
玉川大学名誉教授称号授与者

（2023年4月1日現在）

氏名 カナ 所属 授与年

国見　保夫 クニミ　ヤスオ 教育学部 2023年

小林　幸夫 コバヤシ　ユキオ　 教育学部 2023年

小佐野　圭 オサノ　ケイ 芸術学部 2023年

八木橋　伸浩 ヤギハシ　ノブヒロ リベラルアーツ学部 2023年

田原　俊司 タハラ　シュンジ 教育学研究科 2023年

寺本　潔 テラモト　キヨシ 教育学部 2022年

照屋　さゆり テルヤ　サユリ リベラルアーツ学部 2022年

青木　敦男 アオキ　アツオ 観光学部 2022年

茅島　路子 カヤシマ　ミチコ 文学部 2021年

大森　隆司 オオモリ　タカシ 工学部 2021年

大久保　英敏 オオクボ　ヒデトシ 工学部 2021年

菅原　昭博 スガワラ　アキヒロ 工学部 2021年

近藤　洋子 コンドウ　ヨウコ 教育学部 2021年

太宰　久夫 ダザイ　ヒサオ 芸術学部 2021年

小松　英彦 コマツ　ヒデヒコ 脳科学研究所 2021年

春日　幸生　 カスガ　ユキオ　 工学部 2020年

中村　慎一　 ナカムラ　シンイチ　 芸術学部 2020年

岡本　裕一朗 オカモト　ユウイチロウ 文学部 2019年

樋田　栄揮 ヒダ　エイキ 工学部 2019年

菊池　重雄 キクチ　シゲオ 経営学部 2019年

小山　正 コヤマ　タダシ 芸術学部 2019年

加藤　悦子 カトウ　エツコ 芸術学部 2019年

佐藤　成男 サトウ　シゲオ 観光学部 2019年

東岸　和明 ヒガシ　カズアキ 農学部 2018年

小野　道照 オノ　ミチテル 工学部 2018年

芦澤　成光 アシザワ　シゲミツ 経営学部 2018年

榎本　正嗣 エノモト　マサツグ リベラルアーツ学部 2018年

佐藤　久美子 サトウ　クミコ 教育学研究科 2018年

小原　宏之 オバラ　ヒロユキ 工学部 2017年

白﨑　博公 シラサキ　ヒロキミ 工学部 2017年

宗像　勉 ムナカタ　ツトム 工学部 2017年

鈴木　牧夫 スズキ　マキオ 通信教育部 2017年

木村　實 キムラ　ミノル 脳科学研究所 2017年

広田　修 ヒロタ　オサム 量子情報科学研究所 2017年

菅沢　深　 スガサワ　フカシ　 工学部 2016年

稲垣　明博　 イナガキ　アキヒロ　 経営学部 2016年

花　永明　 ホア　ヨンミン　 リベラルアーツ学部 2016年

長野　正　 ナガノ　タダシ　 教育学研究科 2015年
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高橋　貞雄　 タカハシ　サダオ　 文学部 2015年

藤田　裕二　 フジタ　ユウジ　 文学部 2015年

今村　順　 イマムラ　ジュン　 農学部 2015年

河野　均　 コウノ　ヒトシ　 農学部 2015年

佐藤　幸治　 サトウ　ユキハル　 農学部 2015年

小倉　研治　 オグラ　ケンジ　 工学部 2015年

大藤　正　 オオフジ　タダシ　 経営学部 2015年

野渡　正博　 ノワタリ　マサヒロ　 工学部 2014年

佐々木　正己　 ササキ　マサミ　 農学部 2013年

箕輪　功　 ミノワ　イサオ　 工学部 2013年

海野　博　 ウミノ　ヒロシ　 経営学部 2013年

石橋　哲成　 イシバシ　テツナリ　 教育学部 2013年

多田　建次　 タダ　ケンジ　 教育学部 2013年

山口　栄一　 ヤマグチ　エイイチ　 教育学部 2013年

梅木　信一　 ウメキ　シンイチ　 教育学部 2013年

向山　光則　 ムカイヤマ　ミツノリ　 芸術学部 2013年

石川　晶生　 イシカワ　アキオ　 リベラルアーツ学部 2013年

今井　夏彦　 イマイ　ナツヒコ　 リベラルアーツ学部 2013年

竹中　哲夫　 タケナカ　テツオ　 農学部 2012年

三石　績　 ミツイシ　ツヅキ　 教育学部 2012年

三橋　文子　 ミツハシ　フミコ　 教育学部 2012年

作間　慎一　 サクマ　シンイチ　 通信教育部 2012年

島川　聖一郎　 シマカワ　セイイチロウ　 芸術学部 2012年

三ツ井　秀樹　 ミツイ　ヒデキ　 芸術学部 2012年

梶原　新三　 カジワラ　シンゾウ　 芸術学部 2012年

大竹　信子　 オオタケ　ノブコ　 文学部 2011年

方　勝　 カタ　マサル　 芸術学部 2011年

川野　秀之　 カワノ　ヒデユキ　 経営学部 2011年

小林　由紀男　 コバヤシ　ユキオ　 工学部 2011年

月岡　邦夫　 ツキオカ　クニオ　 工学部 2011年

山本　庸介　 ヤマモト　ヨウスケ　 工学部 2011年

高橋　靖直　 タカハシ　ヤスタダ　 学術研究所 2010年

竹内　正男　 タケウチ　マサオ　 工学部 2010年

丹治　順　 タンジ　ジュン　 脳科学研究所 2010年

塚田　稔　 ツカダ　ミノル　 脳科学研究所 2010年

野田　雄二　 ノダ　ユウジ　 文学部 2010年

三井　善止　 ミツイ　ゼンジ　 学術研究所 2010年

（物故者は除く）


