
                                 法学部教員　2023年度 オフィスアワー

オフィスアワーとは、教員が学生からの履修、授業、学生生活などに関する相談や質問に応じるために設定した時間帯です。

その時間帯は教員が所定の研究室で待機していますので直接会って話をすることができます。

ただし会議・出張等で不在にする場合もありますので、電話や電子メール等であらかじめ連絡をとることをお勧めします。

研究室 オフィスアワー

キャンパス・建物・フロア 学期・曜日日・時間

淺　野　高　宏
豊平キャンパス
６号館６階C６０６号室

通年）水曜日16:00～17:00
　　木曜日16:00～19:00

事前にメールでアポイント必須。

飯　野　海　彦
豊平キャンパス
４号館９階９１２号室

第1学期）月曜16：00～17：00、18：00～19：00
第２学期）火曜16：00～17：00、18：00～19：00

事前にアポを取ってください。連絡は法学部HPの「専任教員への連絡」からお願いしま
す。オフィスアワー以外でも対応できる場合があります。

五十嵐　素　子
豊平キャンパス
４号館４階４０３号室

通年）木曜日15：00～17：30 事前にメールでご予約ください。

池　田　真　歩
豊平キャンパス
図書館棟5階Ｂ516号室

第1学期）火曜日17：00～18：00、金曜日15：00～17：00
※第２学期…在外研修

面談を希望の場合は、メールで事前に希望日時を連絡してください。

石　月　真　樹
豊平キャンパス
４号館８階８１０号室

通年) 水曜日15:30～17:30 事前にメールでアポイントをお取りください。

稻　垣　美穂子
豊平キャンパス
４号館８階８０８号室

通年）水曜日16:00～18:00 事前にメールで連絡してください。

井　上　 　睦
豊平キャンパス
４号館６階６１０号室

通年）水曜日16:00～18:00 必ず事前にご連絡ください。

岩　坂　将　充
豊平キャンパス
４号館９階９０２号室

第1学期) 水曜日13:30～15:30
第2学期) 火曜日15:30～17:30

事前にメールにて連絡すること。また、オフィスアワー以外の時間でも対応できる場合があ
る。

岩　淵　重　広
豊平キャンパス
６号館６階C６０７号室

通年）月曜日 11：00～ 12：00、 18：00～19：00
急用等で不在の場合もあるため、事前に、法学部HPの教員連絡（専任教員へのメー
ル連絡）よりご連絡ください。

内　山　敏　和
豊平キャンパス
４号館９階９０５号室

通年）水曜日17:00～19:00 事前にメールでアポイントをお取りください。

鵜　殿　 　憩
豊平キャンパス
4号館9階907号室

通年）水曜日17：30～19 ：30

大　滝　哲　祐
豊平キャンパス
４号館９階９０３号室

第1学期）月曜日18：00～19：00、金曜日13：00～14：00
※第２学期…在外研修

事前に電話でアポイントを取ってください。

岡　本　直　貴
豊平キャンパス
６号館６階C６０５号室

第1学期）水曜日16:00～18:00
第２学期）月曜日14:00～15:00、18:00～20:00

設定したオフィスアワー以外にも対応します。事前にメールで連絡をください。

加　藤　信　行
豊平キャンパス
６号館６階C６１０号室

通年）月曜日　13:00～14:00、19:30～20:30 事前にメールでご連絡ください。

神　元　隆　賢
豊平キャンパス
４号館９階９０３号室

第1学期）土曜日10：40～12：40
第２学期）月曜日12：40～14：00

事前にメールでご連絡ください。

北　原　 　博
豊平キャンパス
４号館６階６０８号室

第1学期）火曜日１７：００～１９：００
第２学期）金曜日１７：００～１９：００

事前にメールで連絡してください。

草　間　秀　樹
豊平キャンパス
４号館８階８０５号室

通年）火曜日13：30～15：30、17：30～19：30 事前にメールでアポイントをお取りください。

後　藤　 　聡
豊平キャンパス
４号館７階７１２号室

通年）月曜日17：40～19：20 来室の場合は事前の予約をお願いします。

酒　井　博　行
豊平キャンパス
４号館８階８０１号室

通年) 火曜日16：00～18：00 連絡を取りたい場合は、まずは法学部ホームページのメールフォームにお願いします。

佐　藤　克　廣
豊平キャンパス
４号館９階９１３号室

通年）火曜日18：00～20：00
第1学期）水曜日15：00～17：00
第２学期）水曜日17：00～19：00

他の業務（学内会議など）が入る可能性もありますので、あらかじめ電子メールで訪問
希望日時をご連絡ください。なお、電子メールでご予約いただければ、上記以外の時間
帯でも対応することができる場合もあります。

佐　藤　ケイト
豊平キャンパス
図書館棟５階Ｂ５３１号室

通年）木曜日 10:00～12:00 事前にメールにてご連絡下さい。

鹿　谷　雄　一
豊平キャンパス
図書館棟５階B５０３

通年）火曜日16：00～18：00 事前にメールで連絡をしてください。他の曜日・時間でも対応できます。

菅　原　寧　格
豊平キャンパス
４号館８階８１２号室

通年）木曜日13:00～14:00、17:00～18:00 事前に必ずメールで連絡してください。

鈴　木　 　光
豊平キャンパス
４号館８階８１１号室

通年）水曜日 17:00～19:00 事前にお電話ください。

鈴　木　美佐子
豊平キャンパス
４号館８階８０３号室

通年）水曜日17:00～19:00 事前にメールでお知らせください。

瀬　川　行　太
豊平キャンパス
４号館８階８０７号室

通年）水曜日14：00～15：00、木曜日18：00～19：00 事前に法学部事務室を通して連絡してください。

髙　橋　美野梨
豊平キャンパス
４号館９階９０８号室

通年）金曜日12:30～14:00 左記時間外でも対応可ですが、いずれの場合も、事前にメールでご連絡ください。

髙　橋　義　彦
豊平キャンパス
４号館７階７０７号室

 通年）木曜日17:00～19:00 必ず事前にメールすること。

館　田　晶　子
豊平キャンパス
４号館８階８１３号室

通年）火曜日16:00～19:00 事前にメールでご連絡ください。

谷　本　陽　一
豊平キャンパス
４号館８階８０６号室

通年）木曜日17:00～19:00 事前にメールでアポイントをお取りください。

教員氏名 備考



研究室 オフィスアワー

キャンパス・建物・フロア 学期・曜日日・時間
教員氏名 備考

千　葉　華　月
豊平キャンパス
４号館８階８１５号室

第1学期）月曜日　15：30～16：00、17：30～18：00
　　　　　　水曜日　15：30～16：00、17：30～18：00
第２学期）水曜日　15：00～16：00、17：30～18：30

事前にメールで連絡をしてください。

津　田　久美子
豊平キャンパス
６号館６階C６０１号室

通年）月曜日17:30～18:30
　　　水曜日16:00～17:00

左記以外にも調整可能な日時があります。いずれの場合も、事前にメールでアポイント
をお取りください。

寺　島　壽　一
豊平キャンパス
４号館３階３１０号室

通年）月曜日18:00〜19:00 事前にアポイントメントをとってください。

内　藤　貴　司
豊平キャンパス
４号館9階９１１号室

第1学期）月曜日 14:30～16:00
第２学期）火曜日 13:00～15:00

法学部HPの「専任教員へのメール連絡」から連絡をください。その後個別で対応いたし
ます。左記の時間以外でも問題はありませんが、時間調整が必要なので事前にメール
をください。

中　根　研　一
豊平キャンパス
図書館棟５階B５３２号室

通年）月曜日　16:30～17:30
　　　水曜日　9:30～10:30

事前にメールでご連絡ください。

韓　　永　　學
豊平キャンパス
４号館２階２１６号室

通年）月曜日13：00～14：00、火曜日18：30～19：30 事前にメールで連絡をください。

福　士　　　明
豊平キャンパス
６号館６階Ｃ６０２号室

 第1学期) 　①水曜日14：30～15：30
　　　　  　　②木曜日18：10～19：10

第２学期)　①水曜日14：30～15：30
         　　②木曜日18：10～19：10

 事前に、メールアドレス宛に、ご連絡ください。

堀　井　拓　也
豊平キャンパス
４号館４階４０２号室

通年）水曜日14:30～16:00、17:30～19:00 事前にメールによる連絡をください。

堀　内　　　匠
豊平キャンパス
４号館６階６１６号室

通年）木曜日12:00～14:00 事前にメールで連絡をください。

本　田　　　宏
豊平キャンパス
４号館２階２１２号室

通年）火曜日16:00～18:00  基本的にいつでも可ですが、事前の連絡があると確実です。

松　浦　和　宏
豊平キャンパス
４号館９階９０１号室

通年）木曜日14:00～16:00

松　戸　清　裕
豊平キャンパス
４号館７階７０６号室

通年）月曜日17：00～19：00 出張等で不在の場合があるかもしれないので、事前に電子メールで連絡してください。

村　上　　　愛
豊平キャンパス
図書館棟５階Ｂ５３３

通年）水曜日16:00～18:00 事前にメールにて御連絡下さい。

門　間　広　明
豊平キャンパス
４号館２階２０１号室

通年）金曜日16:00～18:00 事前にメールで連絡してください。

山　本　健太郎
豊平キャンパス
４号館９階９１６号室

通年）木曜日13:00～14:00、16:30～17:30
※2023年6月まで在外研修

事前にメールでアポイントをお取りください。在外研修のため、対応可能になるのは7月
以降です。

四ツ谷　有　喜
豊平キャンパス
６号館５階C５１３号室

第１学期）木曜日 17：00～18：00
第２学期）火曜日 17：00～18：00

事前にメールをいただければ、オフィスアワー以外の時間も対応します。

若　月　秀　和
豊平キャンパス
４号館９階９０６号室

通年）金曜日14：00～16：00 事前にメールで連絡をくださると助かります。

※ 非常勤講師については、本学出講時に授業の事前事後で対応いたします。


