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教員名 ふりがな 曜日・講時 場所 学生に一言 主な質問分野 連絡先・連絡方法

芦田　風馬 アシダ　フウマ 火ー昼休み 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 f-ashida@hanazono.ac.jp

有吉　淳一郎 アリヨシ　ジュンイチロウ 水－４講時 栽松館４０９（有吉研究室） 気軽にお越しください。 英語や留学のことなど j-ariyos@hanazono.ac.jp

飯島　孝良 イイジマ　タカヨシ 火ー昼休み
無聖館３階（国際禅学研究所・

飯島研究室）

どんなことでも、悩みがあれば遠慮なくお越しくだ
さい。なお、事前にメールを入れて頂くと確実に御
時間を確保できると思います。

研究に関すること、禅文化に関すること
など

t-ijima@hanazono.ac.jp

生駒　孝臣 イコマ　タカオミ 月－２講時 栽松館５０９（生駒研究室） 可能な限り事前にメールで予約をしてください。
日本中世史について・担当科目につい
て

t-ikoma@hanazono.ac.jp

磯田　文雄 イソダ　フミオ
火ー昼休み

（１２：１０～１３：００）
栽松館３２０（磯田研究室）

気軽においでください
出来れば事前にメールで連絡をください 現代社会と教育について soumu@hanazono.ac.jp

井上　明美 イノウエ　アケミ

火ー昼休み
（事前に連絡があれば、他
の時間でも可能な時があり

ます。）

栽松館６０８研究室（井上研究
室）

授業内容の質問だけでなく、それ以外のことでも
遠慮なく来てください。

乳幼児期の心の発達、
学校臨床：保育・教育現場での子ども、
教師、保護者への心理的援助

a-inoue@hanazono.ac.jp

井上　憲雄 イノウエ　ノリオ 月－２講時 栽松館６１０（井上研究室） メールにて事前に連絡をください。気軽にどうぞ。 文芸学、絵本・紙芝居、創作童話など。 n-inoue@hanazono.ac.jp

植田　健男 ウエダ　タケオ
金－２講時（事前にメール
で確認を取って頂けると助

かります。）
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。
それ以外のことでもどうぞご遠慮なく。

教育に関する問題全般について t-ueda@hanazono.ac.jp

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

m-umeki@hanazono.ac.jp

小川　恭子 オガワ　キョウコ 月－５講時 栽松館３１５（小川研究室） 心理学 k-ogawa@hanazono.ac.jp

小川　太龍 オガワ　タイリュウ 月－５講時 栽松館４１３（小川研究室）
事前にメールで連絡してもらえれば助かります。
気軽におこしください。

中国仏教、禅学、修行 t-ogawa@hanazono.ac.jp

奥山　研司 オクヤマ　ケンジ 水－３講時 栽松館３０３（奥山研究室） 気軽に相談してください。
社会科教育、歴史教育、教員養成、教
職について

k-okuyam@hanazono.ac.jp

越智　紀子 オチ　ノリコ 月－３講時
栽松館３１６（免許資格支援セ

ンター分室）
実習に関することなど、まずはお気軽にどうぞ。

相談援助実習、スクールソーシャルワー
ク、京都北部フィールドワークなど

n-ochi@hanazono.ac.jp

神田　邦彦 カンダ　クニヒコ
月曜２・４限
木曜３限

栽松館６０６（神田研究室） 気軽に相談してください。

中世文学、説話文学。その他学生生活
のこと、将来のこと、
悩みごと、勉強のことなどでも構いませ
ん。

krteckmo@gmail.com

北川　加奈子 キタガワ　カナコ 水－３講時
直心館３階　介護研究室（免許

資格支援センター分室）
勉強、健康、生活どんな事でも、お話は聞けると
思います。

介護福祉士、社会福祉士、看護師等の
資格、業務内容について。健康・生活に
ついて

ka-kitag@hanazono.ac.jp

衣川　賢次 キヌガワ　ケンジ 月ー１３：００～１４：００ 栽松館４０４（衣川研究室）
私は学校生活12年､本学教員生活36年のヴェテ
ランです。万般にわたって相談を歓迎します。

中国語、漢文、禅語録、禅思想、中国留
学

kenji501@ares.eonet.ne.jp

久保　樹里 クボ　ジュリ 月・金の昼休み 栽松館４２０（久保研究室）
お気軽にどうぞ。できれば事前にメールで連絡を
ください。

社会的養護、児童虐待対応、ソーシャ
ルワークなど

j-kubo@hanazono.ac.jp

小海　宏之 コウミ　ヒロユキ
月～金の昼休み

（但し火曜日は除く）
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

koumi601@yahoo.co.jp

菰田　真由美 コモダ　マユミ 金曜日ー２講時 栽松館４０２（菰田研究室） お気軽にお越しください。
英語学習全般（TOEIC等の試験対策も
含む）

m-komoda@hanazono.ac.jp

酒匂　由紀子 サカワ　ユキコ 月ー２講時 栽松館５１３ できれば事前にメールで予約してください 日本経済史、経済学 y-sakawa@hanazono.ac.jp

佐ー木　閑 ササキ　シズカ 木－３講時 栽松館４１４（佐ー木研究室） 気軽においでください。 仏教、インドのことなど shizuka8@mbox.kyoto-inet.or.jp

笹谷　絵里 ササタニ　エリ 火－２限 拈花館４０４
わからないこと、疑問に思うことを考えていくこと
が学びです。一緒に楽しく学びましょう！！

子どもの健康、子どもの医療の歴史、生
命倫理など

e-sasata@hanazono.ac.jp

佐藤　方美 サトウ　マサミ 水－５講時 栽松館４１０（佐藤研究室）
できれば、来室前に質問内容をお知らせくださ
い。

英語全般、英米文学 m-sato@hanazono.ac.jp

佐藤　円 サトウ　マドカ 木－４講時 栽松館４０５（佐藤研究室） メールでの質問も気軽にして下さい。 コンピューター、ネットワーク ma-sato@hanazono.ac.jp

2021年度　オフィス・アワー

＊オフィス・アワーとは、学修や学生生活上の相談などがある場合に、教員と面談できる時間帯のことです。遠慮なく先生のもとを訪ねてください。なお、表に記載のない先生方については、C-
Learningの「連絡・相談」を利用してください。

mailto:y-sakawa@hanazono.ac.jp


島﨑　将臣 シマザキ　タカトミ 金－４講時
栽松館４１５

（島﨑研究室）
介護や国家試験に関することなど気軽に相談に
来てください。

介護福祉士・社会福祉士、国家試験対
策など

t-shimaz@hanazono.ac.jp

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） 遠慮なくどうぞ｡ 書道史、書道理論 k-shimon@hanazono.ac.jp

菅　修一 スガ　シュウイチ
開講期間の水曜昼休み（１

２：１０～１３：００）
栽松館５０５（菅研究室）

図書館に関する学びについてお尋ねください。事
前にメール等で連絡ください。お待ちしておりま
す。

図書館司書資格課程科目に関すること s-suga@hanazono.ac.jp

鈴木　康子 スズキ　ヤスコ 火－６講時 栽松館５０７（鈴木研究室）
相談する場合は、事前に相談内容を知らせて頂く
ことと、時間の予約が必要となります。

日本史学演習、研究入門演習、対外交
渉史

y-suzuki@hanazono.ac.jp

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） 授業中等直接申し出ください。 家族心理学 k-seno@hanazono.ac.jp

千田　眞喜子 センダ　マキコ
月・金ー昼休み（事前にメー
ルにて連絡をください。ご相
談に応じて調整します。）

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 m-senda@hanazono.ac.jp

曽根　誠一 ソネ　セイイチ 火－１５：００～１７：００ 栽松館６０４（曽根研究室）
本を読み、新聞を読んで、人としての基礎をつくっ
てください。

日本文学（平安時代文学） s-sone@hanazono.ac.jp

高橋　啓太 タカハシ　　ケイタ 木曜１３:００-１４:３０ 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。

日本近現代文学 ke-takah@hanazono.ac.jp

高橋　克壽 タカハシ　カツヒサ 水－３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。事前に連絡いただけるとありがたいで
す。

考古学・埋蔵文化財 ka-takah@hanazono.ac.jp

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。
看護学（解剖生理、疾病、生理学、薬理
学など）

ma-tanaka@hanazono.ac.jp

谷　浩一 タニ　コウイチ
月曜－昼休み
水曜－５講時

栽松館４２４ 事前にご連絡いただいておくと嬉しいです。
特別支援教育、臨床動作法、応用行動
分析

k-tani@hanazono.ac.jp

田原　昌子 タハラ　マサコ 月ー昼休み 拈花館４１０（田原研究室） まずは、メールにて事前に連絡をください。 音楽教育、ピアノなど m-tahara@hanazono.ac.jp

丹治　光浩 タンジ　ミツヒロ
平日の昼休み（ただし火曜

を除く）
栽松館３０１（丹治研究室） 事前にメールをもらえるとありがたいです。 心理学全般 m-tanji@hanazono.ac.jp

中　善則 ナカ　ヨシノリ 木－４講時 栽松館３０５（中研究室）
どんなことでもかまいません。気軽に研究室に話
をしに来てください。まっています。

教職関係など y-naka@hanazono.ac.jp

中尾　良信 ナカオ　リョウシン
火－３・４講時
木－４・５講時

栽松館４１１（中尾研究室）
思い切って研究室のドアをノックしよう！コミュニ
ケーションをとれば何かが得られる。困ったときは
立ち位置を変えてみよう。

日本禅宗史・日本仏教史・仏教と人権
問題

r-nakao@hanazono.ac.jp

中島　志郎 ナカジマ　シロウ 水－２、３講時 栽松館４１２（中島研究室） 平日でも昼休み時間なら特に問題ありません。 文化、芸術、現代思想の潮流と動向 s-nakaji@hanazono.ac.jp

中妻　雅彦 ナカツマ　マサヒコ
月－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い。）

栽松館６１２（中妻研究室） 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。

m-nakats@hanazono.ac.jp

中町　美香子 ナカマチ　ミカコ 水ー５講時 栽松館５０６（中町研究室） 事前に連絡をお願いします。 日本古代史について m-nakama@hanazono.ac.jp

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。時節柄、
Facetimeやメールでのやり取りを中心に行いたい
と思っています。

中国禅宗史（特に元代～清代）、禅宗の
日課経典

choshoji@plum.ocn.ne.jp

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） 事前にご連絡ください。
犯罪・非行心理学、発達障害、虐待臨
床

k-hashim@hanazono.ac.jp

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）

気になることばがあったら質問しに来てください。
もちろんほかの相談でもかまいません。 図書館
や印刷室など、自室を離れていることも多いの
で、事前に予約（y-hashim@hanazono.ac.jpまで）し
てもらえるとありがたいです.

日本語、言語一般 y-hashim@hanazono.ac.jp

長谷　範子 ハセ　ノリコ 木－３講時 栽松館５０１（長谷研究室） 不安や疑問があれば、気軽に来てください。 乳幼児の保育・教育・全般。 n-hase@hanazono.ac.jp

秦　美香子 ハタ　ミカコ 火－４講時 栽松館６０７(秦研究室) 他の時間帯も大丈夫なので､ご連絡ください｡
授業のこと､日本文学科に関することな
ど

m-hata@hanazono.ac.jp



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。

高齢者福祉など m-haruna@hanazono.ac.jp

日比野　実 ヒビノ　ミノル 火－１２:４０頃～１７:００頃 直心館２０５
どんな細かい事でも、専門外の事でも書道の事な
らお尋ねください。

かな書法 jitsu0301@gmail.com

廣瀬　信 ヒロセ　シン 水曜－５講時 栽松館５０４（廣瀬研究室） お気楽にご相談ください。 教員免許の取得について s-hirose@hanazono.ac.jp

深川　光耀 フカガワ　コウヨウ
金曜の昼休み（１２:２５～１

３:００）
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、ファシリテーション

k-fukaga@hanazono.ac.jp

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 t-fukush@hanazono.ac.jp

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）

困ったこと、悩んだことがあれば、尋ねてくださ
い。一緒に考えましょう。

ソーシャルワーク、就職、学生生活、何
でもどうぞ！

m-fukuto@hanazono.ac.jp

福原　正行 フクハラ　マサユキ 月・水ー３講時 拈花館３０４（Mac教室）
学部学科専攻など一切問いません。クリエイティ
ブな学生さん歓迎。

芸術、デザイン、音楽、ダンスパフォー
マンス、アート一般

m-fukuha@hanazono.ac.jp

松河　理子 マツカワ　ノリコ
月、木－昼休み（事前に連
絡をください）その他、ご相
談に応じて調整します。

栽松館６０２（松河研究室）
希望される場合は必ず事前にメールにてご一報く
ださい。

臨床精神医学全般 n-matuka@hanazono.ac.jp

松木　繁 マツキ　シゲル
金－２講時・昼休み（希望さ
れる場合はメールにてご一

報ください。）
栽松館４１７

ストレスマネジメント、催眠療法に関心のある人歓
迎

臨床心理学全般、スクールカウンセリン
グ、開業心理臨床、医療における心理
臨床、種ーの心理面接技法

s-matsuk@hanazono.ac.jp

松田　光一郎 マツダ　コウイチロウ 水・金の昼休み 栽松館３２１（松田研究室） 事前にメールをもらえるとありがたいです。

障害者就労支援
知的障害
ASD
行動療法

k-matsud@hanazono.ac.jp

松田　敬之 マツダ　タカユキ 火・水－１２:１５～１２:５０ 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

ta-matsud@hanazono.ac.jp

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 t-matsud@hanazono.ac.jp

松本　直樹 マツモト　ナオキ 木－６講時 栽松館４１８

お気軽にどうぞ。ただし、前日の５時までに上記
メールアドレス宛に予約のメールを送信して下さ
い。予約のメールがない、または上記の時間を過
ぎてメールが届いた場合は、在室できない場合が
あります。

宗教学、宗教史、宗教哲学概論、哲学
概論、倫理学

n-matumo@hanazono.ac.jp

三品　桂子 ミシナ　ケイコ
前期：水－３講時

後期：月－４講時
栽松館４０３（三品研究室）

相談に来て下さる方が多いので、必ずメールで事
前予約をお願いします。

ソーシャルワークの理論と方法Ⅰ、精神
科リハビリテーション学など。

k-mishin@hanazono.ac.jp

宮慶　美恵子 ミヤケ　ミエコ 月・金の昼休み 拈花館４０８
養護教諭や学校保健全般について、疑問点や相
談したいことがあれば、是非お越しください。

学校保健、養護教諭全般、健康や教育
に関すること

m-miyake@hanazono.ac.jp

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）
昨日、大学に入学したと思ったら、明日には卒業
式となるほど学生時代はもっとも早く去る。長い人
生の出発に気づけ！！

民俗学、博物館学に関する科目 k-myochi@hanazono.ac.jp

森田　彦七 モリタ　ヒコシチ 火－１５時から１７時 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

hi-morit@hanazono.ac.jp

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 s-moro@hanazono.ac.jp



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 m-yasuda@hanazono.ac.jp

山口　真希 ヤマグチ　マキ

前期：月－２講時
後期：水－３講時

　（他の曜日についてもメー
ルで日時を調整します）

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。

子どもの発達と障害、発達支援につい
て／学習や生活の悩み、将来につい
て。

ma-yamag@hanazono.ac.jp

山本　清文 ヤマモト　キヨフミ 火－４講時 栽松館５０３（山本研究室）
体育・健康・運動等相談あれば気軽に来てくださ
い。

・健康・スポーツ関連
・健康・体育科目
・運動実践指導者資格関連

k-yamamo@hanazono.ac.jp

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。

a-yoshin@hanazono.ac.jp

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

i-wada@hanazono.ac.jp

渡邊　実 ワタナベ　ミノル
月・水－昼休み（メールにて

ご一報ください。）
栽松館３１３（渡邊研究室） 学校学生ボランティアの紹介をします。

特別支援学校教諭免許状取得等につ
いて

m-watana@hanazono.ac.jp
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