
卒業生・修了生（平成 8 年度より） 
 
＜平成 8 年度＞ 
・卒業 
迫   和也  93A241 
冨村 健太  93A264 
前田 佳代  93A282 
前田  博子  93A283 
矢野 志津子 93A294 
関口 博史  93AC56 
・修士修了 
Kundu Azoy Kumar 95AM68 
 
 
＜平成 9 年度＞ 
・卒業 
黒木 健児  94A234 
佐々木 玲子 94A241 
平石 千賀子 94A267 
濱本 珠希  94AC56 
 
 
＜平成 10 年度＞ 
・卒業 
奥薗 江里  95A225 
児玉 理加  95A239 
末継 真人  95A245 
廣田 亮   95A274 
三木 久美子  95A286 
木場 理絵    95A923 
・修士修了 
関口 博史    97AM65 
冨村 健太    97AM66 
 
 
＜平成 11 年度＞ 
・卒業 
首藤 千春    96A244 
瀬戸口 裕美  96A246 
泊  聖子     96A257 
宮﨑 茂樹    96A283 
森口 仁文    96A288 
・修士修了 
佐々木 玲子  98AM60 
濱本 珠希    98AM61 
廣田（山口） 由夏    98AM62 
・博士修了 
Kundu Azoy Kumar 
 



＜平成 12 年度＞ 
・卒業 
篠原 寿生  97A242 
師富 千景  97A280 
渡辺 真也  97A289 
石田 薫   97A961 
・修士修了 
佐藤 明美  99AM61 
廣田 亮   99AM62 
譚 鐘揚   99AM63 
 
 
＜平成 13 年度＞ 
・卒業 
上永 睦美  98A231 
・修士修了 
宮﨑 茂樹  00AM59 
 
 
＜平成 14 年度＞ 
・卒業 
峰松 義輝  99A271 
・修士修了 
篠原 寿生  01AM57 
 
 
＜平成 15 年度＞ 
・卒業 
中水 唯   00A254 
野澤 幸貴  00A262 
村口 絵理  00A277 
・修士修了 
冨髙 保弘  02AM59 
 
 
＜平成 16 年度＞ 
・卒業 
梶山 裕美  01A227 
古川 稔之  01A271 
藪  正則  01A279 
・修士修了 
峰松 義輝    03AM57 
・博士修了 
冨村 健太    9329 
譚   鐘揚    3501830080 
 
 
 
 



＜平成 17 年度＞ 
・卒業 
明石 真幸  02A201 
江口 裕美  02A212 
小川 香織  02A216 
早田 裕子  02A248 
福本 恭子  02A270 
上邑 司   02A921 
 
 
＜平成 18 年度＞ 
・卒業 
池末 睦   03A204 
古賀 涼子  03A227  
森  亜弥子 03A273 
山口 梢   03A275 
今村 美華  03A921 
久田 賢太郎 03A9252 
・修士修了 
梶山 裕美  05552105 
・博士修了 
冨髙 保弘       
 
 
＜平成 19 年度＞ 
・卒業 
梅尾 緑   04252011 
竹下 大樹  04252042 
・修士修了 
明石  真幸    06552101 
早田  裕子    06552105 
・博士修了 
Shirin Farzadfar (ｲﾗﾝ PPDRI) 
 
 
＜平成 20 年度＞ 
・卒業 
藤井 幸子  05252066 
山口 真理子 05252084 
・修士修了 
池末 睦   07552101 
古賀 涼子  07552104 
・博士修了 
AliReza Golnaraghi (ｲﾗﾝ Islamic Azad 大学) 
 
 
 
 



＜平成 21 年度＞ 
・卒業予定 
瀬戸 厚樹   
西山 舞       
深川 裕史   
和田 由香     
・修士修了予定 
Huy Duc Nguyen  
 
 
＜平成 22 年度＞ 
・卒業予定 
副島 健太 
長野 佑美 
野口 卓也 
梶田 美華 
・修士修了予定 
 
 


