
学生生活指導助言担当教員（チューター制度）について

皆さんのよりよい学生生活実現のため、教員が学生生活全般にわたるアドバイザー（チューター）として

履修計画・学習方法、トラブル対応、健康や悩み等どんな相談にも応じます。

チューター名 山田　雄司 教養教育校舎４号館・研究室　５F 随時※ 〈日本地域研究〉 永谷　健 教養教育校舎４号館・研究室　３F 随時※
対応場所 川口　敦子 教養教育校舎２号館・研究室　５F 随時※ 永谷　健 教養教育校舎４号館・研究室　３F 随時※ 菅　利恵 教養教育校舎２号館・大学院生控室　４Ｆ 随時※
対応時間 湯浅　陽子 教養教育校舎４号館・研究室　４F 随時※ 〈アジア・オセアニア地域研究〉 綾野　誠紀 教養教育校舎１号館・哲論・社教演習室　３Ｆ 随時※
チューター名 服部　範子 人文学部校舎・第６演習室　２Ｆ 随時※ 濱田　武志 教養教育校舎４号館・研究室　４F 随時※ 大喜　裕太 総合研究棟Ⅱ・共用実験室（13-1）　３Ｆ 随時※
対応場所 村上　直樹 教養教育校舎４号館・研究室　３F 随時※ 〈ヨーロッパ・地中海地域研究〉 赤岩　隆 人文学部校舎・第５演習室　２Ｆ 随時※
対応時間 森脇　由美子 教養教育校舎２号館４階403研究室随時※ 大喜　祐太 総合研究棟Ⅱ・共用実験室（13-1）　３Ｆ 随時※ 服部　範子 人文学部校舎・第６演習室　２Ｆ 随時※
チューター名 〈アメリカ地域研究〉 吉田　悦子 教養教育校舎１号館・社会科事務室　３Ｆ 随時※
対応場所 中川　正 教養教育校舎２号館・研究室　３F 随時※ 田中　綾乃 人文学部校舎・第３演習室　２F 随時※
対応時間 松岡　幹就 人文学部校舎・第３講義室　２Ｆ 随時※
チューター名 安倍　里美 人文学部校舎・第３演習室　２Ｆ 随時※
対応場所 田畠　健太郎 総合研究棟Ⅱ　共用実験室(12)　３Ｆ 随時※
対応時間 小田　敦子 教養教育校舎１号館・社会科教育第１　３Ｆ 随時※

グットマン・ティエリー 教養教育校舎１号館・地理学ゼミ室　４Ｆ 随時※

薄井　尚樹 人文学部校舎・第４演習室　２F 随時※

森脇　由美子 教養教育校舎２号館４階403研究室 随時※

開　信介 教養教育校舎１号館・図書室兼ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室　４Ｆ 随時※

三根　慎二 教養教育校舎２号館・研究室　２F 随時※

藤田　伸也 教養教育校舎２号館・研究室　２F 随時※

遠山　敦 教養教育校舎２号館・研究室　２F 随時※

北川　眞也 教養教育校舎２号館・研究室　３F 随時※

森　正人 教養教育校舎２号館・研究室　３F 随時※

谷口　智雅 教養教育校舎２号館・研究室　３F 随時※

中川　正 教養教育校舎２号館・研究室　３F 随時※

江成　幸 教養教育校舎４号館・研究室　３F 随時※

村上　直樹 教養教育校舎４号館・研究室　３F 随時※

安食　和宏 教養教育校舎２号館・研究室　４F 随時※

立川　陽仁 教養教育校舎２号館・研究室　４F 随時※

深田　淳太郎 教養教育校舎２号館・研究室　４F 随時※

濱田　武志 教養教育校舎４号館・研究室　４F 随時※

花尻　奈緒子 教養教育校舎４号館・研究室　４F 随時※

川口　敦子 教養教育校舎２号館・研究室　５F 随時※

村口　進介 教養教育校舎２号館・研究室　５F 随時※

吉丸　雄哉 教養教育校舎２号館・研究室　５F 随時※

小澤　毅 教養教育校舎４号館・研究室　５F 随時※

山田　雄司 教養教育校舎４号館・研究室　５F 随時※

塚本　明 教養教育校舎４号館・研究室　５F 随時※

酒井　恵子 教養教育校舎４号館・研究室　５F 随時※

※必ず事前に電話・メールでアポイントを取ること
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学生生活指導助言担当教員（チューター制度）について

皆さんのよりよい学生生活実現のため、教員が学生生活全般にわたるアドバイザー（チューター）として

履修計画・学習方法、トラブル対応、健康や悩み等どんな相談にも応じます。

チューター名 山田　雄司 教養教育校舎４号館・研究室　５F 随時※ 〈日本地域研究〉 永谷　健 教養教育校舎４号館・研究室　３F 随時※
対応場所 川口　敦子 教養教育校舎２号館・研究室　５F 随時※ 永谷　健 教養教育校舎４号館・研究室　３F 随時※ 菅　利恵 人文学部校舎・研究室　２F 随時※
対応時間 湯浅　陽子 教養教育校舎４号館・研究室　４F 随時※ 〈アジア・オセアニア地域研究〉 綾野　誠紀 人文学部校舎・研究室　２F 随時※
チューター名 服部　範子 人文学部校舎・研究室　２F 随時※ 濱田　武志 教養教育校舎４号館・研究室　４F 随時※ 大喜　裕太 人文学部校舎・研究室　２F 随時※
対応場所 村上　直樹 教養教育校舎４号館・研究室　３F 随時※ 〈ヨーロッパ・地中海地域研究〉 赤岩　隆 人文学部校舎・研究室　２F 随時※
対応時間 森脇　由美子 人文学部校舎・研究室　３F 随時※ 大喜　祐太 人文学部校舎・研究室　２F 随時※ 服部　範子 人文学部校舎・研究室　２F 随時※
チューター名 〈アメリカ地域研究〉 吉田　悦子 人文学部校舎・研究室　３F 随時※
対応場所 中川　正 教養教育校舎２号館・研究室　３F 随時※ 田中　綾乃 人文学部校舎・研究室　３F 随時※
対応時間 松岡　幹就 人文学部校舎・研究室　３Ｆ 随時※
チューター名 安倍　里美 人文学部校舎・研究室　３Ｆ 随時※
対応場所 田畠　健太郎 人文学部校舎・研究室　３Ｆ 随時※
対応時間 小田　敦子 人文学部校舎・研究室　３F 随時※

グットマン・ティエリー人文学部校舎・研究室　３F 随時※

薄井　尚樹 人文学部校舎・研究室　３F 随時※

森脇　由美子 人文学部校舎・研究室　３F 随時※

開　信介 人文学部校舎・研究室　４F 随時※

三根　慎二 教養教育校舎２号館・研究室　２F 随時※

藤田　伸也 教養教育校舎２号館・研究室　２F 随時※

遠山　敦 教養教育校舎２号館・研究室　２F 随時※

北川　眞也 教養教育校舎２号館・研究室　３F 随時※

森　正人 教養教育校舎２号館・研究室　３F 随時※

谷口　智雅 教養教育校舎２号館・研究室　３F 随時※

中川　正 教養教育校舎２号館・研究室　３F 随時※

江成　幸 教養教育校舎４号館・研究室　３F 随時※

村上　直樹 教養教育校舎４号館・研究室　３F 随時※

安食　和宏 教養教育校舎２号館・研究室　４F 随時※

立川　陽仁 教養教育校舎２号館・研究室　４F 随時※

深田　淳太郎 教養教育校舎２号館・研究室　４F 随時※

濱田　武志 教養教育校舎４号館・研究室　４F 随時※

花尻　奈緒子 教養教育校舎４号館・研究室　４F 随時※

川口　敦子 教養教育校舎２号館・研究室　５F 随時※

村口　進介 教養教育校舎２号館・研究室　５F 随時※

吉丸　雄哉 教養教育校舎２号館・研究室　５F 随時※

小澤　毅 教養教育校舎４号館・研究室　５F 随時※

山田　雄司 教養教育校舎４号館・研究室　５F 随時※

塚本　明 教養教育校舎４号館・研究室　５F 随時※

酒井　恵子 教養教育校舎４号館・研究室　５F 随時※
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