
























































































 客員教授

土屋 禮一（日本画）
今井 信吾（油画）
佐藤 一郎（油画）
細田 守（油画）
岩間 弘（彫刻）
宮永 愛子（彫刻）
小林 康夫（芸術学）
小林 頼子（芸術学）
谷 晃（芸術学）
松﨑 照明（芸術学）
内田 まほろ（視覚デザイン）
小林 章（視覚デザイン）
佐藤 章（視覚デザイン）
水口 克夫（視覚デザイン）
米林 宏昌（視覚デザイン）
伊藤 邦久（製品デザイン）
落合 陽一（製品デザイン）
小熊 誠次（製品デザイン）
坂井 晃（製品デザイン）
林 信行（製品デザイン）
益田 文和（製品デザイン）
柳 新一（製品デザイン）
David Tonge（製品デザイン）
新保 智子（環境デザイン）
須田 武憲（環境デザイン）
廣村 正彰（環境デザイン）
鷲田 めるろ（環境デザイン）
大角 幸枝（工芸）
金子 賢治（工芸）
唐澤 昌宏（工芸）
須藤 玲子（工芸）
前田 昭博（工芸）

 日本画

教授
松崎 十朗
佐藤 俊介

准教授
荒木 恵信
石崎 誠和

非常勤講師
荒木 史（装潢師）
岩田 壮平（武蔵野美術大学）
岡村 桂三郎（多摩美術大学）
北澤 憲昭（美術評論家）
北田 克己（愛知県立芸術大学）
新恵 美佐子（作家）
中村 賢次（崇成大学）
仁志出 龍司（本学名誉教授）
能島 浜江（作家）
山田 毅（作家）
米谷 清和（作家）

非常勤講師
小清水 漸（京都市立芸術大学名誉教授）
林 一平（彫刻家）
渡辺 秀亮（石彫家）
本郷 芳哉（彫刻家）

 芸術学

教授
神谷 佳男（絵画・版画）
保井 亜弓（西洋美術史）
菊池 裕子（近現代工芸史、現代視覚文化理論）
水野 さや（日本・東洋美術史）

准教授
よしだ ぎょうこ（現代美術）

講師
山本 浩貴（美学・芸術評論）

非常勤講師
五十嵐 嘉晴（本学名誉教授）
今西 泰赳（生物学者・陶芸家）
上田 恒夫（本学名誉教授）
榎本 千冬（竹工芸家）
岡 泰央（４代目岩太郎、岡墨光堂）
加治屋 健司（東京大学）
北澤 憲昭（美術批評）
木下 直之（静岡県立美術館）
木村 恵一（翻訳家）
幸福 輝（国立西洋美術館）
坂本 雅美（紙本修復家）
佐々木 千嘉（金城大学）
さわ ひらき（メディアアーティスト）
塩谷 純（東京文化財研究所）
ジョン・トラン（美術批評家・写真家）
蘇 哲（金城大学）
宋 有宰（金沢大学）
ブライアン・ジョン・ソロモン（国連大学）
髙橋 幸次（国際ファッション専門職大学）
谷 晃（野村美術館）
中村 卓夫（陶芸家）
名雪 園代（造形作家）
林 一平（木彫作家）
星野 太（早稲田大学）
毎田 健治（加賀友禅・毎田染画工）
毎田 仁嗣（加賀友禅・毎田染画工）
明珍 素也（明古堂 仏像修復師）
森 仁史（元・柳宗理記念デザイン研究所）
渡邊 明敏（英文学者）
渡辺 秀亮（石彫家）

 視覚デザイン

教授
鈴木 康雄（映像）
寺井 剛敏（ブランディング）

准教授
廣瀬 純子（ファッション）
坂野 徹（エディトリアル）

講師
下浜 臨太郎（グラフィック）
樺島 脩（ゲーム）

非常勤講師
池田 洋一郎（ミュージシャン）
石井 うさぎ（Executive Creative Director）
石浦 弘幸（サントリーコミュニケーションズ）
上岡 大介（セガ）
大西 英史（大西英史企画制作室）
岡田 佳英（トッパンエディトリアルコミュニケーションズ）
岡野 邦彦（shotype design）
尾上 永晃（電通）
国枝 千晶（スクリーンプロセスクニエダ）
熊倉 桂三（山田写真製版所）
熊崎 信也（ハル研究所）
小林 慎一（電通）
相楽 賢太郎（ポラーノ）
作本 慎介（ニコットラボ）
佐々木 隼（オインクゲームズ）
佐藤 和子（デザイン・ジャーナリスト）
鈴木 克彦（博報堂）
高村 達（写真家）
舘田 千里（オータニアートスクール）
外山 貴彦（名古屋造形大学）
とりごえ まり（絵本作家）
鳥海 修（字游工房）
中川 暁文（作家）
永原 康史（多摩美術大学）
早川 和良（TYO）
日高 一樹（日高国際特許事務所）
日原 広一（宮城大学）
平野 湟太郎（平野湟太郎デザイン研究所）
福井 崇人（ブランディングプロデューサー）
藤岡 将史（電通クリエーティブX）
神子澤 知弓（神子澤知弓デザイン事務所）
三澤 直加（グラグリッド）
森本 清明（ソースネクスト）
山口 省一（mycolorsp）
吉川 豪（パナソニック）
吉川 義盛（フリーランス）
米村 浩（博報堂）

 製品デザイン

教授
村中 稔（情報機器・インタラクションデザイン）
浅野 隆（モビリティデザイン）
河崎 圭吾（家電デザイン）
安島 諭（公共用品デザイン）
根来 貴成（家具・インテリア製品デザイン）

非常勤講師
秋田 純一（金沢大学）
稲垣 揚平（エイジデザイン）
井出 裕紀（NEC）
入矢 真一（ソニー）
上町 達也（雪花）
小倉 ひろみ（スタジオピーパ）
小野 正晴（MAGARIMONO inc.）
片平 建史（早稲田大学）
熊崎 純一（NEC）
坂井 晃（NEC）
佐藤 和子（デザイン・ジャーナリスト）
品野 與四寛（AD PHOTO SHINANO）
鈴木 元（GEN SUZUKI STUDIO)
高橋 英行（テクノロジー・ジョイント）
舘田 千里（オータニアートスクール）
永原 隆（DDS）
日高 一樹（日高国際特許事務所）
日原 広一（宮城大学）
福定 良佑（FUKUSADA STUDIO）
丸山 幸伸（HITACHI）
三澤 直加（グラグリッド）
宮澤 貴司（スズキ）
山田 和紀（山田デザイン）
結城 康和（スズキ）
吉川 豪（パナソニック）
渡邊 恵太（明治大学）

 環境デザイン

教授
角谷 修（空間デザイン）
鍔 隆弘（ランドスケープデザイン）
畝野 裕司（ディスプレイデザイン）
北村 賢哉（プロダクトデザイン）

講師
西本 耕喜（建築デザイン）

非常勤講師
上坂 達朗（東洋設計）
沖津 真美（Epice）
金子 早苗（金子早苗建築空間設計室）
岸野 桃子（資生堂）
北川 勝明（中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋）
隈 研吾（隈研吾建築都市設計事務所）
洪 恒夫（丹青社）
坂本 英之（金沢美術工芸大学名誉教授）
佐藤 和子（デザイン・ジャーナリスト）
鈴木 啓泰（鈴木管工業）
舘田 千里（オータニアートスクール）
中 晴夫（金沢測機）
橋本 浩司（橋本建築造園設計）
平野 湟太郎（平野湟太郎デザイン研究所）
丸岡 喜市（丸岡樹仙堂）
三澤 直加（グラグリッド）
村田 悟（高田産業）
毛利 公晟（建築デザイン事務所やもーり）

 基礎科目

非常勤講師
尾﨑 紀之（美術解剖学）
宮原 康展（映像メディア）
松原 茂（日本美術史Ⅱ）
森 仁史（日本美術史Ⅱ）
平岡 三保子（東洋美術史Ⅱ）
山本 緑（東洋美術史Ⅱ）
木下 亮（西洋美術史Ⅱ）
鯖江 秀樹（西洋美術史Ⅱ）
ジョルジオ・サラーニ（工芸史Ⅱ）
リリアナ・グランジャ・モライス（工芸史Ⅱ）
ヘレナ・チャプコヴァー（工芸史Ⅱ）
五十嵐 嘉晴（美術工芸特論） 
上田 恒夫（美術工芸特論）
明貫 紘子（メディアアート）
青山 征彦（造形心理学・環境心理学）
岩瀬 貴憲（絵画II（版画））
北谷 至啓（絵画III（フレスコ））
渡部 匡人（工芸II（ガラス）） 
藤野 征一郎（工芸III（木工））
田 聡美（工芸II（ガラス））
弘田 朋実（工芸IV（染織IV））

 美術工芸研究所

教授
兼）保井 亜弓（芸術学）
兼）水野 さや（芸術学）

山田 憲子（設計事務所あとりいえ。）
山本 周（山本周建築設計事務所）
吉川 豪（パナソニック）
吉永 光秀（乃村工藝社）
吉村 寿博（吉村寿博建築設計事務所）
林野 紀子（りんの一級建築事務所）

 工芸

教授
畠山 耕治（鋳金）
田中 信行（漆造形）
山村 慎哉（漆芸）
山本 健史（陶造形）
原 智（鍛金）
大高 亨（染織）
池田 晶一（陶造形）
足立 真実（織）

准教授
加賀城 健（染色）
宮永 春香（陶磁）

講師
青木 千絵（漆造形）
水代 達史（彫金）

非常勤講師
〈陶磁〉

中村 卓夫（陶磁）
武腰 潤（陶磁・上絵）
高橋 宏（陶磁・釉薬）
竹内 智恵（陶磁・染付）
中田 雅巳（陶磁・ロクロ）
田 聡美（ガラス）
〈漆木工〉

中嶋 虎男（木工芸・挽物）
山岸 一男（漆芸・沈金・重要無形文化財技術保持者）
田村 一舟（漆芸・蒔絵）
大薮 泰（漆材料科学）
金田 一司（木工芸・刳物）
荒川 文彦（漆芸・髹漆）
酒井 忍（木工芸・指物）
名雪 園代（漆芸）
太田 翔平（デジタルファブリケーション）
〈金工〉

桂 盛仁（彫金・重要無形文化財技術保持者）
中川 衛（彫金・重要無形文化財技術保持者）
八杉 真由美（ジュエリー）
宮崎 匠（鋳金）
平戸 香菜（鋳金）
上田 剛（鋳金）
〈染織〉

毎田 健治（友禅）
関島 寿子（バスケタリー）
福本 繁樹（染色）
平木 有二（染織研究家）
平木 三重子（染織家）

教員一覧

 油画

教授
三浦 賢治（絵画）
大森 啓（絵画）
高橋 治希（絵画・立体・空間表現）
鈴木 浩之（絵画・映像）

准教授
岩崎 純（絵画・ミクストメディア）

講師
武田 雄介（絵画・インスタレーション）

非常勤講師
安達 博文（作家）
石田 尚志（多摩美術大学）
笠井 麻衣子（作家）
喜井 豊治（モザイク作家）
菊谷 達史（作家）
木村 克朗（作家）
黒坂 圭太（武蔵野美術大学）
黒澤 浩美（金沢21世紀美術館）
末松 智（造形作家・復元図家）
竹内 佑未（作家）
田中 正巳（作家）
千葉 正也（作家）
中桐 聡美（作家）
中田 耕市（金沢21世紀美術館）
中矢 篤志（作家）
西山 美なコ（作家）
丹羽 洋介（作家）
野中 祐美子（金沢21世紀美術館）
萩原 朔美（前橋文学館）
早川 璃（作家）
東村 アキコ（まんが家）
藤井 俊治（成安造形大学）
藤原 工（照明デザイナー）
松村 浩之（富山大学）
宮原 康展（CMディレクター）
向川 惣一（美術史家）
山本 順子（作家）
山本 基（作家）
横江 昌人（作家）

 彫刻

教授
石田 陽介
土井 宏二

准教授
浜田 周
芝山 昌也
津田 道子

八幡 はるみ（染色）
宮越 仁美（刺繍）
金谷 勉（クリエイティブディレクター）
吉本 大輔（友禅）
弘田 朋実（織物）
〈共通〉

矢地 幸子（華道）
奈良 宗久（茶道）

 一般教育等

教授
青柳 りさ（仏語・仏文学）
高橋 明彦（日本文学）
桑村 佐和子（教育学）
大谷 正幸（化学・エルゴソフィ）

准教授
荷方 邦夫（心理学）
渋谷 拓（博物館学）
稲垣 健志（英語・イギリス文化）

講師
ディビッド・ブルースター（英語・社会学）

非常勤講師
有馬 佳子（小学校教員）
佃 貴弘（北陸大学）
鏡味 治也（金沢大学）
小嶋 芳孝（考古学）
東 雅宏（白山市役所）
多田 喜一郎（（社）春蘭の里）
ブラッド・ウィンフィールド（語学講師）
マーク・ハモンド（金沢大学）
セシル・アンドリュ（語学講師）
堀 美佐子（語学講師）
石黒 盛久（金沢大学）
正木 恵美（語学講師）
廣田 篤（語学講師）
熊谷 史佳（体育講師）
竹井 早葉子（体育講師）
寺井 雅樹（元中学校長）
鷲山 靖（金沢大学）
森田 ゆかり（金城大学短期大学部）
横江 昌人（作家、高校教員）
中口 一也（高校教員）
西澤 明（金沢大学附属中学校）
村戸 弥生（語学講師）
鴨木 年泰（東京富士美術館）
川端 典子（朝日町埋蔵文化財センターまいぶんKAN）
尺戸 智佳子（黒部市美術館）
近藤 浩二（滑川市立博物館）
安田 淳（作家、高校教員）
吉川 一義（金沢大学）
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