
平成28年度「名大の授業」協力教員一覧

部局 氏名

教養教育院 清水 裕彦

小堀 聡

嶋田 創

白水 徹也

ALEKSIC Branko

秋田 喜美

文学部/文学研究科 金山弥平

安井永子

教育学部/教育発達科学研究科 五十嵐哲也

法学部/法学研究科 姜東局

経済学部/経済学研究科 柳瀬明彦

情報文化学部 川口 潤

鈴木 麗璽

理学部/理学研究科 棚橋誠治

医学部/医学系研究科 尾崎紀夫

工学部/工学研究科 新井 史人

農学部/生命農学研究科 谷口光隆

国際開発研究科 山田肖子

山形英郎

多元数理科学研究科 濱中真志

吉田伸生

国際言語文化研究科 志波彩子

宇都木昭

林誠

環境学研究科 竹内恒夫

田中重好

情報科学研究科 金森敬文

創薬科学研究科 辞退

国際言語センター 俵山雄司



部局 氏名 職名
教養教育院 Marc Humblet 特任准教授

小堀 聡 准教授
久場 博司 教授
吉政 知広 准教授
杉浦 正利 教授

文学部/文学研究科 吉武 純夫 准教授
岩田クリスティーナ 准教授

教育学部/教育発達科学研究科 サルカール アラニ 准教授
法学部/法学研究科 松中 学 准教授
経済学部/経済学研究科 犬塚　篤 准教授
情報文化学部 川口 潤 教授
理学部/理学研究科 杉山 伸 助教授

医学部/医学系研究科 荒川 宣親 教授
工学部/工学研究科 天野 浩 教授
農学部/生命農学研究科 中野 秀雄（代表）他2名 教授
国際開発研究科 伊藤 早苗 教授
多元数理科学研究科 糸 健太郎 准教授

国際言語文化研究科 秋田 喜美 准教授
藤井 たぎる 教授
小川 明子 准教授
ウィークス・マーク 准教授

環境学研究科 篠田 雅人 教授
村田 静昭 教授
増沢 陽子 准教授

情報科学研究科 久木田 水生 准教授

創薬科学研究科 辞退
国際言語センター 浮葉正親 教授
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部局 氏名 カナ 職名
熊谷　朝臣 ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓｵﾐ 准教授
藤江　双葉 ﾌｼﾞｴ ﾌﾀﾊﾞ 准教授
佐々木　康 ｻｻｷ ｺｳ 教授
森崎　修司 ﾓﾘｻｷ ｼｭｳｼﾞ 准教授
勝川　裕子 ｶﾁｶﾞﾜ ﾕｳｺ 准教授
江頭　智宏 ｴｶﾞｼﾗ ﾄﾓﾋﾛ 准教授
小堀　聡 ｺﾎﾞﾘ ｻﾄﾙ 准教授
下村　吉治 ｼﾓﾑﾗ ﾖｼﾊﾙ 教授
岩田　クリスティーナ 准教授

久野　弘幸 ｸﾉ ﾋﾛﾕｷ 准教授

横溝　大 ﾖｺﾐｿﾞ ﾀﾞｲ 教授

野口　晃弘 ﾉｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 教授

情報文化学部 茂登山　清文 ﾓﾄﾔﾏ ｷﾖﾌﾐ 教授

寺崎　一郎 ﾃﾗｻｷ ｲﾁﾛｳ 教授

医学部/医学研究科 豊國　伸哉 ﾄﾖｸﾆ ｼﾝﾔ 教授

田川　美穂 ﾀｶﾞﾜ ﾐﾎ 准教授

※海外実地研修 担当の先生
※国内実地研修
東村　岳史 ﾋｶﾞｼﾑﾗ ﾀｹｼ 准教授

セルジュ　リチャード 特任准教授

奥田　智樹 ｵｸﾀﾞ ﾄﾓｷ 准教授
井原　伸浩 ｲﾊﾗ ﾉﾌﾞﾋﾛ 准教授
ウィークス　マーク 准教授
林　良嗣 ﾊﾔｼ ﾖｼﾂｸﾞ 教授

酒井　正彦 ｻｶｲ ﾏｻﾋｺ 教授

藤吉　好則 ﾌｼﾞﾖｼ ﾖｼﾉﾘ 教授

徳弘　康代 ﾄｸﾋﾛ ﾔｽﾖ 特任准教授

国際開発研究科

多元数理科学研究科

教養教育院

文学部

教育学部/教育発達科学研究科

法学部/法学研究科
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経済学部/経済学研究科

理学部/理学研究科

工学部/工学研究科

農学部/農学研究科

国際言語文化研究科

環境学研究科

情報科学研究科

創薬科学研究科

国際言語センター



部局 氏名 カナ 職名
教養教育院 三浦 裕一 ミウラ ユウイチ 准教授

中谷 素之 ナカヤ モトユキ 教授
西村 秀人 ニシムラ ヒデト 准教授
佐藤 弘毅 サトウ コウキ 講師

文学部/文学研究科 馬　然 マ　ラン 准教授
岩田クリスティーナ イワタ　クリスティーナ 准教授

教育学部/教育発達科学研究科 服部 美奈 ハットリ ミナ 　 准教授

法学部/法学研究科
WESTRA Richard John ウェストラ　リチャード

ジョン
特任准教授

横溝　大 ヨコミゾ　ダイ 教授
経済学部/経済学研究科 江夏　幾多郎 エナツ　イクタロウ 准教授

情報文化学部 戸田山 和久 トダヤマ カズヒサ 教授

理学部/理学研究科 寺崎 一郎 テラサキ イチロウ 教授

中島 洋 ナカジマ ヒロシ 准教授
上川内 あづさ カミコウチ アヅサ 教授
水上 由紀子 ミズカミ ユキコ 特任教授

医学部/医学系研究科 松田　直之 マツダ　ナオユキ 教授

工学部/工学研究科 古橋 武 フルハシ タケシ 教授

農学部/生命農学研究科 前島正義 マエシマ　マサヨシ 教授

国際開発研究科 山形 英郎 ヤマガタ ヒデオ 教授
伊東 早苗 イトウ サナエ 教授

多元数理科学研究科 納谷 信 ナヤタニ シン 教授
鈴木 浩志 スズキ ヒロシ 准教授

国際言語文化研究科 杉村 泰 スギムラ ヤスシ 准教授
新井 美佐子 アライ ミサコ 准教授
ミギー ディラン パトリック 特任准教授

環境学研究科 中塚 武 ナカツカ タケシ 教授
ウォリス サイモン 教授
谷川 寛樹 タニカワ ヒロキ 教授
大森 博司 オオモリ ヒロシ 教授
河村 則行 カワムラ　ノリユキ 准教授

情報科学研究科 鈴木 麗璽 スズキ レイジ 准教授

創薬科学研究科 赤池 昭紀 アカイケ アキノリ 教授
　

留学生センター
(選出なし)
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部局 氏名 職名
教養教育院 東 賢太朗(ｱｽﾞﾏ　ｹﾝﾀﾛｳ) 准教授

飯野 和夫(ｲｲﾉ　ｶｽﾞｵ) 教授
窪田 由紀(ｸﾎﾞﾀ　ﾕｷ) 教授
伊藤 早苗(ｲﾄｳ ｻﾅｴ) 准教授
新井 史人(ｱﾗｲ ﾌﾐﾋﾄ) 教授

文学部/文学研究科 藤木 秀朗(ﾌｼﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ) 教授

教育学部/教育発達科学研究科 内田 良(ｳﾁﾀﾞ ﾘｮｳ) 准教授
金子 一史(ｶﾈｺ ﾋﾄｼ) 准教授

法学部/法学研究科 宮木 康博(ﾐﾔｷ ﾔｽﾋﾛ) 准教授
リチャード・ウェストラ 特任准教授

経済学部/経済学研究科 紙屋 英彦(ｶﾐﾔ ﾋﾃﾞﾋｺ) 教授
安達 貴教(ｱﾀﾞﾁ ﾀｶﾉﾘ) 准教授

情報文化学部

理学部/理学研究科 木下 専(ｷﾉｼﾀ ﾏｺﾄ) 教授
イレ・ステファン 教授
フォン・シー・キト 特任教授
小嶋 誠司(ｺｼﾞﾏ ｾｲｼﾞ) 講師

医学部/医学系研究科 荒川 宣親(ｱﾗｶﾜ ﾖｼﾁｶ) 教授

工学部/工学研究科 豊田 浩孝(ﾄﾖﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ) 教授

農学部/生命農学研究科 伊藤 香純(ｲﾄｳ ｶｽﾐ) 准教授

国際開発研究科 山形 英郎(ﾔﾏｶﾞﾀ ﾋﾃﾞｵ) 教授

多元数理科学研究科 粟田 英資(ｱﾜﾀ ﾋﾃﾞﾄｼ) 准教授

国際言語文化研究科 外池 俊幸(ﾄﾉｲｹ ﾄｼﾕｷ) 教授
堀江 薫(ﾎﾘｴ ｶｵﾙ) 教授
胡 潔(ｺ ｹﾂ) 准教授
村主 幸一(ﾑﾗﾇｼ ｺｳｲﾁ) 教授

環境学研究科 溝口 常俊(ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾂﾈﾄｼ) 教授

情報科学研究科 結縁 祥治(ﾕｳｴﾝ ｼｮｳｼﾞ) 教授
杉山 雄規(ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｷ) 教授
戸田山 和久(ﾄﾀﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾋｻ) 教授

創薬科学研究科 藤吉 好則(ﾌｼﾞﾖｼ ﾖｼﾉﾘ) 教授
　

留学生センター
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