
２０２２年度オフィスアワー一覧表２０２２年度オフィスアワー一覧表２０２２年度オフィスアワー一覧表２０２２年度オフィスアワー一覧表

　　
研究室研究室研究室研究室 研究室研究室研究室研究室

(-号館-階)(-号館-階)(-号館-階)(-号館-階) (-号館-階)(-号館-階)(-号館-階)(-号館-階)
あ た

看護 浅井　佳士 (木)16:00～17:00　　　　 10号館2階

asai@gku.ac.jp

経済 　髙木　博史 　(火)10:50～12:20 　８号館4階南側

h-takagi@gku.ac.jp

経済 有森　俊文 (火)13:00～16:10　　　　

3号館1階PAC支援室 arimori@gku.ac.jp

経営 高橋　信一 (木)13:00～14:00 10号館4階

takashin@gku.ac.jp

い 経済 高橋　勉 (火)13:00～14:30 ８号館4階南側

tsutomu@gku.ac.jp

経営 井口　詩織 (月)11:00～12:00 10号館3階

iguchi@gku.ac.jp

経済 髙橋　利行 (月)13:00～14:20 ８号館3階南側

t_tkhsh@gku.ac.jp

経営 石坂　信一郎 (水)12:30～13:30 10号館3階

isizak@gku.ac.jp

経済 高橋　直志 前期(水)11:00～12:00 ８号館3階北側

naoshi@gku.ac.jp

経営 市川　大祐 　前期(金)11:00～12:00 10号館4階

dichikawa@gku.ac.jp

後期(火)13:00～16:00

　後期(火)13:15～14:15 経営 髙橋　正紀 (木)12:00～13:00 10号館4階

takahasi@gku.ac.jp

経営 井戸　伸彦 (金)13:00～14:30 10号館4階

ido@gku.ac.jp

経営 竹内　治彦 (木)10:30～12:00 10号館3階

Teamsチャット

経済 揖斐　祐治 (水)10:50～12:00 10号館2階

ibi@gku.ac.jp

経営 田邉　良祐 (火)(水)2・3限 10号館4階

rtanabe@gku.ac.jp

う 経営 為房　牧 (木)13:00～14:00 10号館3階

tamefusa@gku.ac.jp

経済 宇佐見　正史 (金)10:50～12:20 ８号館4階北側

usami@gku.ac.jp

と

経営 浦崎　佐知子 　前期(金)11:30～12:30 ８号館3階南側

sachikko@gku.ac.jp

経営 所　吉彦 (水)12:30～13:30 10号館3階

tok@gku.ac.jp

　後期(火)11:30～12:30 な

お 経営 中川　裕司

前期:(月)11:00～12:00、13:00～16:30

10号館2階

nakagawa@gku.ac.jp

経営 及川　浩和 (月)13:00～14:30 10号館3階

oikawa@gku.ac.jp

後期:(月)15:00～16:00 経営学部長室

(木)11:00～13:00 に

看護 大澤　伸治 (水)13:00～14:00 10号館2階

ohsawa@gku.ac.jp

経済 仁科　信春 　(金)11:00～12:00 ８号館4階北側

nishina@gku.ac.jp

か の

経済 勝田　美穂 (木)13:00～14:30 ８号館3階南側

katsuta@gku.ac.jp

経済 野崎　道哉 (月)11:00～12:20 ８号館4階北側

nozaki@gku.ac.jp

経営 河合　晋 (火)10:50～12:20　　　　 10号館3階

kawai@gku.ac.jp

は

経営 韓　金江 　前期(火)16:20～17:20 10号館2階

han@gku.ac.jp

経営 原田　理人 (月)9:00～10:40 10号館4階

mharada@gku.ac.jp

　後期(火)13:30～14:30 ひ

き 経営 平手　賢治 (月)13:00～14:30 10号館2階

hirate@gku.ac.jp

経済 菊本　舞 (月)12:30～13:30 3号館1階

ki9ma@gku.ac.jp

ふ

学びラウンジ 経済 藤井　えりの (水)11:00～12:30 ８号館3階南側

erino731@gku.ac.jp

経営 岸　順治 (金)12:00～13:00 10号館4階

kishi@gku.ac.jp

経済 藤岡　恭子 前期(水)11:00～12:30 ８号館4階南側

fujiokay@gku.ac.jp

く 後期(火)13:00～14:30

看護 熊田　卓 (水)11:00～12:00 10号館2階

tkumada@gku.ac.jp

経営 古田　康生 (水)9:10～10:40　 10号館3階

y.furuta@gku.ac.jp

経営 桑原　茂樹 前期(火)11:40～12:40 10号館2階

kuwabara@gku.ac.jp

ほ

後期(火)11:00～12:00 経済 ボーグ・ポール (水)11:00～12:00 ８号館3階南側

pborg@gku.ac.jp

こ み

経営 古口　博之 (月)12:20～13:00 10号館4階

koguchi@gku.ac.jp

経済 水野　和佳奈 (火)16:30～17:30 ８号館4階北側

　 wmizuno@gku.ac.jp

(木)12:20～13:00 経済 三和　元 (木)14:40～15:40 ８号館4階南側

hajime@gku.ac.jp

経済 後藤　智弘 (金)11:00～12:00 ８号館3階北側

tomohiro@gku.ac.jp

も

経済 後藤　康文 (火)12:10～13:00 ８号館3階北側

gotou@gku.ac.jp

経済 森　誠一 (金)11:00～12:30 ８号館4階南側

smori@gku.ac.jp

さ や

経営 佐々木 喜一郎 (金)13:30～14:30 10号館3階

kii@gku.ac.jp

経済 山田　武司 前期(火)13:00～14:30 ８号館4階北側

takeshi@gku.ac.jp

看護 佐々　敏 (水)13:00～14:00 ８号館3階北側

sassa@gku.ac.jp

後期(火)16:20～17:50

経済 佐藤　俊幸 (月)13:30～14:30 ８号館4階北側

t-sato@gku.ac.jp

経営 山本　重人 　(金)11:00～12:00 10号館4階

yama01@gku.ac.jp

し よ

経営 篠田　知之 (水)10:50～11:50 10号館3階

shinoda@gku.ac.jp

経営 横倉　真弥   (水)12:30～13:30 10号館2階

yokokura@gku.ac.jp

経営 白河　カルミ (水)9:30～10:30 10号館4階

erick@gku.ac.jp

※オフィスアワーは、開講期間内に実施しています（試験期間や休暇期間は実施しません）。

す
※オフィスアワー時に教員が不在の場合は、教務課で取り次ぎしますので教務課に来てください。

経済 菅谷　広宣 (木)12:00～13:00 ８号館4階南側

sugaya@gku.ac.jp

※非常勤の先生への質問や相談は、授業の前後にしてください。

経済 杉山　一也 前期(金)16:20～17:20 ８号館3階南側

sugiyama@gku.ac.jp 2022年10月1日　教務課
後期(木)13:30～14:30

★オフィスアワーは、教員が研究室で皆さんの訪問を待っている時間帯です。
　訪問の目的は自由です。授業に関する質問、学生生活の相談事、何でも気軽に相談してください。
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