
令和４年度　学科長名簿

学科等 職　名 氏　名 内　線 E-mail

数学科長 教授 五味　清紀 2219 dean@math.titech.ac.jp

物理学科長 教授 佐藤　琢哉 2716 phys-ugchair@phys.titech.ac.jp

化学科長

情報科学科長 教授 金森　敬文 3219 kanamori@c.titech.ac.jp

地球惑星科学科長 教授 中島　淳一 2547 chair@eps.sci.titech.ac.jp

金属工学科長 教授 竹山　雅夫 3138 takeyama@mtl.titech.ac.jp

有機材料工学科長

無機材料工学科長

化学工学科長
　応用化学コース長

化学工学科長
　化学工学コース長

教授 久保内　昌敏 2119 kubouchi.m.aa@m.titech.ac.jp

高分子工学科長 教授 芹澤　武 2128 serizawa@polymer.titech.ac.jp

機械科学科長

機械知能システム学科長 准教授 田中　智久 2293 tanaka.t.al@m.titech.ac.jp

機械宇宙学科長

制御システム工学科長

経営システム工学科長 教授 梅室　博行 2246 umemuro.h.aa@m.titech.ac.jp

国際開発工学科長

電気電子工学科長 准教授 渡辺　正裕 5454 u-chair@ee.e.titech.ac.jp

情報工学科長 教授 徳永　健伸 2685 take@c.titech.ac.jp

土木・環境工学科長 教授 高橋　章浩 2593 chair@cv.titech.ac.jp

建築学科長

社会工学科長 教授 大和　毅彦 2677 yamato.t.aa@m.titech.ac.jp

生命科学科 教授 山本　直之 5105 n-yamamoto@bio.titech.ac.jp

生命工学科



令和４年度　類主任 2022.4.1

氏　名 内　線 メール

１類主任

２類主任

３類主任

４類主任 教授 蜂屋　弘之 3798 hachiya@sc.e.titech.ac.jp

５類主任

６類主任 教授 鍵　直樹 2908 kagi.n.aa@m.titech.ac.jp

７類主任 教授 越川　直彦 5718 nkoshi@bio.titech.ac.jp

令和４年度　類副主任　（必要に応じ設置）

氏　名 内　線 メール

１類副主任

２類副主任

３類副主任

４類副主任 なし

６類副主任 なし

７類副主任 教授 清尾　康志 5136 kseio@bio.titech.ac.jp

職　名

職　名

５類副主任



職名 氏名 内線 職名 氏名 内線

数学科 准教授 谷田川 友里 2701 准教授 藤川 英華 2201

物理学科 教授 平原　徹 2365

化学科

情報科学科

地球惑星科学科 教授 佐藤　文衛 3533

金属工学科 准教授 村石　信二 3131

有機材料工学科

無機材料工学科

化学工学科 (応用化学コース)

化学工学科 (化学工学コース)

高分子工学科 准教授 古屋　秀峰 2806

機械科学科

機械知能システム学科

機械宇宙学科

制御システム工学科

経営システム工学科 教授 中田　和秀 3321

電気電子工学科

情報工学科

土木・環境工学科 教授 高橋　章浩 2593

建築学科

社会工学科

国際開発工学科

生命科学科 (分子生命コース)

生命科学科 (生体機構コース)

生命科学科 (生命情報コース)

生命工学科 (生物工学コース)

生命工学科 (生体分子コース)

生命工学科 (生命情報コース)

各指導教員

各指導教員

各指導教員

理
学
部

　
生
命
理
工
学
部

工
学
部

各指導教員

各指導教員

各助言教員 各指導教員

各指導教員

各指導教員

各指導教員

各専門相談教員 各指導教員

令和４年度　助言教員名簿

学部・学科

２・３年次助言教員 ４年次助言教員

各指導教員



令和４年度　系主任名簿 2022.3.30現在

学院 系 職名 氏名 内線 メールアドレス

数学系主任 教授 五味　清紀 2219 dean@math.titech.ac.jp

物理学系主任 教授 佐藤　琢哉 2716 phys-ugchair@phys.titech.ac.jp

化学系主任 教授 河野　正規 2158 chem.chair2@chem.titech.ac.jp

地球惑星科学系主任 教授 中島　淳一 2547 chair@eps.sci.titech.ac.jp

機械系主任 教授 井上　裕嗣 3598 inoue.h.ab@m.titech.ac.jp

システム制御系主任 教授 天谷　賢治 2856 amaya@sc.e.titech.ac.jp

電気電子系主任 教授 宮本　恭幸 2572 chair@ee.e.titech.ac.jp

情報通信系主任 教授 金子　寛彦 5292 ict_kanjidan@ict.e.titech.ac.jp

経営工学系主任 教授 妹尾　大 2371 chair@ml.me.titech.ac.jp

材料系主任 教授 大内　幸雄 2436 head-mat@mac.titech.ac.jp

応用化学系主任 教授 佐藤　浩太郎 2162 head-cap@mac.titech.ac.jp

数理・計算科学系主任 教授 金森　敬文 3219 kanamori@c.titech.ac.jp

情報工学系主任 教授 山村　雅幸 5212 my@c.titech.ac.jp

生命理工学院 生命理工学系主任 教授 伊藤　武彦 3430 takehiko@bio.titech.ac.jp

建築学系主任 教授 横山　裕 3152 yokoyama@arch.titech.ac.jp

土木・環境工学系主任 教授 髙橋　章浩 2593 takahashi.a.al@m.titech.ac.jp

融合理工学系主任 教授 村山　武彦 5550 tse-chair@tse.ens.titech.ac.jp

社会・人間科学系主任 教授 調　麻佐志 3627 head@shs.ens.titech.ac.jp

イノベーション科学系主任 教授 辻本　将晴 8856 tsujimoto.m.ac@m.titech.ac.jp

技術経営専門職学位課程主任 教授 辻本　将晴 8856 tsujimoto.m.ac@m.titech.ac.jp

環境・社会理工
学院

理学院

工学院

物質理工学院

情報理工学院

mailto:amaya@sc.e.titech.ac.jp
mailto:senoo.d.aa@m.titech.ac.jp


令和４年度　初年次担当主任 2022.3.23現在

学　院 職名 氏　名 内　線 メールアドレス

理学院 教授 佐藤　文衛 3533 satobn@eps.sci.titech.ac.jp

工学院 教授 山田　功 2503 isao@ict.e.titech.ac.jp

物質理工学院 教授 中嶋　健 2939 mct.ug1@mac.titech.ac.jp

情報理工学院 教授 南出　靖彦 3877 minamide@is.titech.ac.jp

生命理工学院 教授 越川　直彦 5718 nkoshi@bio.titech.ac.jp

環境・社会理工学院 教授 鍵　直樹 2908 kagi.n.aa@m.titech.ac.jp
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