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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

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。

　　　　　　　　 　 (羽田)ｸﾞﾛｰﾌﾞｼｯﾌﾟ 3511

 (学)常務理事　(中川) 3532 (片山) 3519

(竹政) 3759 (加藤[祐]) 3510

(廣池) 3026  部　長　 (山本) 3102

(山﨑)　　  　[総務] 3234  部長代行 (橋冨) 3104

(山﨑)　　 　 [財務] 3140  受　付 (土谷) 3512  副部長　 (麻生) 3026

 (学)顧　問　 (阿部) 3235 (齊藤[剛]) 3518

(椿原・片山) 3519

 (学)受　付 (岡田） 3161 (中川路・白柳) 3514  課　長 (斎藤[英]) 3105

    FAX．04-7173-3240 (加藤[祐]・橋口) 3510  学校事務室 受付 3111

    FAX．04-7173-3513  森[克] 3050

 （中西） 3106

（中井） 3107

 受　付 3541 （下枝） 3023

 本部長　　 (中川) 3532  医師室 (新田・鈴木) 3543  経理窓口 受付 3041

 副本部長　　 (山﨑)　　 　 [総務] 3234      FAX．04-7173-3542  電算室 (高) 3126

(山﨑)　　　　[財務] 3140  寮務担当 受付 3139

 広報担当 受付 3040

センター長 (平野) 3139

（江森） 3159  受　付 (虫鹿) 3632 受付 3024

（橋冨） 瑞浪駐在 (神田) 3145  課　長 (麻生) 3026

    FAX．04-7173-3239 (渡邉[裕]) 3180 (石川) 3021

(小﨑) 3643

(鈴木[孝]) 3531

    FAX．04-7173-3581 受付 3063

 部　長　 (山﨑) 3234  課　長 (竹内) 3061

 副部長 (江森) 3159 事務室 3064

 副部長 (平野) 3139

 部長付 (小生方) 3271  部　長　 (中川) 3532  麗澤瑞浪中・高校(代表) 3111
 部長代行 (川瀬) 3136

(鷲津) 3144 (今井) 3659  FAX
(三村) 3047 (川原) 3136   中学･高校･事務課 0572-66-3100
(吉田) 3047 (増原) 3136   施設課 〃　3123
(岡田) 3119   食堂(LEOC) 〃　3062

(鈴木[麻]) 3121

     FAX．04-7173-3239  部　長 (山﨑) 3140

 警備防犯 (小川) 3138  副部長 (平野) 3139

 分室（郵便室） 受　付　 　 3128  センター長 (竹政) 3759

     FAX．04-7173-8953(内線:3116)  副センター長 (今村) 3631

(加藤[国]) 3141  事務室 (安永・渡部) 3661

(小林[美]) 3606     FAX.　04-7173-3663

 室　長　 (井上) 3123  経理担当 (濱本・飯塚・高垣) 3137

(太田) 3152

 管財担当 (竹内) 3125

（生形） 3276 (大塚[庸]) 3120 (尾崎･福田) 3205

(中村[綾]・伊藤) 3272     FAX．04-7173-1100(内線:3118)

(地原・森[一]) 3273

(鈴木[敦])・松野） 3275  募金事務局 (奥上) 3553

    FAX．04-7173-3200     FAX．04-7173-3566  室　長 (二本松) 3163

　　－１－

令和２年度 電 話 番 号 簿  【学園】

      2020年4月10日時点

0572-66-△△△△

法人本部・事務局

役 員 ･ 顧 問

業 務 室

総 務 部

財 務 部

広 報 部

FM管理室

施 設 課

瑞 浪 事 務 部

財 務 経 理 課

健康支援センター

リスクマネジメント室

麗澤教育推進センター

瑞浪食堂(LEOC)

監 査 室

瑞浪施設課

瑞浪事務課

ＩＴソリューションセンター

人 事 課

総 務 課

麗澤校友会室
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(服部・石井・中野) 3605

 学　長 (徳永) 3602  事務局長　　 (小林[宏]) 3637 (藍川) 3397

 副学長 (渡邊) 3072  事務局次長　 (平野) 3139 (北澤・松下) 3639

 副学長 (堀内) 3498  副部長 (尾崎) 3654 (丸・椀田) 3638

 言語教育研究科長室 3048  　　〃 (長谷川) 3521 (吉田) 3397

 経済研究科長室 3362  　　〃 (川瀬) 3136 (森[雅]) 3627

 学校教育研究科長室 3490  　　〃 (平野) 3139

 外国語学部長室 3019  大学院担当 (楠本・渡辺[史]) 3633

 経済学部長室 　 3582 (佐藤[な]・香川) 3569

 国際学部長室 3603

 ※大学アドミニストレーションオフィスは  副部長・課長 (尾崎・望月) 3654  経研] 院生室４Ａ ＊ 3571

　　3ページに記載  課外活動担当 (川口) 3644  経研] 院生室４Ｂ ＊ 3574

 奨学金担当  経研] 院生室４Ｃ ＊ 3575

(廣井・永田・八島・増田) 3658  経研] 院生室４Ｄ ＊ 3640

 留学生担当 (中島・中村) 3645  言研] 院生室５Ａ ＊ 3578

(韓・國本) 3651  言研] 院生室５Ｂ ＊ 3580

 受　付 3665  後援会担当 (北岡) 3399  言研] 院生室５Ｃ ＊ 3577

    FAX．04-7173-3773  言研] 院生室５Ｄ ＊ 3768

 英語教育専攻共同研究室(P505) 3994

 学寮事務室 (佐坂･井上[広]） 3201     FAX．04-7173-3767

(井上[一])　 3202

 　　共同研究室 (4F) 3516 3671

    FAX．04-7173-3204

 ＜厩　舎＞　 ☆＊ 3016  センター長 (徳永) 3087

 　　共同研究室 (5F) 3762  ＜陸上競技部合宿所＞ 3757  副部長 (平野) 3139

(山川･原塚)  受　付 (虫鹿) 3632

     FAX．04-7173-3757 (神田) 3145

 　　共同研究室 (4F) 3451 (渡邉[裕]) 3180

(鈴木[孝]) 3531

    FAX．04-7173-3581

 　　共同研究室 (5F) 3051  室　長 （小林） 3637

 受付・相談 3653  【校舎かえで３F】

(吉原・早田・寺本) 3598  ヘルプデスク受付(教員窓口) 3357

    FAX．04-7173-3653  センター事務席(小﨑) 3643

 事務室 3955     FAX．04-7173-3641

 事務室 3692  室　長 (尾崎) 3654

    FAX．04-7173-3524 (今井・豊島・半田) 3659  室長 (堀内) 3691

    FAX．04-7173-3585 (片山・髙田) 3690

　　(アドミッション＆PRセンター 共有) (桑島・松本) 3691

    FAX．04-7173-3773

 館　長　 (渡邊) 3680

 課  長 (吉田) 3397  センター長 (中川) 3532

 事務室 (髙橋) 3684 (長谷川) 3521

(山口・長谷川・平神) 3682 (石光) 3599  受　付 3636

 閲覧カウンター （関根） 3409

　　　(浅井・白櫨・伊藤・椎葉・鈴木) 3683 （渡邉[佑]) 3698

(山下) 3522

 AV資料室 3634 （長谷川[美]・藤原) 3652  受　付 (小出・野村〔恭〕) 3630

    FAX．04-7173-3689 (中嶋・深瀬) 3523     FAX．04-7173-3773

 人口・家族史研究プロジェクト室 3991     FAX．04-7173-3773

    FAX．04-7173-3992     FAX．04-7173-3363

　　－２－ ☆ 外線から不通。＊ 外線へは不通。

大学事務局大　　学

学 生 課

学生相談室

教務・教育企画室

大学ITソリューションセンター

グローバル教育推進室

障がい学生支援室

キャリアセンター

教職センター

地域連携センター

言語研究センター

経済社会総合研究センター

企業倫理研究センター

比較文明文化研究センター

国際研究所

C E C

道徳教育推進室

日本語教育コラボレーションセンター

図 書 館
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 センター長 (岩澤) 3657

 副部長 (尾崎) 3654

(小西) 3729  Office（1F） （稲垣） 3074

 受　付 (斉藤[恭]・奥野) 3664 　  　　　　 （永冶） 3059

    FAX．04-7173-3767  印刷室（1F） ☆＊ 3058

 印刷室 FAX (1F) 04-7173-3060

 Common Room 6 （2F） 3093

 Common Room 7 （3F） 3094

（齋藤[亜]） 3604

(丸[知]) 3602

 ＜出版担当＞※麗澤大学出版会

（浅井・平神） 3331
    FAX.04-7173-3154  経)英語共同研究室 (B506) 3476

 教職科目共同研究室 (B418) 3468

3601  数理統計共同研究室 (B304) 3436

(柳原) ☆ 3600  機械室 (B207) 3359

(岡野) ☆ 3300  グローバル演習室 (B103) ☆＊ 3493

研究支援担当 (齋藤[音]・新本) 3761  客員教授室 (B102) ☆＊ 3052

 REPPL演習室 (B104) ☆＊ 3494

        FAX．04-7173-1100(内線:3118)  印刷室(1F) ☆＊ 3401

 会議室 3491

    FAX．04-7173-3403

(川瀬・川原) 3136

(阿部・矢野[朱]) 3608

（長尾・柴田) 3609

(山本・清水) 3063

(櫻井・堀江) 3607

(木下[裕]） 3500

(北隅・増原) 3030

        FAX．04-7173-3585

　　－３－ ☆ 外線から不通。＊ 外線へは不通。

 受付〈大学代表〉

ROCK

大学アドミニストレーションオフィス

B E E

A L S C

アドミッション＆PRセンター
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ア サ ハ

 家田 章子 (A415) 3770  齋藤 貴志 (A416) 3043  橋本 富太郎 (B416) 3539

 池川真里亜 (B516) 3474  齋藤 之誉 (B405) 3101  ﾊﾞｯﾊﾏｲﾔｰ, E. (A203) 3041

 井出 元 (B520) 3490  匂坂 智子 (P302) 3092  花田 太平 (A206) 3068

 犬飼 孝夫 (A313) 3035  佐久間 裕秋 (B311) 3028  馬場 靖憲 (B220) 3430

 井下 佳織 (B411) 3461  櫻井 良樹 (B420) 3470  日影 尚之 (A301) 3061

 岩佐 信道 (P405) 3438  佐藤 政則 (P401) 3425  藤野 真也 (B211) 3421

 岩澤 知子 (A202) 3034  佐藤 繭香 (A413) 3097  堀内 一史 (B505) 3498

 ｳﾞｨｸﾄﾘｱ, W.M. (B510) 3480  佐藤 良子 (A410) 3087

 ウォーカー, R. (A205) 3050  篠藤 涼子 (B206) 3349 マ

 内尾 太一 (A405) 3082  清水 麗 (A309) 3069  ﾏｸｳﾞｪｲ, P.C. (A303) 3027

 梅田 徹 (A315) 3075  清水 千弘 (B312) 3496  ﾏｸﾉｰﾄﾝ, A.S. (A308) 3088

 江島 顕一 (B413) 3463  下田 健人 (B306) 3434  町 恵理子 (A306) 3066

 大関 浩美 (P504) 3083  ｼｭｯﾃﾚ, H. (A215) 3769  松島 正明 (A310) 3070

 太田 秀也 (B403) 3454  杉浦 滋子 (P502) 3537  松田 徹 (A417) 3038

 大越 利之 (B309) 3439  鈴木 明雄 (P406) 3419  水野 時孝　　　　　 (B212) 3024

 大野 仁美 (A407) 3084  鈴木 大介 (B215) 3776  宮下 和大 （B519) 3489

 大野 正英 (B512) 3482  ｽﾄﾗｯｸ,A.N. (A212) 3033  ﾓｰｶﾞﾝ, J.M. (A401) 3032

 大場 裕之 (B216) 3428  瀬川 真由美 (A209) 3054  望月 正道 (A302) 3031

 奥野 保明 (A418) 3039  森 勇俊 (B409) 3484

 小野 宏哉 (B412) 3444 タ  森 秀夫 (A402) 3079

 温 琳 (A406) 3078  髙 巖 (P404) 3451  森田 龍二 (B307) 3435

 髙辻 秀興 (B202) 3412

カ  高橋 史朗 (B402) 3452 ヤ

 籠 義樹 (B305) 3362  高橋 秀樹 (B410) 3466  八木 秀次 （B203) 3411

 上村 昌司 (P303) 3778  高本 香織 (A404) 3077  山川 和彦 (A207) 3427

 川上　和久 (B219) 3429  田中 俊弘 (A307) 3098  山下 美樹 (B503) 3440

 川久保 剛 (B401) 3042  ﾁｼﾞｬｯｸ, O． (A204) 3025  横田 理宇 (B319) 3449

 邱 瑋琪 (A317) 3049  千葉 庄寿 (P301) 3019  吉田 健一郎 (B205) 3415

 草本 晶 (A213) 3020  趙 家林 (B317) 3448  ヨネスク，M． (A210) 3055

 熊野 留理子 (B511) 3481  陳 玉雄 (B313) 3046

 黒須 里美 (B509) 3477  寺本 佳苗 （B320) 3417 ラ

 小浦方 理恵 (A411) 3515  徳永 澄憲 (B517) 3487  ﾗｳ ｼﾝ ｲｰ (B316) 3029

 古森 義久 (B101) 3485  富岡 栄 (P407) 3424

 ｺﾘﾝｽﾞ, K. (A408) 3037  豊嶋 建広 (B407) 3458 ワ

 近藤 彩 (P503) 3467  ﾄﾘｷｱﾝ, M.K. (A211) 3076  渡邊  信 (A312) 3072

 近藤 明人 (B201) 3416

ナ

 内藤　知加恵 (B209) 3495

【CEC】（英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ)  中川 敏彰 （B310) 3786

 代表 (あすなろ2F) 3665  中島 真志 (B302) 3432

 ｳﾞﾙｶﾞﾘｽ, G. 〃  中村　昭裕 (B210) 3420

 ｸﾞﾘﾏﾙﾃﾞｨ, A. 〃  永田 雅啓 (B419) 3469

 ｻﾝﾌﾞｰ, J. 〃  中司 梢 (A311) 3071

 ｽﾆｰｽ, R. 〃  中野 千秋 (B513) 3488

ﾀﾞｯﾁ ｼﾞｪﾚﾏｲﾔ 〃  中山 理 (A304) 3065

ﾀﾝ　ｹﾋﾞﾝ 〃  中山 めぐみ (A409) 3086

ﾅｲﾄﾞｩ ﾏｰﾙ 〃  野林 靖彦 (A412) 3548

 ﾊﾞｰｶｰ, B. 〃

 ﾏｸﾘｰｼｭ, D. 〃 【日本語教育コラボレーションセンター】

 ﾐｯﾁｪﾙ C. 〃  森沢 小百合 (プラザ棟2F) 3692

 ｼﾞｮﾝｽﾄﾝ, S 〃  山田 裕美子 (プラザ棟2F) 3692

　　－４－ ☆ 外線から不通。＊ 外線へは不通。

個 人 研 究 室
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 校舎あすなろ 会議室１ 3961
会議室３ 3963

 校　長　 (松本) ☆ 3701  物理準備室 3711

 中学理科準備室 ☆＊ 3715

 教　頭　 (西野) 3702  体育科教官室 (第一体育館) 3741  小劇場 ＊ 3655

(櫻井) 3740  家庭科準備室(校舎E棟) 3721  和　室 ☆＊ 3656

 進路教頭 (廣中) ☆ 3747  技術準備室 3722  学友会本部 3986

 音楽準備室 3723  麗陵祭実行委員会 3987

 事務課　 (中山) 3737  美術準備室 3724

(市川・米田・村上） 3700  情報科準備室 3727  部室棟 １階 西側廊下 ☆＊ 3351

　　　　　 (横田・岡野・小島) 3703 ☆＊ 3734 〃 東側廊下 ☆＊ 3352

 階段教室 ☆＊ 3728 〃 廊下（中央） ☆＊ 3353

 教務部 (古川) ☆ 3719  部室棟 2階 西側廊下 ☆＊ 3355

〃 東側廊下 ☆＊ 3356

 進路指導部 (丸島) ☆ 3747

 企画開発室・入試広報部・進路業務部  ブックセンター (外線:7176-5512)

(三宅・小林) 3707

 チューター　 (松本) ＊ 3930

 保健室　 (高部・野島・木村) 3714    　 〃    　 (和智) ＊ 3927  第一体育館 　教員室(大学） 3371

   　 〃    　 (諌山) ＊ 3875  　ミーティングルームＡ 3374

 ｶｳﾝｾﾗｰ室 (加茂川・武元) 3709  男子寮事務室 3790  　ミーティングルームＢ ☆＊ 3375

    FAX．04-7173-3799

    FAX．04-7173-3716  女子寮事務室 3610  武道館 空手道場(１F) ＊ 3370

☆＊ 3620 少林寺道場(２F) ＊ 3369

 中学職員室 (一年) ☆ 3732     FAX．04-7173-3610 剣道場(３F) ＊ 3368

     　〃 (一年・二年) ☆ 3731

     　〃 (二年) ☆ 3730  食堂　けやき 事務所

     　〃 (三年) ☆ 3738 (LEOC) ☆＊ 3593

厨房 ＊ 3533

    FAX．04-7173-3733(中学職員室)  園　長　 (岡田) 3525

 受　付 (中村[勇]・林) 3526  学生会館 ひいらぎ ☆＊ 3203

 高校職員室　 (四年) ☆ 3704 (髙木･奥村) 3536  Reitaku Café (外線:7192-6833)

     　〃 (五年) ☆ 3746     FAX．04-7173-3534

     　〃 (五年・六年) ☆ 3706  研修寮

     　〃 (六年) ☆ 3705  フロント (藤井・重松・大隅) 3931

     　〃 (寮担当) ☆ 3746

    FAX．04-7173-3716(高校職員室)     FAX．04-7173-3933

 貴賓館　　  玄　関 ☆＊ 3754

 教員控室(校舎E棟) 3735 調理室 3117

 講師室 ☆＊ 3717  総合本館 第１会議室 ☆＊ 3127

 メディアセンター 3718 第２会議室 ☆＊ 3177

 国際交流室 3710  　　　　 小ホール ☆＊ 3207

 麗澤会室 3708 B棟2階研修室 ☆＊ 3291

 さくら　　  ＊ 3592  フロント 3558

    FAX．04-7173-3550

 廣池千九郎記念講堂  調理室　 3594

講堂調整室 3006  事業館３階 調理準備室 ☆＊ 3589

大会議室調整室 3008

小会議室 ☆＊ 3002

パントリー ☆＊ 3007

 校舎かえで 第１会議室 ☆＊ 3400  趣味の教室　 3909

3408  レストラン まんりょう　 3595

応接室 ☆＊ 3407

教員控室 3583

５階機械室 ☆＊ 3590

　　－５－ ☆ 外線から不通。＊ 外線へは不通。

※客室･会議室･談話室は
フロントより取り次ぎます

幼  稚  園

キャリアセンター応接室

高校・中学

 中学吹奏楽部室(第二体育館)

準 備 室 等

高 校 寮

集 会 施 設 等

キャンパスプラザ会員会館



０４－７１７３－△△△△

公益財団法人　モラロジー研究所　（一部抜粋）

（研）受　付 3301  正門警備センター 3528

（学）受　付 3303  部　長　　　　　 (濱島) 3131  東門警備センター ＊ 3527

 副部長　　　　　(甲良) 3187  大学警備センター ＊ 3530

 室　長  (中澤) 3304  部長付　　　　　(中島) 3339  あすなろ警備センター ＊ 3964

 (望月[大]) 3305  部長付　　　　　(横内) 3501  教育プラザ警備センター ＊ 3162

 (富澤） 3302

 (小川) 3303

 課　長 (濱島) 3131

    FAX．04-7173-3311  課長付 （柿本） 3187

 課長補佐 （山本[基]） 3501  受　付 (山本) 3172

（埋金） 3124  専務理事 (能勢) 3236

(炭崎) 3187 (兼)事務局長

 (研)受　付　　　(早川） 3112 (三輪) 3339 (荒木) 3179

 受　付 (鈴木[希]) 3124     FAX． 04-7173-3134

 (研)副理事長 (北川） 3520      FAX．04-7173-8953(内線:3116)

 (研)常務理事　(小松) 3132  事務局長 (木下) 3165

(中村) 3115  課　長 (福島) 3328  受　付 (松本) 3165

(高田) 3115  福祉センター (木村) 3350     FAX． 04-7173-8953

(井上) 3284    FAX．04-7173-8953(内線:3116)

 (研)顧　問 (伊東) 3190

 (研)国際担当顧問  麗澤校友会本部

(楠田） 3132  課　長 (渡邊) 3209 （上平・福田） 3205

 受　付 (村上・松村・矢野[裕]）  麗澤大学麗澤会

    FAX．04-7173-3240     FAX．04-7173-3222 3209 （上平・福田）　 3208

    FAX．04-7173-3146

 れいこう麗澤会

 受　付 3012 (佐坂・三浦[礼]) 3708

 来客受付課 3111  室  長　 (小林[秀]) 3013  みずこう麗澤会

 次  長　 (小林[禎]) 3013     麗澤瑞浪中・高校 (位田)

    FAX．04-7173-3113  事務室 (大港) 3011 0572-66-3111(代表) 

 調理室 3015

    FAX．04-7173-3010

 事務所　　　 (田中･矢野・重松) 3290

3249

 事務局 3292

 部　長　　　　　 (永冶) 3160     TEL．04-7171-2300

    FAX．04-7171-2233

 れいたくサービス ＊ 3821

 課　長 (生方) 3147  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

 課　長 (奥矢) 3135  ゴルフクラブ 3596

(山内) 3135  　　〃 3597

 受　付      FAX．04-7173-3148

　　(鈴木[千]・奥山[千]・米田[幸]) 3142  コース管理室 3529

    FAX．04-7173-8953(内線:3116)  Reitaku Café

    TEL．04-7192-6833

　　－６－ ☆ 外線から不通。＊ 外線へは不通。

関 連 組 織

 警備緊急連絡 *  3900秘 書 室

（研）役 員 ・ 顧 問

総 務 課

公益財団法人モラロジー研究所 抜粋

(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

ＭＧＣ事務局

(株)れいたくサービス

警 備 セ ン タ ー

他 団 体

（研）受付センター

人 事 課

総 務 部

印 刷 室

麗 澤 館

システム課

財 務 部

財 務 課

経 理 課



０４－７１７３－△△△△

 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  畑毛記念館 9210  南関東ブロック 9223

 食堂課 受付 9220  中津記念館 9211  東海ブロック 9224

 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

 （研）受付センター #04-7173-3113  中津記念館 0979-22-4907  教務・教育企画室 #04-7173-3773

 秘書室 #04-7173-3311  学生課 #04-7173-3773

 常務室 #04-7173-3240  キャリアセンター #04-7173-3363

 北海道ブロック 011-221-2811  アドミッション＆PRセンター #04-7173-3585

 東北ブロック 024-575-3279  図書館 #04-7173-3689

 イノベーション推進室 #04-7173-3185  関東ブロック 04-7173-3979  大学院担当 #04-7173-3767

 研究センター #04-7173-3263  上信越ブロック 0278-72-3531  地域連携センター #04-7173-3773

 廣池千九郎記念館 #04-7173-3988  東京ブロック 03-3643-8080  ROCK #04-7173-3767

 柏生涯学習センター #04-7173-3259  南関東ブロック 055-979-6755  大学各研究センター 04-7173-1100

 研修企画課 #04-7173-3188  東海ブロック 0572-66-3009 (内線:3118)

 研修寮 #04-7173-3933  京滋･北陸ブロック 075-211-1929  日本語教育 #04-7173-3524

 企業センター #04-7173-3096  近畿ブロック 06-6671-0993 　　　 コラボレーションセンター

 地域活動支援室 #04-7176-1177  中国ブロック 082-503-3976  グローバル教育推進室 #04-7173-3953

 学校教育センター・国際部 (内線：3114)  四国ブロック 0875-57-5115  大学ITソリューションセンター#04-7173-3581

 家庭教育課・青年課 #04-7173-3259  九州ブロック 0979-22-4907

 維持員担当 #04-7173-3871  学生相談室 #04-7173-3653

 (研)読者サービス課 #04-7173-3324  ALSC印刷室 #04-7173-3060

 (研)広報課・編集課 #04-7173-3337  BEE印刷室 #04-7173-3403

 (研)総務課・人事課 04-7173-8953  業務室 #04-7173-3239  大学アドミニ 04-7173-1100

 (研)財務部 (内線:3116)  総務課 #04-7173-3239        ストレーションオフィス (内線:3118)

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

(内線:3118)

 人事課 #04-7173-3200  麗澤中学･高校事務室 #04-7173-3716

 谷川・大穴記念館 0278-72-3531  施設課 #04-7173-3513  麗澤高校男子寮 #04-7173-3799

 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  麗澤高校女子寮 #04-7173-3610

 中日本生涯学習センター 0572-66-3003  ＩＴソリューションセンター #04-7173-3581  麗澤幼稚園 #04-7173-3534

 
※瑞浪関係は、1ページに記載

　　－７－ ☆ 外線から不通。＊ 外線へは不通。

固　　定　　短　　縮　　番　　号

園　外　施　設　番　号

Ｆ　Ａ　Ｘ　一　覧　(＃は内線番号で送信可能)

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


