
オフィスアワー一覧表（2021年度）
2021/4/23現在

【学科順、５０音順】

所属 教員名 1　Q 2　Q
場所

建物-室番
備考

荒木　智行
火12:25〜13:15
木12:25〜13:15

火12:25〜13:15
木12:25〜13:15

新1-806 研究室在室時はいつでも相談可能．

小池　正記
火15:10～16:50
水10:45～12:25

火15:10～16:50
水10:45～12:25

新1-1206
研究室在室時はいつでも相談可能です。
何でも相談してください。

鈴木　貴
月13:00～17:00
火13:00～17:00
木13:00～17:00

月13:00～17:00
火13:00～17:00
木13:00～17:00

新1-1207
研究室在室時はいつでも相談可能です。事前に
メール等でアポイントをとってください。
stakashi@cc.it-hiroshima.ac.jp

田中　武 月13:15～14:55 月13:15～14:55 新1-607
研究室在室時はいつでも相談可能。
事前にメール等でアポイントを求める。
tanaka@it-hiroshima.ac.jp

谷岡　知美 月13:30～14:30
木14:00～15:00

月13:30～14:30
木14:00～15:00

新1-807
研究室在室時はいつでも相談可能。
事前にメール等でアポイントを求める。
t.tanioka.wz@cc.it-hiroshima.ac.jp

谷口　哲至 月17:05～18:45 月17:05～18:45 新1-906
事前にメールなどでアポイントメントを求める
t.taniguchi.t3@cc.it-hiroshima.ac.jp

豊田　宏
月12:15～13:15
火12:30～13:30

月12:15～13:15
火12:30～13:30

新1-606 研究室在室時はいつでも相談可能

前田　俊二 月13:00〜14:40 月13:00〜14:40 新1-706 研究室在室時はいつでも相談可能

升井　義博 月13:15～14:45 月13:15～14:45 新1-907

山内　将行 火12:00～13:40 火12:00～13:40  新1-1007 研究室在室時はいつでも相談可能

山田　憲嗣 火15:00～17:00 火15:00～17:00 新1-1107
研究室在室時はいつでも相談可能。
事前にメール等でアポイントを求める。
k.yamada.7a@cc.it-hiroshima.ac.jp

学生支援アドバイザー 曽田　肇
月12:30～14:00
火12:30～14:00
木14:30～15:30

火12:30～14:00
木14:30～15:30
金15:00～16:00

新１-409
研究室在室時はいつでも相談可能です。
何でも相談してください。

川原　耕治
水10:45～12:25
木13:15～14:55

水10:45～12:25
木13:15～14:55

新10-215
研究室在室時はいつでも相談可能。
事前にメール等でアポイントを求める。
k.kawahara.3k@it-hiroshima.ac.jp

久保川　淳司

月12:25〜13:15
火12:25〜13:15
木12:25〜13:15
金12:25〜13:15

月12:25〜13:15
火12:25〜13:15
木12:25〜13:15
金12:25〜13:15

新10-411
研究室在室時はいつでも相談可能。
事前にメール等で連絡してください。
j.kubokawa.v4@it-hiroshima.ac.jp

小西　善彦 木16:50～19:00 木16:50～19:00 新10-509
研究室在室時はいつでも相談可能。
メールで希望日時を連絡してください。
y.konishi.5b@cc.it-hiroshima.ac.jp

小山　哲也 水13:15～15:55 水13:15～15:55 新10-515

西村　和則
月10:50～13:00
水12:30～14:45

月10:50～13:00
水12:30～14:45

新10-322 研究室在室時はいつでも相談可能です。

深山　幸穂

月12:50～13:10
火12:50～13:10
水12:50～13:10
木12:50～13:10
金12:50～13:10

月12:50～13:10
火12:50～13:10
水12:50～13:10
木12:50～13:10
金12:50～13:10

新10-408

細谷　健一 火17:05～18:45 火17:05～18:45 新10-316 研究室在室時はいつでも相談可能

松岡　雷士 木15:00～18:00 木15:00～18:00 新10-511 研究室在室時はいつでも相談可能

松川　弘 木13:15～14:55 木13:15～14:55 新1-309

丸野　茂光 火15:00～16:50 火15:00～16:50 新10-514 研究室在室時はいつでも相談可能

村上　修二
月17:05～17:55
水17:05～17:55

月17:05～17:55
水17:05～17:55

新10-415 研究室在室時はいつでも相談可能

吉田　義昭
火17:00～18:00
木17:00～18:00

火17:00～18:00
木17:00～18:00

新10-223 研究室在室時はいつでも相談可能

小河内　修一
月～金9:00～18:00

【但し12:00～
13:00を除く】

月～金9:00～18:00
【但し12:00～
13:00を除く】

NX-105
（LACナビ）

学生支援アドバイザー 奈良井　憲正
火12:40～13:10
木12:30～13:30
金12:50～13:30

火11:00～12:30
木12:00～13:00
金15:00～16:30

新10-413
在室時はいつでも対応します。
気軽に来室してください。

電子情報工学科

電気システム工学科
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【学科順、５０音順】

所属 教員名 1　Q 2　Q
場所

建物-室番
備考

安部　由美子 火15:00～17:00 火15:00～17:00 新8-415
研究室在室時はいつでも相談可能。
事前にメール等でアポイントを求める。
y.abe.5p@it-hiroshima.ac.jp

池田　雅弘 水16:50～18:30 水16:50～18:30 新8-407 研究室在室時はいつでも相談可能です。

王　栄光 月17:05～18:45 月17:05～18:45 新8-217 研究室在室時はいつでも相談可能

岡部　卓治
水15:10～16:00
金15:10～16:00

水15:10～16:00
金15:10～16:00

新8-413
研究室在室時はいつでも相談可能です。
何でも相談してください。

姜　兆慧 水13:15～15:00 水13:15～15:00 新8-416 研究室在室時はいつでも相談可能

桑野　亮一 火17:00～18:40 火17:00～18:40 新8-408 研究室在室時はいつでも相談可能

澤井　清 水17:00～19:00 水17:00～19:00 新8-218 研究室在室時はいつでも相談可能です

鈴村　文寛
月12:00～14:00
木12:00～14:00

月12:00～14:00
木12:00～14:00

新8-506
研究室在室時はいつでも相談可能。
メールアドレス：f.suzumura.br@it-
hiroshima.ac.jp

長谷川　信也 木15:00～17:00 木15:00～17:00 新8-505
事前にメール等でアポイントを求める。
hasegawa@me.it-hiroshima.ac.jp

日野　実 月13:15～14:50 月13:15～14:50 新8-211
研究室在室時はいつでも相談可能。
事前にメール等でアポイントを求める。
hino@it-hiroshima.ac.jp

福島　千晴
火12:25～13:15
水12:25～13:15

火12:25～13:15
水12:25～13:15

新8-213 研究室在室時はいつでも相談可能

星野　歩 金13:15～14:55 金13:15～14:55 新8-406
事前にメール等でアポイントを求める。
(a.hoshino.c3@it-hiroshima.ac.jp)

宗澤　良臣
火17:05～17:55
金15:10～16:50

火17:05～17:55
金15:10～16:50

新8-405 研究室在室時はいつでも相談可能

山本　愛士 木16:00～17:40 木16:00～17:40 新8-215
研究室在室時はいつでもどうぞ。
a.yamamoto.d5@it-hiroshima.ac.jp

吉田　憲司 金16:00～18:00 金16:00～18:00 新8-214

研究室在室時は基本的にいつでも相談可です
が，できるだけ事前にメールでアポイントをと
るようにしてください．
k.yoshida.uf@cc.it-hiroshima.ac.jp

大島　健太 火 8:50～10:30 火 8:50～10:30 新8-504 研究室在室時はいつでも相談可能

後藤　良次
月17:00～18:00
水17:00～18:00

月17:00～18:00
水17:00～18:00

新8-212
オフィスアワーの時間以外でも、研究室在室時
はいつでも相談可能です。

学生支援アドバイザー 藤高　章
火15:00～16:30
木9:30～11:00

火15:00～16:30
木9:30～11:00

新5-315
研究室在室時はいつでも相談可能
オフィスアワー以外は事前に連絡求む
a.fujitaka.kr@it-hiroshima.ac.jp

安　鍾賢 月13:20～15:00 月13:20～15:00 6-609
事前にメール等でアポイントを求める。
j.ahn.h2@it-hiroshima.ac.jp

宇都宮　浩司
月12:45～14:55
火12:45～13:15

月12:45～14:55
火12:45～13:15

6-407
研究室在室時はいつでも相談可能(予約不要)で
す。何でも相談・質問して下さい。

遠藤　直子 火15:00～17:00 火15:00～17:00 6-708 研究室在室時はいつでも相談可能

佐藤　裕樹
火17:05～17:55
木17:05～17:55

火17:05～17:55
木17:05～17:55

6-305-1 研究室在室時はいつでも相談可能

里信　純 木13:15～14:55 木13:15～14:55 6-506 研究室在室時はいつでも相談可能

宋　相載 月10:00～12:30 月10:00～12:30 6-507
研究室在室時はいつでも相談可能。
事前にメール等でアポイントがあれば時間外で
も相談可能。s.song.2c@it-hiroshima.ac.jp

髙畑　健二 水15:10～16:50 水15:10～16:50 6-704
研究室在室時はいつでも相談可能。
事前にメール等でアポイントを求める。
k.takahata.3h@it-hiroshima.ac.jp

中根　久典 木15:00～17:00 木15:00～17:00 新5-109
研究室在室時はいつでも相談可能。
事前にメール等でアポイントを求める。
h.nakane.34@it-hiroshima.ac.jp

長町　拓夫 金17:05～18:45 金17:05～18:45 6-508 研究室在室時はいつでも相談可能

安塚　周磨
月17:00～17:40
水17:00～17:40
木17:00～17:40

月17:00～17:40
水17:00～17:40
木17:00～17:40

6-705
事前にメール等でアポイントを求める。
s.yasuzuka.i7@it-hiroshima.ac.jp

八房　智顯
火16:00～17:00
木16:00～17:00

火16:00～17:00
木16:00～17:00

6-707
研究室在室時はいつでも相談可能。
事前にメール等でアポイントを求める。
t.yatsufusa.nr@it-hiroshima.ac.jp

山内　雄介 金15:20～17:00 金15:20～17:00 6-305-3 研究室在室時はいつでも相談可能

章　忠 月10:45～12:25 月10:45～12:25 6-608
研究室在室時はいつでも相談可能です。
遠慮なく何でも相談してください。

高東　浩二
火8:50～10:30

水13:15～14:55
火8:50～10:30

水13:15～14:55
6-408 研究室在室時はいつでも相談可能

学生支援アドバイザー 田中　義郎
火12:30～13:30 
木15:00～16:00

火12:30～13:30 
木15:00～16:00

6-709 研究室在室時はいつでも相談可能

機械システム工学科

知能機械工学科
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【学科順、５０音順】

所属 教員名 1　Q 2　Q
場所

建物-室番
備考

石井　義裕 木17:15～18:55 木17:15～18:55 新2-302-2
できるだけ事前にHITPOのメッセージで連絡下
さい．

石垣　衛 月11:30～13:10 月11:30～13:10 新2-216
事前にメイル等にてアポイントを取って下さ
い。

伊藤　雅
火12:25～13:15
金12:25～13:15

火12:25～13:15
金12:25～13:15

新2-311 研究室在室時はいつでも相談可能

今川　朱美
水9:40～10:30
木9:40～10:30

水9:40～10:30
木9:40～10:30

新2-302-1 不在が多いので、事前に連絡をください。

大東　延幸
月17:00～18:00
木17:00～18:00

月17:00～18:00
木17:00～18:00

新2-219
研究室在室時はいつでも相談可能です。
何でも相談してください。

大村　訓史
火10:30～11:40
火16:50～17:20

火10:30～11:40
火16:50～17:20

新2-308 居るときはいつでもどうぞ

坂井　学
月11:30〜12:30
火13:00〜14:00

月11:30〜12:30
火13:00〜14:00

新2-314 研究室在室時はいつでもどうぞ。

高藤　政典 水11:00～12:40 水11:00～12:40 新2-407

田中　聖三
月17:00〜17:30
火15:10〜17:30

月17:00〜17:30
火15:10〜17:30

新2-310 他，研究室在室時はいつでも対応可能

竹田　宣典 金13:15～14:55 金13:15～14:55 新2-313 研究室在室時はいつでも相談可能です。

堀部　秀雄 木13:30～15:10 木13:30～15:10 新2-312

森脇　武夫
月12:25～13:15
火12:25～13:15
水12:25～13:15

月12:25～13:15
火12:25～13:15
水12:25～13:15

新2-315 研究室在室時はいつでも相談可能

学生支援アドバイザー 塚本　俊明
月12:30～13:15
水12:30～13:00
金12:30～13:15

月12:30～13:15
水12:30～13:00
金12:30～13:15

新2-303
研究室在室時はいつでも相談可能。
どんなことでも気軽に相談して下さい。

荒木　秀夫
月17:00～17:40
水17:00～17:40
金17:00～17:40

月17:00～17:40
水17:00～17:40
金17:00～17:40

新2-214 研究室在室時はいつでも相談可能

金子　治
月17:00～18:00
木17:00～18:00

月17:00～18:00
木17:00～18:00

新2-404-2 研究室在室時はいつでも相談可能

川上　善嗣 月13:00～14:40 月13:00～14:40 新2-215

木舩　弘一 水13:00～15:00 水13:00～15:00 20-701 在室時はいつでも相談可能

栗崎　真一郎
月10:45～11:45
金10:45～11:45

月10:45～11:45
金10:45～11:45

20-408 研究室在室時はいつでも相談可能

坂本　英輔 水17:05～18:45 水17:05～18:45 新2-404-1 研究室在室時はいつでも相談可能です。

貞末　和史 火17:00～18:40 火17:00～18:40 新2-220 研究室在室時はいつでも相談可能

庄野　宏 月17:00～18:40 火15:25～17:05 20-709
研究室在室時はアポ無しでいつでも相談可能で
す。お気軽にどうぞ
h.shohno.a4@cc.it-hiroshima.ac.jp

中西　伸介
月17:00～17:40
水17:00～17:40
金17:00～17:40

月17:00～17:40
水17:00～17:40
金17:00～17:40

20-606 研究室在室時はいつでも相談可能

福田　由美子 火15:10～16:50 火15:10～16:50 20-409 研究室在室時はいつでも相談可能

八重樫　徹 火13:15～14:55 火13:15～14:55 20-702
研究室在室時はいつでも相談可能。
事前にメール等でアポイントを求める。
t.yaegashi.xm@it-hiroshima.ac.jp

金澤　雄記

月13:30～18:30
火8:50～12:25
木8:50～12:25
金8:50～12:25

月13:30～18:30
火8:50～12:25
木8:50～12:25
金8:50～12:25

20-407 研究室在室時はいつでも相談可能

山西　央朗
月17:00～18:00
火17:00～18:00

月17:00～18:00
火17:00～18:00

新2-210-1

在室時は対応可能です．
事前にメールで連絡をとって頂けると助かりま
す．
t.yamanishi.ev@it-hiroshima.ac.jp

中嶋　麻起子 火10:45～12:30 火10:45～12:30 20－608

研究室在室時はいつでも相談可能。
事前にメール・電話でアポイントを。
m.nakajima.5k@it-hiroshima.ac.jp
921-9427

岸本　貴博 金16:20～18:00 金16:20～18:00 20-410

研究室在室時は相談可能
下記アドレスに連絡頂き、アポイントを取って
ください。
t.kishimoto.2r@it-hiroshima.ac.jp

学生支援アドバイザー 清水　斉 月17:05～18:45 月17:05～18:45 新2-210-2 研究室在室時はいつでも相談可能

環境土木工学科

建築工学科
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【学科順、５０音順】

所属 教員名 1　Q 2　Q
場所

建物-室番
備考

梅村　祥之 木10:45〜12:25 木10:45〜12:25 新4-615
研究室在室時はいつでも相談可能。
事前にメールでアポイント。 
y.umemura.im@it-hiroshima.ac.jp

大谷　幸三 月16:00～17:40 月16:00～17:40 新4-720
研究室在室時はいつでも相談可能。
事前にメールでアポイントがあれば確実。
k.ohtani.ig@it-hiroshima.ac.jp

垣内　洋介 木12:30～14:30 木12:30～14:30 16-201
研究室在室時は常時相談可能ですが，事前に
メールをもらえれば確実です．

加藤　浩介 火16:50～18:30 火16:50～18:30 新4-315
メール等での事前連絡が望ましい．
k.katoh.me@cc.it-hiroshima.ac.jp

鬼追　一雅 金13:15～14:55 金13:15～14:55 新4-116
事前にメールで連絡をください．
k.kioi.c8@it-hiroshima.ac.jp

高畠　敏郎
月9:00～10:30

木10:00～11:30
月9:00～10:30

木10:00～11:30
20-710

研究室在室時はいつでも相談可能。
事前にメール等でアポイントを求める。
t. takabatake.s6@it-hiroshima.ac.jp

趙　悦 木15:30～17:30 木15:30～17:30 新4-519 研究室在室時はいつでも相談可能

寺西　大
月16:45～17:35
火16:45～17:35

月16:45～17:35
火16:45～17:35

16-304
研究室在室時はいつでも相談可能です。事前に
メール等で連絡ください。m.teranishi.jt@it-
hiroshima.ac.jp

土井　章充 金10:45～12:25 金10:45～12:25 新4-213 ・研究室在室時はいつでも相談可能です。

直川　耕祐 金13:15～14:55 金13:15～14:55 新4-323
事前にメール等でアポイントを求める。
k.naokawa.ec＠cc.it-hiroshima.ac.jp

永田　武
木17:00～18:00
金17:00～18:00

木17:00～18:00
金17:00～18:00

新4-619 研究室在室時はいつでも相談可能。

中島　亨輔 月15:00～17:00 月15:00～17:00 16-401
・事前にメールで連絡してください。（オフィ
スアワー以外でも可能な限り対応します。）
k.nakashima.ua@it-hiroshima.ac.jp

秦　淑彦
月17:00～18:00
木17:00～18:00

月17:00～18:00
木17:00～18:00

新4-714
研究室在室時はいつでも相談可能．
できれば事前にメールで連絡してください．
t.hata.p8@it-hiroshima.ac.jp

古川　功 月15:35～17:15 月15:35～17:15 新4-820

本多　康作 木15:10～16:50 木15:10～16:50 新4-623
事前にメール等でアポイントを求める。
k.honda.rx@it-hiroshima.ac.jp

瀧本　栄二
月13:15～18:00
火9:00～12:00

月13:15～18:00
火9:00～12:00

新4-521
事前にメール連絡があると確実です。
e.takimoto.k5@it-hiroshima.ac.jp
研究室在室時はいつでも相談可能

𠮷川　裕之
月10:00～11:00
木14:00～15:00

月10:00～11:00
木14:00～15:00

16-406

学生支援アドバイザー 池野　博昭
月15:00～17:00
木13:00～15:00

月15:00～17:00
木13:00～15:00

新4-114 研究室在室時はいつでも相談可能

青木　真吾
月17:00～17:50
金17:00～17:50

月17:00～17:50
金17:00～17:50

新4-526 研究室在室時はいつでも相談可能

安部　伸治 金8:50～10:30 金8:50～10:30 新4-318
できれば事前にメールにてアポ取りをお願いし
ます。

石田　和成 月12:30～14:10 月12:30～14:10
新4-616, 
新4-617

事前にメール等でアポイントを求める。
k.ishida.p7@it-hiroshima.ac.jp

井上　和重 月15:10～16:50 月15:10～16:50 新4-626
研究室在室時はいつでも相談可能です。何でも
相談してください。

桂　弘
月17:00～17:50
金17:00～17:50

月17:00～17:50
金17:00～17:50

新4-514
研究室在室時はいつでも相談可能。
事前にメール等でアポイントを求める。
H.gui.75@it-hiroshima.ac.jp

竹野　英敏 火13:15～14:55 火13:15～14:55 西4-402
研究室在室時はいつでも相談可能。
事前にメール等でアポイントを求める。
h.takeno.au@cc.it-hiroshima.ac.jp

張　暁華
月16:45～18:30
火16:45～18:30
木16:45～18:30

月16:45～18:30
火16:45～18:30
木16:45～18:30

新4-717 研究室在室時はいつでも相談可能

中島　浩行
水12:30-13:00
木10:00-10:40
木12:30-13:00

水12:30-13:00
木10:00-10:40
木12:30-13:00

新4-814
オフィスアワーを変更するときは、
新4-814のドア横に掲示します。

濱崎　利彦
火17:00～17:50
木17:00～17:50

火17:00～17:50
木17:00～17:50

16-203
事前にメール等でアポイントを求める。
t.hamasaki.rs@it-hiroshima.ac.jp

林　孝典 水11:00～13:00 水11:00～13:00 新4-409
事前にメールでアポイントを求める。
t.hayashi.xk@it-hiroshima.ac.jp

平野　康之 金10:45～12:25 金10:45～12:25 16-402
研究室在室時はいつでも相談可能。
事前にメール等で要アポイント。
y.hirano.sv@it-hiroshima.ac.jp

松本　慎平 水15:10～16:50 水15:10～16:50 新4-320
事前にメール等でアポイントを求める
s.matsumoto.gk[at]cc.it-hiroshima.ac.jp

山岸　秀一 金17:05～18:45 金17:05～18:45 新4-817
気軽に相談に来て下さい。メールでアポイント
メントを取って頂くと助かります。

神垣　太持 水10:00～12:00 水10:00～12:00 新4-413
研究室在室時はいつでも相談可能です。
何でも相談してください。

住田　光子 金15:10～16:50 金15:10～16:50 新4-812
できれば、あらかじめメールを下さい。
m.sumida.s5@it-hiroshima.ac.jp

学生支援アドバイザー 若林　忠彦 月16:00～17:00
木13:00～14:00

月16:00～17:00
木13:00～14:00

新4-410 在室時はいつでも相談可能

情報工学科

情報コミュニケーション学科
知的情報システム学科
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【学科順、５０音順】

所属 教員名 1　Q 2　Q
場所

建物-室番
備考

河田　智成 金11:35～13:15 金11:35～13:15 新3-422-2
研究室在室時は基本的にいつでも相談可能で
す。

楠木　佳子
月12:30～13:10
火12:30～13:10
金12:30～13:10

月12:30～13:10
火12:30～13:10
金12:30～13:10

新3-218
研究室在室時はいつでも相談可能。
事前にメール等でアポイントを求める。
y.kusunoki.my@it-hiroshima.ac.jp

河内　浩志 水17:05～18:45 水17:05～18:45 新3-424-1
在室時はいつでも相談可能。不在時は、ドア前
掲示の連絡先に連絡して下さい。

杉田　宗
月12:30～13:15
金12:30～13:15

月12:30～13:15
金12:30～13:15

新3-534
研究室在室時はいつでも相談可能。
事前にメール等でアポイントを求める。
s.sugita.zg@it-hiroshima.ac.jp

杉田　洋 月12:30～14:30 月12:30～14:30 新3-420 研究室在室時はいつでも相談可能

宋　城基
水17:00～18:00
金17:00～18:00

水17:00～18:00
金17:00～18:00

 新3-315
研究室在室時はいつでも相談可能。事前にメー
ル等でアポイントを求める。
s.song.wt@it-hiroshima.ac.jp

Ｄファウラー
月14:05～14:55
月15:10～16:00
金15:10～16:00

月14:05～14:55
月15:10～16:00
金15:10～16:00

新3-217
研究室在室時はいつでも相談可能。
事前にメール等でアポイントを求める。
f.donald.gy@it-hiroshima.ac.jp

平田　欽也　
火17:00〜18:00
木17:00〜18:00

火17:00〜18:00
木17:00〜18:00

新3-419
研究室在室時はいつでも相談可能です。
何でも相談してください。

平田　圭子 火15:00～18:45 火15:00～18:45 新3-422-1
研究室在室時はいつでも相談可能。
事前にメール等でアポイント要。
k.hirata.3r@it-hiroshima.ac.jp

前田　圭介
木12:30～13:00
木17:00～18:30

木12:30～13:00
木17:00～18:30

新3-424-2
研究室在室時はいつでも相談可能。
事前にメール等でアポイントを求める。
k.maeda.ka@it-hiroshima.ac.jp

光井　周平 月17:05～18:45 月17:05～18:45 新3-314 研究室在室時はいつでも相談可能

萬屋　博喜
月17:00～17:50
金17:00～17:50

月17:00～17:50
金17:00～17:50

新3-215
研究室在室時はいつでも相談可能。
事前にメール等でアポイントを求める。
h.yorozuya.4h@it-hiroshima.ac.jp

渡壁　守正
火17:00～18:30
金12:30～13:00

火17:00～18:30
金12:30～13:00

新3-220 研究室在室時はいつでも相談可能

森田　秀樹
月11:00～12:00
火11:00～12:00

月11:00～12:00
火11:00～12:00

新3-321 研究室在室時はいつでも相談可能

上野　友輝 金8:50～10:30 金8:50～10:30
新3-413

（新3号館研究
棟）

研究室在室時はいつでも相談可能です。
何でも相談してください。

学生支援アドバイザー 西原　淳
月17:00～17:40
水17:00～17:40
木17:00～17:40

月17:00～17:40
水17:00～17:40
木17:00～17:40

新3-412
研究室在室時はいつでも相談可能です。
何でも相談してください。

伊藤　征嗣 木17:05～18:45 木17:05～18:45 21-407 研究室在室時はいつでも相談可能。

岡　浩平
水17:00～18:00
木17:00～18:00

水17:00～18:00
木17:00～18:00

21-408 研究室在室時はいつでも相談可能です。

小黒　剛成 火10:45～12:25 火10:45～12:25 21-315 研究室在室時は相談可能

小西　智久 月15:10～16:50 月15:10～16:50 21-310 研究室在室時はいつでも相談可能です。

菅　雄三
月12:25～13:00
水12:25～13:00
金12:25～13:00

月12:25～13:00
水12:25～13:00
金12:25～13:00

21-105 在室時は,  いつでも相談可能

立上　良典 火15:00～17:00 火15:00～17:00 西4-202 研究室在室時はいつでも相談可能

田中　健路
月17:00～18:00
火17:00～18:00

月17:00～18:00
火17:00～18:00

21-409
オンライン相談希望の学生は、
k.tanaka.pb@cc.it-hiroshima.ac.jpまでメー
ルをください。

内藤　望 月15:10～16:50 月15:10～16:50 21-410
研究室在室時はいつでも相談可能
気軽･積極的に質問･相談して下さい

西村　一樹 火15:10～16:50 火15:10～16:50 21-413
研究室在室時はいつでも相談可能です。
気軽に相談してください。

前原　俊信
火17:30～18:30
木18:00～19:00

火17:30～18:30
木18:00～19:00

24-202
事前にメール等でアポイントを求める。
tmaehar@cc.it-hiroshima.ac.jp

三浦　智恵美
火12:15～13:15
水12:25～13:05

火12:15～13:15
水12:25～13:05

24-303
研究室在室時はいつでも相談可能。
事前にメール等でアポイントを求めてくださ
い。c.miura.6u@it-hiroshima.ac.jp

﨑田　省吾
水12:00～13:00
木16:00～18:30

水12:00～13:00
木16:00～18:30

24-405
左記時間帯以外でも，研究室在室時はいつでも
相談可能です。遠慮なく来室下さい。

菊地原　洋平
火15:00～16:00
木15:00～16:00

火15:00～16:00
木15:00～16:00

21-412 研究室在室時はいつでも相談可能です。

学生支援アドバイザー 川本　中

月13:15～14:55
火13:15～14:55
水10:45～12:25
木13:15～14:55
金13:15～14:55

月13:15～14:55
火13:15～14:55
水10:45～12:25
木13:15～14:55
金13:15～14:55

21-312
研究室在室時はいつでも相談可能です。
何でも相談してください。

建築デザイン学科

地球環境学科
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【学科順、５０音順】

所属 教員名 1　Q 2　Q
場所

建物-室番
備考

小川　英邦
月11:30～12:50
火11:30～12:50

月11:30～12:50
火11:30～12:50

26-305
研究室在室時はいつでも相談可能。
事前にメール等でアポイントを求める。
h.ogawa.8x@it-hiroshima.ac.jp

竹内　道広
月12:30～13:10
火12:30～13:10
木12:30～13:10

月12:30～13:10
火12:30～13:10
木12:30～13:10

26-204 研究室在室時はいつでも相談可能

玉里　祐太郎 木13:15～14:55 木13:15～14:55 27-312 研究室在室時はいつでも相談可能

塚本　壮輔
月12:25〜13:15
火12:25〜13:15

月12:25〜13:15
火12:25〜13:15

26-308
研究室在室時はいつでも相談可能。
不在の場合はメール等で連絡下さい
（tsuka@cc.it-hiroshima.ac.jp）。

前田　康治 月16:50～18:30
月16:50～17:40
水12:25～13:15

26-209 研究室在室時はいつでも相談可能

槇　弘倫 金10:45～13:15 金10:45～13:15 26-309 研究室在室時はいつでも相談可能。

松林　弘明 木10:45〜12:25 木10:45〜12:25 27-308 研究室在室時はいつでも相談可能

渡邊　琢朗
火12:25～13:15
木12:25～13:15

火12:25～13:15
木12:25～13:15

26-208
研究室在室時はいつでも相談可能です。
何でも相談してください。

十川　千春
火12:10～13:10
木17:00～18:00

火12:10～13:10
木17:00～18:00

27-309 研究室在室時はいつでも相談可能。

学生支援アドバイザー 一町　啓二
月12:35～13:10
木12:35～13:10
金12:35～13:10

月12:35～13:10
木12:35～13:10
金12:35～13:10

26-306 研究室在室時はいつでも相談可能

今井　章裕 金13:15〜14:55 金13:15〜14:55 27-217 研究室在室時はいつでも相談可能

角川　幸治 木 8:50～10:30 木 8:50～10:30 26-505
研究室在室時はいつでも相談可能です。
遠慮無くお越し下さい。

角島　誠 火13:15～14:55 火13:15～14:55 新1-1305 研究室在室時はいつでも相談可能

田口　裕 水15:00～17:00 水15:00～17:00 27-221 研究室在室時はいつでも相談可能

中井　忠志 金15:10〜17:00 金15:10〜17:00 27-204
研究室在室時はいつでも相談可能ですが、事前
にメール等でアポイントがあれば確実です。
t.nakai.wj@it-hiroshima.ac.jp

長崎　浩爾 月17:05～18:45 月17:05～18:45 27-222
事前に以下のアドレスにメールをいただけると
ありがたいです．
k.nagasaki.8h@cc.it-hiroshima.ac.jp

畠中　和久
月12:30～13:10
水12:30～13:10
木12:30～13:10

月12:30～13:10
水12:30～13:10
木12:30～13:10

26-507 その他、研究室在室時はいつでも相談可能

平賀　良知
月17:00～18:00
木17:00～18:00

月17:00～18:00
木17:00～18:00

27-201
研究室在室時はいつでも相談可能です。
何でも相談してください。

三熊　祥文 月13:15～14:55 月13:15～14:55 27-220 在室時は対応可能です

村上　香 金10:45～12:25 金10:45～12:25 26-504 研究室在室時は相談可能

吉本　寛司
火17:00～17:50
木17:00～17:50

火17:00～17:50
木17:00～17:50

27-206
研究室在室時はいつでも相談可能。
事前にメール等でアポイントを求める。
k.yoshimoto.ud@it-hiroshima.ac.jp

杉山　峰崇
木12:25～13:15
金12:25～13:15

木12:25～13:15
金12:25～13:15

26-506
可能であれば事前にメール等で連絡してくださ
い。

久保　亮 木13:15～14:55 木13:15～14:55 27-218
Teamsも可能。
Teamsの場合はチャットに連絡をください

中村　充宏 金13:15〜15:30 金13:15〜15:30 27-314 研究室在室時はいつでも相談可能

学生支援アドバイザー 越水　悦雄
月13:15～14:55
火13:15～14:55
木15:10～16:50

月13:15～14:55
火13:15～14:55
木15:10～16:50

27-202
研究室在室時はいつでも相談可能。
不在等の場合はメールで連絡してください。
e.koshimizu.sv@it-iroshima.ac.jp

全学科 非常勤講師

非常勤講師については、原則として授業開始前または終了時に、
教室や講師控室にて質問を受付けています。
また、非常勤講師の来学日以外で連絡を取りたい場合は、
学務部窓口で問い合わせるようにしてください。

食品生命科学科

生体医工学科
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