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【政治経済学部におけるオフィスアワー / Office Hours at SPSE】

研究室等を訪問し、教員に質問や相談をすることができます。政治経済学部では、原則として事前にメール等で教員に直接連絡を取り予約してください。

ただし、下方に掲載する教員については記載の内容に従ってください。時間帯のみが記載されている場合は、その時間帯に研究室を訪問してください。

Students can visit professors' office to ask questions and consult with professors. In the SPSE, in principle, please contact the professors

by e-mail to make an appointment.

However, for the professors listed below, please follow the instructions provided. If only the time slot is listed, please visit the professor's

office during that time slot.

【メール等による連絡 / Contact by e-mail】

ご自身のWasedaメールアドレスから教員に直接メールを送り、予約をしてください。

なお、教員の授業を履修している場合は、Waseda Moodleからメッセージを送ることもできます。 方法は以下のマニュアルを参照してください。

https://wnpspt.waseda.jp/student/wsdmoodle/?p=36

Please send an email directly to the professor from your Waseda email address to make an appointment.

If you are enrolled in the professor's class, you can also send a message from Waseda Moodle. Please use "Message My Teacher" function

at your Moodle course.

【教員のメールアドレス / Professors' e-mail address】

教員のメールアドレスは以下の方法で確認してください。

1) インターネットで調べる： 教員によっては、インターネット上でメールアドレスを公開している場合があります。

2) 事務所にメールで問い合わせる： ご自身のWasedaメールアドレスから事務所にメールを送り、問い合わせてください。

なお、メール本文に必ず「学籍番号」「氏名」を記載してください。 事務所の連絡先は以下を参照してください。

https://www.waseda.jp/fpse/pse/contact/

3) 事務所を訪問して問い合わせる： 事務所カウンターで学生証を提示し、問い合わせてください。

Students can find the e-mail addresses of professors in the following ways

1) Search the Internet: Some professors may have their email addresses available on the Internet.

2) Contact the SPSE office by email: Send an email to the SPSE office from your Waseda e-mail address.

Please be sure to include your student ID number and full name in the e-mail. See the following for the contact information of the SPSE office.

https://www.waseda.jp/navi/e/inquiry.html

3) Visit the SPSE office to inquire: Please inquire at the SPSE office counter by showing your student ID card.

【注意事項 / Notes】

1) 非常勤講師はオフィスアワーがありません。授業時に直接、またはメールやWaseda Moodleで質問してください。

2) 研究室の場所は、学生証を提示のうえ政治経済学部事務所または教員の所属箇所事務所にて確認してください。

1) Part-time lecturers do not have office hours. Please contact them in class, by e-mail or via Waseda Moodle.

2) Please check the location of the professor's office at the SPSE Office or the office of the professor's affiliation by showing your student ID card.

【個別にオフィスアワーを指定する教員 / Professors who designate Office Hours individually】

教員氏名（五十音順） Professor's Name オフィスアワー/Office Hours

金子 昭彦 KANEKO, Akihiko
木曜日 12:10 - 13:00 （これ以外の場合はメールで予約）

Thursday, 12:10 - 1:00 p.m. (Please book by email if you cannot visit during this time)

久保田 荘 KUBOTA, So

火曜日 16:00 - 17:00 @3号館1215室（これ以外の場合はメールで予約）

Tuesday, 4:00 - 5:00 p.m. at room 1215, Bldg. No.3 (Please book by email if you cannot visit

during this time)

清水 和巳 SHIMIZU, Kazumi

火曜日 16:30 - 17:30 @3号館1241室（この時間に来られない場合は、個別に連絡を取るこ

と）

Tuesday, 4:30 - 5:30 p.m. at room 1241, Bldg. No.3 (Please contact individually if you cannot

visit during this time)

以上
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