
■オフィスアワー一覧
※変更が生じた場合は掲示等でお知らせしますので、各自で確認してください。

機械工学科
氏名 曜日 時間 場所（研究室）

月曜日 １２：５０  ～  １３：２５
金曜日 １２：５０  ～  １３：２５
火曜日 １６：４０　～　１８：２０
木曜日 １３：３０　～　１８：２０
月曜日 １６：５０　～　１８：２０
水曜日 １６：５０　～　１８：２０
火曜日 １６：５０　～　１８：５０
水曜日 １６：５０　～　１８：５０

金光　興二 木曜日 １５：１０　～　１６：４０ 北館３階　金光研究室
月曜日 １６：５０　～　１８：２０
火曜日 １２：５０　～　１３：２５
金曜日 １２：５０　～　１３：２５

崎野　清憲 月曜日 １３：３０　～　１５：００ 北館３階　崎野研究室
(春学期)火曜日 １３：３０　～　１５：００
(春学期)木曜日 １５：００　～　１６：４０
(秋学期)木曜日 １１：１０　～　１２：４０
(秋学期)金曜日 １２：４０　～　１３：３０

火曜日 １０：３０　～　１３：００
水曜日 １６：５０　～　１８：５０

塚本　英明 木曜日 １５：００　～　１８：００ 北館３階　塚本研究室
辻田　星歩 木曜日 １３：３０　～　１８：３０ 北館３階　辻田研究室
林　　　　茂 火曜日 １３：００　～　１６：４０ 北館３階　林　研究室

月曜日 １２：５０　～　１３：２５
金曜日 １２：５０　～　１３：２５
月曜日 ０９：３０　～　１２：４０
木曜日 ０９：３０　～　１２：４０

(春学期)水曜日 １３：３０　～　１５：００
(春学期)土曜日 １１：００　～　１２：３０
(秋学期)火曜日 １１：１０　～　１２：４０

月曜日 １２：５０  ～  １３：２５
金曜日 １２：５０  ～  １３：２５
月曜日 １１：００　～　１５：００
土曜日 １１：００　～　１５：００

電気電子工学科
氏名 曜日 時間 場所（研究室）

伊藤　一之 金曜日 １６：５０　～　１８：２０ 北館４階　伊藤研究室
岡本　吉史 木曜日 １６：５０　～　１８：２０ 北館４階　岡本研究室
川口　悠子 月曜日 １１：１０　～　１２：４０ 北館４階　川口研究室
栗山  一男 水曜日 １１：１０　～　１２：４０ 北館４階　栗山研究室
斎藤  利通 火曜日 １５：１０　～　１６：４０ 北館４階　斎藤研究室
柴山　　純 木曜日 １６：５０　～　１８：２０ 北館４階　柴山研究室
中村　壮亮 月曜日 １１：１０　～　１２：４０ 北館４階　中村壮亮研究室
中村　俊博 火曜日 １６：５０　～　１８：２０ 北館４階　中村俊博研究室
西村　征也 月曜日 １１：１０　～　１２：４０ 北館４階　西村研究室

(春学期)火曜日 １６：５０　～　１８：２０
(秋学期)水曜日 １１：１０　～　１２：４０

三牧　宏彬 金曜日 １１：１０　～　１２：４０ 北館４階　三牧研究室
安田　　彰 水曜日 １６：５０　～　１８：２０ 北館４階　安田研究室
山内　潤治 木曜日 １６：５０　～　１８：２０ 北館４階　山内研究室
山本　康博 月曜日 １３：３０　～　１５：００ 北館４階　山本研究室

相原　建人 北館３階 相原研究室

新井　和吉 北館３階　新井研究室

石井　千春 北館３階　石井研究室

大澤　泰明 北館３階　大澤研究室

川上　忠重 北館３階　川上研究室

柴田　東作 北館３階　柴田研究室

チャピ　ゲンツィ 北館３階　チャピ研究室

森田　進治 北館３階　森田研究室

平野　元久 北館３階　平野研究室

御法川　学 北館３階　御法川研究室

渡邊　正義 北館３階　渡邊研究室

吉田　一朗 北館３階 吉田研究室

間下　克哉 北館４階　間下研究室



応用情報工学科 
氏名 曜日 時間 場所（研究室）

赤松　茂 水曜日 １１：１０　～　１２：４０ 南館Ｓ４０２
彌冨　　仁 水曜日 １３：３０　～　１５：００ 南館Ｓ６０４
尾川　浩一 火曜日 １３：３０　～　１５：００ 南館Ｓ６０７

（春学期）火曜日 １３：３０　～　１５：００ （春学期）南館Ｓ５０７
（秋学期）木曜日 １３：３０　～　１５：００ （秋学期）東館Ｅ００５実験室

品川　　満 月曜日 １３：３０　～　１５：００ 南館Ｓ５０３
平原　　誠 火曜日 ９：３０　～　１１：００ 南館Ｓ６０９
藤井　章博 火曜日 １１：１０　～　１２：４０ 南館Ｓ５０５
宮本　健司 月曜日 １６：５０　～　１８：２０ 南館Ｓ４１４
三橋　秀生 火曜日 １３：３０　～　１５：００ 南館Ｓ４０４
八名　和夫 水曜日 １３：３０　～　１５：００ 南館Ｓ５１０
李　　　磊 火曜日 １５：１０　～　１６：４０ 南館Ｓ５０６

和田　幸一 水曜日 １６：５０　～　１８：２０ 南館Ｓ６０８

経営システム工学科
氏名 曜日 時間 場所（研究室）

礒島　　伸 水曜日 １１：１０　～　１２：４０ 西館Ｗ６０１５
浦谷　　規 水曜日 １１：１０　～　１２：４０ 西館Ｗ５０１８
江﨑　和博 水曜日 １３：３０　～　１５：００ 西館Ｗ６００４

（春学期）水曜日 １１：１０　～　１２：４０
（秋学期）火曜日 １１：１０　～　１２：４０

木村　光宏 火曜日 １１：１０　～　１２：４０ 西館Ｗ５００１
五島　洋行
高澤兼二郎 水曜日 １１：１０　～　１２：４０ 西館Ｗ６００２

（春学期）火曜日 １６：５０　～　１８：２０
（秋学期）月曜日 １６：５０　～　１８：２０

千葉　英史 木曜日 １３：３０　～　１５：００ 西館Ｗ５００２
中村　洋一 木曜日 １３：３０　～　１５：００ 西館Ｗ６００１
宮越　龍義 木曜日 １６：５０　～　１８：２０ 西館Ｗ５０１７
安田　和弘 木曜日 １３：３０　～　１５：００ 西館Ｗ５０１４

創生科学科
氏名 曜日 時間 場所（研究室）

(春学期)水曜日 １３：３０　～　１５：００
(秋学期)月曜日 １３：３０　～　１５：００
(春学期)水曜日 １６：５０　～　１８：２０
(秋学期)火曜日 １１：１０　～　１２：４０
(春学期)月曜日 １３：３０　～　１５：００
(秋学期)月曜日 １３：３０　～　１５：００

加藤　　豊 火曜日 １２：４０　～　１３：３０ 西館Ｗ６００６
(春学期)月曜日 １２：４０　～　１３：３０
(秋学期)月曜日 １２：４０　～　１３：３０

小林　一行 月曜日 １３：３０　～　１５：００ 北館Ｎ４００６
(春学期)月曜日 １３：３０　～　１５：００
(秋学期)月曜日 １３：３０　～　１５：００

佐藤　修一 水曜日 １２：４０　～　１３：３０ 中央館Ｃ１００２
（春学期）水曜日 １３：３０　～　１５：００
（秋学期）木曜日 １３：３０　～　１５：００

鈴木　　郁 金曜日 １３：３０　～　１５：００ 西館Ｗ５０２０
滝沢　誠 水曜日 １３：３０　～　１５：００ 中央館Ｃ１００５

玉井　哲雄 水曜日 １３：３０　～　１５：００ 中央館Ｃ２００７
梨本　邦直 金曜日 １３：３０　～　１５：００ 西館Ｗ６０１９

福澤レベッカ 月曜日 １３：３０　～　１５：００ 西館Ｗ１００５
堀端　康善 月曜日 １３：３０　～　１５：００ 北館　堀端研究室　Ｎ４０１８

(春学期)木曜日 １３：３０　～　１５：００
(秋学期)金曜日 １１：１０　～　１２：４０

松尾　由賀利 火曜日 １２：４０　～　１３：３０ 中央館Ｃ１００３
元木　淳子 水曜日 １２：４０　～　１３：３０ 西館Ｗ１００３
柳川　浩三 水曜日 １２：４５　～　１３：３０ 中央館Ｃ２００６

火曜日 １２：４０　～　１３：３０
水曜日 １２：４０　～　１３：３０

(春学期)月曜日 １５：１０　～　１６：４０
(秋学期)月曜日 １３：３０　～　１５：００

上記以外の教員（兼任講師）
授業後に各授業担当の教員に確認してください。　(例)「授業後に質問を受付ける」

山田　啓一 中央館Ｃ１００６

小屋多恵子 西館Ｗ１００１

塩谷　　勇 中央館Ｃ２００４

三浦  孝夫 中央館Ｃ１００４

横山　泰子 西館Ｗ１００４

春日　　隆 中央館Ｃ２００３

田村　信幸 西館Ｗ５０２２

呉　　暁林 西館Ｗ６０１８

（※２０１７年度は在外研究にて不在）

中央館Ｃ２００５

岡村　定矩 中央館Ｃ１００１

金井　　敦

伊藤　隆一

桂　　利行 西館Ｗ５０１２




