝 ﾔﾏｷ ﾏｻｴ 2003/04/01 植物化学

79 井上　直幸 ｲﾉｳｴ ﾅｵﾕｷ 2003/04/23 ピアノ

80 森川　惠昭 ﾓﾘｶﾜ ｹｲｼｮｳ 2004/04/01 美学

81 行森　光 ﾕｷﾓﾘ ﾋｶﾙ 2004/04/01 体育方法学

82 川西　定子 ｶﾜﾆｼ ｻﾀﾞｺ 2004/04/01 繊維材料学

83 小島　洋司 ｺｼﾞﾏ ﾖｳｼﾞ 2004/04/01 消費科学

84 奥田　展子 ｵｸﾀﾞ ﾉﾌﾞｺ 2004/04/01 調理学、調理学実習

85 今井　清一 ｲﾏｲ ｾｲｲﾁ 2004/04/01 環境教育学

86 塩満　勝麿 ｼｵﾐﾂ ｶﾂﾏﾛ 2004/10/04 体育史

87 藤田　眞一 ﾌｼﾞﾀ ｼﾝｲﾁ 2005/04/01 天然物化学

88 濵渦　善一郎 ﾊﾏｳｽﾞ ｾﾞﾝｲﾁﾛｳ 2005/04/01 食品化学

89 塩瀬　順久 ｼｵｾ ﾉﾌﾞﾋｻ 2005/04/01 ヴァイオリン

90 水野　亘恭 ﾐｽﾞﾉ ﾉﾌﾞﾔｽ 2005/04/01 薬剤学

91 三宅　敬司郎 ﾐﾔｹ ｹｲｼﾛｳ 2005/04/01 薬品物理化学

92 新堀　通也 ｼﾝﾎﾞﾘ ﾐﾁﾔ 2005/04/01 臨床教育学

93 山本　俊治 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾊﾙ 2006/04/01 国語学

94 二宮　恒夫 ﾆﾉﾐﾔ ﾂﾈｵ 2006/04/01 スポーツ社会学

95 山川　勝 ﾔﾏｶﾜ ﾏｻﾙ 2006/04/01 アパレル工学

96 大杉　匡弘 ｵｵｽｷﾞ ﾏｻﾋﾛ 2006/04/01 食品微生物学

97 吉田　圭一 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｲﾁ 2007/04/01 レジャー・レクリエーション論

98 河上　敬三 ｶﾜｶﾐ ｹｲｿﾞｳ 2007/04/01 ピアノ

99 公江　千鶴子 ｺｳｴ ﾁﾂﾞｺ 2007/07/05 声楽

100 國友　順一 ｸﾆﾄﾓ ｼﾞｭﾝｲﾁ 2008/04/01 有機化学

101 俣野　肇 ﾏﾀﾉ ﾊｼﾞﾒ 2008/04/01 フランス文学

102 髙田　康孝 ﾀｶﾀﾞ ﾔｽﾀｶ 2008/04/01 社会学

103 松原　泰子 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾔｽｺ 2008/04/01 英文学

104 西島　孜哉 ﾆｼｼﾞﾏ ｱﾂﾔ 2009/04/01 近世文学
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105 西﨑　亨 ﾆｼｻﾞｷ ﾄｵﾙ 2009/04/01 国語学（国語史）

106 稲毛　理津子 ｲﾅｹﾞ ﾘﾂｺ 2009/04/01 現代アメリカ女性作家研究

107 加藤　文裕 ｶﾄｳ ﾌﾐﾋﾛ 2009/04/01 動物細胞遺伝学

108 小林　剛 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾖｼ 2009/04/01 臨床教育学

109 谷本　京子 ﾀﾆﾓﾄ ｷｮｳｺ 2009/04/01 ピアノ

110 大鶴　勝 ｵｵﾂﾙ ﾏｻﾙ 2009/04/01 食品学

111 大野　佳美 ｵｵﾉ ﾖｼﾐ 2009/04/01 調理科学（脂質生化学）

112 森谷　尅久 ﾓﾘﾔ ｶﾂﾋｻ 2009/04/01 歴史学

113 益子　務 ﾏｽｺ ﾂﾄﾑ 2009/04/01 音楽療法

114 國友　勝 ｸﾆﾄﾓ ﾏｻﾙ 2009/04/01 薬理学

115 清水　良次 ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｼﾞ 2009/08/21 法学

116 豊福　健二 ﾄﾖﾌｸ ｹﾝｼﾞ 2010/04/01 中国文学

117 宮本　紘平 ﾐﾔﾓﾄ ｺｳﾍｲ 2010/04/01 数学

118 白石　大介 ｼﾗｲｼ ﾀﾞｲｽｹ 2010/04/01 臨床福祉学

119 水田　英男 ﾐｽﾞﾀ ﾋﾃﾞｵ 2010/04/01 情報科学

120 鞍井　博子 ｸﾗｲ ﾋﾛｺ 2010/04/01 ピアノ

121 高岡　宏 ﾀｶｵｶ ﾋﾛｼ 2010/11/01 アメリカ文学

122 橋本　紀美代 ﾊｼﾓﾄ ｷﾐﾖ 2011/04/01 英米児童文学

123 出野　務 ﾃﾞﾉ ﾂﾄﾑ 2011/04/01 理科教育

124 足立　長彦 ｱﾀﾞﾁ ﾅｶﾞﾋｺ 2011/04/01 スポーツバイオメカニクス、陸上競技

125 野老　稔 ﾄｺﾛ ﾐﾉﾙ 2011/04/01 体育方法学、コーチング学

126 小野木　禎彦 ｵﾉｷﾞ ﾖｼﾋｺ 2011/04/01 高分子化学

127 三宅　宏司 ﾐﾔｹ ｺｳｼﾞ 2011/04/01 産業技術論、産業技術史

128 竹田　明彦 ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾋｺ 2012/04/01 英語科教育

129 中村　裕一 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｲﾁ 2012/04/01 中国隋唐史

130 萬代　悟 ﾏﾝﾀﾞｲ ｻﾄﾙ 2012/04/01 教育工学

131 小村　亮三 ｺﾑﾗ ﾘｮｳｿﾞｳ 2012/04/01 声楽、ドイツ歌曲、宗教音楽

132 十一　元晴 ｼﾞｭｳｲﾁ ﾓﾄﾊﾙ 2012/04/01 有機化学

133 吉田　雄三 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｿﾞｳ 2012/04/01 分子生物学

134 田中　洋子 ﾀﾅｶ ﾖｳｺ 2013/04/01 家庭科教育

135 八木　義雄 ﾔｷﾞ ﾖｼｵ 2013/04/01 保育

136 今安　達也 ｲﾏﾔｽ ﾀﾂﾔ 2013/04/01 教育行政

137 山根木　忠勝 ﾔﾏﾈｷ ﾀﾀﾞｶﾂ 2014/04/01 国語学

138 佐竹　秀雄 ｻﾀｹ ﾋﾃﾞｵ 2014/04/01 日本語学

139 安達　一美 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞﾐ 2014/04/01 英語学
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140 桝形　公也 ﾏｽｶﾞﾀ ｷﾝﾔ 2014/04/01 倫理学

141 野村　典子 ﾉﾑﾗ ﾉﾘｺ 2014/04/01 情報処理教育

142 扇間　昌規 ｾﾝﾏ ﾏｻﾉﾘ 2014/04/01 公衆衛生学

143 今村　隆 ｲﾏﾑﾗ ﾀｶｼ 2015/04/01 現代英米演劇学

144 本城　精二 ﾎﾝｼﾞｮｳ ｾｲｼﾞ 2015/04/01 アメリカ文学

145 水谷　孝子 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀｶｺ 2015/04/01 発達心理学、保育学

146 奥野　温子 ｵｸﾉ ﾂﾑｺ 2015/04/01 繊維材料学

147 横川　公子 ﾖｺｶﾞﾜ ｷﾐｺ 2015/04/01 生活美学、生活文化史

148 堀江　登 ﾎﾘｴ ﾉﾎﾞﾙ 2015/04/01 解剖生理学

149 福田　滿 ﾌｸﾀﾞ ﾐﾂﾙ 2015/04/01 生化学

150 福島　秀行 ﾌｸｼﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 2015/04/01 ソフトウェア工学

151 山田　和子 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｺ 2015/04/01 微生物化学

152 辰巳　都志 ﾀﾂﾐ ﾄｼ 2016/04/01 日本近代文学

153 中野　彰 ﾅｶﾉ ｱｷﾗ 2016/04/01 教育工学、情報教育

154 野口　芳子 ﾉｸﾞﾁ ﾖｼｺ 2016/04/01 西洋民俗文化、ドイツ文学

155 伊達　萬里子 ﾀﾞﾃ ﾏﾘｺ 2016/04/01 体操、スポーツ心理学

156 永田　隆子 ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｺ 2016/04/01 体育社会学

157 森池　日佐子 ﾓﾘｲｹ ﾋｻｺ 2016/04/01 声楽（オペラ）、歌曲、新作

158 石黒　京子 ｲｼｸﾞﾛ ｷｮｳｺ 2016/04/01 生薬学、天然物化学

159 西嶋　久雄 ﾆｼｼﾞﾏ ﾋｻｵ 2017/04/01 英語学、英語教育

160 野村　貴郎 ﾉﾑﾗ ｷﾛｳ 2017/04/01 日本中世古典文学

161 本多　修 ﾎﾝﾀﾞ ｵｻﾑ 2017/04/01 臨床心理学

162 齊藤　文夫 ｻｲﾄｳ ﾌﾐｵ 2017/04/01 臨床心理学

163 目連　淳司 ﾒﾚﾝ ｼﾞｭﾝｼﾞ 2017/04/01 スポーツトレーニング科学

164 土井　裕司 ﾄﾞｲ ﾋﾛｼ 2017/04/01 食品衛生学

165 田代　操 ﾀｼﾛ ﾐｻｵ 2017/04/01 栄養化学

166 伊佐治　せつ子 ｲｻｼﾞ ｾﾂｺ 2017/04/01 被服衛生学

167 坂本　環 ｻｶﾓﾄ ﾀﾏｷ 2017/04/01 オペラ

168 谷本　敏子 ﾀﾆﾓﾄ ﾄｼｺ 2017/04/01 薬品分析学

169 塩出　雅 ｼｵﾃﾞ ﾀﾀﾞｼ 2018/04/01 中国思想史

170 徳原　茂実 ﾄｸﾊﾗ ｼｹﾞﾐ 2018/04/01 日本古典文学

171 波多野　和子 ﾊﾀﾉ ｶｽﾞｺ 2018/04/01 十八世紀英詩

172 友田　泰正 ﾄﾓﾀﾞ ﾔｽﾏｻ 2018/04/01 教育社会学

173 糸魚川　直祐 ｲﾄｲｶﾞﾜ ﾅｵｽｹ 2018/04/01 心理学

174 今城　道子 ｲﾏｼﾛ ﾐﾁｺ 2018/04/01 ピアノ
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175 市川　厚 ｲﾁｶﾜ ｱﾂｼ 2018/04/01 薬学生命科学

176 柴田　清継 ｼﾊﾞﾀ ｷﾖﾂｸﾞ 2019/04/01 東アジア漢文学

177 西山　明美 ﾆｼﾔﾏ ｱｹﾐ 2019/04/01 芸術（書道）

178 前原　健三 ﾏｴﾊﾗ ｹﾝｿﾞｳ 2019/04/01 学校教育学、教師教育学

179 田中　繁宏 ﾀﾅｶ ｼｹﾞﾋﾛ 2019/04/01 スポーツ医学

180 池田　克巳 ｲｹﾀﾞ ｶﾂﾐ 2019/04/01 薬学

181 中林　利克 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾄｼｶﾂ 2019/04/01 代謝生化学

182 佐藤　幸治 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ 2019/04/01 道徳教育、宗教学

183 太田　健一 ｵｵﾀ ｹﾝｲﾁ 2020/04/01 情報科学、感性工学

184 菅井　邦介 ｽｶﾞｲ ｸﾆｽｹ 2020/04/01 作曲、音楽理論

185 髙橋　幸一 ﾀｶﾊｼ ｺｳｲﾁ 2020/04/01 薬剤学

186 萩中　淳 ﾊｷﾞﾅｶ ｼﾞｭﾝ 2020/04/01 薬品分析化学

187 三木　知博 ﾐｷ ﾄﾓﾋﾛ 2020/04/01 臨床医学（内科学）

188 阿曽　洋子 ｱｿ ﾖｳｺ 2020/04/01 看護学

189 藤原　千惠子 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾁｴｺ 2020/04/01 看護学

190 西井　克泰 ﾆｼｲ ｶﾂﾔｽ 2021/04/01 臨床心理学

191 田中　毎実 ﾀﾅｶ ﾂﾈﾐ 2021/04/01 臨床的人間形成論

192 濱谷　英次 ﾊﾏﾀﾆ ｴｲｼﾞ 2021/04/01 情報社会学

193 北島　見江 ｷﾀｼﾞﾏ ﾐｴ 2021/04/01 ダンス教育

194 郷路　行生 ｺﾞｳﾛ　ﾕｷｵ 2022/04/01 イギリス劇文学　　

195 佐方　哲彦 ｻｶﾀ　ﾃﾂﾋｺ 2022/04/01 青年臨床心理学

196 丹田　佳子 ﾀﾝﾀﾞ　ｹｲｺ 2022/04/01 ファッションマーケティング

197 丸山　健夫 ﾏﾙﾔﾏ　ﾀｹｵ 2022/04/01 情報学

198 町浦　美智子 ﾏﾁｳﾗ　ﾐﾁｺ 2022/04/01 看護学

199 藤谷　智子 ﾌｼﾞﾀﾆ　ﾄﾓｺ 2022/04/01 発達心理学

200 管　宗次 ｽｶﾞ ｼｭｳｼﾞ 2023/04/01 日本近世文学

201 辻　和成 ﾂｼﾞ ｶｽﾞｼｹﾞ 2023/04/01 通訳・翻訳、英語教育

202 生地　加代 ｲｸﾁ ｶﾖ 2023/04/01 音楽教育（ピアノ）

203 小野　賢太郎 ｵﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 2023/04/01 教育工学

204 中村　伸吾 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 2023/04/01 音楽（ピアノ）
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