
★ Ｈ３０ 後期 オ フ ィ ス ア ワ ー ★
                                                                        　　　　　　　　　　　　　　　　先生の連絡先は学務係の外の掲示板を確認して下さい

あ 麻生　和江 火曜　昼休み 木曜　昼休み
事前に学務係を通じて連絡していただければ

最短空き時間を検討します

麻生　良太 金曜　２限 金曜　３限 在室時はいつでも可能

甘利　弘樹 火曜　３限 在室時は可能な限り対応します

有定　裕雅 月曜　３・４限
在室時はいつでも可能

(可能な限りアポイントをとること)

安道　百合子 火曜　４限 木曜　４限

青柳　かおり 木曜　２限

い 池内　宣夫 金曜　昼休み

泉　　好弘 火曜　４限

伊藤　安浩 月曜　４限 在室中は原則的にいつでも対応可能

今村　裕 火曜　２限 木曜　２限

市原　靖士 水曜　３限 月曜　３限

え 衛藤　裕司 月曜　４限

お 大上　和敏 月曜　４限 金曜　４限

大隈　ひとみ 火曜　２限

大杉　至 木曜　４限 在室時はいつでも可能

大島　崇 月曜　４限 在室時はいつでも可能

大野　貴雄 水曜　３限 在室時はいつでも可能

か 川嵜　道広 木曜　３限

河野　伸子 木曜　３限

川田　菜穂子 月曜　３限 在室時はいつでも（事前連絡要）

き 衣笠　一茂

く 工藤　修一 昼休み（毎日）

久間　清喜 火曜　３限 在室時はいつでも可能

栗栖 由美子 月曜　２限 火曜　２限

黒川　勲 火曜　３限
在室時はいつでも可能、

用件をあらかじめ連絡することが望ましい

け 家本　宣幸 在室時はいつでも可能

こ 古賀　精治 在室時はいつでも可能

古城　和敬 火曜　２限 火曜　３限 在室時はいつでも可能

小池　一彦 木曜　４限 金曜　２限 在室時はいつでも可能

小山　拓志 火曜　２限
在室時はいつでも可能だが、

できればメールで事前連絡してほしい

さ 齊藤　友子 月曜　２限 木曜　２限 在室時はいつでも可能

財津　庸子 木曜　昼休み 木曜　３限

佐々木 博康 月・火・木・金曜　昼休み

佐藤　晋治 火曜　４限 必ず事前にメールにて予約すること

し 芝原　雅彦 火曜　２限 在室時はいつでも可能

鄭　敬娥 月曜　４限 水曜　３限

清水　良彦 木曜　２限

清水　慶彦 木曜　３限

す 住田　実 水曜　３・４限 金曜　３限

住岡　敏弘 木曜　１限 木曜　３限 在室時はいつでも可能

鈴木　篤 火曜　４限 在室時は可能な限り、いつでも対応いたします

た-1 武内　珠美 火曜　４限

谷野　勝敏 木曜　２～５限 在室時はいつでも可能

玉江　和義 火曜　昼休み 水曜　昼休み

谷口　勇一 火曜　２限 金曜　２限

竹中 真希子 金曜　１１：３０～１３：００ 在室時はいつでも可能
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た-2 田中　修二 水曜　３限

田中　星治 金曜　４限

田中　洋 火曜　１限 金曜　３限 昼休みで研究室にいる時

田端　真弓 火曜　４限 在室時はいつでも可能

と 土居　晴洋 水曜　２限 木曜　２限 研究室在室中

都甲　由紀子 木曜　３限

な 仲野　誠 在室時は随時可能

永田　誠 火曜　１限 訪問の際は事前にメールでアポイントを取ること

永野　昌博 火曜　４限 金曜　４限

中川　裕之 火曜　４限

中原　久志 火曜　２限 木曜　３限 在室時はいつでも可能

に 西垣　肇 木曜　３限

は 橋本 美枝子 月曜　５限 水曜　３限

橋本 美喜男 火曜　３限 木曜　３限

萩嶺　直孝 火曜　４限 在室時はいつでも可能

長谷川 祐介 木曜　３限

花坂　歩 水曜　３限

ひ 平田　利文 木曜　２限 在室時はいつでも可能

廣瀬　剛 火曜　昼休み

廣野　俊輔 在室時はいつでも可能

ふ 藤井　弘也 木曜　１限

藤田　敦 月曜　１限 月曜　２限

藤原　耕作 月曜　１限

福本　昌之 木曜　３限 木曜　４限 在室時はいつでも可能

古庄　一夫 水曜　３限以降 木曜　３限以降
対応可能時間帯①②以外でも

在室時は対応可能

藤野　陽生 金曜　１限

藤井　康子 月曜　昼休み 木曜　昼休み

へ 別木　達彦 火曜　１・２限、昼休み 木曜　１・２限、昼休み 在室時はいつでも可能

ほ 堀　泰樹 火曜　３限 木曜　３限 事前にメールでアポイントをしてください

ま 松田　聡 木曜　５限

牧　英治郎 月曜　１限 月曜　４限　１５時～ 在室時はいつでも可能、
事前にメール確認していただけるとありがたいです

松本　正 水曜　３限

み 溝口　剛 木曜　４限 在室時はいつでも可能

御手洗　靖 木曜　５限

三次　徳二 木曜　３限

望月　聡 火曜　昼休み

森　才三 月曜　３限 水曜　２限

森下　覚 月曜　２限

や 柳井　智彦 木曜　５限

山崎　清男 金曜　２限 木曜　３限 在室時はいつでも可能

山下　茂 月曜１限 ～ 金曜４限 対応可能時間帯①であればいつでも可能

雪丸　武彦 水曜　３限 在室時はいつでも可能

八木　直樹 火曜　昼休み 金曜　昼休み

わ 渡邉　亘 在室時はいつでも可能

渡邊　和志 木曜　３限 木曜　４限

渡邊　早苗 金曜　３限
在室時はいつでも可能。作文指導に限らず、

授業作り、学級経営等何でも対応します

対応可能時間帯② 備考

も
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