
（1）＜1年次生＞
クラス名 春学期 秋学期 論系名 春学期 秋学期

必修基礎演習 1 阿比留 久美 阿比留 久美 井上 文則 井上 文則
必修基礎演習 2 安藤 文人 安藤 文人 小田島 恒志 小田島 恒志
必修基礎演習 3 伊川 健二 伊川 健二 高屋 亜希 高屋 亜希
必修基礎演習 4 石岡 良治 石岡 良治 源 貴志 源 貴志
必修基礎演習 5 垣内 景子 垣内 景子 吉原 浩人 吉原 浩人
必修基礎演習 6 久保 健一郎 久保 健一郎 上野 和昭 上野 和昭
必修基礎演習 7 小二田 章 小二田 章 國弘 暁子 國弘 暁子
必修基礎演習 8 小村 優太 小村 優太 寺崎 秀一郎 寺崎 秀一郎
必修基礎演習 9 酒井 貴広 酒井 貴広 松前 もゆる 酒井 智宏
必修基礎演習 10 酒井 智宏 酒井 智宏 山田 真茂留 山田 真茂留
必修基礎演習 11 坂内 太 坂内 太 大石 雅彦 大石 雅彦
必修基礎演習 12 坂上 桂子 坂上 桂子 岡室 美奈子 岡室 美奈子
必修基礎演習 13 佐藤 尚平 佐藤 尚平 辻 佐保子 辻 佐保子
必修基礎演習 14 澤 直哉 澤 直哉 細馬 宏通 細馬 宏通
必修基礎演習 15 清水 由紀 清水 由紀 村井 翔 村井 翔
必修基礎演習 16 関 直子 関 直子 市川 真人 市川 真人
必修基礎演習 17 高橋 透 高橋 透 岩川 ありさ 岩川 ありさ
必修基礎演習 18 高橋 利枝 高橋 利枝 小野 正嗣 小野 正嗣
必修基礎演習 19 樽本 英樹 樽本 英樹 小沼 純一 小沼 純一
必修基礎演習 20 辻 佐保子 辻 佐保子 堀江 敏幸 堀江 敏幸
必修基礎演習 21 中澤 達哉 中澤 達哉 大久保 孝治 大久保 孝治
必修基礎演習 22 橋本 一径 小塩 真司 岡部 耕典 岡部 耕典
必修基礎演習 23 長谷 正人 長谷 正人 御子柴 善之 御子柴 善之
必修基礎演習 24 野坂 真 野坂 真 宮田 裕光 宮田 裕光
必修基礎演習 25 松前 もゆる 松前 もゆる 村松 聡 村松 聡
必修基礎演習 26 宮城 徳也 宮城 徳也 田畑 幸嗣 田畑 幸嗣
必修基礎演習 27 石田 光規 石田 光規 樽本 英樹 樽本 英樹
必修基礎演習 28 森田 貴子 森田 貴子 豊田 真穂 豊田 真穂
必修基礎演習 29 柳澤 明 柳澤 明 森 元孝 森 元孝
必修基礎演習 30 山西 優二 山西 優二 森田 貴子 森田 貴子
必修基礎演習 31 芳川 泰久 芳川 泰久
必修基礎演習 32 和田 修 和田 修
必修基礎演習 33 松永 美穂 松永 美穂
必修基礎演習 JCulP 由尾 瞳 由尾 瞳

表象・メディア

文芸・ジャーナリズム

現代人間

社会構築

・JCulPを除く必修基礎演習は春学期設置科目であるが、クラス担任
については原則として秋学期も継続して担当する。

・論系未進級者のクラス担任は学生担当教務主任

2021年度クラス担任

文化構想学部

（2）＜2年次生＞

多元文化

複合文化


