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・インターネットやメール利用のアカウント（ユーザ ID）発行及びパスワード再発行 
・ネットワーク管理者向け講習会の実施 

①小金井情報センター 
アカウント発行、パスワード再発行、学内ネットワーク設定等各種事務手続きについて 
場  所 管理棟 4 階 
開室時間 月～金 9:00～17:00(11:30～12:30 は昼休み) 
     土   閉室 

 
②edu サポートセンター 
貸与ノート PC についての相談・修理等受付、PC 周辺機器貸出等 edu 関連について 

場  所 西館 地下 1 階 edu サポートセンター 
開室時間 授業期間中：月～金 9:00～19:00  

土     9:00～11:30、12:30～17:00（※授業期間のみ） 
          授業期間外：月～金 9:00～11:30、12:30～16:30 
※ソフトウェアのインストールについては「法政大学ソフトウェアステーション

（http://software.k.hosei.ac.jp/）」で確認してください。 
 
③全学ネットワークシステム・ユーザサポート窓口 
無線 LAN、メール（Gmail）、VPN 等ネットワーク関連について 

場  所 西館 地下 1 階 メディア準備室 
開室時間 授業期間中：月～金 11:00～19:00  土 11:00～17:00（※授業期間のみ） 
     授業期間外：月～金 11:00～19:00 

 
(7) 授業支援システムキャンパスサテライト 

授業支援システムに関する質問を受け付けています。 
場  所 西館 地下 1 階 メディア準備室 
開室時間 4月・9月：月～金（9:00～12:00、12:30～17:00） 
     5月～7月、10月～1月：月～金（10:40～12:20、12:50～17:00） 

 
(8) 教職課程センター 

教職課程センターは、教職に進むかどうかの相談、教員免許状の取得から教員採用試験に合格

するまでをサポートします。 教職に関する資料の閲覧や、相談指導、採用試験対策（論文、個人

面接、集団討論、単元指導計画等指導）、模擬授業、教育実習指導案作成指導等を行っております。 
場  所 西館 1 階 
開室時間 月～金 9:30～17:30(11:30～12:30 は昼休み、土曜閉室) 

※相談日は月・火・金 9:30～17:30(11:30～12:30 は昼休み)、教職相談員が在室 
※30 分以上かかりそうな相談の場合は、事前予約をお勧めします。 
 予約は、電話またはメールで受け付けています。 
 電話 042-387-6359 
 メール kkck@ml.hosei.ac.jp 
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■オフィスアワー一覧 

※変更が生じた場合は掲示等でお知らせしますので、各自で確認してください。 
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■校舎案内図 
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 ■オフィスアワー一覧 

※変更が生じた場合は掲示等でお知らせしますので、各自で確認してください。 
 
オフィスアワー  勉学上の疑問・質問、科目履修に関する事柄、就職や進学等、大学生活中の問題などに 

ついて、教員が時間的に余裕をもって学生諸君と面談し相談に答えるための時間帯のことです。 
 

 

 

オフィスアワー (生命機能学科) 

教員氏名 曜日・時間 場所 

伊藤 賢太郎 金曜日・１２：４０〜１３：３０ 北館 ３階 Ｎ３０１７ 

今村 大輔 月曜日・１２：３０〜１３：２０ 東館 ３階 Ｅ３００５Ａ 

雲財 悟 月曜日・１２：３０〜１３：２０ 東館 ４階 Ｅ４０１２Ａ 

金子 智行 月曜日・１２：３０〜１３：２０ 東館 ３階 Ｅ３００８Ａ 

川岸 郁朗 火曜日・１２：３０〜１３：２０ 東館 ３階 Ｅ３００１Ａ 

佐藤 勉 金曜日・１２：３０〜１３：２０ 東館 ３階 Ｅ３００２Ａ 

曽和 義幸 金曜日・１２：３０〜１３：２０ 東館 ４階 Ｅ４０１１Ａ 

常重アントニオ 火曜日・１２：３０〜１３：２０ 北館 ３階 Ｎ３０１８ 

西川 正俊 月曜日・１２：３０〜１３：２０ 東館 ３階 Ｅ３００４Ａ 

廣野 雅文 火曜日・１３：２０〜１５：００ 東館 ３階 Ｅ３００７Ａ 

水澤 直樹 火曜日・１２：３０〜１３：２０ 東館 ３階 Ｅ３００５Ａ 

山本 兼由 金曜日・１２：３０〜１３：２０ 東館 ３階 Ｅ３００３Ａ 

オフィスアワー (環境応用化学科） 

教員氏名 曜日 ・ 時間 場所 

明石 孝也 月曜日 ・ １２：３０ ～ １３：２０ 東館 Ｅ４０１４Ａ 明石研究室 

荒井 貞夫 木曜日 ・ １２：３０ ～ １３：２０ 東館 Ｅ１００５  荒井研究室 

石垣 隆正 月曜日 ・ １２：３０ ～ １３：２０ 東館 Ｅ４０１３Ａ 石垣研究室 

井戸田 直和 水曜日 ・ １２：３０ ～ １３：２０ 東館 Ｅ４００２  山下研究室 

緒方 啓典 月曜日 ・ １２：３０ ～ １３：２０ 東館 Ｅ４０１６Ａ 緒方研究室 

河内 敦 月曜日 ・ １２：３０ ～ １３：２０ 東館 Ｅ４０１０Ａ 河内研究室 

小鍋 哲 木曜日 ・ １２：３０ ～ １３：２０ 掲示板で確認してください。 

杉山 賢次 水曜日 ・ １２：３０ ～ １３：２０ 東館 Ｅ４００９Ａ 杉山研究室 

髙井 和之 月曜日 ・ １２：３０ ～ １３：２０ 東館 Ｅ４０１５A 髙井研究室 

樽谷 直紀 火曜日 ・ １２：３０ ～ １３：２０ 東館 Ｅ４０１３  石垣研究室 

森 隆昌 水曜日 ・ １２：３０ ～ １３：２０ 東館 Ｅ４００１Ａ 森研究室 

山下 明泰 月曜日 ・ １２：３０ ～ １３：２０ 東館 Ｅ４００２Ａ 山下研究室 

渡邊 雄二郎 月曜日 ・ １２：３０ ～ １３：２０ 東館 Ｅ４００４Ａ 渡邊研究室 

オフィスアワー（応用植物科学科） 

教員氏名 曜日・時間 場所 

石川 成寿 金曜日・１２：３０～１３：２０ 東館 ５階 Ｅ５００２Ａ 

大島 研郎 水曜日・１２：３０～１３：２０ 東館 ５階 Ｅ５０１３Ｂ 

越智 英輔 金曜日・１２：３０～１３：２０ 南館 ４階 ４０９ 

小畑 美貴 水曜日・１２：３０～１３：２０ 西館 ６階 Ｗ６０１４ 

鍵和田 聡 月曜日・１２：３０～１３：２０ 東館 ５階 Ｅ５０１４Ａ 

佐野 俊夫 月曜日・１２：３０～１３：２０ 東館 ５階 Ｅ５００３Ａ 

多々良 明夫 水曜日・１２：３０～１３：２０ 東館 ５階 Ｅ５０１２Ａ 

津田  新哉 水曜日・１２：３０～１３：２０ 東館 ５階 Ｅ５０１４Ｂ 

濱本  宏 水曜日・１２：３０～１３：２０ 東館 ５階 Ｅ５００３Ｂ 

廣岡 裕吏 月曜日・１２：３０～１３：２０ 東館 ５階 Ｅ５００２Ｂ 

渡部 靖夫 水曜日・１２：３０～１３：２０ 東館 ５階 Ｅ５００１Ａ 

オフィスアワー（兼任講師） 

授業後に各授業担当の先生に確認してください。（例）「授業後に質問等を受け付ける」 
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■校舎案内図 

 
 


