
資格別 教員数 〔２００９・２０１０年度〕

各年度共4月1日現在

2009 2010 対前年度増減

教授 1,049 (96) 1,056 (100) 7 (4)

特任教授 25 (1) 25 (1) 0 (0)

准教授 163 (32) 163 (31) 0 (-1)

専任講師 30 (6) 26 (6) -4 (0)

助教 114 (26) 117 (30) 3 (4)

教諭 119 (10) 124 (12) 5 (2)

小 計 1,500 (171) 1,511 (180) 11 (9)

助手 322 (67) 318 (71) -4 (4)

計 1,822 (238) 1,829 (251) 7 (13)

教授(任期付) 51 (9) 57 (6) 6 (-3)

准教授(任期付) 34 (9) 40 (8) 6 (-1)

講師(任期付) 25 (10) 25 (8) 0 (-2)

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ(任期付) 6 (4) 7 (6) 1 (2)

上級研究員 5 (0) 6 (0) 1 (0)

主任研究員 5 (2) 18 (5) 13 (3)

次席研究員 23 (2) 50 (8) 27 (6)

研究助手 88 (20) 72 (15) -16 (-5)
客員教授（専任扱い） 34 (3) 23 (2) -11 (-1)

客員准教授（専任扱い） 21 (3) 11 (3) -10 (0)

客員講師（専任扱い） 42 (10) 22 (5) -20 (-5)

客員講師（ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ） 5 (1) 5 (1) 0 (0)

客員研究助手 0 (0) 0 (0) 0

小 計 339 (73) 336 (67) -3 (-6)

客員教授 118 (6) 142 (12) 24 (6)

客員准教授 20 (3) 34 (7) 14 (4)

客員講師 4 (2) 4 (1) 0 (-1)

インストラクター（非常勤） 78 (70) 86 (73) 8 (3)

客員上級研究員 22 (1) 39 (1) 17 (0)

客員主任研究員 4 (0) 12 (2) 8 (2)

客員次席研究員 14 (2) 19 (4) 5 (2)

客員教授（非常勤扱い） 243 (12) 164 (9) -79 (-3)

客員准教授（非常勤扱い） 55 (10) 38 (7) -17 (-3)

客員講師（非常勤扱い） 54 (12) 36 (6) -18 (-6)

非常勤講師 3,775 (818) 3,806 (843) 31 (25)

小 計 4,387 (936) 4,380 (965) -7 (29)

6,548 (1247) 6,545 (1283) -3 (36)

（人事）

（注）

１． ( ）は女性で内数。

２．2009年4月1日より資格名称変更
客員教授（専任扱い）→教授（任期付） 又は 上級研究員
客員准教授（専任扱い）→准教授（任期付） 又は 主任研究員
客員講師（専任扱い）→講師（任期付） 又は 次席研究員
客員研究助手→研究助手
客員教授（非常勤扱い）→客員教授 又は 客員上級研究員
客員准教授（非常勤扱い）→客員准教授 又は 客員主任研究員
客員講師（非常勤扱い）→客員講師 又は 客員次席研究員
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