
令和4年度
理工学部 オフィスアワー

◎オフィスアワーは､特定の時間帯に研究室等を開放し､各教員が講義内容､研究活動､勉強方法等について

  質問や相談を受付､対応する制度です｡

  実施期間は､授業実施期間（休日を除く）です｡

  なお､やむを得ない事情により､指定した時間に受け付けられない場合もありますので､事前に連絡をして下さい｡

機械工学系

（号館／階） （研究室等）
※ 大髙 敏男 ｵｵﾀｶ ﾄｼｵ 5号館／4階 51研 月 3時限目 otaka
※ 大橋 隆弘 ｵｵﾊｼ ﾀｶﾋﾛ 7号館／3階 701研 月 4時限目 tohashi
※ 佐藤 公俊 ｻﾄｳ ｷﾐﾄｼ 7号館／3階 702研 水 5時限目 kisatoh

神野 誠 ｼﾞﾝﾉ  ﾏｺﾄ 7号館／3階 705研 火 1時限目 mjinno

富樫 盛典 ﾄｶﾞｼ  ｼｹﾞﾉﾘ 5号館／4階 54研 月 1時限目 togashis

堀井 宏祐 ﾎﾘｲ ﾋﾛｽｹ 7号館／3階 704研 火 5時限目 hhorii
※ 本田 康裕 ﾎﾝﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 7号館／3階 706研 月･木 5時限目 honda

モフィディ ハメッド ﾓﾌｨﾃﾞｨ　ﾊﾒｯﾄﾞ 7号館／3階 707研 水 5時限目 mofidih

山口　恭平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 7号館／3階 703研 火 2時限目 kyoheiy

※アカウント名の後ろに【@kokushikan.ac.jp】をつけてください

電子情報学系

（号館／階） （研究室等）
※ 乾  昭文 ｲﾇｲ ｱｷﾌﾐ 7号館／4階 722研 金 16:25～17:55 ainui
※ 大屋 隆生 ｵｵﾔ ﾀｶｵ 7号館／4階 718研 火 4時限目 takaohya

小田井 圭 ｵﾀﾞｲ ｹｲ 7号館／5階 735研 火 3時限目 odaikei
※ 九鬼 孝夫 ｸｷ ﾀｶｵ 5号館／4階 59研 水 3時限目 kukitaka

神津 薫 ｺｳｽﾞ  ｶｵﾙ 7号館／4階 721研 水 2時限目 kouzu

酒井 平祐 ｻｶｲ ﾍｲｽｹ 5号館／4階 56研 木 2時限目 hsakai

高橋 幸雄 ﾀｶﾊｼ ﾕｷｵ 中央図書館/6階 研究室5 火 6時限目 takayu
※ 中嶌 信弥 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾝﾔ 7号館／4階 711研 水 3時限目 nakajima

中村 嘉志 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾕｷ 5号館／4階 52研 6時限目 nmura

※アカウント名の後ろに【@kokushikan.ac.jp】をつけてください

建築学系

（号館／階） （研究室等）

朝吹 香菜子 ｱｻﾌﾞｷ ｶﾅｺ 7号館／5階 731研 火・木 12:15～12:55 kanakos

位田 達哉 ｲﾝﾃﾞﾝ ﾀﾂﾔ 7号館／5階 732研 金 1時限目 indent
※ 大井　鉄也 ｵｵｲ ﾃﾂﾔ MCH／B1F 意匠研 水 5時限目 tetsuyao

春期：火 5時限目

秋期：木 5時限目

田中 千歳 ﾀﾅｶ ﾁﾄｾ 7号館／5階 726研 火・水 12:15～12:55 suzume

寺内 義典 ﾃﾗｳﾁ ﾖｼﾉﾘ 7号館／5階 730研 月 3時限目 terauchi

原  英嗣 ﾊﾗ ｴｲｼﾞ 7号館／5階 729研 水 2時限目 haraei

南  泰裕 ﾐﾅﾐ ﾔｽﾋﾛ MCH／B1F 意匠研 水 5時限目 yminami

横内 基 ﾖｺｳﾁ ﾊｼﾞﾒ 7号館／5階 728研 火 5時限目 yokouchi

※アカウント名の後ろに【@kokushikan.ac.jp】をつけてください

まちづくり学系

（号館／階） （研究室等）

津野 和宏 ﾂﾉ ｶｽﾞﾋﾛ 7号館／5階 734研 木 1時限目 tsunoka

春期：木

秋期：月

西村 亮彦 ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾋｺ 7号館／4階 720研 木 4時限目 nishimura

橋本 隆雄 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶｵ 7号館／3階 708研 火 2時限目 thashimo
※ 山坂 昌成 ﾔﾏｻｶ ﾏｻｼｹﾞ 7号館／5階 733研 月 3時限目 yamasaka

※アカウント名の後ろに【@kokushikan.ac.jp】をつけてください

人間情報（健康医工）学系

（号館／階） （研究室等）
※ 春期：月 3時限目

秋期：水 3時限目

小崎 充 ｺｻﾞｷ ﾏｺﾄ 34号館／9階 A919研 水 5時限目 makkoz

地神 裕史 ﾁﾞｶﾞﾐ ﾋﾛﾌﾐ 7号館／4階 713研 秋期：月 5時限目 hjigami 春期は学外派遣
※ 土居 裕和 ﾄﾞｲ ﾋﾛｶｽﾞ 5号館／4階 53研 月 2時限目 hdoi

二川  佳央 ﾆｶﾜ ﾖｼｵ 7号館／4階 714研 水 5時限目 nikawa

和田 匡史 ﾜﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 7号館／4階 715研 水 6時限目 twada

※アカウント名の後ろに【@kokushikan.ac.jp】をつけてください

基礎理学系

（号館／階） （研究室等）

乾  睦子 ｲﾇｲ ﾑﾂｺ 7号館／4階 717研 月 4時限目 inui

大柳 良介 ｵｵﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳｽｹ 5号館／4階 58研 火 3時限目 oyanagir

新庄 玲子 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾚｲｺ 7号館／5階 725研 春期：火、水 12:15～12:55 reiko 秋期は学外派遣

春期：月 3時限目

秋期：月 4時限目

春期：水 5時限目

秋期：火 3時限目

関口 宗男 ｾｷｸﾞﾁ ﾓﾄｵ 10号館／1階 物理実験室 月､火､金 12:15～12:55 motoo 研究室は7号館／4階(712研)

名越 篤史 ﾅｺﾞｴ ｱﾂｼ 7号館／5階 736研 月 5時限目 anagoe

布田 徹 ﾌﾀﾞ ﾄｵﾙ 7号館／4階 709研 月､火､金 12:15～12:55 fudat

堀地 紀行 ﾎﾘﾁ ﾉﾘﾕｷ 7号館／4階 719研 火 13:30～14:30 horichi

和田 浩明 ﾜﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 10号館／1階 物理実験室 水、木 12:15～12:55 hrwada 研究室は5号館／4階(55研)

※印の教員:応用ｼｽﾃﾑ工学専攻（博士課程）教員 ※アカウント名の後ろに【@kokushikan.ac.jp】をつけてください
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kokuboa

2022年4月1日　現在
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ﾌﾘｶﾞﾅ
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曜日 時間

小久保　彰 ｺｸﾎﾞ ｱｷﾗ 7号館／5階 727研

時間 連絡先

連絡先 備考

二井 昭佳 ﾆｲ ｱｷﾖｼ 7号館／4階 716研 3時限目 nii

備考教員名 ﾌﾘｶﾞﾅ
場所

曜日

教員名

大浦 邦彦 ｵｵｳﾗ ｸﾆﾋｺ 7号館／4階 710研 kuni

関口 勝右 ｾｷｸﾞﾁ ｶﾂｽｹ 7号館／5階 723研 sekiguch

備考

鈴木 龍一 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｲﾁ 7号館／5階 724研 rsuzuki

教員名 ﾌﾘｶﾞﾅ
場所

曜日 時間 連絡先


