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20773 哲学専攻 卒業試験（卒業論文） 斎藤 慶典
22446 哲学専攻 卒業試験（卒業論文） 荒畑 靖宏
29622 哲学専攻 卒業試験（卒業論文） 上枝 美典
29307 哲学専攻 卒業試験（卒業論文） 峯島 宏次
30527 哲学専攻 卒業試験（卒業論文） 田中 泉吏
31117 哲学専攻 卒業試験（卒業論文） 柏端 達也
46556 哲学専攻 卒業試験（卒業論文） 金子 善彦
74612 倫理学専攻 卒業試験（卒業論文） 柘植 尚則
71245 倫理学専攻 卒業試験（卒業論文） 石田 京子
43671 倫理学専攻 卒業試験（卒業論文） 奈良 雅俊
43686 倫理学専攻 卒業試験（卒業論文） 山内 志朗
60954 美学美術史学専攻 卒業試験（卒業論文） 内藤 正人
62741 美学美術史学専攻 卒業試験（卒業論文） 佐々木 康之
75370 美学美術史学専攻 卒業試験（卒業論文） 後藤 文子
22757 美学美術史学専攻 卒業試験（卒業論文） 中尾 知彦
26638 美学美術史学専攻 卒業試験（卒業論文） 小菅 隼人
28664 美学美術史学専攻 卒業試験（卒業論文） 福田 弥
76175 美学美術史学専攻 卒業試験（卒業論文） 金山 弘昌
40634 美学美術史学専攻 卒業試験（卒業論文） 西川 尚生
50483 美学美術史学専攻 卒業試験（卒業論文） 望月 典子
76070 日本史学専攻 卒業試験（卒業論文） 十川 陽一
21287 日本史学専攻 卒業試験（卒業論文） 藤本 誠
23476 日本史学専攻 卒業試験（卒業論文） 上野 大輔
26331 日本史学専攻 卒業試験（卒業論文） 中島 圭一
32037 日本史学専攻 卒業試験（卒業論文） 浅見 雅一
30269 日本史学専攻 卒業試験（卒業論文） 井奥 成彦
53061 日本史学専攻 卒業試験（卒業論文） 前田 廉孝
62115 東洋史学専攻 卒業試験（卒業論文） 藤木 健二
75877 東洋史学専攻 卒業試験（卒業論文） 岩間 一弘
24597 東洋史学専攻 卒業試験（卒業論文） 長谷部 史彦
25885 東洋史学専攻 卒業試験（卒業論文） 勝沼 聡
50115 東洋史学専攻 卒業試験（卒業論文） 五味 知子
21821 東洋史学専攻 卒業試験（卒業論文） 矢島 明希子
61669 西洋史学専攻 卒業試験（卒業論文） 赤江 雄一
62479 西洋史学専攻 卒業試験（卒業論文） 長谷川 敬
59988 西洋史学専攻 卒業試験（卒業論文） 神崎 忠昭
26661 西洋史学専攻 卒業試験（卒業論文） 清水 明子
49521 西洋史学専攻 卒業試験（卒業論文） 野々瀬 浩司
62498 民族学考古学専攻 卒業試験（卒業論文） 渡辺 丈彦
62699 民族学考古学専攻 卒業試験（卒業論文） 山口 徹
29201 民族学考古学専攻 卒業試験（卒業論文） 佐藤 孝雄
22977 民族学考古学専攻 卒業試験（卒業論文） 安藤 広道
29216 民族学考古学専攻 卒業試験（卒業論文） 杉本 智俊
12649 民族学考古学専攻 卒業試験（卒業論文） 河野 礼子
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62703 国文学専攻 卒業試験（卒業論文） 合山 林太郎
22795 国文学専攻 卒業試験（卒業論文） 石川 透
24229 国文学専攻 卒業試験（卒業論文） 栗本 賀世子
30091 国文学専攻 卒業試験（卒業論文） 恋田 知子
26111 国文学専攻 卒業試験（卒業論文） 合山 林太郎、浅野 麗
76505 国文学専攻 卒業試験（卒業論文） 屋名池 誠
73013 国文学専攻 卒業試験（卒業論文） 小川 剛生
62718 中国文学専攻 卒業試験（卒業論文） 浅野 雅樹
75858 中国文学専攻 卒業試験（卒業論文） 吉永 壮介
75881 中国文学専攻 卒業試験（卒業論文） 須山 哲治
26494 中国文学専攻 卒業試験（卒業論文） 杉野 元子
33985 中国文学専攻 卒業試験（卒業論文） 松倉 梨恵
72662 中国文学専攻 卒業試験（卒業論文） 髙橋 智
62225 英米文学専攻 卒業試験（卒業論文） 松田 隆美
62411 英米文学専攻 卒業試験（卒業論文） 井上 逸兵
62096 英米文学専攻 卒業試験（卒業論文） 原田 範行
22981 英米文学専攻 卒業試験（卒業論文） 佐藤 光重
23548 英米文学専攻 卒業試験（卒業論文） 堀田 隆一
53262 英米文学専攻 卒業試験（卒業論文） 大串 尚代
62369 英米文学専攻 卒業試験（卒業論文） 井出 新
61798 独文学専攻 卒業試験（卒業論文） 佐藤 恵
62134 独文学専攻 卒業試験（卒業論文） 西尾 宇広
61707 独文学専攻 卒業試験（卒業論文） 香田 芳樹
62153 独文学専攻 卒業試験（卒業論文） 田中 愼
34078 独文学専攻 卒業試験（卒業論文） 粂川 麻里生
58412 独文学専攻 卒業試験（卒業論文） 平田 栄一朗
62168 仏文学専攻 卒業試験（卒業論文） 井上 櫻子
20754 仏文学専攻 卒業試験（卒業論文） 片木 智年
76122 仏文学専攻 卒業試験（卒業論文） 岑村 傑
22833 仏文学専攻 卒業試験（卒業論文） 西野 絢子
71962 仏文学専攻 卒業試験（卒業論文） 芦野 文武
40691 仏文学専攻 卒業試験（卒業論文） 市川 崇
75437 仏文学専攻 卒業試験（卒業論文） 喜田 浩平
26040 仏文学専攻 卒業試験（卒業論文） 築山 和也
21674 図書館・情報学専攻 卒業試験（卒業論文） 池谷 のぞみ
28683 図書館・情報学専攻 卒業試験（卒業論文） 松本 直樹
53353 図書館・情報学専攻 卒業試験（卒業論文） 岸田 和明

2 / 3 ページ



２０２２年度　卒業試験　登録番号
※4年生は必ず履修申告すること

2022/3/10公開

登
録
番
号

専
攻

科
目
名

授
業
教
員
名

62187 社会学専攻 卒業試験（卒業論文） 岡原 正幸
62521 社会学専攻 卒業試験（卒業論文） 李 光鎬
62536 社会学専攻 卒業試験（卒業論文） 近森 高明
25995 社会学専攻 卒業試験（卒業論文） 工藤 多香子
26001 社会学専攻 卒業試験（卒業論文） 木下 衆
24688 社会学専攻 卒業試験（卒業論文） 樫尾 直樹
70249 社会学専攻 卒業試験（卒業論文） 岡田 あおい
32185 社会学専攻 卒業試験（卒業論文） 三尾 裕子
56879 社会学専攻 卒業試験（卒業論文） 杉浦 淳吉
23060 社会学専攻 卒業試験（卒業論文） 井本 由紀
86521 社会学専攻 卒業試験（卒業論文） 金 柄徹
27581 社会学専攻 卒業試験（社会学専攻） ※卒業試験コースの学生用
62555 心理学専攻 卒業試験（卒業論文） 皆川 泰代
23533 心理学専攻 卒業試験（卒業論文） 伊澤 栄一
32022 心理学専攻 卒業試験（卒業論文） 寺澤 悠理
27730 心理学専攻 卒業試験（卒業論文） 梅田 聡
48688 心理学専攻 卒業試験（卒業論文） 川畑 秀明
62574 教育学専攻 卒業試験（卒業論文） 綾井 桜子
62589 教育学専攻 卒業試験（卒業論文） 渡邊 福太郎
23830 教育学専攻 卒業試験（卒業論文） 真壁 宏幹
27141 教育学専攻 卒業試験（卒業論文） 山梨 あや
30842 教育学専攻 卒業試験（卒業論文） 松浦 良充
42345 教育学専攻 卒業試験（卒業論文） 藤澤 啓子
62593 人間科学専攻 卒業試験（卒業論文） 織田 輝哉
63308 人間科学専攻 卒業試験（卒業論文） 稲葉 昭英
25206 人間科学専攻 卒業試験（卒業論文） 北中 淳子
27122 人間科学専攻 卒業試験（卒業論文） 常松 淳
56845 人間科学専攻 卒業試験（卒業論文） 今井 芳昭
09756 人間科学専攻 卒業試験（卒業論文） 菅 さやか
27596 人間科学専攻 卒業試験（人間科学専攻） ※コースBの学生用

※合山 林太郎君の登録番号は 2 つあるので注意すること
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