
 
 

教員名 ふりがな 曜日・講時 場所 学生に一言 主な質問分野

浅子　逸男 アサゴ　イツオ 木曜4限、5限
拈花館４０６（浅
子研究室）

勉強とは格闘することだ。
（例）文学はどこが面白いの
か

芦田　風馬 アシダ　フウマ 火―昼休み
拈花館４０１（芦
田研究室）

気になることがあれば、気軽
に相談ください。

幼児の造形、図画工作科

有吉　淳一郎 アリヨシ　ジュンイチロウ 金－３講時
栽松館４０９（有
吉研究室）

気軽にお越しください。 英語、留学

生駒　孝臣 イコマ　タカオミ
前期：木曜4限、後
期：木曜3限

栽松館509
事前にメールで連絡くださ
い。

日本中世史について

井上　明美 イノウエ　アケミ
前期：火曜3限、後
期：木曜3限

栽松館513研究
室

授業での疑問はそのままに
しないで質問して下さい。事
前に連絡して下さい。気軽に
相談して下さい。

教育相談、不登校等の学校
臨床心理学、子どもの心の
発達と心理的支援

井上　憲雄 イノウエ　ノリオ 月－3講時
栽松館６１０（井
上研究室）

事前に連絡してください。気
軽にどうぞ。

小学校国語・文芸学、ことば
の教育に関すること

植田　健男 ウエダ　タケオ 火－2講時 拈花館405
授業に関わることはもちろん
何でも構いませんが、それ以
外のことでもどうぞご遠慮な

教育経営をはじめとして教
育に関する問題全般につい
て

梅木　真寿郎 ウメキ　マスオ 火－４講時
栽松館３１１（梅
木研究室）

疑問があれば、それがあな
たの伸び代です。共に学び
ましょう！！

社会福祉の歴史、子育て支
援(特に双子支援)など

小川　恭子 オガワ　キョウコ 月－５講時
栽松館３１５（小
川研究室）

事前にメールでご連絡をい
ただけるとありがたいです。

心理学

小川　太龍 オガワ　タイリュウ 火－４講時
栽松館４１３（小
川研究室）

事前連絡してもらえれば助
かります。気軽に来てくださ

中国仏教、禅学

奥山　研司 オクヤマ　ケンジ
火－３講時
水－３講時

栽松館３０３（奥
山研究室）

気軽に訪ねて来てください。
社会科教育、教育史、教育
課程論、歴史教育、特別活

越智　紀子 オチ　ノリコ 火－2講時
栽松館３１６（免
許資格支援セン
ター分室）

実習のことなど、まずはお気
軽にどうぞ。

スクールソーシャルワーク・
特別ニーズ教育など

神谷　栄司 カミヤ　エイジ
メールにて日時の
調整をします。

栽松館６０８（神
谷研究室）

メールにて事前に連絡くださ
い。

学習・研究上などで困ったこ
となどを尋ねてください。

衣川　賢次 キヌガワ　ケンジ
木－昼休み（12:10
～13:00）

栽松館４０４（衣
川研究室）

長いだけで自慢になりませ
んが、大学生活12年、本学
教員生活36年のヴェテラン
です。何なりと相談に来てく
ださい。

中国語・漢文学習・留学生の
日本語学習・学生生活一般

小海　宏之 コウミ　ヒロユキ
月～金の昼休み
（但し火曜日は除

栽松館６０１（小
海研究室）

心理アセスメント
・心理データ解析法

佐々木　閑 ササキ　シズカ 水－５講時
栽松館４１４
（佐々木研究室）

笹谷　絵里 ササタニ　エリ 火曜日－2限 拈花館404

すべての子どもが大切にさ
れる社会には、何が必要で
しょうか。この疑問について、
現場での実践、研究をしてき
ました。簡単に答えが出る問
題ではありませんが、皆さん
と一緒に考えていきたいと思
います。

母子健康、小児看護、医療
史、生命倫理など。子どもに
関すること

佐藤　方美 サトウ　マサミ 水－５講時
栽松館４１０（佐
藤研究室）

英語全般、英米文学

佐藤　円 サトウ　マドカ 木－３講時
栽松館４０５（佐
藤研究室）

メールでの質問も、遠慮なく
どうぞ。

表計算入門・中級、コン
ピューターネットワーク入門

Jeff　SHORE ジェフ　ショーア 月－12:00～13:00
栽松館４０２
（Jeff Shore研究

英語

島﨑　将臣 シマザキ　タカトミ 月－２講時
栽松館４１５
（島﨑研究室）

国家試験に関する相談や実
習に関する相談がある方は
ぜひ、気軽に研究室へ来てく
ださい。

国家試験対策（社会・介護）
及び
介護実習について

下野　健児 シモノ　ケンジ 金－６講時
直心館２０８（書
道共同研究室）

歓迎！ 書道史、書道理論その他

徐　衛 ジョ　エイ 木曜－4講時 栽松館613 お気軽にお尋ねください。
中国語初級会話・作文、中
国文化論、中国語中級会
話・作文、中国の歴史と地理

新間　水緒 シンマ　ミオ
月－１５：００～１
６：３０

栽松館６０６（新
間研究室）

上記の時間在室しています
が、事前に御連絡いただけ
ればうれしいです。気軽に話
しに来て下さい。

学業、学生生活全般

菅　修一 スガ　シュウイチ 金－２講時
栽松館５０５（菅
研究室）

事前にメールにて連絡いた
だければと思います。お待ち
しております。

図書館司書資格課程に関す
ること
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 鈴木　康子 スズキ　ヤスコ 火－６講時

栽松館５０７（鈴
木研究室）

事前に予約をお願いします。 日本近世史について

妹尾　香織 セノオ　カオリ
月－昼休み（12:10
～13:00）

栽松館４０５（妹
尾研究室）

事前にメールで申し込んでく
ださい。授業中等直接申し出
ください。

家族心理学、社会心理学

千田　眞喜子 センダ　マキコ 月・金－昼休み
拈花館４０９（千
田研究室）

気軽にお越し下さい。昼休み
に会議が入ることも多いの
で、メールにて事前に連絡を
下さい。

食物、食品、栄養、食育、環
境など

曽根　誠一 ソネ　セイイチ
火－１５：００～１
７：００

栽松館６０４（曽
根研究室）

気軽においで下さい。 日本文学（平安時代）

高階　敦子 タカシナ　アツコ 金－４講時
直心館３０１（介
護研究室）

実習や国試対策など、一緒
に学び疑問解決していきま
しょう。

介護福祉、介護実習

高橋　啓太 タカハシ　　ケイタ
月－１３：３０～１
５：００

栽松館６０３（高
橋研究室）

授業に関すること、その他何
でも相談に来てください。

日本文学演習A・B、日本文
学講読Ⅴ、近現代文学研究
Ⅰ、Ⅱ

高橋　克壽 タカハシ　カツヒサ 水－２講時
栽松館５１０（高
橋研究室）

考古学研究室の学生も質問
に答えてくれると思います。

考古学・埋蔵文化財

竹貫　元勝 タケヌキ　ゲンショウ
火－１３：００～１
４：００

栽松館５１１（竹
貫研究室）

臨済宗の心を建学の精神と
する花園大学です。ユネスコ
世界文化遺産登録の天龍
寺・苔寺・龍安寺・金閣・銀閣
は、臨済宗の名刹です。巡っ
て禅の心に接してみません
か。

日本禅宗の歴史的研究に関
すること

田中　眞里子 タナカ　マリコ 月～金－昼休み
栽松館３０９（田
中研究室）

気になることがあれば気軽
に来てください。できれば事
前に連絡をください。

看護学（解剖生理、疾病、生
理学、薬理学など）

谷　浩一 タニ　コウイチ
月曜－昼休み、水
曜－5講時

栽松館424
私でお手伝いできそうなこと
があれば、どうぞ何なりとご
相談ください。

特別支援教育、臨床動作
法、応用行動分析

田原　昌子 タハラ　マサコ 月―昼休み
拈花館４１０（田
原研究室）

できれば事前に連絡をくださ
い。

音楽教育関連

丹治　光浩 タンジ　ミツヒロ 水、金－昼休み
栽松館３０１（丹
治研究室）

箱庭制作を体験してみたい
人も歓迎します。

心理学全般

中　善則 ナカ　ヨシノリ 木－４講時
栽松館３０５（中
研究室）

この時間に限らず、いつでも
気軽に研究室へ来て下さ

教職に関することを中心にど
のようなことでも

中尾　良信 ナカオ　リョウシン
木－昼休み
（12:30～13:30）

栽松館４１１（中
尾研究室）

病院に通う時間帯が多く開
催曜日にも不在のことがあ
るので、必ず事前にメールで
連絡をし日時を打ち合わせ
て下さい。

日本仏教全般、レポート・論
文の書き方、ハラスメント

中島　志郎 ナカジマ　シロウ
月－２講時
水－３・４講時

栽松館４１２（中
島研究室）

禅思想、芸術・美術分野

中妻　雅彦 ナカツマ　マサヒコ

前期：月曜－3講
時、後期：月曜－4
講時（他の時間も
在室ならば、いつ
でもノックしてくださ

栽松館612
話し合えば、元気。集まれ
ば、勇気。

教育活動、教員生活につい
て、私に可能な範囲であれ
ば何でもどうぞ。

野口　善敬 ノグチ　ヨシタカ 木－５講時 国際禅学研究所
疑問があれば何でも聞いて
下さい。

中国禅宗、経典

橋本　和明 ハシモト　カズアキ 月、金－昼休み
栽松館４１９（橋
本研究室）

犯罪・非行心理学、発達障
害、虐待臨床

橋本　行洋 ハシモト　ユキヒロ 木－３講時
栽松館４０３（橋
本研究室）

言葉のこと、その他気になる
こと、お訊ねください。※会議
などが入ることがあるので、
あらかじめメールなどで連絡

日本語、言語一般

長谷　範子 ﾊｾ　ﾉﾘｺ 火曜－2講時 栽松館501
不安や疑問があれば、気軽
に来てください。事前の連絡
があれば準備・調整しやす

乳幼児の保育・教育・全般。
就学前の保育・教育施設へ
の就職等

秦　美香子 ハタ　ミカコ 火－４講時 栽松館607
他の時間帯でも構いません
のでいつでもどうぞ。（いない
時もあります）

何でもＯＫ

林　智子 ハヤシ　トモコ

月－2講時、金－3
講時　研究室に来
る前にメールを下
さい。

栽松館４１６（林
研究室）

経済学、経済史、アカデミッ
クスキル、コミュニケーション
スキル

春名　苗 ハルナ　ミツ 木－３講時
栽松館３０４（春
名研究室）

気軽に相談に来てください。
できれば事前に予約をお願
いします。

高齢者福祉分野など

日比野　実 ヒビノ　ミノル
火－12:40頃～
17:00頃

直心館２０５ かな書法

廣瀬　信 ヒロセ　シン 水曜－4講時 栽松館504 気軽にご相談ください。 教育原論、道徳教育の研究



 
 

深川　光耀 フカガワ　コウヨウ
水曜－昼休み
（12:25～13:00）

栽松館308

具体的な相談だけでなく、ふ
わっとした相談も聞かせてく
ださい。ともに考えていきま
しょう。

地域福祉、まちづくり、フィー
ルドワーク、対話の場づくり
（ファシリテーション、ワーク
ショップ）

福島　恒徳 フクシマ　ツネノリ 水－３講時
文化遺産学科共
同研究室

要事前アポイントメント 美術史学全般

福富　昌城 フクトミ　マサキ
月～金の昼休み
（但し水曜日は除
く）

栽松館３１４（福
富研究室）

目指せ卒業！目指せ国試合
格！目指せソーシャルワー
カー！

社会福祉全般、実習、資格
取得、就職活動など、何でも
どうぞ。

福原　正行 フクハラ　マサユキ
水－昼休み
12:30〜50頃

拈花館３０４（映
像編集制作室）

学部学科を問わず、どなた
でも大歓迎です

映像、音楽、ダンス、デザイ
ン及びアうート全般に関する
制作や研究に関して

藤井　渉 フジイ　ワタル 月－４講時
栽松館３２０（藤
井研究室）

文献検索の仕方、図書館
（本学内外）の活用法、本な
どの紹介も致します。

障害者福祉論、福祉政策
論、社会保障制度など

寶積　玄承 ホウヅミ　ゲンショウ
授業後に対応しま
す。

講義教室にて
人間として真面目さが大事、
自己をみつめる建学の精神
はそこにある

松河　理子 マツカワ　ノリコ 月、木－昼休み
栽松館６０２（松
河研究室）

希望される場合はメールに
てご一報ください。

臨床精神医学全般

松木　繁 マツキ　シゲル

原則、金曜日の2
講時。ただし、学
生のニーズに合わ
せて調整する。

栽松館417

臨床心理に興味のある学生
は気楽に話に来てください。
特に私の専門分野のストレ
スマネジメント臨床催眠に興
味のある学生は歓迎。

臨床心理に関する一般的な
内容。心理療法の実際につ
いて

松田　隆行 マツダ　タカユキ 水－４講時
栽松館５０８（松
田研究室）

お気軽にお越しください。 日本近現代史

松田　敬之 マツダ　タカユキ
火-昼休み（12:10
～12:50）、水-昼休
み（12:10～12:50）

栽松館５１２（松
田研究室）

質問の内容によっては即答
出来ない場合もありますの
で、事前にメールで連絡して
もらえれば助かります。

日本近代史、日本法制史、
京都の歴史等

松本　直樹 ﾏﾂﾓﾄ　ﾅｵｷ
土曜－14:40～
15:30

栽松館418

要予約。前日までに上記メー
ルアドレス宛に予約のメール
を送信して下さい。予約なし
に来室されても、不在の場合
があります。

宗教学、宗教史、宗教哲学
概論、哲学概論、倫理学

三品　桂子　 ミシナ　ケイコ　　
前期：水－３講時
後期：月－１講時

栽松館４０３（三
品研究室）

オフィスアワーの時間に講義
などがありましたら、他の時
間帯を設定しますので、事前
にメールでご連絡ください。
なお、相談のある場合は必
ずメールで事前に予約くださ
い。突然来られても他の方
の相談で時間が取れない場
合があります。

相談援助の理論と方法Ⅰ、
精神科リハビリテーション
学、
精神保健福祉士資格取得等

宮慶　美恵子 ﾐﾔｹ　ｴﾐｺ
火曜－3講時
13:00～14:00頃ま
で

拈花館408

気軽に研究室に来て下さ
い。将来の職業についてと
か健康のこと、何でもOKで
す。

養護概論、児童保健学Ⅰ・
Ⅱ、学校保健

明珍　健二 ミョウチン　ケンジ 木－３講時
拈花館４０３（明
珍研究室）

森田　彦七 モリタ　ヒコシチ

木－13：00～14：
00
金－16：00～16：
20

直心館２０４（森
田研究室）

自分で解決できない場合は
聞くことです。それは決して
恥ずかしいことでは有りませ
ん。遠慮なく相談に来てくだ
さい。

高校書教育、書（漢字）、篆
刻、文房四宝等

師　茂樹 モロ　シゲキ 月－２講時
栽松館５０２（師
研究室）

大学の学費には、授業外
で、その道の専門家である
教員から最先端の話を聞い
たり、いろいろ教えてもらった
りする分もふくまれていま
す。別に私とでなくてもいい
ですが (^_^;; オフィスアワー
を有効活用しましょう。

仏教学・人文情報学

安田　三江子 ヤスダ　ミエコ 金－11:30－13:00
栽松館３１０（安
田研究室）

アルバイトで困ったことが
あったら話にきてくださいね。
わからないことがあれば遠
慮なく尋ねてください

社会政策、女性労働



 
 

柳　幹康 ヤナギ　ミキヤス 水－４講時 国際禅学研究所
事前にメールでご連絡くださ
い。どんなことでも気軽にど
うぞ。お持ちしています。

中国仏教、禅学

山口　真希 ヤマグチ　マキ 金－昼休み
拈花館４０８（山
口研究室）

誰に聞いたらいいか分から
ないことも含めて何でも遠慮
なくお話をしに訪問して下さ
い。

子どもの発達や障害に関す
ること／学習や生活の悩み
など

山本　清文 ヤマモト　キヨフミ 月－４講時
栽松館５０３（山
本研究室）

気軽に相談に来てください。
20.30歳代は一番運動をしな
い年代と統計が出ています。
運動習慣を身に付けましょ
う。（会議の日があるため、
事前にメール連絡頂ければ
他の曜日に対応可）

健康・スポーツ関連について
健康・体育科目系授業につ
いて

矢持　九州王 ヤモチ　クスオ 火－３講時
拈花館４１２（矢
持研究室）

何でも気軽に相談に来てくだ
さい。

単位取得、科目履修、進路
相談学業上のこと、生活一
般の悩みなど何でも

吉永　純 ヨシナガ　アツシ 金－５講時
栽松館３０２（吉
永研究室）

気軽に来てください。まずは
話をすることから始めましょ
う。できるだけ事前にメール
下さい。

公的扶助論等貧困問題、国
家試験（社会福祉士）、対策
進路等生活のことを含め何
でも。

吉村　俊子 ヨシムラ　トシコ 水－５講時
栽松館４２０（吉
村研究室）

気軽に訪ねてください。お待
ちしています。メールでご連
絡くだされば、他の時間でも
設定します。

英語に関する事

和田　一郎 ワダ　イチロウ 火－２講時
拈花館４１１（和
田研究室）

まずは気軽にご連絡くださ
い。

児童相談所や社会的養護に
関することなど

渡邊　実 ワタナベ　ミノル 月・水－昼休み
栽松館３１３（渡
邊研究室）

来室希望の際はあらかじめ
メールをお願いします。

特別支援学校教諭免許状取
得等


