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Ｎｏ 担当者 オフィスアワー 場所 事前予約 予約手段 補習授業
資格取得支援 実施要領等

1 李　相睦

月 4限
水 2限
木 2・3・4限
金 1・2限

2号館
718研究室

必要なし
(直接訪問可) ○

・学生が大学生活を送る上での諸々悩み事や、休・退学希望者への真摯な対応
・韓国人留学生への日本語指導
・韓国への留学を希望する学生へのハングル指導
・学生の個人的な（深刻な）悩みに関する相談等々
・その他想像を絶する相談も真剣に対応している。

2 飯田　博 月曜　昼休み他 7号館
508研究室

必要なし
(直接訪問可) ○ 担当講義科目、エクセル資格ＭＯＳに関する補習・詳細解説。

開講日時等はオフィスアワー訪問時に希望者と相談して決定

3 今泉　充啓 月曜 3限 7号館
511研究室

必要なし
(直接訪問可) ○ ITパスポート、基本情報技術者などの情報処理技術者資格に関する質問に対応しま

す。

4 今枝　辰博 月曜 4限 7号館
502研究室 必要 電子メール 講義「コンピュータ基礎3」,「IT特講」において、必要であると認めた受講生の特訓にあてま

す。

5 浦田　葉子 火曜4限 2号館
703研究室 不要 ○ 担当授業内容に関する質問対応。英語学習方法アドバイス。目的別（学泉祭外国語

発表会、カナダ交換留学、台湾夏季研修、TOEIC）英語個別指導。

6 岡山　善政 火曜昼休み・3限
水曜昼休み・4限

2号館
612研究室 必要 訪問カード ○

◇補習科目：現代経営論、特別講義の内容理解のフォロー。読解の支援など。
　開講日：月４、15:30～16:30を一応予定。ただし、詳細は、オフィスアワーで相談の
うえ決定します。
◇資格名：経営学検定初級。開講日：火３（オフィスアワー時を調整して行います）
の予定。
　14:00～14:50。春期・秋期の検定試験合格にあわせ適宜指導します。専用の検定
テキストが必要です。自費購入の方向でご案内します。
◇特化した相談受付：大学院進学、論文、レポート、レジュメ等の文章力をつけたい
人。読む力、書く力。（時間帯等、オフィスアワーで応相談）

7 金森　和彦 火曜４限
水曜昼休み

2号館
715研究室

不要（確実を
期すなら必
要）

電子メール ○
・担当授業科目（企業、起業、地域経済、人的資源管理）や産業に関すること
・公務員経験もあるため、就職に関する全般的な助言が可能
・現代人の必須知識とも言えるライフ・マネー・プランニング
・その他、大学生活に関する相談など

8 杉本　直記 月曜３・４限
水曜４限

8号館
304研究室 必要 電子メール ○

①担当講義科目「簿記」「会計」に関する補修・解説
②簿記検定試験に関する指導・助言
③教員採用試験に関する指導・助言（２年生～）
※校長職経験を活かした教職希望者への相談
※愛知県職業サービスセンター（能力開発室）での職業指導実務経験を活かした就職
相談

9 鈴木　石松 火曜
13:10～14:40

2号館
608研究室

必要なし
(直接訪問可) 電子メール 担当関連科目、海外留学及び海外研修について相談できます。

10 鈴木　政二 適宜 2号館
709研究室 必要 相談等ある場合は、飯田先生（7号館508研究室）を通して対応します。

11 高橋　憲司 火曜 11:30～
14:30

8号館
407研究室
PCルーム
（状況によっ
て）

必要 訪問カード ○

プレゼミ2、専門ゼミ
単位が取得できるように、試験前の3週間から自主学習をベースとした補習授業を実施
予定
クラブ学生のスポーツメンタルトレーニング（ただし、病的な症状をかかえた問題は除く、
例、体重制限のあるスポーツで拒食症になった等）
・スポーツに関するコンディショニング相談
・スポーツメンタルトレーニング相談
・健康・スポーツに関する研究相談
・スポーツに関する卒業論文相談
・就職相談
・基礎学力養成
・定期試験直前試験対策

12 竹元　秀樹 水曜　4限 8号館
306研究室

必要なし
(直接訪問可)

講義内容の不明点など担当科目に関連する質問がある場合は、遠慮なく訪ねてきてくだ
さい。
また、担当科目に限らず、地域社会や社会調査に関することについて質問を受け付けま
す。

13 田中　人 水曜　３限 8号館
404研究室

必要なし
(直接訪問可) ○

担当科目や専門領域（社会学、経済学をはじめとする社会科学全般、社会思想、社
会哲学）に関連する質問・相談を受け付けて学修上のアドバイスを行う。必要に応じて
授業の補習やレポート課題の添削なども行う。その他、大学生活や進学・就職についても
随時相談を受け付ける。卒業研究の相談についても歓迎する。

14 築山　欣央
春期は木曜日3
限。秋期は木曜
日2限。

8号館
406研究室 必要 電子メール 担当の授業内容に関する不明な点の問い合わせを受け付けます。

15 筒井　正 木曜　1．2限 8号館
302研究室

必要なし
(直接訪問可) 電子メール ○

高等学校での37年間にわたる教師としての経験をもとに、様々な指導・助言をおこないま
す。
・担当授業科目（教職関連）に関すること
・教員採用試験に関する指導・助言
・進路や対人関係 その他 大学生活全般に関する相談など

16 坪田　祐基 水曜3限 8号館
307研究室

必要なし
(直接訪問可)

心理学に関する質問を受け付けます。また、個人的な悩みの相談もできる範囲で対応し
ます。
アフィスアワー以外の時間帯でも、在室していて対応可能であれば対応します。一方、オ
フィスアワーの時間帯に何らかの事情で席を外している場合があります。基本的に連絡は
必要ありませんが、事前にメールや直接来室して予約してもらえれば、確実に対応できま
す。

2019年度　春期　オフィスアワー（専任）



2

Ｎｏ 担当者 オフィスアワー 場所 事前予約 予約手段 補習授業
資格取得支援 実施要領等

17 成戸　浩嗣 水曜1・2限 8号館
301研究室

必要なし
(直接訪問可) ○ 中国語会話、中国語検定試験、留学相談

中国および中国語に関する事項全般の相談・指導

18 西川　裕子 金曜３・４限 8号館
416研究室

事前予約望ま
しいが
直接訪問も可

電子メール ○
英語やTOEICに関する補習・質問・相談、アメリカや留学に関する質問・
相談、担当授業の内容に関する質問、その他対応できる範囲で。
＊少し席を外していることもあるかも知れませんので、事前連絡すると確実です。

19 濱本　幸宏 月曜　昼休
火曜　昼休

2号館 7階
濱本研究室 必要 電子メール ○

担当講義科目に関する補習的詳細解説。
大学院進学を含めた進路相談。
主に以下の相談等に応じます。
 　担当科目に関する質問。
 　就職、大学院進学などの相談。
 　学生生活に関する相談。
 　その他、上記以外の学業や将来に関する相談。
＊特別な精神的問題や特別な経済的問題に関しては状況によって困難な場合がありま
す。

20 藤田　幸敏 火曜　2限 2号館
702研究室

必要なし
(直接訪問可) ○

 講義等に関する質問などがある方は、遠慮なく訪ねてきてください。学生生活に関する相
談も、学生委員長として対応いたします。
 オフィスアワーとして設定した時間帯は左記の通りですが、その他の時間帯でも、時間の
許す限り対応します。逆に、オフィスアワーであっても、何らかの事情で研究室に在室できな
いこともあります。『Campus Life学生便覧』もしくは『学習ガイド・シラバス』等に記載され
ているメールアドレスで、あらかじめ連絡をもらえれば、確実に対応することが出来ます。

21 堀田　裕子 木曜　昼休み
金曜　昼休み

8号館
415研究室

不要（確実を
期すなら必
要）

電子メール ○

　①講義内容についての質問、②学校生活についての相談、③進路（就職・進学）や
資格についての相談などなど、気軽に訪ねてください。
　①では、講義内で説明した考え方についての質問に答えたり、内容について簡単な議論
をする。講義科目に関しては、内容についての質問を受け付けます。ただし、配布プリント
の括弧内の書き写しについては受け付けません。また、ゼミ・実習・演習科目に関しては、
レポート（振り返りシート）の書き方や発表準備のアドバイス等を行います。
　②では、学内外での交友関係や他の授業などに関する相談にアドバイスします。
　③では、エントリーシートの書き方、複数の内定先からの選定、大学院進学などについて
相談を受け、それぞれアドバイスをします。大学院進学の相談については、当該専門領域
の教員から情報を得て指導をします。
　その他…社会調査士資格やボランティア実務士資格に関する質問や相談に応じます。
また、医療事務に興味関心のある学生に指導を行います（医科診療報酬請求事務の
資格有）。
※実習や会議等で不在のことがあるため、確実を期すならば、事前にメールにて予約を
取ってください。事前予約をしてくだされば、別の日時に訪問も可能です。

22 水野　清 火曜 4限 8号館
402研究室 必要 電子メール

1)「社会人基礎力の育成と発揮」に関する相談と支援.
2)卒業研究,現代マネジメント実習,マネジメント関連科目に関する相談と学修支援.
3)地元エネルギー総合企業(営業開発部門,新規事業部門,社内ベンチャー等での業績
多数)におけるマネジメント経験を活かし,マネジメント理論等を具体的事例によりわかりや

23 森　　裕 木曜３限 ７号館
503研究室 必要なし

(直接訪問可) ○
担当講義科目に関する質問や補習等、講義科目以外でも余裕あるときは意見交換等
します。
希望者と日時を調整することもあります。トヨタグループの豊田自動織機に長年勤務してい
ましたので、仕事の関係などで聞きたいことがあれば訪問してくださっても構いません。

24 村林　聖子 月曜・金曜の昼
休み

8号館
418研究室

必要なし
(直接訪問可)

この時間帯は研究室にいますので直接訪ねてきてください。（この時間帯に不在となる場
合は研究室のドアに代替の時間帯を掲示しますので確認してください）

25 矢部　隆

水曜
12:45～14：
45

8号館
318研究室 必要 電子メール ○

１）ビオトープ計画管理士2級の資格の取得を希望する人の指導。この件については、
日時を受講希望者と調整することもあります。
２）基礎演習1、プレゼミナール1の、出席やレポート提出を怠けている学生の指導。
３）大学生活、学生生活、勉強や研究についての悩み相談

連絡先メールアドレスは、掲示してあります。 
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