
教　員　氏　名 カ　ナ　氏　名 職　名 部屋番号 オ　フ　ィ　ス　ア　ワ　ー

青木　 利夫 ｱｵｷ ﾄｼｵ 教　授 A518 （水）16：20～17：50/その他はメールで予約

淺野　 敏久 ｱｻﾉ ﾄｼﾋｻ 教　授 A512 （木）14：00～17：00/在室時はいつでも可(toasano@hiroshima-u.ac.jp)

阿部 誠 ｱﾍﾞ ﾏｺﾄ 教　授 C812 （水）12：50～14：20

天野 修一 ｱﾏﾉ ｼｭｳｲﾁ 講　師 A422 （木）12：50～14：20/メールでアポイントを取ること。

荒見 泰史 ｱﾗﾐ ﾋﾛｼ 教　授 A406 （水）12：50～14：20/事前にメールで連絡してください（arami@hiroshima-u.ac.jp）

李　 東碩 ｲ ﾄﾝｿｸ 准教授 A818 （月）10：30ｰ12：00/事前にメールしてください

飯間 信 ｲｲﾏ ﾏｺﾄ 教　授 C815 （月）16：00～17：30/事前にメールで連絡してください。

井口　　 容子 ｲｸﾞﾁ　 ﾖｳｺ 教  授 A523 （金）14：35～16：05/メールで予約を取ること。

石坂 智 ｲｼｻﾞｶ ｻﾄｼ 教　授 C113 （火）10：30～12：00/在室時はいつでも可

石田　 敦彦 ｲｼﾀﾞ　 ｱﾂﾋｺ 教　授 B314 （金）11：30～13：00/在室時はいつでも可

石田　 卓也 ｲｼﾀﾞ　 ﾀｸﾔ 助　教 C526 （月）13：00～14：30/在室時はいつでも可

石原 康宏 ｲｼﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ 准教授 B307 （月）8：00～9：30/在室時はいつでも可

市川　 浩 ｲﾁｶﾜ ﾋﾛｼ 教　授 A805 第3ﾀｰﾑ（水）10：30～12：00/第4ﾀｰﾑ（金）10：30～12：00

市橋 勝 ｲﾁﾊｼ ﾏｻﾙ 教　授 A815 （木）18：30～19：30（但し事前連絡要）

稲垣 知宏 ｲﾅｶﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 教　授 C724 （水）9：00～10：30

乾　 雅祝 ｲﾇｲ ﾏｻﾉﾘ 教　授 B210 （火）8：45～10：15 / 在室時はいつでも可

井上　　 永幸 ｲﾉｳｴ ﾅｶﾞﾕｷ 教　授 A419 3T（水）12:50～14:20；4T（火）10：30～12：00/メール予約のこと。

岩永　 誠 ｲﾜﾅｶﾞ ﾏｺﾄ 教　授 A217 （水）10：30～12:00

岩本 洋子 ｲﾜﾓﾄ ﾖｳｺ 准教授 B508 （水）10：00～12：00/在室時はいつでも可

教　授 C221 （月）12：00～12：45，（火）12：00～12：45/在室時はいつでも可

浮穴　 和義 ｳｹﾅ ｶｽﾞﾖｼ 教　授 B403 （木）10：30～12：00/ 在室時はいつでも可

内山 尚子 ｳﾁﾔﾏ ﾅｵｺ 助　教 A420 （火） 16:10～17:40/事前にメールでご連絡ください（nuchi@hiroshima-u.ac.jp)

上泉 康樹 ｳﾜｲｽﾞﾐ ｺｳｷ 准教授 A124 （月）～（金）12：00～12：50

浴野　 稔一 ｴｷﾉ ﾄｼｶｽﾞ 教　授 B213 （金）13：00～14：30/在室時はいつでも可

大嶋 広美 ｵｵｼﾏ ﾋﾛﾐ 准教授 A624 （火）16：20～17：50  /事前にメールで予約をお願いします。

緒形　 ひとみ ｵｶﾞﾀ ﾋﾄﾐ 准教授 A117 （水）12：30～14：00

小川 景子 ｵｶﾞﾜ ｹｲｺ 准教授 A227 （水）12：30～14：30

荻田　 典男 ｵｷﾞﾀ ﾉﾘｵ 教　授 C116 （月）10：00～１2：00/在室時はいつでも可

奥田　 敏統 ｵｸﾀﾞ ﾄｼﾉﾘ 特任教授 C420 （水）13：00～１6：30/在室時はいつでも可

小澤  久 ｵｻﾞﾜ ﾋｻｼ 准教授 C523 （金）14：00～16：00/在室時はいつでも可

小野寺　 真一 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼﾝｲﾁ 教　授 C612 （火）12：50～14：20/在室時はいつでも可

貝賀 早希子 ｶｲｶﾞ ｻｷｺ 准教授 A622 （火）12:30-14:00　事前にメールで連絡してください

掛江 ともこ ｶｹｴ ﾄﾓｺ 准教授 国807 （火）15：00～16：30/事前にメールで予約を取ること。

笠木 雅史 ｶｻｷ ﾏｻｼ 准教授 A717 （金）10：30～12：00/メールで予約を取ること。

梶原　 行夫 ｶｼﾞﾊﾗ ﾕｷｵ 助　教 B210 （水）14：00～16：00/在室時はいつでも可

春日 あゆか ｶｽｶﾞ ｱﾕｶ 准教授 A414 （水）12：10～13：40/在室時は基本的にいつでも可ですが、アポがあると確実（akasuga@hiroshima-u.ac.jp）

片柳 真理 ｶﾀﾔﾅｷﾞ ﾏﾘ 教　授 国706 （木）13:30～15:00/事前にメールで予約を取ること。

片山 春菜 ｶﾀﾔﾏ ﾊﾙﾅ 助　教 C525 （木）12：50～14：20/在室時はいつでも可

勝山 千恵 ｶﾂﾔﾏ ﾁｴ 助　教 Ｃ424 （月）13：00～14：30/在室時はいつでも可

加藤　 荘志 ｶﾄｳ ﾀｶｼ 助  教 A522 （火）14：30～16：00

金子 慎治 ｶﾈｺ ｼﾝｼﾞ 教　授 国812 （月）8：45～10：15/メールで予約を取ること。

河合 信晴 ｶﾜｲ ﾉﾌﾞﾊﾙ 准教授 A316 （水）10：00～12：40/事前にメールで連絡してください（nokawai@hiroshima-u.ac.jp）

河本 尚枝 ｶﾜﾓﾄ ﾅｵｴ 准教授 A501 （水）12:00～14:00/在室時はいつでも可

令和４ 年度後期　 総合科学部教員　 オフ ィ スアワー一覧（ ５ ０ 音順）
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岸塲 清悟 ｷｼﾊﾞ ｾｲｺﾞ 助　教 ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ
本館３階 （火）13：00～15：00/事前にメールで連絡してください。

城戸 光世 ｷﾄﾞ ﾐﾂﾖ 准教授 A411 （水）10：30～12：00/事前にメールで連絡してください（kido@hiroshima-u.ac.jp）

渠 蒙 ｷｮ ﾓｳ 助　教 A621 （月）10：30～12：00/その他はメールで予約

久我　 ゆかり ｸｶﾞ　 ﾕｶﾘ 教　授 C421 （火）13：00～14：30/在室時はいつでも可

准教授 A713 T3：（水）12：30～14：30、 T4：（水）12:30～14：30/事前にメールで予約を取ること。

特任助教 C217 未定

ｸﾚﾝﾄﾝ､ ｼﾞｮﾅｻﾝ 准教授 A317 （水）14：35～16：05/メールで予約を取ること。

桑島　 秀樹 ｸﾜｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｷ 教  授 A724 （木）10：30～12：00/3日前までにメールにてご予約を。

小池　 聖一 ｺｲｹ ｾｲｲﾁ 教　授 A812 （月）11：30－12：30/事前にメールで連絡してください（koikes@hiroshima-u.ac.jp）

児玉 明 ｺﾀﾞﾏ ﾒｲ 准教授 C112 （月）10：30～12：00，（水）10：30～13：00

小鳥居 祐香 ｺﾄﾘｲ ﾕｳｶ 准教授 C813 （金）10：30～12：00/事前にメールで連絡してください。

小林 勇喜 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 助  教 C325 （月）10：30～12：00/在室時はいつでも可

小宮 あすか ｺﾐﾔ ｱｽｶ 准教授 A220 （水）13：00～14：30

材木　 和雄 ｻﾞｲｷ ｶｽﾞｵ 教　授 A711 （金）12：00～13：30/事前にメールで連絡してください

齋藤 光代 ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾖ 准教授 C506 （火）13：00～14：30/在室時はいつでも可

坂田　 桐子 ｻｶﾀ ｷﾘｺ 教　授 A221 （火）16：00～18：00

坂田　 省吾 ｻｶﾀ ｼｮｳｺﾞ 教　授 A228 （木）8：30～10：30

佐久川  弘 ｻｸｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 特任教授 A826 （金）14：30～16：00

佐々木　 宏 ｻｻｷ　 ﾋﾛｼ 准教授 A710 （火）16：20～17：50

佐藤 明子 ｻﾄｳ ｱｷｺ 教　授 B411 （水）13：00～15：00/在室時はいつでも可

澤井 努 サワイ ツトム 准教授 A714 （水）10：30～12：00/メール予約があればこれ以外も対応可。

柴田 美紀 ｼﾊﾞﾀ ﾐｷ 教　授 A418 （木）14:35～16：05/メールでアポイントを取ること。

澁谷 一博 ｼﾌﾞﾔ ｶｽﾞﾋﾛ 准教授 C819 （火）12：50～14：20

張 慶在 ｼﾞｬﾝ ｷﾞｮﾝｾﾞ 准教授 A627 （木）12：50～14：20/メールでアポイントを取ること。

白川 俊之 ｼﾗｶﾜ ﾄｼﾕｷ 准教授 Ａ816 （金）11：00～12：30/その他はメールで予約

進矢 正宏 ｼﾝﾔ ﾏｻﾋﾛ 准教授 A127 （金）10:30～12:00

杉浦　 義典 ｽｷﾞｳﾗ ﾖｼﾉﾘ 准教授 A216 （火）（木）9：30～10：30（事前連絡要）

杉木 恒彦 ｽｷﾞｷ ﾂﾈﾋｺ 教　授 A823 （火）10：30～12：00/ﾒｰﾙ予約があればこれ以外も対応可

杉本　　 暁 ｽｷﾞﾓﾄ ｱｷﾗ 助　教 B203 （水）13：00～14：30/在室時はいつでも可

鈴木 俊哉 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾔ 助　教 ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ
本館1階

 (月)～(金) 9：30～12：00，13：30～16：30/事前にメールで連絡してください。

関 恒樹 ｾｷ ｺｳｷ 教　授 国709 （火）15：00～16：30/メールで予約を取ること。

関村 誠 ｾｷﾑﾗ ﾏｺﾄ 教  授 A716 （火）10：30～12：00/メールで予約を取ること。

関矢　 寛史 ｾｷﾔ ﾋﾛｼ 教　授 A112 （水）10：30～12：00

園井 ゆり ｿﾉｲ ﾕﾘ 准教授 A712 （水）12：30～14：00/事前にメールでご連絡下さい（syuri@hiroshima-u.ac.jp）

田口  健 ﾀｸﾞﾁ ｹﾝ 准教授 B212 （水）13：30～15：00/在室時はいつでも可

竹田　 一彦 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 教　授 B506 （金）8：45～12：00/在室時はいつでも可

武田　 紀子 ﾀｹﾀﾞ ﾉﾘｺ 准教授 A719 （木）12：50～14：20/事前にメールによりアポイントメントを取って下さい。

田島 浩一 ﾀｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ 助　教 ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ
本館３階 （火）13：00～15：00/事前にメールで連絡してください。

田中　 晋平 ﾀﾅｶ ｼﾝﾍﾟｲ 准教授 C117 （月）10：00～12：00/在室時はいつでも可

田中 亮 ﾀﾅｶ ﾘｮｳ 准教授 A114 （月）11：00～12：30

准教授 A416 （月）12：00～12：40、(水）12：00～12：50/メールでアポイントを取ること。

崔 真碩 ﾁｪ ｼﾞﾝｿｸ 准教授 A520 （金）12：50～14：20/事前にメールで連絡してください（jinsoku@hiroshima-u.ac.jp）

辻 輝之 ﾂｼﾞ ﾃﾙﾕｷ 准教授 A718 ３T（木）11:30～12:45（メールによる事前予約をお願いします）　／　４Tメールによる事前のアポイントに応じて対応

辻     学 ﾂｼﾞ ﾏﾅﾌﾞ 教　授 A817 （木）10：30～12：00/事前にメールで連絡してください(tsujim@hiroshima-u.ac.jp)

土谷　 彰男 ﾂﾁﾔ ｱｷｵ 准教授 C425 （月）～（金）8：00～9：00，12：00～13：00

CLENTON, JONATHAN 

TAFERNER, ROBERT HORST ﾀﾌｧﾅｰ,ﾛﾊﾞｰﾄ ﾎｰｽﾄ

CHRISTIANA STAUDINGER ｸﾘｽﾃｨｱﾅ　ｽﾀｳﾃﾞｨﾝｶﾞｰ

GRAJDIAN,　MARIA　MIHAELA ｸﾞﾗｼﾞﾃﾞｨｱﾝ,ﾏﾘｱ ﾐﾊｴﾗ
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戸田　 昭彦 ﾄﾀﾞ ｱｷﾋｺ 教　授 B204 （水）12：50～14：20

戸田　 求 ﾄﾀﾞ ﾓﾄﾑ 講　師 A307 （木）14：30～16：00

中尾 麻伊香 ﾅｶｵ ﾏｲｶ 准教授 C522 第3ターム（木）16:20-17:50/第4ターム（火）13:30-15:00/事前に連絡してください

中川　 直樹 ﾅｶｶﾞﾜ ﾅｵｷ 助　教 C311 （月）10：00～12：00

長坂 格 ﾅｶﾞｻｶ ｲﾀﾙ 教　授 A611 （火）10：30～12：00/事前にメールで予約してください（nagasaka@hiroshima-u.ac.jp)

長田 浩彰 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛｱｷ 教　授 A618 （月），（水），（金）12：10～12：40

中坪　 孝之 ﾅｶﾂﾎﾞ ﾀｶﾕｷ 教　授 C402 （月）14：00～16：00/在室時はいつでも可(アポがあると 確実)

長登 康 ﾅｶﾞﾄ ﾔｽｼ 助　教 ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ
東分室 （月）9：00～10：30 (東図書館2階ﾕｰｻﾞｰ対応ｶｳﾝﾀﾍ) /事前にメールで連絡してください。

中村 江里 ﾅｶﾑﾗ ｴﾘ 准教授 A515 （火）10：30～12：00/事前にメールで連絡してください (enakamura@hiroshima-u.ac.jp)

中屋敷 千尋 ﾅｶﾔｼｷ ﾁﾋﾛ 助　教 A828 未定

児子　 修司 ﾆｺ ｼｭｳｼﾞ 助　教 C504 （月）13：00～14：30

西 真如 ﾆｼ ﾏｺﾄ 准教授 A613 （水）10:00～12:00/在室時はいつでも可

根平　 達夫 ﾈﾋﾗ　 ﾀﾂｵ 准教授 C225 （月）10：30～12：00/在室時はいつでも可

橋本 真太郎 ﾊｼﾓﾄ ｼﾝﾀﾛｳ 准教授 C814 （月）10：30～12：00/事前にメールで連絡して下さい。

長谷川　 巧 ﾊｾｶﾞﾜ　 ﾀｸﾐ 准教授 C107 （金）14：00～16：00/在室時はいつでも可

長谷川　 博 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 教　授 B105 （金）13：00～16：00

畠中　 憲之 ﾊﾀｹﾅｶ ﾉﾘﾕｷ 教　授 C218 （木）10：30～12：00/在室時はいつでも可

林　 光緒 ﾊﾔｼ ﾐﾂｵ 教　授 A226 （木）13：00～15：00

准教授 A326 （金）13：00～14：30/事前にメールで連絡してください (schlarb@hiroshima-u.ac.jp)

東谷　 誠二 ﾋｶﾞｼﾀﾆ ｾｲｼﾞ 教　授 C212 （火）10：30～12：00/在室時はいつでも可

匹田　 篤 ﾋｷﾀ ｱﾂｼ 准教授 A825 （水）12：30～14：30/その他はメールで予約

彦坂　 暁 ﾋｺｻｶ ｱｷﾗ 准教授 C323 （月）10：30～12：00/在室時はいつでも可

平手　 友彦 ﾋﾗﾃ ﾄﾓﾋｺ 教  授 A521 （水）12：10～12：40/メール予約があればこれ以外も対応可

平野　 哲男 ﾋﾗﾉ ﾃﾂｵ 助　教 C316 （月）13：00～14：30/在室時はいつでも可

平山　 恭之 ﾋﾗﾔﾏ ﾔｽﾕｷ 助　教 C517 （水）13：00～14：30/在室時はいつでも可

福田 恵 ﾌｸﾀﾞ ｻﾄｼ 准教授 A725 （木）16：30～18：00/その他はﾒｰﾙで予約

船瀬　 広三 ﾌﾅｾ　 ｺｳｿﾞｳ 教　授 A118 （金）16：30～18：00/在室時はいつでも可

古川　 康雄 ﾌﾙｶﾜ ﾔｽｵ 教　授 C308 （火）10：30～12：00/在室時はいつでも可

教　授 A726 （火）12：00～13：00，（水）9：30～10：00/その他はメールで予約

保坂 哲朗 ﾎｻｶ ﾃﾂﾛｳ 准教授 国416 （月）14:30～16:00/メールで予約を取ること。

町田 章 ﾏﾁﾀﾞ ｱｷﾗ 准教授 A413 （月）12：50～14：20/メールで予約を取ること。

松嶋 健 ﾏﾂｼﾏ ﾀｹｼ 准教授 A424 第3ターム（木）16：20～17：50/事前にメールで連絡して下さい

的場 いづみ ﾏﾄﾊﾞ ｲﾂﾞﾐ 准教授 A408 （水）10:30～12:00/事前にメールで連絡してください （matoba@hiroshima-u.ac.jp）

丸田 孝志 ﾏﾙﾀ ﾀｶｼ 教　授 A615 （金）10：30～12：00/事前にメールで連絡してください（tmaruta@hiroshima-u.ac.jp）

水羽 信男 ﾐｽﾞﾊ ﾉﾌﾞｵ 教　授 A609 （月）16：15～17：45/事前にメールで予約してください（nmizuha@hiroshima-u.ac.jp)

水町 徹 ﾐｽﾞﾏﾁ ﾃﾂ 教　授 C817 （水）13：00～14：30/事前にメールで連絡して下さい。

溝渕 正季 ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ﾏｻｷ 准教授 A612 （火）10：30～12：00/その他はﾒｰﾙで予約（masamizo@hiroshima-u.ac.jp）

宗尻  修治 ﾑﾈｼﾞﾘ ｼｭｳｼﾞ 准教授 C315 （水）10：30～12：00/在室時はいつでも可

村上 祐子 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｺ 助　教 ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ
本館3階 （金）10：30～12：00/事前にメールで連絡してください。

柳瀬 善治 ﾔﾅｾ ﾖｼﾊﾙ 准教授 A514 （月）13：00～14：30/事前にメールで連絡してください（yanasey@hiroshima-u.ac.jp）

山﨑　 岳 ﾔﾏｻﾞｷ　 ﾀｹｼ 教　授 B305 （月）10：30～12：00/在室時はいつでも可

山﨑　 修嗣 ﾔﾏｻﾞｷ ｼｭｳｼﾞ 准教授 A804 サバティカル研修

山田　 俊弘 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 教　授 C416 （月）14：30～16：00/在室時はいつでも可

山根 達郎 ﾔﾏﾈ ﾀﾂｵ 准教授 国810  (金)11：00～13：00/在室時はいつでも可

山根 典子 ﾔﾏﾈ ﾉﾘｺ 准教授 A327 （月）14：35～16：05/メールで予約を取ること。

FUNCK,CAROLIN･E H ﾌﾝｸ,ｶﾛﾘﾝ･ｴﾘｰｻﾞﾍﾞﾄ ﾊﾝﾅ

HANS-MICHAEL,　SCHLARB ﾊﾝｽ＝ﾐﾋｬｴﾙ，ｼｭﾗﾙﾌﾟ
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横山 正 ﾖｺﾔﾏ ﾀﾀﾞｼ 准教授 C505 （金）10：30～12：00/在室時はいつでも可

吉本 早苗 ﾖｼﾓﾄ ｻﾅｴ 助  教 A330 （火）10：30～12：00（事前連絡要）

李 郁蕙 ﾘ ﾕｰﾌｨ 准教授 A525 （水）10：30～12：00/事前にメールで連絡してください（yuhuilee@hiroshima-u.ac.jp）

ﾘｸﾞｽﾋﾞｰ,ｶｰﾃｨｽ ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ 准教授 A715 （月）14：00～15：30/メールで予約を取ること。

盧　　 濤 ﾛ ﾄｳ 教　授 A526 （水）12：00～12：50, 14：20～15：00/メールにて予約を取ること。

和崎　　 淳 ﾜｻｷ ｼﾞｭﾝ 教　授 C404 （金）11：30～13：00/在室時はいつでも可

和田　 正信 ﾜﾀﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ 教　授 A107 （月）8：45～10：15/在室時はいつでも可

渡邊 千穂 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾎ 助　教 B505 （木）13：00～14：30/事前にメールをしてください。

渡邉 英伸 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 准教授 ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ
本館3階 （水）16：30～18：00/事前にメールで連絡してください。

渡邊 誠 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｺﾄ 准教授 A513 （水）12：50～14：20/事前にメールで連絡してください（mwata52@hiroshima-u.ac.jp）

RIGSBY, CURTIS ANDREW
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