
2023年度 指導教員一覧 

（大学院入学試験・9月試験） 

駒澤大学大学院 



 

はじめに 
 

本大学院入学試験出願の際は、入学試験志願書および大学院入学志願書に、「希望する指

導教員名」または「希望する分野」を記入することになっています（一部の専攻を除く）。

記入の際は、この冊子『2023 年度指導教員一覧』と、『2023 年度大学院案内』を参照して

ください。なお、記入方法の詳細については、「大学院入学試験要項」を確認してください。 

科目及び担当者は変更になる場合がありますので、本学ホームページをご確認ください。 

URL：https://www.komazawa-u.ac.jp/academics/graduate/ 
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仏教学研究科　仏教学専攻 2023年度予定

〈指導教員の選択〉 ▼修士課程

担当者

宗学特講Ⅰ 岩永　正晴

宗学特講Ⅱ 角田　泰隆

宗学特講Ⅲ 石井　清純

禅学特講Ⅰ 晴山　俊英

禅学特講Ⅱ 松田　陽志

インド仏教特講Ⅲ 加納　和雄

チベット仏教特講Ⅰ 四津谷孝道

チベット仏教特講Ⅱ 木村　誠司

中国仏教特講Ⅰ 吉村　　誠

中国仏教特講Ⅲ 奥野　光賢

中国禅宗史特講Ⅰ 小川　　隆

中国禅宗史特講Ⅱ 程　　正

日本仏教特講Ⅰ 藤井　　淳

日本仏教特講Ⅱ 飯塚　大展

日本禅宗史特講Ⅰ 佐藤　秀孝

仏教学特講Ⅱ 山口　弘江

仏教学特講Ⅲ 徳野 崇行

仏教美術史特講 村松　哲文

宗教人類学特講 矢野　秀武

ネット出願時及び大学院入学志願書における「希望す
る指導教員名」欄は、未記入でも可とします。
仏教学専攻の指導教員は、この欄の記入・未記入にか
かわらず、入学時に決定されます。

演習科目名

1



人文科学研究科　国文学専攻 2023年度予定

〈指導教員の選択〉 ▼修士課程

担当者

国語学演習Ⅰ ※ 土井　光祐

国語学演習Ⅱ 三樹　陽介

古代前期文学演習 中嶋　真也

古代後期文学演習Ⅰ 松井　健児

中世文学演習Ⅰ 田中　徳定

中世文学演習Ⅱ 櫻井　陽子

近世文学演習Ⅰ 近衞　典子

近代文学演習Ⅰ 加藤　邦彦

近代文学演習Ⅱ 岡田　　豊

近代文学演習Ⅲ 倉田　容子

漢文学演習 山口　智弘

※印：2023年度休講

人文科学研究科　英米文学専攻 2023年度予定

〈指導教員の選択〉〈指導教員の選択〉 ▼修士課程

担当者

英文学演習Ⅰ 逢見　明久

英文学演習Ⅱ 川崎　明子

英文学演習Ⅲ 上石実加子

英文学演習Ⅴ モート，セーラ

米文学演習Ⅰ 川崎浩太郎

米文学演習Ⅱ 東　雄一郎

米文学演習Ⅲ 本村　浩二

英語学演習Ⅰ 北原　賢一

英語学演習Ⅱ 佐藤　真二

入学後に指導教員を決定しますので、
出願時に指導教員名を記入する必要はありません。

演習科目名

入学後に指導教員を決定しますので、
出願時に指導教員名を記入する必要はありません。

演習科目名
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人文科学研究科　地理学専攻 2023年度予定

〈指導教員の選択〉 ▼修士課程

担当者

地理学特講Ⅰ 鈴木　重雄

地理学特講Ⅱ 小田　匡保

自然地理学特講Ⅳ 鈴木　秀和

自然地理学特講Ⅰ 平井　幸弘

人文地理学特講Ⅲ 西山　弘泰

人文地理学特講Ⅳ 𡈽谷　敏治

人文地理学特講Ⅴ 瀬戸　寿一

地誌学特講Ⅲ 小野　映介

地誌学特講Ⅰ 高橋健太郎

地図学特講Ⅱ 田中　　靖

地域文化研究特講Ⅰ 須山　　聡

地域環境研究特講Ⅰ 江口　　卓

人文科学研究科　歴史学専攻 2023年度予定

〈指導教員の選択〉 ▼修士課程

日本史学コース

担当者

日本史学演習Ⅰ 瀧音　能之

日本史学演習Ⅱ 佐藤　雄一

日本史学演習Ⅲ 浅倉　直美

日本史学演習Ⅳ 林　　　   譲

日本史学演習Ⅴ 中野　達哉

日本史学演習Ⅵ 菅野　洋介

日本史学演習Ⅶ 小泉　雅弘

日本史学演習Ⅷ 熊本　史雄

東洋史学コース

担当者

東洋史学演習Ⅰ　　 石井　　仁

東洋史学演習Ⅱ 中村　　淳

西洋史学コース

担当者

西洋史学演習Ⅰ 大城　道則

西洋史学演習Ⅱ ※ 高田　良太

西洋史学演習Ⅲ 佐々木　真

西洋史学演習Ⅳ 飯田　洋介

考古学コース

担当者

考古学演習Ⅰ 寺前　直人

考古学演習Ⅱ 藤野　一之

考古学演習Ⅲ 角道　亮介

※印：2023年度休講

演習科目名

演習科目名

演習科目担当者の太枠内から、
選択してください。

演習科目名

演習科目担当者の太枠内から、
選択してください。

演習科目名

演習科目名
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人文科学研究科　社会学専攻 2023年度予定

〈指導教員の選択〉 ▼修士課程

分野 担当者

文化社会学演習(前期） ※

教育社会学演習(後期） ※

産業社会学演習(前期）      

国際社会学演習(後期）　　

地域社会学演習(前期）

社会意識論演習(後期）

家族社会学演習（前期）

ジェンダー論演習(後期）

メディア社会論演習（前期）

ジャーナリズム論演習（後期）

市民社会論演習（前期）

ソーシャル・イノベーション論演習（後期）

多文化社会論演習（前期）

エスニシティ論演習（後期）

公的扶助論演習（前期）

公的扶助制度論演習（後期）

社会保障実務演習（前期）

社会福祉実務演習(後期）

障害者福祉演習（前期）

職業リハビリテーション演習（後期）

高齢者福祉演習（前期）

高齢者ソーシャルワーク演習（後期）

ソーシャルワーク実践演習（前期）

ソーシャルワーク研究法演習（後期）

精神科ソーシャルワーク演習a（前期）

精神科ソーシャルワーク演習b（後期）

地域福祉演習（前期)

地域福祉方法論演習(後期）

※印：2023年度休講

土田久美子

社
会
福
祉
学
領
域

未定

長尾　譲治

桐原　宏行

東條　光雅

荒井　浩道

佐藤　光正

川上　富雄

演習科目担当者の太枠内から、
選択してください。

演習科目名

社
会
学
領
域

片岡　栄美

山田　信行

濱田　国佑

松信ひろみ

深澤　弘樹

李　　妍焱
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人文科学研究科　心理学専攻 2023年度予定

〈指導教員の選択〉 ▼修士課程

心理学コース

担当者

ａ：前期科目 認知心理学研究a・b 永田　陽子

ｂ：後期科目 行動分析学研究a・b 久保　尚也

社会心理学研究a・b 長谷川孝治

生理心理学研究a・b 岩城　達也

臨床心理学コース

担当者

臨床心理学研究（１）a・b 永田　陽子

臨床心理学研究（２）a・b 鈴木　常元

臨床心理学研究（３）a・b 上島奈菜子

臨床心理学研究（４）a・b 八巻　　秀

臨床心理学研究（５）a・b 藤田　博康

臨床心理学研究（６）a・b 遠藤　　歩

臨床心理学研究（７）a・b 鈴木菜実子

入学後に指導教員を決定しますので、
出願時に指導教員名を記入する必要はありません。

演習科目名

演習科目名
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経済学研究科　経済学専攻 2023年度予定

〈指導教員の選択〉 ▼修士課程

研究コース／キャリアアップコース

担当者

ａ：前期科目 マルクス経済学特講a・b 明石　英人

ｂ：後期科目 ゲーム理論特講a・b 西村　　健

☆印：2022年度夜間開講科目 マルクス経済学応用特講a・b　　 　 堀内　健一

○印：2022年度土曜日開講科目 ミクロ経済学理論特講a・b ○ 松井　柳平

※印：2023年度休講 法と制度の経済学特講a・b ☆ 村松　幹二

応用統計学特講　<前期>

応用マクロ経済学特講　<後期>

経済社会学特講a・b 羽島　有紀

経済学史特講a・b 宮田　惟史

人口論特講a・b 増田　幹人

経済史特講a・b 浅田　進史

日本経済史特講a・b　　　　 渡邉　恵一

西洋経済史特講a・b　　　　 水野　祥子

経済政策論特講a・b 井上　智洋

農業政策論特講a・b ☆ 未定

金融論特講a・b 代田　　純

財政学特講a・b ※ 江口　允崇

公共経済学特講a・b 鈴木　伸枝

教育経済論特講a・b 北條　雅一

産業組織論特講a・b 舘　健太郎

国際経済論特講a・b 福島　浩治

日本経済論特講a・b　　　　 小林　正人

アジア経済論特講a・b       未定

中国経済論特講a・b ※ 王　　穎琳

現代アメリカ経済論特講a・b 小倉将志郎

ヨーロッパ経済論特講a・b 田中　綾一

新興国経済論特講a・b 山中　達也

税制・財務コース

担当者

租税法特講a・b 柳　　裕治

演習科目担当者の太枠内から、
選択してください。

演習科目名

演習科目名

矢野　浩一
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商学研究科　商学専攻 2023年度予定

〈指導教員の選択〉 ▼修士課程

マーケティング・流通分野

担当者

商業学特講a・b 大野　哲明

消費経済論特講a・b　　　　 姉歯　　暁

流通論特講a・b ☆ 番場　博之

マーケティング論特講Ⅰa・b 中西　大輔

マーケティング論特講Ⅱa・b 吉村　純一

貿易・金融分野

担当者

ａ：前期科目 国際金融論特講a・b 吉田　真広

ｂ：後期科目 貿易論特講a・b 吉田　真広

☆印：2022年度夜間開講科目 グローバルファイナンス論特講a･b 小西　宏美

☆1印：2022年度修士1年生は夜間開講科目 証券市場論特講a・b 深見　泰孝

☆2印：2022年度修士2年生は夜間開講科目 経営・情報分野

※印：2023年度休講 担当者

情報システム論特講a・b ☆2 中濟　光昭

経営学特講Ⅰa・b 山田　雅俊

経営管理論特講a・b ☆1 岩波　文孝

現代企業論特講a・b ☆ 松田　　健

　〈税理士試験を目指す場合〉 人的資源管理論特講a・b 堀　　龍二

地域経済論特講a・b ☆1 長山　宗広

非営利組織論特講a・b　　　 松本　典子

アントレプレナーシップ論特講a・b ☆※ 吉田健太郎

租税法分野 会計分野

担 当 者 担 当 者

租税法特講Ⅰa・b 北口　りえ 会計学特講Ⅰa・b 栗城　綾子

租税法特講Ⅱa・b ☆2 柳　　裕治 会計学特講Ⅱa・b 李　　　焱

管理会計論特講a・b 石川　祐二

原価計算論特講a・b 髙野　　学

会計監査論特講a・b 森田　佳宏

国際会計論特講a・b ☆1 内山　峰男

授 業 科 目 授 業 科 目

入学試験の専門選択試験科目として、「租税法」と「大学レベルの商学に
関する基礎知識」を受験する必要があります。

修士課程は演習科目担当者の太枠内から、選択してく
ださい。
なお、外国人留学生入学試験受験者は、指導を希望す
る教員の名前ではなく、研究したいテーマに適した
「マーケティング・流通」「貿易・金融」「経営・情
報」または「会計」のいずれかの分野を選択してくだ
さい。
本研究科の外国人留学生に対する指導体制や指導教
員・各分野に関する情報は、商学研究科ホームページ
に掲載します。外国人留学生は、必ず読んでくださ
い。
商学研究科ホームページ
https://www.komazawa-u.ac.jp/gakubu/keizai/ssyo.html

演習科目名

演習科目名

演習科目名

将来、税理士試験の科目免除を希望する者は、以下から
指導教員を選択してください。入学後は、修士論文を選
択する必要があります。

7



法学研究科　公法学専攻 2023年度予定

▼修士課程

〈指導教員の選択〉 担当者

憲法研究Ⅰ 三宅　雄彦

憲法研究Ⅱ 奥　　忠憲

行政法研究Ⅰ 髙田　実宗

行政法研究Ⅱ 塩入みほも

刑法研究Ⅰ 原口　伸夫

刑法研究Ⅲ 富樫　景子

刑事訴訟法研究 田中　優企

国際公法研究　　　　　 王　　志安

法哲学研究 高橋　洋城

社会保障法研究 原田啓一郎

法学研究科　私法学専攻 2023年度予定

〈指導教員の選択〉

演習科目名 担当者

民法研究Ⅰ 福田　誠治

民法研究Ⅲ　　　　　　 向田　正巳

民法研究Ⅳ 熊谷　芝青

民法研究Ⅴ　　　　　　　 竹中　智香

民法研究Ⅵ　　　　　　 中田　英幸

商法研究Ⅰ 坂本　達也

商法研究Ⅱ 中濵　義章

商法研究Ⅲ　　　　　　 三浦　康平

商法研究Ⅳ 井上　健一

民事訴訟法研究 間渕　清史

民事執行・保全法研究 岡田　好弘

労働法研究 篠原　信貴

知的財産権法研究 小嶋　崇弘

演習科目名

演習科目担当者の太枠内から、
選択してください。

演習科目担当者の太枠内から、
選択してください。
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経営学研究科　経営学専攻 2023年度予定

▼修士課程

〈指導教員の選択〉 分野 担当者

経営学史特講 中川　淳平

経営管理論特講 渡辺伊津子

経営組織論特講　　　　 日野　健太

〈修士課程　入学試験･専門選択試験科目の選択〉 経営労務論特講 鹿嶋　秀晃

生産管理論特講 藤原　篤志

経営戦略論特講 中村　公一

経営史特講 豊田　太郎

現代企業論特講 小本　恵照

ベンチャー企業論特講 小野瀬　拡

企業と社会特講 村山　元理

マーケティング論特講 兼村　栄哲

マーケティングコミュニケーション論特講 中野　香織

流通システム論特講 ※ 青木　茂樹

消費者行動論特講　　　 菅野　佐織

マーケティング・サイエンス特講　 若山　大樹

経営科学特講 小沢　利久

経営数学特講 飯田　哲夫

統計学特講 長　　國強

原価計算論特講 岸田　隆行

管理会計論特講 猿山　義広

財務会計論特講 桑原　正行

国際会計論特講 河合由佳理

日本経済史特講 中村　一成

経済政策特講 山邑　紘史

経済社会学特講 未定

金融論特講 福田　　慎
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※印：2023年度休講
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演習科目名

演習科目担当者の太枠内から、
選択してください。

経
営
学

専門選択試験科目は「分野」と
同じ科目を選択してください。

マ
ー

ケ
テ
ィ

ン
グ

9



医療健康科学研究科　診療放射線学専攻 2023年度予定

〈指導教員の選択〉

▼修士課程 ▼博士後期課程

担当者 担当者

診療放射線学特別研究Ⅰ・Ⅱ 新井　知大 診療放射線学特定研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 新井　知大

診療放射線学特別研究Ⅰ・Ⅱ 岡田　朋子 診療放射線学特定研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 岡田　朋子

診療放射線学特別研究Ⅰ・Ⅱ 奥山　康男 診療放射線学特定研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 奥山　康男

診療放射線学特別研究Ⅰ・Ⅱ 金子　順一 診療放射線学特定研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 金子　順一

診療放射線学特別研究Ⅰ・Ⅱ 近藤　啓介 診療放射線学特定研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 近藤　啓介

診療放射線学特別研究Ⅰ・Ⅱ 佐藤　昌憲 診療放射線学特定研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 佐藤　昌憲

診療放射線学特別研究Ⅰ・Ⅱ 嶋田　守男 診療放射線学特定研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 嶋田　守男

診療放射線学特別研究Ⅰ・Ⅱ 志村　一男 診療放射線学特定研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 志村　一男

診療放射線学特別研究Ⅰ・Ⅱ 中島祐二朗 診療放射線学特定研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 原田　和正

診療放射線学特別研究Ⅰ・Ⅱ 名古　安伸 診療放射線学特定研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 藤田　幸男

診療放射線学特別研究Ⅰ・Ⅱ 原田　和正 診療放射線学特定研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 馬込　大貴

診療放射線学特別研究Ⅰ・Ⅱ 藤田　幸男 診療放射線学特定研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 森口　央基

診療放射線学特別研究Ⅰ・Ⅱ 馬込　大貴 診療放射線学特定研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 渡邉　雄一

診療放射線学特別研究Ⅰ・Ⅱ 森口　央基

診療放射線学特別研究Ⅰ・Ⅱ 渡邉　雄一

修士課程・博士後期課程ともに演習科目担当者の太枠内から選択してください。

演習科目名 演習科目名
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グローバル・メディア研究科　グローバル・メディア専攻 2023年度予定

〈指導教員の選択〉

▼修士課程 ▼博士後期課程

担当者 担当者

アシュウェル、ティム 川崎　賢一

川崎　賢一 高　　　媛

高　　　媛 ※
(前期のみ休講)

テヅカ　ヨシハル

※
(前期のみ休講)

テヅカ　ヨシハル ※ 各務　洋子

杉森建太郎 ※ 絹川　真哉

※ 各務　洋子 西岡　洋子

※ 絹川　真哉 朴　　正洙

西岡　洋子 山口　　浩

朴　　正洙 芝崎　厚士

山口　　浩 石川　憲洋

星野　　真 服部　　哲

芝崎　厚士 ※ 吉田　尚史

※ 梅田　道生

松前　恵環

石川　憲洋

服部　　哲

※ 吉田　尚史

※ 平井　辰典

青柳　西蔵

GM研究指導（情報1）      

GM研究指導（情報2）      

GM研究指導（情報3）      

GM研究指導（情報4）      

GM研究指導（情報5）      

GM特別研究（政治・法律1） GM研究指導（情報3）      

GM特別研究（政治・法律2） ※印：2023年度休講

GM研究指導（政治・法律3）

GM特別研究（経営・経済4） GM研究指導（政治・法律1）

GM特別研究（経営・経済5） GM研究指導（情報1）      

GM特別研究（経営・経済6） GM研究指導（情報2）      

GM特別研究（経営・経済1） GM研究指導（経営・経済3）

GM特別研究（経営・経済2） GM研究指導（経営・経済4）

GM特別研究（経営・経済3） GM研究指導（経営・経済5）

GM特別研究（人文・社会3） GM研究指導（人文・社会3）

GM特別研究（人文・社会4） GM研究指導（経営・経済1）

GM特別研究（人文・社会6） GM研究指導（経営・経済2）

GM特別研究（人文・社会2） GM研究指導（人文・社会2）

修士課程は演習科目担当者の太枠内から、
博士後期課程は研究指導科目担当者の太枠内から選択してください。
（面接試験では指導教員のどの論文を読んでどのように興味を持ったか説明できるようにしておきましょう。）

演習科目名 研究指導科目名

GM特別研究（人文・社会1） GM研究指導（人文・社会1）
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