
平成31年度在籍教員一覧

担当分野 研究室 メールアドレス オフィスアワー開催日
文化 小川 順敬 １研−１４３１ junkei  火５
文化 別所 裕介 １研−１４３２ gyamtso  木５
文化 末木 恭彦 １研−１４３３ sueki  月３(要事前予約）
文化 永岡 崇 １研−１４３５ ukon30  木３
文化 矢野 秀武 １研−１４３６ yanohide  火２〜昼休み
文化 河谷 淳 １研−１４３７ kawatani  水４
文化 滝沢 正之 １研−１４３９ msyktkzw  月２
自然科学 髙橋 博之 １研−１５２２ takhshhr 水曜の昼休み
自然科学 清水 善和 １研−１５２４ ys 水曜2限
自然科学 小沢 誠 １研−１５２３ w3c 木曜5限
自然科学 持丸 真里 １研−１５２５ mari 月曜の昼休み
自然科学 山縣 毅 １研−１５２１ tyama 月曜の昼休み
自然科学 坂野井 和代 １研−１５１９ ksakanoi 水曜の昼休み
日本文化 鈴木 裕子 １研−１３２１ hyogas  月、火、木曜日
日本文化 萩原 義雄 １研−１３２５ hagi  月 、木、金曜日
日本文化 小林 治 １研−１３３０ k1330  火、木、金曜日
日本文化 松田 直行 １研−１３２７ naomats  水、金、土曜日
日本文化 内藤 寿子 １研−１３２９ hissako  月、水、金曜日
日本文化 湯浅 陽子 １研−１３２８ yuasa  月、水、金曜日
外国語（英語） 大庭 直樹 １研−１６０７ oba 火16:00-18:00/水13:00-15:00
外国語（英語） 西村 祐子 １研−１６３９ yuko 水２
外国語（英語） 林 明人 １研−１６０３ s27711 水３
外国語（英語） 白鳥 義博 １研−１６４９ yoshira 火４
外国語（英語） 勅使河原 三保子 １研−１６４８ mteshi 木４
外国語（英語） 福田 一貴 １研−１６３５ fukudak 水１
外国語（英語） 上田 倫史 １研−１６３７ ueda 水２
外国語（英語） 三木 望 １研−１６５０ miki 産休
外国語（英語） 中村 哲子 １研−１６０５ tetnak 水２
外国語（英語） フレンチ ナサニエル　Ｓ． １研−１６３３ frenchn 月４
外国語（英語） 澤田 望 １研−１６４２ nsawada 木４
外国語（英語） 山崎 妙 １研−１６３５ ymzk 水１
外国語（英語） ロッケル キム F. １研−１６47 kimusk19 火４
外国語（英語） クナート ハナ　R. １研−１６01 hannah80 火３
外国語（スペイン語） 上野 勝広 １研−１６２２ uenok 月5
外国語（スペイン語） 真下 祐一 １研−１６２３ mashi 月2
外国語（スペイン語） 齊藤 明美 １研−１６４１ asaito 金4
外国語（ドイツ語） 吉中 俊貴 １研−１６１７ ty1979 火5
外国語（ドイツ語） 下薗 りさ １研−１６１９ shmzn 火5
外国語（ドイツ語） 畠山 寛 １研−１６０８ htkym 火3
外国語（フランス語） 桑田 禮彰 １研−１６２７ kuwata 火3
外国語（フランス語） 遠山 博雄 １研−１６０６ toyama 木4
外国語（フランス語） 東 辰之介 １研−１６２５ tazuma 月4
外国語（フランス語） 小黒 昌文 １研−１６２６ oguro 水2(前期)/月2(後期)
外国語（ロシア語） 三好 俊介 １研−１６２１ 344shuns 金4
外国語（中国語） 岩崎 皇 １研−１６１１ iwasaki 月4
外国語（中国語） 小川 隆 １研−１６０９ ogawat 火3
外国語（中国語） 佐藤 普美子 １研−１６１８ fumikosa 火2
外国語（中国語） 塩旗 伸一郎 １研−１６１３ siop 木4
保健体育 秋田 浩一 ２研−２９２１ akita  水14〜15時
保健体育 竹田 幸夫 ２研−２９１３ ytakeda  月14〜15時
保健体育 江口 淳一 ２研−２９２３ jeguchi  水15〜16時
保健体育 鈴木 淳平 ２研−２９０７ junpei  水15〜16時
保健体育 山口 良博 ２研−２９２７ yyama  水13〜14時
保健体育 末次 美樹 ２研−２９０１ miki42  水13〜14時
保健体育 下谷内 勝利 ２研−２９０６ vshimo  水15〜16時
保健体育 岩本 哲也 ２研−２９０９ tetsuya  水15〜16時
保健体育 栁 浩二郎 ２研−２９１７ yanagi  水15〜16時
保健体育 瀧本 誠 ２研−２９１９ yuto0523  水15〜16時
保健体育 出井 章雅 ２研−２９１１ akimasa  木13〜14時
保健体育 深井 正樹 ２研-２９０３ mf9  水15〜16時
教職課程 北村 三子 １研−１５０１ kitamura 木曜３限
教職課程 伊藤 茂樹 １研−１５０８ itos 金曜３限
教職課程 遠藤 司 １研−１５０３ tksendou 木曜３限
教職課程 豊田 千代子 １研−１５０２ toyota 水曜２限
教職課程 萩原 建次郎 １研−１５０４ hagiwara 木曜３限
教職課程 山本 敏子 １研−１５０６ y6791922 火曜２限
教職課程 黒住 早紀子 １研−１５０９ sakikrzm 木曜２限
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