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○基礎理工学専攻

Ａ）数理科学 Ｉ）電気電子工学
Mathematics Electronics and Electrical Engineering

厚地　淳 井口　達雄 生駒　典久 井関　裕靖 太田　克弘 小田　芳彰 青木　義満 粟野　祐二 池原　雅章 石黒　仁揮 岡田　英史 神成　文彦
垣村　尚徳 勝良　健史 亀谷  幸生 栗原　将人 小林　景 坂川　博宣 木下　岳司 久保　亮吾 黒田  忠広 斎木　敏治 眞田　幸俊 田邉　孝純
白石　博 曽我　幸平 高橋　博樹 田中  孝明 種村　秀紀 田村　明久 津田　裕之 寺川　光洋 中野  誠彦 野田　啓 湯川　正裕
服部　広大 林　賢一 坂内　健一 早野　健太 南　美穂子 宮崎  琢也

Ｂ）物理学 Material Design Science
Physics 石榑  崇明 磯部　徹彦 今井　宏明 栄長　泰明 緒明　佑哉 海住　英生

江藤　幹雄 大橋　洋士 岡　朋治 古池  達彦 齊藤　圭司 白濱  圭也 片山   靖 小池　康博 佐藤　徹哉 白鳥　世明 ﾁｯﾃﾘｵ，ﾀﾞﾆｴﾙ 二瓶　栄輔
高野　宏 千葉　文野 中迫　雅由 西村　康宏 能崎　幸雄 長谷川　太郎 蛭田　勇樹 藤原　 忍 山本　崇史
檜垣　徹太郎 藤谷　洋平 古川　俊輔 山内　淳 山本　直希 渡邉　紳一

Ｃ）分子化学 ○ 開放環境科学専攻
Molecular Chemistry Ｋ）空間･環境デザイン工学

垣内　史敏 河内　卓彌 近藤　寛 犀川　陽子 佐藤　隆章 高尾  賢一 Space and Environment Design Engineering
千田　憲孝 角山　寛規 中嶋　敦 羽曾部　卓 古川　良明 藪下　聡 ｱﾙﾏｻﾞﾝ ｶﾊﾞｼﾞｪｰﾛ, ﾎﾙﾍ 伊香賀　俊治 井上　京子 小國　健二 岸本　達也 小檜山　雅之
山田　徹 吉岡　直樹 髙橋　正樹 中澤　和夫 三田  彰 ﾗﾄﾞｳﾞｨｯﾁ，ﾀﾞﾙｺ

Ｄ）物理情報 Ｌ）環境エネルギー科学
Applied Physics and Physico-Informatics Science of Environment and Energy

足立　修一 安藤　和也 伊藤　公平 井上　正樹 内山  孝憲 神原　陽一 朝倉　浩一 荒井　規允 大村　亮 小川  邦康 奥田　知明 鈴木　哲也
清水　智子 田中　敏幸 塚田　孝祐 早瀬　潤子 星野　一生 堀　豊 寺坂　宏一 藤岡　沙都子 堀田　篤 横森　剛
牧　英之 松本  佳宣 的場　正憲 門内　靖明 山本　直樹 渡辺　宙志

Ｍ）応用力学・計算力学
Ｅ）生物化学 Applied and Computational Mechanics
Chemical Biology 安藤　景太 小尾　晋之介 高野　直樹 竹村　研治郎 深潟　康二 松尾　亜紀子

清水　史郎 末永　聖武 高橋　大介 戸嶋　一敦 藤本　啓二 藤本　ゆかり 村松　眞由 泰岡  顕治
松本  緑

Ｎ）情報工学
Ｆ）生命システム情報 Information and Computer Science
Biosciences and Informatics 天野　英晴 今井　倫太 大槻　知明 小原  京子 金子　晋丈 河野　健二

井本　正哉 牛場　潤一 岡　浩太郎 榊原　康文 佐藤  智典 土居　信英 斎藤　英雄 斎藤　博昭 笹瀬　 巌 重野　寛 杉浦　裕太 杉本　麻樹
舟橋　啓 堀田　耕司 松原　輝彦 宮本　憲二 高田  眞吾 寺岡　文男 遠山　元道 西　宏章 萩原　将文 藤代　一成

松谷　宏紀 山﨑  信行 山中　直明

○総合デザイン工学専攻 Ｏ）オープンシステムマネジメント
Ｇ）ﾏﾙﾁﾃﾞｨｼﾌﾟﾘﾅﾘ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科学 Open Systems Management
Multidisciplinary and Design Science 稲田　周平 今井　潤一 岡田  有策 栗田  治 栗原　聡 志田　敬介

石上　玄也 大宮　正毅 尾上　弘晃 加藤　健郎 小茂鳥　潤 澤田　達男 篠沢　佳久 鈴木　秀男 大門　樹 田中　健一 中西  美和 成島　康史
志澤　一之 杉浦　壽彦 松岡  由幸 三木　則尚 宮田　昌悟 森田　寿郎 枇々木　規雄 増田　靖 松浦　峻 松川　弘明 松林　伸生 山口　高平
閻　紀旺 山田  秀 山本　零

Ｈ）システム統合工学
System Integration Engineering

青山　英樹 大森　浩充 大家　哲朗 柿沼　康弘 嘉副　裕 桂　誠一郎
小池　綾 佐藤　洋平 須藤　亮 田口　良広 長坂　雄次 滑川　徹
野崎　貴裕 満倉　靖恵 村上　俊之 矢向  高弘
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Ｊ）マテリアルデザイン科学
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