
曜日 時間 曜日 時間 備考

岩橋 和彦 生命・環境科学部棟

5階507 月・水  14:00～18:00 水 13:00～14:00 事前にメールで予約を取ると確実です。
iwahashi@azabu-u.ac.jp

小野澤 裕也 生命・環境科学部棟

5階507 月・火・水  14:00～18:00 火・水 13:00～14:00 事前にメールで予約を取ると確実です。
y-onozawa@azabu-u.ac.jp

村山　洋
生命・環境科学部棟

5階506号室
月

火〜金

15:00～17:00
16:00〜17:00

月 13:00～14:00
できる限りメールで事前予約を取ってください。指

定時間以外でもできる限り対応します。
murayam@azabu-u.ac.jp

曽川　一幸
生命・環境科学部棟

5階506
前期：水・金

後期：火・木
9：00～12：00 火・木 13:00～14:00 事前にメールで予約を取ると確実です。

sogawa××@azabu-u.ac.jp

宮武 昌一郎 生命・環境科学部棟

6階607 水～金 17:00～19:00 木 16:00-17:00
この時間以外でもメールなどで予約を取れ

ばOKです。
miyatake××@azabu-u.ac.jp

栗林　尚志
生命・環境科学部棟

6階607
月

火～金

9：00～12：00
17：00～18：00

金 13:00～14:00 事前にメールで予約を取ると確実です。
kuribaya@azabu-u.ac.jp

本田　晃子
6号館3階

血液学研究室

木

月～金

9:00～11:00
17:00～18:00

月 13:00～14:00 事前にメールで予約を取ると確実です。

hondat@azabu-u.ac.jp

松下　暢子
生命・環境科学部棟

5階509 月、水、木 14:00〜16:00 木 13:00〜14:00 事前にメールで予約を取ると確実です。

matsushita@azabu-u.ac.jp

松井　清彦
生命・環境科学部棟

5階509
月

火～水

11:00～１３:00
9:00～11:00

月-金 13:00～14:00 事前に予約を取ると確実です。

Ki-matsui@azabu-u.ac.jp

荻原　喜久美
生命・環境科学部棟

6階608
月～金

 木
17:00～18:00
　9:00～11:00 水･木 13:00～14:00 事前に予約を取ると確実です。

ogiwarak××@azabu-u.ac.jp

小山　雄一
生命・環境科学部棟

6階608
月～金

 木
17:00～18:00
　9:00～11:00 水･木 13:00～14:00 事前に予約を取ると確実です。　

y-koyama@azabu-u.ac.jp

古畑　勝則
生命・環境科学部棟

3階303室
金

月・火・水・木

9:00～11:00
16:00～17:00

月 13:00～14:00

石﨑　直人 生命・環境科学部棟3階303 月～金 8:00-9:00
12:00-13:00 月－金 13:00～14:00

髙田　香世子
　　　6号館2階　　　　総

合検査学研究室

月

火～木

9:00～12:00
16:00～17:00 月 13:00～14:00 事前に予約を取ると確実です。

takadak@azabu-u.ac.jp

三宅　司郎  　生命・環境科学部棟　　　　 月, 火〜金 14:00～17:00, 13:00～14:00 月 13:00〜14:00 事前にメールで予約を取ると確実です。

s-miyake××@azabu-u.ac.jp

大仲　賢二
生命・環境科学部棟

3階314
前期：火・水・木

後期：火・水・木

9:00～11:00
11:00～13:00 火・水・木 13:00～14:00 可能な限り事前に予約をしてください。

oonakaxx@azabu-u.ac.jp

小林　直樹
生命・環境科学部棟

4階409
前期：月・火・木

後期：月・火・木
9:00～11:00 火・木・金 13:00～14:00 事前にメールで予約を取ると確実です。

n-kobayashi××@azabu-u.ac.jp

守口　徹
６号館３階

食品栄養学 教授室
    前期：火・木・金
    後期：木・金

   前期： 9:00-11:00
   後期： 木 9:00-12:00，
          木･金 14:00-17:00

前期：火・木・金

後期：火・水・木
10:00～14:00，16:00～18:00 可能な限り事前に予約してください。

moriguchi××@azabu-u.ac.jp

山本　純平
6号館3階

食品栄養学 実験室
    前期：水・木
    後期：木・金

   前期： 9:00-12:00
   後期： 金 9:00-12:00，
          木･金 14:00-17:00

月 10:00～12:00 事前に予約を取ると確実です。

j-yamamoto××@azabu-u.ac.jp

武田　守
生命・環境科学部棟

3階309号室 火・水・木 14：00－16：00 水 13:00～14:00 事前に予約を取ると確実です。

m-takeda××@azabu-u.ac.jp

島津　德人
生命・環境科学部棟

3階309 火・水・木 16:00～18:00 月、金 17:00～18:00 可能な限り事前に予約をしてください。
shimazu××@azabu-u.ac.jp

良永　裕子
生命･環境科学部棟

5階508
前期：　月/火
後期：　火

14：00～18：00/9:00～11：00
9:00～11：00, 14：00～18：00

月 13:00～14:00 事前にメールで予約を取ると確実です。
yoshinaga××@azabu-u.ac.jp

齊藤 千佳 生命･環境科学部棟

5階508
前期：　月/ 火
後期：　火

14：00～18：00 / 9:00～11：00
9:00～11：00, 14：00～18：00

月 13:00～14:00 事前にメールで予約を取ると確実です。
c-kitaoka××@azabu-u.ac.jp

石原 淳子
6号館2階

食のデータサイエンス

教授室

月・火・水 16:00 - 18:00 月 13時～14時 事前にメールで予約を取ると確実です。
j-ishihara××@azabu-u.ac.jp

小手森　綾香

6号館2階
食のデータサイエンス

教員室

月・火・水 16:00 - 18:00 月 13時～14時 事前にメールで予約を取ると確実です。
kotemori××@azabu-u.ac.jp

澤野 祥子 6号館3階
食品健康科学　教員室

木・金 14:00-17:00 木・金 13：00-14：00 事前にメールで予約を取ると確実です。
sawano××@azabu-u.ac.jp

伊藤　彰英
生命・環境科学部棟

6階606
前期　火・金

後期　火・木
14：00～17：00 火・木 17:00～18:00 事前に予約を取ると確実です。

a-ito××@azabu-u.ac.jp

中野　和彦
生命・環境科学部棟

6階606
前期: 水～金
後期: 月、金

10：00～13:00
10：00～13:00

火・木 17:00～18:00 事前にメールで予約を取ると確実です。
K-nakano@azabu-u.ac.jp

稲葉 一穂 生命・環境科学部棟

4階412
前期：　月～水

後期：　火～木

11:00～13:00
14:00～16:00

月～木 13:00～14:00 事前にメールで予約を取ると確実です。

inaba××@azabu-u.ac.jp
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大河内　由美子
生命・環境科学部棟

4階412
前期：月〜木

 後期：月・火・木／金
10:30〜12:00 

11:00～12:30／14:00～15:30
金 13:00～14:00 可能な限り事前に予約をして下さい。

okochi××@azabu-u.ac.jp

遠藤　治 6号館2階環境衛生学教員室 前期　水・金

後期　木・金
10:00～13:00 月 13:00～14:00 事前にメールで予約を取ると確実です。

endou@azabu-u.ac.jp

関本　征史
6号館2階

環境衛生学研究室

（前期）火・水

（後期）木・金
14:00-18:00 水 13:00〜14:00 可能な限り事前に予約をしてください。

sekimoto××@azabu-u.ac.jp

川上　泰
生命・環境科学部棟

6階609
前期　火・水

後期　月・金
10：00〜13：00 月〜金 13:00～14:00 事前にメールで予約を取ると確実です。

yasushi@azabu-u.ac.jp

片平 浩孝 生命・環境科学部棟

6階609
前期　水・金

後期　月・金
10：00〜13：00 月〜金 13:00～14:00 事前にメールで予約を取ると確実です。

katahira××@azabu-u.ac.jp

秋山　孝洋
生命・環境科学部棟

4階406
前期　火〜木

後期　火〜木

10:00〜12:00
14:00〜16:00

月〜金
13:00〜14:00
17:00〜18:00

事前にメールで予約を取ると確実です。
 akiyama××@azabu-u.ac.jp

大倉　健宏
9号館4階

地域社会学研究室

　　前期　月・火・金　

　後期　水・木・金

9:00～11:00
9:00～11:00 月・火・金 13:00～14:00 事前にメールで予約を取ると確実です。

村山　史世
9号館4階

地域環境政策研究室

前期　水・木

後期　火・木

14:00～17:00
14:00～17:00

月・水・木 13:00～14:00 事前にメールで予約を取ると確実です。

 murayama××@azabu-u.ac.jp

髙田 久美子 9号館3階
9302 月・木・金 14：00〜16：00 月〜金 13:00～14:00 事前にメールで予約を取ると確実です。

k-takata××@azabu-u.ac.jp

新田　梢
9号館3階

9302  月・火・木 14：00～16：00 月〜金 13:00～14:00 事前にメールで予約を取ると確実です。   
nitta××@azabu-u.ac.jp

坂西　梓里
9号館3階

9302
前期　火・木・金
後期　月・水・金

10：30～12：30 月〜金 13:00～14:00 事前にメールで予約を取ると確実です。

umehara@azabu-u.ac.jp

J.Lynch 国際コミュニケーション

研究室　（９号館４階）

月

金

14:00 ~ 18:00
13:00 ~ 15:00

火

木
15:00～17:00 事前に予約を取ると確実です。

lynch××@azabu-u.ac.jp

城山　光子
国際コミュニケーション

研究室　（９号館４階）
月・水 13:00〜16:00   月水木

16:00〜18:00
16:00〜18:00
13:00〜15:00

事前にメールで予約を取ると確実です。

shiroyama××@azabu-u.ac.jp

小玉　敏也
9号館４階

教職課程研究室１

月

金

14：00～18：00
14：00～16：00

火・水 13:00〜17:00       事前に予約を取ると確実です。
 t-kodama××@azabu-u.ac.jp

福井　智紀
9号館4階

教職課程研究室２

月

火・木

16：00～18：00
14：00～16：00

火・木 16：00～17：00 事前にメールで予約を取ると確実です。
fukui××@azabu-u.ac.jp

江口　祐輔

フィールドワーク研究室

フィールドワークセンター（島

根県美郷町常駐）

（大学勤務時は9号館3階）

火・水・木 10:00〜12:00 火・水 13:00〜14:00
事前に予約をして下さい。

eguchiyxx@azabu-u.ac.jp
FWC勤務時はリモートによる対応です。

西脇　洋一
数理・データサイエンス研究室

（9号館4階） 火・水 13:00～16:00 金 13:00～14:00 事前に予約をして下さい。
nishiwakixx@azabu-u.ac.jp


