
曜日 時間 曜日 時間 備考

市原 伸恒
獣医学部棟

5階512

通年：水
前期：金
後期：木

14:00～17:00
14:00～17:00
14:00～17:00

水 13:00～14:00
事前にメールで予約を取ると確実です。

ichihara××@azabu-u.ac.jp

大石 元治
獣医学部棟

5階512
火
水

9:00〜12:00
14:00〜17:00

水 13:00～14:00
事前に予約を取ると確実です。

ooishi××@azabu-u.ac.jp

坂上 元栄
獣医学部棟

5階513
金 10:00〜16:00 火 17:00〜19:00

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

小澤　秋沙
獣医学部棟

5階513
火
木

14:00～18:00
10:00～12:00

火 11:00〜14:00
事前にメールで予約を取ると確実です。

a-ozawa××@azabu-u.ac.jp

松井 久実
獣医学部棟

5階511
月・木・金 13:00～15:00 火 13:00～14:00

事前に予約を取ると確実です。
matsui××@azabu-u.ac.jp

折戸 謙介
獣医学部棟

6階613

月
火
水

16:00～18:00
11:00～13:00
11:00～13:00

木 13:00～14:00
事前に予約を取ると確実です。

oritok××@azabu-u.ac.jp

井上 真紀
獣医学部棟

6階613
前期　水・木・金
後期　月・火・水

16:00～18:00
17:00～19:00

前期　火
後期　火
もしくは
実習日

13:00～14:00

実習終了後

事前に予約を取ると確実です。
inouem××@azabu-u.ac.jp

山下 匡
獣医学部棟

6階605
水・金 15:00～18:00 月

9:00～10:00
13:00～14:00

事前に予約を取ると確実です。
yamashita××@azabu-u.ac.jp

永根 大幹
獣医学部棟

6階605
火・水・木・金 17:00〜18:30 月

9:00～10:00
13:00～14:00

事前に予約を取ると確実です。
nagane××@azabu-u.ac.jp

村上 賢
獣医学部棟

5階511

火
水
木

9:00～11:00
14:00～16:00
16:00～18:00

月〜金
8:30～9:00

13:00～14:00
18:00～20:30

事前に予約を取ると確実です。
murakami××@azabu-u.ac.jp

福山 朋季
獣医学部棟

6階607
月・水・金 13:00～15:00 月 15:00～17:00

事前に予約を取ると確実です。
T-fukuyama××@azabu-u.ac.jp

梶 典幸
獣医学部棟

6階607
火・水 14:00～17:00 月 14：00-18：00

左記の時間帯以外にも対応可能な場合もあります。
可能な限り事前に予約をしてください。

kaji××@azabu-u.ac.jp

上家 潤一
獣医学部棟

5階505
水・木・金 14:00～17:00 月 14:00～17:00

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

相原 尚之
獣医学部棟

5階505
水・木 14:00～17:00 金 14:00～17:00

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

池田 輝雄
獣医学部棟

6階606
月

火～金
14：00～16：00
14：00～15：00

月・火 10:00～14:00
事前に予約を取ると確実です。

ikedat××@azabu-u.ac.jp

岡本 まり子
獣医学部棟

6階606
月・火･金

水・木
14:00～16:00
14:00～15:00

月～金 16:00～17:00
不在の可能性もありますので、可能な限り事前に

メールで予約をとっていただくと助かります。
m-okamoto××@azabu-u.ac.jp

阪口 雅弘
獣医学部棟

4階405
水・木 10:00-13:00 月 13:00～14:00

事前に予約を取ると確実です。
sakagumXX@azabu-u.ac.jp

内山 淳平
獣医学部棟

4階405
月
金

13:00-15:00
13:00-17:00

金 9:00-12:00
事前に予約を取ると確実です。

可能な限り事前に予約をしてください。

田原口 智士
獣医学部棟

4階406

月・火
水

木・金

14:00～15:00
10:00～12:00
11:00～12:00

水 13:00～14:00
事前に予約を取ると確実です。

tsatoshi××@azabu-u.ac.jp

藤野 寛
獣医学部棟

4階406
月・火・水 17:00～19:00 月 14：00〜15:00

可能な限り事前に予約をしてください。
k-fujino××@azabu-u.ac.jp

黄 鴻堅
獣医学部棟

4階407
火 10:00～12:00,16:00～19:00 月 13:00～14:00

事前に予約を取ると確実です。
hkooi××@azabu-u.ac.jp

042-769-1633/090-6030-1633

平 健介
獣医学部棟

4階407

月
木
金

15：00-17：00
15：00-17：00
15：00-17：00

月 13:00～14:00
事前に予約を取ると確実です。

taira××@azabu-u.ac.jp

恩田 賢
獣医学部棟

3階311
月・火・金 14:00～16:00 金 13:00～14:00

可能な限り事前に予約をしてください。
onda××@azabu-u.ac.jp

新井 佐知子
獣医学部棟

3階311
月

火～金
9:00～11：00

13：00～14：00
月 13:00～14:00

事前に予約を取ると確実です。
　　arai××@azabu-u.ac.jp

石原 章和
獣医学部棟

3階311
水・木・金 16:00～18:00 月 17:00～18:00 可能な限り事前に予約をしてください

風間 啓
獣医学部棟

6階612
火・水・金 9：00～12：00 金 13：00～16：00

事前に予約を取ると確実です。
kazama××@azabu-u.ac.jp

久末 正晴
獣医学部棟

3階312

月
水
木

16:00～20：00
13：00～14：00
13：00～14:00

水、木 17:00～19:00
事前に予約を取ると確実です。

hisasue××@azabu-u.ac.jp

五十嵐 寛高
獣医学部棟

3階312

月
水
木

11:00～12:00
17:00～19:00
14:00～17:00

木 17:00～19:00
可能な限り事前に御連絡下さい
hi-igarashi××@azabu-u.ac.jp
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藤井 洋子
獣医学部棟

1階104
月・火 9:00～12:00 金 13:00ー13:30

事前に予約を取ると確実です。
fujiiy××@azabu-u.ac.jp

他の曜日でも対応可能な場合があります。

青木 卓磨
獣医学部棟

1階104
月・水・金 16:00～18:00 月、火 12:00～14:00

事前に予約を取ると確実です。
t-aoki××@azabu-u.ac.jp

高木 哲
獣医学部棟

１階104
月・金 9：00～12：00 火 9：00～10：00

事前に予約を取ると確実です。
s-takagi××@azabu-u.ac.jp

他の曜日でも対応可能な場合があります。

齋藤 弥代子
獣医学部棟

1階105
木  13:00〜19:00 月 17:00-17:50

やむなく不在のことがありますので、
可能な限り予約をして下さい。

藤田 幸弘
獣医学部棟

1階105
月・火 9:00〜12:00 月または火 11:30 - 12:30

事前に予約を取ると確実です。
fujita××@azabu-u.ac.jp

金井 詠一
獣医学部棟

1階105
月 8:00～12:00 月 12:00～13:00

事前に予約を取ると確実です。その他の日時でも対応
可能な場合があります。
kanai××@azabu-u.ac.jp

山田 一孝
獣医学部棟

3階314

月
水
金

10:00〜12:00
10:00〜12:00
10:00〜12:00

月 12:30-13:30
事前に予約を取ると確実です。
kyamada××@azabu-u.ac.jp

根尾 櫻子
獣医学部棟

3階314
水・木 11:00～14:00 月 13:00～14:00

事前に予約を取ると確実です。
neo××@azabu-u.ac.jp

茅沼 秀樹
獣医学部棟

1階106

前期：木
金

後期：木
金

13:00〜16:00
9:00〜12:00
9:00〜12:00
13:00〜16:00

月 13:00～15:00
念のため、事前にメールにて確認お願いします。

kayanuma××@azabu-u.ac.jp

圓尾 拓也
獣医学部棟

1階106
月～金 16:00～17:30 月 13:00〜14:00

事前に予約を取ると確実です。
maruo××@azabu-u.ac.jp

河合 一洋
獣医学部棟

3階305
火
木

14:00～17:00
14:00～17:00

月 13:00～14:00
事前に予約を取ると確実です。

kawai××@azabu-u.ac.jp

篠塚 康典
獣医学部棟

3階305
月

火～金
14:00～16:00
14:00～15:00

月 13:00～14:00
事前に予約を取ると確実です。
shinozuka××@azabu-u.ac.jp

塚本 健司
獣医学部棟

3階306
火・水
木・金

14:00～15:00
14:00～16:00

火 13:00～14:00
事前に予約を取ると確実です。
tsukamoto××@azabu-u.ac.jp

村上 裕信
獣医学部棟

3階306
火〜木 17:00〜19:00 月 13:00～14:00

事前に予約を取ると確実です。
h-murakami××@azabu-u.ac.jp

長井 誠
獣医学部棟

4階411
火･金 14:00～17:00 月 13:00～14:00

事前に予約を取ると確実です。
m-nagai××@azabu-u.ac.jp

須永 藤子
獣医学部棟

4階411
火･金 14:00～17:00 月 13:00～14:00

事前に予約を取ると確実です。
sunaga××@azabu-u.ac.jp

勝俣 昌也
獣医学部棟

6階611
水・金 14:00～17:00 水 13:00～14:00

事前に予約をとると確実です。
m-katsumataxx@azabu-u.ac.jp

鈴木 武人
獣医学部棟

6階611

火（後期のみ）
水（通年）

金（前期のみ）
14:00～17:00 月 13:00〜14:00

可能な限り事前にメールで予約を
してください。

金子 一幸
獣医学部棟

3階307
火・水・金 15:00～17:00 火 13:00～14:00

事前に予約を取ると確実です。
kaneko××@azabu-u.ac.jp

野口 倫子
獣医学部棟

3階307
火・水・金 14:00～16:00 火 13:00～14:00

可能な限り事前に予約をしてください。
m-noguchi××@azabu-u.ac.jp

髙木 敬彦
獣医学部棟

4階412
月・火

木
13:00～15:00
12:00～14:00

木 14:00～15:00
事前に予約を取ると確実です。

takagi××@azabu-u.ac.jp

杉田 和俊
獣医学部棟

4階412
月・火・木 10:00～12:00 月 17:00-20:00

不在の時もありますので、
事前に連絡を入れていただけると確実です。

sugita@azabu-u.ac.jp 内線2200

森田 幸雄
獣医学部棟

4階413
水
金

13:00～17:00
17:00～19:00

月・金 9：00～12：00
不在の時もありますので、

事前に連絡を入れていただけると確実です。
y-morita@azabu-u.ac.jp 内線2262

岡谷 友三
アレシヤンドレ

獣医学部棟
4階413

月・水・金 18:00～20:00 月・水 13:30～14:30
学内メールで事前に予約を

取ると確実です。

中村 紳一朗
獣医学部棟

5階506
火・金 16:00～19:00 火・金 10:00～12:00

可能な限り事前に予約をしてください。
sh-nakamura××@azabu-u.ac.jp

塚本 篤士
獣医学部棟

5階506
月 10:00～13:00,14:00～17:00 月 13:00-14:00 可能な限り事前に予約をしてください。

神作 宜男
獣医学部棟

2階204

月
木
金

9：00〜11：00
11：00〜13：00
9：00〜11：00

月 13:00～14:00
事前に連絡を取ると確実です。

kansaku××@azabu-u.ac.jp

戸張 靖子
獣医学部棟

2階204
前期　月・水
後期 水・木

9:00～13:00
14:00～18:00

金 13:00～14:00
出張など不在の可能性もありますので、可能な限り事前

にメールで予約をとっていただくようお願いします。
tobari××@azabu-u.ac.jp

柏崎  直巳
獣医学部棟

2階205
火～金

金
13:00～14:00

9:00～10:00,17:00～18:00
月 13:00～14:00

事前に予約を取ると確実です。
nkashi××@azabu-u.ac.jp

伊藤 潤哉
獣医学部棟

2階205
月
金

17:00～18:00
9:00～14:00

月 13:00～14:00
事前に予約を取ると確実です。

itoj××@azabu-u.ac.jp

滝沢 達也
獣医学部棟

2階206
火・水・木・金

13:00～14:00
17:00～18:00

月 13:00～14:00
事前に予約を取ると確実です。
takizawa××@azabu-u.ac.jp



田中 和明
獣医学部棟

2階206
月・水・木・金

火
13:00～14:00
16:00～18:00

前期　火
後期　月

13:00～14:00
17:00～18:00

可能な限り事前に予約をしてください。

植竹 勝治
獣医学部棟
2階212室

火・水
木

11:00～13:00
火・水

木
11:00～13:00

事前に予約を取ると確実です。
uetake××@azabu-u.ac.jp

加瀨 ちひろ
獣医学部棟
2階212室

月・火
金

11:00〜13:00
9:00〜11:00

月 13:00〜14:00
可能な限り事前に予約をしてください。

kase××@azabu-u.ac.jp

南 正人
獣医学部棟

2階211
月・金 14:00-17:00 木 13:00-14:00

事前に予約を取ると確実です。
minami××@azabu-u.ac.jp

塚田 英晴
獣医学部棟

2階211
木・金 14:00〜17:00 木 13:00～14:00

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

菊水 健史 7号館2階203 平日毎日
8:00-9:00

17:00--18:00
平日毎日 13:00～14:00

事前に予約を取ると確実です。
kikusui××@azabu-u.ac.jp

永澤 美保 7号館2階202 火・木 8:00-9:00 平日毎日
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。
nagasawa××@azabu-u.ac.jp

茂木 一孝 7号館3階305
月

火～金
17:00～19:00
17:00～18:00

月 13:00～14:00
可能な限り事前に予約をしてください。

mogik××@azabu-u.ac.jp

久世 明香 7号館3階304 水・金 9：00～12：00 水 17：00～18：00
可能な限り事前に予約をしてください。

arata××@azabu-u.ac.jp

和久井 信
獣医学部棟

5階507
月・水・金 14:00～17:00

前期火
後期木

13:00～14:00
事前に予約を取ると確実です。

wakui××@azabu-u.ac.jp

水野谷 航
獣医学部棟

2階210

前期：月
　　　　水

後期：月
　　　　火

12:00～15:00
13:00～16:00

12:00～15:00
9:00～12:00

月 10:00～12:00
学会等で不在の場合がありますので、できる限り事前に

予約を取ってください。
mizunoya××@azabu-u.ac.jp

竹田 志郎
獣医学部棟

2階210

前期：水
　　　　金
後期：月
　　　　木

14:00～18:00
16:00～18:00

9:00～13:00
11:00～13:00

月 13:00～14:00 可能な限り事前に予約をしてください。

大木 茂
獣医学部棟

2階213
水・金 15：00～18：00

火
木
金

13:00～14:00
事前に予約をとると確実です。

ooki××@azabu-u.ac.jp

斑目 広郎
獣医学部棟

3階314
水・木・金 14:00～16:00 月 10:00～11:00

事前に予約を取ると確実です。
madarame××@azabu-u.ac.jp

川原井 晋平
獣医学部棟

3階313
火・水 14:00～18:00 水 13:00～14:00

水曜日は休診のため、部屋にいます。
事前に予約を取るようにしてください。

授業等、不在の場合もあります。
kawarai××@azabu-u.ac.jp

伊藤 哲郎
動物病院
2階教員室

火・水 10:00～13:00 火・水 13:00-16:00
事前に予約を取ると確実です。

itote××@azabu-u.ac.jp

伊藤 哲郎
獣医学部棟

3階313
月〜水 10:00～13:00 火・金 13:00-16:00

事前に予約を取ると確実です。
itote××@azabu-u.ac.jp

髙橋 広樹
獣医学部棟

3階313
月・金
火・木

9：00−11：00
11:30-12:30

月 11:00～12:00
事前に予約を取ると確実です。
h-takahashi××@azabu-u.ac.jp

佐原 弘益
獣医学部棟

5階 514

月
木
金

16:00〜18:00
17:00〜19:00
11:00～13:00

火曜日
13:00～14:00
17:00～18:00

事前に予約を取ると確実です。
sahara××@azabu-u.ac.jp

石井 康夫
獣医学部棟

3階317
火/金 14:00～17:00　/ 9:00～12:00 月・木・金 13:00～14:00

事前に予約を取ると確実です。
ishiiy××@azabu-u.ac.jp

委文 光太郎
獣医学部棟

3階318
火・水・木 14:00～16:00 火 13:00～14:00

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

紙透 伸治
獣医学部棟

6階614
月
火

10:00～13:00
10:00～13:00

木 16:00～17:00
事前にメールで予約を取ると確実です。

kamisuki××@azabu-u.ac.jp

三澤 宣雄
獣医学部棟

4階414
火
木

14:00～17:00
10:00～13:00

月
木

13:00～17:00
14:00～17:00

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

廣田 祐士
獣医学部棟

3階315
前期: 月・水・木
後期: 月・火・金

前期: 14:00～16:00
後期: 11:00～14:00

前期： 火
後期： 木

13:00～15:00
13:00～15:00

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

落合 秀治
6号館１階

図書館側すぐ
火・水 14:00～17:00 月・火 13:00～14:00

事前に予約を取ると確実です。
ochiaih××@azabu-u.ac.jp


