
2019年1月現在

※教員研究室へ電話をかける場合：０８６－２５１－（教員研究室電話番号）

連絡先が非公開の場合は教務学生担当までメールもしくは電話でご連絡ください。
こちらから教員へ転送いたします。

岡山大学大学院社会文化科学研究科教務学生担当
　　　【電　話】  086-251-7357,7362
　　　【メール】  ggg7372◎adm.okayama-u.ac.jp

国際社会専攻

講座 担当
教員研究室
電 話 番 号

メールアドレス

中谷　ひとみ 7436 非公開
フォックス　ブライアン　トーマス 7435 brianfox◎okayama-u.ac.jp
田中　秀和 7421 pjzo8126◎okayama-u.ac.jp
剱持　淑 8445 ykenmots◎cc.okayama-u.ac.jp
金関　猛 7456 necco◎cc.okayama-u.ac.jp
大杉　洋 7438 ohtaro◎cc.okayama-u.ac.jp
アネッテ　シリング

宮川　栄司 7441 emyg◎cc.okayama-u.ac.jp
由比　俊行 非公開 非公開

久保田　聡 8540 cubocci◎cc.okayama-u.ac.jp
延味　能都 非公開 emmi◎cc.okayama-u.ac.jp
萩原　直幸 7462 hagiwara◎cc.okayama-u.ac.jp
ルヌウ　ロイック 7452 renoud◎okayama-u.ac.jp
野呂　康 非公開 yas_edo◎okayama-u.ac.jp
佐野　寛 7494 sano◎cc.okayama-u.ac.jp
黒神　直純 7482 black◎cc.okayama-u.ac.jp
二杉　健斗 非公開 nisugi◎okayama-u.ac.jp
李　禎之 7516 lee-y◎cc.okayama-u.ac.jp
張　紅 7493 zhangh◎cc.okayama-u.ac.jp
河原　祐馬 7486 kawahara◎law.okayama-u.ac.jp
成廣　孝 7491 narihiro◎law.okayama-u.ac.jp
尾関　学 非公開 ozeki-m◎cc.okayama-u.ac.jp
福士　純 非公開 fukushi◎cc.okayama-u.ac.jp
滕　鑑 7534 teng◎e.okayama-u.ac.jp
津守　貴行 7551 ttsumori◎e.okayama-u.ac.jp
田口　雅弘 7547 taguchi◎cc.okayama-u.ac.jp
廣田　陽子 7550 yokoh◎e.okayama-u.ac.jp

日本・アジア文化専攻

講座 担当
教員研究室
電 話 番 号

メールアドレス

京　健治 7425 kyo◎cc.okayama-u.ac.jp
江口　泰生 7424 egu◎cc.okayama-u.ac.jp
田仲　洋己 7540 tana◎cc.okayama-u.ac.jp
山本　秀樹 7428 非公開
西山　康一 7430 nishiyam◎cc.okayama-u.ac.jp
橘　英範 7468 tachiban◎cc.okayama-u.ac.jp
王　安 7431 pwwt4082◎okayama-u.ac.jp
遊佐　徹 7377 yusa◎cc.okayama-u.ac.jp
栗林　裕 7448 kuri◎cc.okayama-u.ac.jp
片桐　真澄 7376 kata◎cc.okayama-u.ac.jp
宮崎　和人 7460 k_miya◎cc.okayama-u.ac.jp
中東　靖恵 7426 yasue◎cc.okayama-u.ac.jp
堤　良一 7459 tsunko◎cc.okayama-u.ac.jp

日本・アジア言語文化論

言語情報論

教　員　連　絡　先

博士前期課程の専攻・講座で記載しています。

迷惑メール対策のため、「@」を「◎」にしています。 メールを送る際は、「◎」を「@」に置き換えてください。

国際言語文化論

国際法政

国際比較経済
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人間社会文化専攻

講座 担当
教員研究室
電 話 番 号

メールアドレス

竹島　あゆみ 7394 ayu◎cc.okayama-u.ac.jp
植村　玄輝 非公開 uemurag◎okayama-u.ac.jp
岡本　源太 非公開 okamotogenta◎cc.okayama-u.ac.jp
本田　晃子 非公開 ahonda◎okayama-u.ac.jp
佐々木　守俊 7432 moritoshi◎okayama-u.ac.jp
龍野　有子 7400 tatsuno◎cc.okayama-u.ac.jp
渡邊　佳成 7415 ywata◎cc.okayama-u.ac.jp
土口　史記 非公開 ftsuchi110◎okayama-u.ac.jp
大貫　俊夫 7412 ohnuki◎okayama-u.ac.jp
吉田　浩 7414 yoshidah◎cc.okayama-u.ac.jp
今津　勝紀 7408 kimazu◎cc.okayama-u.ac.jp
徳永　誓子 非公開 非公開
姜　克実 7406 jiang◎cc.okayama-u.ac.jp
清家　章 7457 aseike◎okayama-u.ac.jp
松本　直子 7519 naoko_m◎cc.okayama-u.ac.jp
光本　順 7453 jun_m◎cc.okayama-u.ac.jp
藤井　和佐 8451 fwasa◎cc.okayama-u.ac.jp
齋藤　圭介 非公開 非公開

中谷　文美 8469 nakatani◎cc.okayama-u.ac.jp
松村　圭一郎 非公開 kmatsumura◎okayama-u.ac.jp
北川　博史 7423 hkita◎cc.okayama-u.ac.jp
髙野　宏 非公開 非公開

中尾　知代 8530 tnaka◎cc.okayama-u.ac.jp
田中　共子 7405 tomo◎cc.okayama-u.ac.jp
堀内　孝 7404 horiuchi◎cc.okayama-u.ac.jp
安藤　美華代 非公開 非公開

上地　雄一郎 非公開 ykamiji◎okayama-u.ac.jp
桑原　晴子 非公開 harukuwa◎okayama-u.ac.jp
塚本　千秋 非公開 chia_tsuka◎okayama-u.ac.jp
東條　光彦 非公開 tojo_m◎cc.okayama-u.ac.jp

 ※臨床心理学領域（安藤，上地，桑原，塚本，東條）の受験希望者は，塚本教員または桑原教員にお問い合わせください。

心理学

哲学・思想文化論

美学・芸術学

歴史文化論

フィールド科学
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講座 担当
教員研究室
電 話 番 号

メールアドレス

前田　浩 7514 mae◎law.okayama-u.ac.jp
小田川　大典 非公開 odagawa◎law.okayama-u.ac.jp
波多野　敏 7361 hatano◎law.okayama-u.ac.jp
平田　彩子 非公開 ahirata◎okayama-u.ac.jp
大森　秀臣 7505 omori◎law.okayama-u.ac.jp
中富　公一 7510 nakatomi◎cc.okayama-u.ac.jp
山田　哲史 非公開 sat.yamada◎okayama-u.ac.jp
高橋　正徳 7504 非公開

福重　さと子 7475 fukushiges◎okayama-u.ac.jp
小塚　真啓 非公開 kozuka◎okayama-u.ac.jp
築島　尚 7500 非公開

上神　貴佳 7513 uekamit◎okayama-u.ac.jp
吉岡　伸一 7487 yoshioka◎law.okayama-u.ac.jp
村田　健介 非公開 k.murata◎okayama-u.ac.jp
中川　忠晃 7517 nakagawa◎law.okayama-u.ac.jp
濵田　陽子 7501 非公開

増田　史子 非公開 非公開

赤木　真美 非公開 mmakagi◎cc.okayama-u.ac.jp
土岐　将仁 非公開 非公開

塩谷　毅 7488 shiotani◎cc.okayama-u.ac.jp
一原　亜貴子 非公開 ichiha-a◎cc.okayama-u.ac.jp
原田　和往 7489 k-harada◎law.okayama-u.ac.jp

講座 担当
教員研究室
電 話 番 号

メールアドレス

和田　豊 7526 ywada◎e.okayama-u.ac.jp
横尾　昌紀 7522 yokoo◎e.okayama-u.ac.jp
東　陽一郎 非公開 higashi◎e.okayama-u.ac.jp
生川　雅紀 非公開 非公開

張　星源 7533 zhxy◎e.okayama-u.ac.jp
古松　紀子 7578 furumatu◎e.okayama-u.ac.jp
村井　浄信 7576 murai◎e.okayama-u.ac.jp
長畑　秀和 7530 nagahata◎e.okayama-u.ac.jp
山口　恵子 非公開 yamaguchi◎e.okayama-u.ac.jp
岡本　章 非公開 非公開

岸田　研作 非公開 kishiken◎cc.okayama-u.ac.jp
西垣　鳴人 7545 nisigaki◎e.okayama-u.ac.jp
釣　雅雄 非公開 tsuri◎okayama-u.ac.jp

講座 担当
教員研究室
電 話 番 号

メールアドレス

松田　陽一 7557 ymatsuda◎e.okayama-u.ac.jp
西田　陽介 非公開 pvqg8tzb◎okayama-u.ac.jp
戸前　壽夫 7564 tomae◎okayama-u.ac.jp
日髙　優一郎 非公開 非公開

浅野　貴央 非公開 asano◎e.okayama-u.ac.jp
兼田　克幸 非公開 kkanda◎e.okayama-u.ac.jp
中川　豊隆 7535 nakatoyo◎e.okayama-u.ac.jp
村田　昌平 7577 murata-s2017@okayama-u.ac.jp

組織経営専攻

経営学

会計学

法政理論専攻

法政理論

経座理論・政策専攻

経済理論・統計

政策科学
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