
０４－７１７３－△△△△
1.園外への電話は０発信です。

2.＊印の電話は園外へ発信不可

2020年4月1日時点【暫定版】 3.☆印の電話は園外から着信不可

4.電話の園内取次は／／ボタンを　

  押してからプッシュしてください。

 受　付 3541

 医師室 (鈴木) 3543  (研)受　付　　　 3301

 正門警備センター 3528      FAX．04-7173-3542  (学)受　付 3303

 東門警備センター ＊ 3527

 大学警備センター ＊ 3530  室　長  (中澤) 3304

 あすなろ警備センター ＊ 3964  (望月) 3305

 教育プラザ警備センター ＊ 3162  (富澤) 3302

 (小川) 3303

    FAX．04-7173-3311

 貴賓館　　  玄　関 ☆＊ 3754

調理室 3117

 総合本館 第１会議室 ☆＊ 3127  教員室(大学） 3371

第２会議室 ☆＊ 3177  ミーティングルームＡ 3374

 　　　　 小ホール ☆＊ 3207  ミーティングルームＢ ☆＊ 3375  (研)受　付　　　(早川） 3112

B棟2階研修室 ☆＊ 3291  (学)受　付 (岡田） 3161

 さくら　　  ＊ 3592

 (研)副理事長 (北川） 3520

 廣池千九郎記念講堂  空手道場(１F) ＊ 3370  (研)常務理事　(小松) 3132

講堂調整室 3006  少林寺道場(２F) ＊ 3369 (中村) 3115

大会議室調整室 3008  剣道場(３F) ＊ 3368 (高田) 3115

小会議室 ☆＊ 3002 (井上) 3284

パントリー ☆＊ 3007  (研)顧　問 (伊東) 3190

 中高食堂 事務所  (研)国際担当顧問

 校舎かえで 第１会議室 ☆＊ 3400 (LEOC) ☆＊ 3593 (楠田） 3132

3408 厨房 ＊ 3533

応接室 ☆＊ 3407  (学)常務理事　(中川) 3532

教員控室 3583  学生会館 ひいらぎ ☆＊ 3203 (竹政) 3759

５階機械室 ☆＊ 3590  Reitaku Café (外線:7192-6833) (廣池) 3026

(山﨑)　　  　[総務] 3234

 校舎あすなろ 会議室１ 3961 (山﨑)　　 　 [財務] 3140

会議室３ 3963

教員控室 3584  (学)顧　問　 (阿部) 3235

教職員休憩室 3959  フロント 3558

    FAX．04-7173-3550     FAX．04-7173-3240

 小劇場 ＊ 3655

 和　室 ☆＊ 3656

 麗陵祭実行委員会 3987

 趣味の教室　 3909

 部室棟 １階 西側廊下 ☆＊ 3351  レストラン まんりょう　 3595

〃 東側廊下 ☆＊ 3352

〃 廊下（中央） ☆＊ 3353

 部室棟 2階 西側廊下 ☆＊ 3355

〃 東側廊下 ☆＊ 3356  フロント　　(中津･藤井･重松･大隅) 3931

 ブックセンター (外線:7176-5512)     FAX．04-7173-3933

　　－１－

　2020年度 電 話 番 号 簿  　【研究所】  

 警備緊急連絡 *  3900

キャリアセンター応接室

3111  FAX．04-7173-3113 
受 付 セ ン タ ー

警 備 セ ン タ ー 健 康 支 援 セ ン タ ー 秘 書 室

役 員 ･ 顧 問

集 会 施 設 等

第一体育館

武 道 館

キャンパスプラザ会員会館

研 修 寮

客室･会議室･談話室は
ﾌﾛﾝﾄより取り次ぎます
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 室　長 (吉田) 3181  本部長 (井上[和]) 3284

 事務長 (山本[麻]) 3182  室　長 (宗) 3257  副本部長 (永冶[達]) 3245

(江島) （大学） 3463

(木下) 3256

 課長 （富田［裕］） 3182

塾長 （山岡） 3277

    FAX．04-7173-3185 （藤井・森田） 3225

 室　長 (橋本)3254 （大学） 3539

(所) 3231 　FAX.　04-7173-3226

(後藤真) 3231

 室　長 （宮下）3255 （大学） 3489  センター長　 (野々村) 3777

(井出) 3021 (奥山) 3206

センター長 （犬飼） 3251 （大学） 3035 (立木) 3646

副センター長 （宗） 3257 (中山) （大学） 3065

副センター長 （宮下）3255 （大学） 3489 (橋本)3254 （大学） 3539  事務長 (須原[保]) 3218

(矢野) 3022 (島田) 3211

(中津) 3211

 分　室 (玉井[順]) 3109

 受　付 (吉川) 3252

 事務長 (楠) 3252  受　付 (神谷･高橋) 3260

 図書室　 (木暮・金谷) 3238  副ｾﾝﾀｰ長･課長(土谷) 3229

    FAX．04-7173-3263  室　長 （西岡） 3175  課長補佐 (関［拓］) 3228

（高橋） 3215  アドバイザー (藤井[孝]） 3206

会議室 3264 (川久保)3277 （大学） 3042 (富田) 3229

(ﾓｰｶﾞﾝ　J.M.) （大学） 3032     FAX．04-7173-3259

本館3階共用デスク 3646  研修館２Ｆ ☆＊ 3224

室長 （犬飼） 3251 （大学） 3035  　　〃  ３Ｆ ☆＊ 3223

（立木） 3646

 副ｾﾝﾀｰ長･課長(久野) 3298

(望月[文]) 3167

 室　長 (大野) 3266 (藤井[敬]･浦) 3167

(梅田） （大学） 3075     FAX．04-7173-3188

(冬月) 3062

(ｱﾌﾞﾄﾞｩﾗｼｨﾃｨ) 3253

(横田) （大学） 3449  副センター長 (玉井[順]) 3218

(宗像) 3266  課　長　 (須原[保]) 3218

    FAX．04-7173-3259

 受　付 3023

 館  長　 (井出) 3021

 室　長 (川久保) 3175 （大学） 3042  事務長 (矢野[篤]) 3022

(竹内) 3280 副センター長 （土谷） 3216

　　　　 (ラフ　P.A.) 3257  課　長　 (森田) 3312

(田島） 3175 (飯田) 3216

(山岡) 3277 (石川) 3022     FAX．04-7173-3259

(竹中) 3649 (名輪・山﨑・関) 3023

     FAX．04-7173-3988

 フロント　　(中津･藤井［敬］・重松･大隅)3931

    FAX．04-7173-3933

　　－２－ ☆ 外線から不通。＊ 外線へは不通。

生涯学習本部イノベーション推進室

研 究 部

生涯学習センター

廣池千九郎記念館

事 務 室

令和専攻塾
事業企画課

事 務 室

講座運営課

研修企画課

研修寮

家庭教育課

青年育成課

研究センター研究センター研究センター研究センター道徳科学研究センター（道科研）

事 務 室

人間学研究室

生命環境研究室

社会科学研究室

教育研究室

伝統文化研究室

廣池千九郎研究室

歴史研究室
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 センター長　 (川原) 3193  室　長　 (平井) 3213  部　長 (野村) 3310

 副部長 (星野） 3341

 副部長 3322

 主　幹 　　　 (横山) 3170

 課　長　 (俣野) 3193  受　付 (楠[貞]) 3212

 課長補佐 (田邊) 3189  (亀田) 3214

 受　付 (大塚・川島) 3219 (三瓶・後藤) 3237

(水野・仙田) 3189 (中澤[裕]) 3191

 運動教室 3191  課　長 (忍足） 3547

    FAX．04-7176-1177(内線:3114)  事務室作業室 ☆＊ 3243  課長補佐 (高木) 3329

3326

    FAX．04-7176-1177(内線:3114) (定方) 3329

(須原) 3327

(村上) 3340

(仮家) 3567

 センター長 (永冶[達]) 3245  課　長　 (木原[敏]) 3143 (古賀) 3332

 副センター長 (藤井) 3803  受　付 (土屋・玉井[敦]) 3210 (野木) 3340

(前川) 3567

    FAX．04-7173-3871 (小林) 3327

 課　長 (島田) 3293 (田島) 3340

課長補佐 (桑島) 3248

(田中) 3184

(寺本) 3217  課　長 (平井) 3213

 課　長 3325

 受　付 3246  課長補佐 3333

 室　長 (細野[眞]) 3149  受　付 3111 3342

 相談員  3246 (高橋[祥]) 3294

 (宇久田・落合・     FAX．04-7173-3113 (竹中) 3333

 斎藤[一]・齋藤[昭]・ (岡田) 3344

 佐藤・田原・土屋・原) (高橋[由]) 3344

    FAX．04-7173-3096

    ４Ｆ　FAX.04-7173-3337

 部　長 (堀内) 3220  受　付 3155

 発送室 3549

課　長 (邱) 3295  課　長 (秋葉) 3158

 (益田) 3151

    FAX．04-7176-1177(内線:3114) (外池) 3156

(岡崎) 3153

(川﨑) 3153

(齊藤) 3151

(下田) 3157

(関) 3153

(高野) 3153

(中村) 3155

    ２Ｆ　FAX．04-7173-3324

　　－３－ ☆ 外線から不通。＊ 外線へは不通。

(安江) 　　ＮＭ編集長

広報出版部

(佐々木) れいろう編集長

(富田) プレミア編集長

(加島) 　　所報編集長

(佐野) 　　ビズ編集長

学校教育センター

学校教育課

企業センター

企 業 課

経営相談室

国 際 部

国際課

地域活動支援室

事 務 室

来客受付課

維持員課

助成課

広 報 課

編 集 課

読者サービス課

(佐々木)
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 部　長　　　　　 (浜島) 3131  部　長 (清家) 3176

 副部長　　　　　(甲良) 3187

 部長付　　　　　(中島) 3339  受　付 (山本) 3172

(横内) 3501  専務理事

 部　長 (中地) 3176 (兼)事務局長

 副部長 (中津[章]) 3174 (荒木) 3179

 課長付 (柿本) 3187     FAX． 04-7173-3134

 課長補佐 (山本[基]) 3501

(埋金) 3124  課　長 (中地) 3176

(炭崎) 3187  課長補佐 (塩崎) 3173  事務局長 (木下) 3165

(三輪） 3339  フロント  (平地屋・高田） 3173  受　付 (松本) 3165

 受　付 (鈴木[希]） 3124  事務室 （塩崎・酒井・堀部） 3173     FAX． 04-7173-8953

     FAX．04-7173-8953(内線:3116)  あおいルーム （中津[和]・宇賀神） 3173

 麗澤校友会本部

 課　長 (福島) 3328 (米田･福田) 3205

 福祉センター (木村) 3350     FAX．04-7173-3146

   FAX．04-7173-8953(内線:3116)

 れいこう麗澤会

(佐坂・三浦[礼]) 3708

 課　長 (伊藤) 3176

 課　長 (渡邊) 3209  課長補佐 (金田) 3173  みずこう麗澤会

 受　付 (村上・松村・矢野[裕]）  主任 (樋口) 3173     麗澤瑞浪中・高校 (位田)

3209 　〃 (鈴木) 3173 0572-66-3111(代表)

    FAX．04-7173-3222  本館デイサービスセンター 3173

（金田・鈴木・福島・奥田・銀谷・篠田・菊川）

2号館 デイサービスセンター 3173  事務所　　　 3290

 受　付 3012  　　　  （中津・斎藤）

 室  長　 (小林[秀]) 3013  ヘルパーステーション 3173

 次  長　 (小林[禎]) 3013 （伊藤・樋口・阿部・岩田・小川・梶原）

 事務室 (大港) 3011  サ高住　（萱森） 3173

 調理室 3015  ケアプランセンター 3173

    FAX．04-7173-3010           （加藤・原田）     TEL．04-7171-2300

    FAX．04-7171-2233

3249 　　TEL. 04-7171-5684  れいたくサービス ＊ 3821

　　FAX. 04-7171-5686  れいたくツアーズ ＊ 3866

 キャンパスストアー ユーカリ 3545

     FAX．04-7173-3546

 部　長 (永冶) 3160  ゴルフクラブ 3596

 　　〃 3597

     FAX．04-7173-3148

 課　長 (生方) 3147  コース管理室 3529

 部　長 （堀川） 3558  Reitaku Café

 課　長 (奥矢) 3135  レストラン・宿泊担当     TEL．04-7192-6833

(山内) 3135 （武澤・小倉） 3558

 受　付  調理担当 （井野・石山・依光） 3594

(鈴木[千]・奥山[千]・米田[幸]) 3142     FAX．04-7173-3550  ※１ページに記載

 フロント 3558

    FAX．04-7173-8953(内線:3116)  調理室　 3594

 フロント 3558 　　〃　　 調理準備室 ☆＊ 3589

 調理室　 3594     FAX．04-7173-3550

 レストランまんりょう 3595

 趣味の教室 3909

　　－４－ ☆ 外線から不通。＊ 外線へは不通。

財務部

(能勢) 3236

総務部 関 連 組 織

(田中･矢野・重松)

 キャンパスプラザ会員会館

収益事業部

(一社) 日本道経会

(一財) 麗澤海外開発協会

(一社) 麗澤校友会

廣池学園モラロジー事務所

(株)れいたくサービス

福祉事業部

人 事 課

経 理 課

会員会館事業部

キャンパスプラザ会員会館

事務課

介護支援課

システム課

印 刷 室

麗 澤 館

財 務 課

通所事業課

住宅サービス課

総 務 課
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 北海道ブロック 9201

 東北ブロック 9202

 麗澤瑞浪中学・高等学校 受付 9215  谷川・大穴記念館 9208  関東ブロック 3977

 事務課 事務室  受付 9215  東日本生涯学習センター 9202  上信越ブロック 9225

 事務課 経理  　 受付 9219  中日本生涯学習センター 9204  東京ブロック 9226

 施設課 受付 9218  南関東ブロック 9223

 食堂課 受付 9220  畑毛記念館 9210  東海ブロック 9224

 中津記念館 9211  京滋･北陸ブロック 9213

 近畿ブロック 9214

 中国ブロック 9222

 四国ブロック 9206

 九州ブロック 9207

 北海道ブロック 011-221-0160  近畿ブロック 06-6671-0990

 谷川・大穴記念館 0278-72-2438  東北ブロック 024-575-3245  中国ブロック 082-503-3988

 東日本生涯学習センター 024-575-3245  関東ブロック 04-7173-3977  四国ブロック 0875-57-5105

 中日本生涯学習センター 0572-66-3080  上信越ブロック 0278-72-2444  九州ブロック 0979-64-8070

 東京ブロック 03-6458-5500

 畑毛記念館 055-978-3078  南関東ブロック 055-979-6754

 中津記念館 0979-22-4309  東海ブロック 0572-66-3008

 京滋･北陸ブロック 075-222-1077

 麗澤館 #04-7173-3010  畑毛記念館 055-979-6755  麗澤大学出版会 #04-7173-3154

 受付センター #04-7173-3113  中津記念館 0979-22-4907  教務グループ #04-7173-3773

 秘書室 #04-7173-3311  　大学院担当 #04-7173-3767

 常務室 #04-7173-3240  学生支援グループ #04-7173-3773

 北海道ブロック 011-221-2811  キャリア支援グループ #04-7173-3363

 東北ブロック 024-575-3279  入試広報グループ

 法人事業刷新室 #04-7173-3185  関東ブロック 04-7173-3979  　　　　　　　入試広報 #04-7173-3585

 研究センター #04-7173-3263  上信越ブロック 0278-72-3531  　　　　　　　入試担当 #04-7173-3773

 廣池千九郎記念館 #04-7173-3988  東京ブロック 03-5990-5225  図書館事務グループ #04-7173-3689

 柏生涯学習センター #04-7173-3259  南関東ブロック 055-979-6755  オープンカレッジグループ

 研修企画課 #04-7173-3188  東海ブロック 0572-66-3009 #04-7173-3767

 研修寮 #04-7173-3933  京滋･北陸ブロック 075-211-1929  大学各研究センター 04-7173-1100

 企業センター #04-7173-3096  近畿ブロック 06-6671-0993 (内線:3118)

 地域活動支援室 #04-7176-1177  中国ブロック 082-503-3976  日本語教育センター #04-7173-3524

  学校教育センター (内線：3114)  四国ブロック 0875-57-5115  グローバル戦略室 #04-7173-3953

　国際部  九州ブロック 0979-22-4907  学生相談センター #04-7173-3653

 維持員課 #04-7173-3871  ALSC印刷室 #04-7173-3060

 広報出版部 #04-7173-3324  BEE印刷室 #04-7173-3403

 　広報課 #04-7173-3337  教育研究支援グループ 04-7173-1100

 (研)総務部 04-7173-8953  業務室 #04-7173-3239 (内線:3118)

(内線:3116)  総務課 #04-7173-3239

 システム課 #04-7173-3222  経理課 04-7173-1100

(内線:3118)

 人事課 #04-7173-3200

 谷川・大穴記念館 0278-72-3531  施設課 #04-7173-3513  麗澤中学･高校事務室 #04-7173-3716

 東日本生涯学習センター 024-575-3279  健康支援センター #04-7173-3542  麗澤高校男子寮 #04-7173-3799

 中日本生涯学習センター 0572-66-3003  ITソリューション室 #04-7173-3581  麗澤高校女子寮 #04-7173-3610

 麗澤幼稚園 #04-7173-3534

 

　　－５－ ☆ 外線から不通。＊ 外線へは不通。

園　　外　　施　　設　　番　　号

Ｆ　Ａ　Ｘ　一　覧　(＃は内線番号で送信可能)

固　　定　　短　　縮　　番　　号

瑞浪分園 センター ・ ブロック ・ 記念館

学 園

センター ・ ブロック ・ 記念館

センター ・ ブロック ・ 記念館

研 究 所

高校･寮･幼稚園


