
No. 学院等 系等
（概要は系名をクリック）

関連コース 教員⽒名
（主担当）

教員⽒名
（副担当）

キャンパス 内線 Fax メールアドレス
（＋titech.ac.jp）

部屋番号 ﾒｰﾙﾎﾞｯｸｽ№ 備考

1 理学院 数学系 数学コース 加藤 ⽂元 ー ⼤岡⼭ 2202 2738 bungen@math. 本233 H-1

2 理学院 物理学系 物理学コース 相川   清隆 ― ⼤岡⼭ 2447 2745 career@phys. 南5-504A S5-9

3 理学院 化学系 化学コース，エネルギーコース 江⼝ 正 ― ⼤岡⼭ 2631 2631 career@chem. 東1-55 E1-5

4 理学院 地球惑星科学系 地球惑星科学コース，地球⽣命コース 中本  泰史 ― ⼤岡⼭ 2333 3537 eps-recruit@eps.sci. ⽯2-206 I2-20

5 ⼯学院 機械系
機械コース，エネルギーコース，エンジニアリングデ
ザインコース，ライフエンジニアリングコース，原⼦
核⼯学コース

花村  克悟 蜂屋  弘之 ⼤岡⼭ 3705 3705 shu-prof@mech.e. 北3-610 NE-5

6 ⼯学院 システム制御系 システム制御コース，エンジニアリングデザインコー
ス 花村  克悟 蜂屋  弘之 ⼤岡⼭ 3705 3705 shu-prof@mech.e. 北3-610 NE-5

7 ⼯学院 電気電⼦系 電気電⼦コース，エネルギーコース，ライフエンジニ
アリングコース，原⼦核⼯学コース

（すずかけ台）

梶川 浩太郎
（⼤岡⼭）

廣川 ⼆郎
すずかけ台 5596 5596 job@ee.e. G2-1005 G2-8

8 ⼯学院 情報通信系 情報通信コース，ライフエンジニアリングコース
（⼤岡⼭）

中⼭ 実
（すずかけ台）

本村 真⼈
⼤岡⼭ 3234 2996 job@ict.e. ⻄9-821 W9-107

9 ⼯学院 経営⼯学系 経営⼯学コース，エンジニアリングデザインコース 河﨑 亮 ⻘⽊ 洋貴 ⼤岡⼭ 3597 ― job@ml.me. ⻄9-529 W9-73

吉本 護
（取りまとめ）

― すずかけ台 5388 5388 yoshimoto.m.aa@m. J3-1619 J3-16

 (有機材料分野:B群⼤岡⼭）

バッハ マーティン
⼤岡⼭ 2425 2425 vacha.m.aa@m. S8-608 S8-44

(⾦属分野:A群⼤岡⼭）

多⽥ 英司
⼤岡⼭ 2296 2296 tada.e.aa@m. S8-404 S8-2

（⾦属分野︓A群すずかけ）

細⽥ 秀樹
すずかけ台 5057 5057 hosoda.h.aa@m. R2-916 R2-27

(無機分野:C群⼤岡⼭）

鶴⾒ 敬章 ⼤岡⼭ 2517 2514 ttsurumi@ceram. S7-509 S7-1
(無機分野:C群すずかけ）

吉本 護 すずかけ台 5388 5388 yoshimoto.m.aa@m. J3-1619 J3-16

下⼭ 裕介 ― ⼤岡⼭ 3285 3285 job-headcap@mac. 南1-423 S1-33

(化学⼯学分野)

久保内 昌敏
⼤岡⼭ 2119 2119 mkubouch@chemeng. 南4 - 502C S4-5

(応⽤化学分野)

⽥中 克典
⼤岡⼭ 3224 tanaka.k.dg@m. 本3-323 H-135

(⾼分⼦科学分野）

芹澤 武
⼤岡⼭ 2128 2128 serizawa.t.ab@m. 本3-90 H-121

(境界領域化学分野)

冨⽥ 育義 すずかけ台 5413 5489 tomita@cap.mac. G1-614 G1-9

12 情報理⼯学院 数理・計算科学系 数理・計算科学コース，知能情報コース 梅原  雅顕 ― ⼤岡⼭ 3871 3210 umehara@c. ⻄8W-904 W8-34

13 情報理⼯学院 情報⼯学系 情報⼯学コース，知能情報コース 岡﨑  直観 ― ⼤岡⼭ 2186 3953 career@nlp.c. ⻄8E-603 W8-66

⼩倉 俊⼀郎 ― すずかけ台 5845 5845 sogura@bio. B1-701 B-47

下嶋 美恵 すずかけ台 5527 shimojima.m.aa@m. B2-330 B-65

北尾 彰朗 ⼤岡⼭ 3373 akitao@bio. M6-201C M6-13

15 環境・社会理⼯学院 建築学系 建築学コース，エンジニアリングデザインコース，都
市・環境学コース 坂⽥ 弘安 真野 洋介 ⼤岡⼭ 3555 3556 sakata.h.aa@m. M1-413 M1-32

16 環境・社会理⼯学院 ⼟⽊・環境⼯学系 ⼟⽊⼯学コース，エンジニアリングデザインコース，
都市・環境学コース 藤井  学 ― ⼤岡⼭ 3687 3577 fujii.m.ah@m.  M1-504 M1-22

17 環境・社会理⼯学院 融合理⼯学系 地球環境共創コース，エネルギーコース，エンジニア
リングデザインコース 錦澤 滋雄 ⾼⽊  泰⼠ すずかけ台 5540 5556 nishikizawa.s.ab@m. G5-304 G5-12

柳瀬  博⼀ ⼤岡⼭ 2372 yanase.h.aa@m. W9-806 W9-26

⼭本 貴光 ⼤岡⼭ 3916 yamamoto.t.bz@m. W9-616 W9-25

19 環境・社会理⼯学院 イノベーション科学系 イノベーション科学コース（博⼠後期課程） 後藤 美⾹ ― ⽥町 8743 8743 goto.m.af@m. CIC-901N CIC-901N

20 環境・社会理⼯学院 技術経営専⾨職学位課程 後藤 美⾹ ― ⽥町 8743 8743 goto.m.af@m. CIC-901N CIC-901N

21 エネルギーコース ― ― ― ― ― ― ― ―

22 地球⽣命コース 井⽥ 茂 ― ⼤岡⼭ ― ― ida@elsi.jp ⽯7-301 I7E-301

23 エンジニアリングデザインコース ⿑藤  滋規 ― ⼤岡⼭ 3937 ― saito.s.ag@m. ⽯1-403 I1-47

24 ライフエンジニアリングコース ⼩倉 俊⼀郎 ― すずかけ台 5845 5845 sogura@bio. B1-701 B-47

25 原⼦核⼯学コース ⼩林 能直 ⼩栗  慶之 ⼤岡⼭ 3075 3075 kobayashi.y.at@m. 北2-328 N1-3

26 知能情報コース ― ― ― ― ― ― ― ―

27 都市・環境学コース 真野 洋介 ― ⼤岡⼭ 3191 ― mano.y.aa@m. W9-504 W9-94

複合系コース

【⼤岡⼭キャンパス】
住所︓〒152-8550
東京都⽬⿊区⼤岡⼭2-12-1 ＋ メールボックスNo.
直通電話番号︓03-5734-内線番号
メールアドレス︓アドレスの後に titech.ac.jp をつける

【すずかけ台キャンパス】
住所︓〒226-8503
神奈川県横浜市緑区⻑津⽥町4259 ＋ メールボックスNo.
直通電話番号︓045-924-内線番号
メールアドレス︓アドレスの後に titech.ac.jp をつける

 【⽥町キャンパス】
 住所︓〒108-0023
  東京都港区芝浦3-3-6 ＋ メールボックスNo.
 直通電話番号︓03-3454-内線番号
 メールアドレス︓アドレスの後に titech.ac.jp をつける

18 環境・社会理⼯学院 社会・⼈間科学系 社会・⼈間科学コース

14 ⽣命理⼯学院 ⽣命理⼯学系 ⽣命理⼯学コース，ライフエンジニアリングコース

11 物質理⼯学院 応⽤化学系 応⽤化学コース，エネルギーコース，ライフエンジニ
アリングコース，原⼦核⼯学コース

令和4年度 東京⼯業⼤学 学院・系 就職担当名簿 【教員】 2022.5.23

10 物質理⼯学院 材料系 材料コース，エネルギーコース，ライフエンジニアリ
ングコース，原⼦核⼯学コース



No. 学院等 系等
（概要は系名をクリック）

関連コース キャンパス 内線 Fax メールアドレス
（＋titech.ac.jp）

部屋番号  メールボックスNo. 備考

1 理学院 数学系 数学コース ⼤岡⼭ 2205 2738 jimu@math. H332B H-23

2 理学院 物理学系 物理学コース ⼤岡⼭ 2364 2745 career@phys. 本1階R100A H-38

3 理学院 化学系 化学コース，エネルギーコース ⼤岡⼭ 2660 2655 career@chem. H-170 H-58

4 理学院 地球惑星科学系 地球惑星科学コース ⼤岡⼭ 2333 3537 eps-recruit@eps.sci. ⽯2-208 I2-20

5 ⼯学院 機械系
機械コース，エネルギーコース，エンジニアリングデ
ザインコース，ライフエンジニアリングコース，原⼦
核⼯学コース

⼤岡⼭ 7671 3738 shu-jim@mech.e. ⽯1-103 I1-19

6 ⼯学院 システム制御系 システム制御コース，エンジニアリングデザインコー
ス ⼤岡⼭ 7671 3738 shu-jim@mech.e. ⽯1-103 I1-19

⼤岡⼭ 2569 2911 南3-211 S3-55

すずかけ台 5581 5581 G2-1114 G2-27

⼤岡⼭ 2569 2911 南3-211 S3-55

すずかけ台 5581 5581 G2-1114 G2-27

9 ⼯学院 経営⼯学系 経営⼯学コース，エンジニアリングデザインコース ⼤岡⼭ 2251 2947 job@ml.me. W9-433 W9-73

⼤岡⼭ 3740 2876 shushoku@op. S8-714 S8-35

⼤岡⼭ 7651 7646 staff-mat@mac. 南8-409 S8-25

すずかけ台 5448 5448 staff-mat@mac. J2-1604 J2-50

⼤岡⼭ 2466 2514 satomi.aa@m. 南7-510 S7-23

11 物質理⼯学院 応⽤化学系 応⽤化学コース，エネルギーコース，ライフエンジニ
アリングコース，原⼦核⼯学コース ⼤岡⼭ 2475 2475 staff-cap@mac. 南１-202 S1-7

12 情報理⼯学院 数理・計算科学系 数理・計算科学コース，知能情報コース ⼤岡⼭
3210
3911

3210 is-career@c. ⻄8W-911 W8-51

⼤岡⼭ 3953 3953 cs-job@c.  ⻄8E-1003R W8-66

すずかけ 5472 5472 jim@dis. G4-212 G4-5

14 ⽣命理⼯学院 ⽣命理⼯学系 ⽣命理⼯学コース，ライフエンジニアリングコース すずかけ台 5943 5974 sei.sien@jim. B2-120 B-70

15 環境・社会理⼯学院 建築学系 建築学コース，エンジニアリングデザインコース，都
市・環境学コース ⼤岡⼭ 3115 3739 ysuzuki@jim. 緑1-102 Ｍ1-50

16 環境・社会理⼯学院 ⼟⽊・環境⼯学系 ⼟⽊⼯学コース，エンジニアリングデザインコース，
都市・環境学コース ⼤岡⼭ 3115 3739 yuktomoda@jim. 緑1-102 M1-50

17 環境・社会理⼯学院 融合理⼯学系 地球環境共創コース，エネルギーコース，エンジニア
リングデザインコース ⼤岡⼭ 2585 3113 mori.s.ap@m. ⽯川台4-104 I4-21

18 環境・社会理⼯学院 社会・⼈間科学系 社会・⼈間科学コース ⼤岡⼭ 3624 3618 jim@shs.ens. ⻄9-204 W9-44

19 環境・社会理⼯学院 イノベーション科学系 イノベーション科学コース（博⼠課程） ⽥町 8912 8915 ens.tam@jim. CIC-807 CIC-807

20 環境・社会理⼯学院 技術経営専⾨職学位課程 ⽥町 8912 8915 ens.tam@jim. CIC-807 CIC-807

21 エネルギーコース ― ― ― ― ― ―

22 地球⽣命コース ― ― ― ― ― ―

23 エンジニアリングデザインコース ― ― ― ― ― ―

24 ライフエンジニアリングコース すずかけ台 5943 5974 hcb.sien@jim. B2-120 B-70

25 原⼦核⼯学コース ⼤岡⼭ 3054 3749 ncl@jim. 北1-110 N1-8

26 知能情報コース ― ― ― ― ― ―

27 都市・環境学コース すずかけ台 5603 5603 honma.k.ab@m. G3-812 G3-10本間 和代

【⼤岡⼭キャンパス】
住所︓〒152-8550
東京都⽬⿊区⼤岡⼭2-12-1 ＋ メールボックスNo.
直通電話番号︓03-5734-内線番号
メールアドレス︓アドレスの後に titech.ac.jp をつける

【すずかけ台キャンパス】
住所︓〒226-8503
神奈川県横浜市緑区⻑津⽥町4259 ＋ メールボックスNo.
直通電話番号︓045-924-内線番号
メールアドレス︓アドレスの後に titech.ac.jp をつける

 【⽥町キャンパス】
 住所︓〒108-0023
  東京都港区芝浦3-3-6 ＋ メールボックスNo.
 直通電話番号︓03-3454-内線番号
 メールアドレス︓アドレスの後に titech.ac.jp をつける

社会・⼈間科学系・コース事務室

⽥代 美和

⽥代 美和

複合系コース

―

―

―

ライフエンジニアリングコース⽀援事務

藤原 典⼦

―

渡部 秀明

⽣命⽀援チーム

鈴⽊ 要⼦

友⽥  由佳

森 聡美

13 情報理⼯学院 情報⼯学系 情報⼯学コース，知能情報コース

仲野 圭⼦

（⾦属・無機分野︓⼤岡⼭）

材料系事務室
（⾦属・無機分野︓すずかけ台担当)

曽和 美気⼦
（無機分野︓⼤岡⼭）

伊井さとみ

井上 由⾹

⽥代  葉⼦
北村  美樹

安元 英⼦

経営⼯学系事務室

10 物質理⼯学院 材料系 材料コース，エネルギーコース，ライフエンジニアリ
ングコース，原⼦核⼯学コース

 (有機分野︓⼤岡⼭）

有機材料事務

job@jimu.ict.e.
安元 英⼦

8 ⼯学院 情報通信系 情報通信コース，ライフエンジニアリングコース

⼤橋 智⼦
job@jimu.ict.e.

⽇⾼ 彩佳
秋間 直美
⽇⾼ 彩佳
秋間 直美

7 ⼯学院 電気電⼦系 電気電⼦コース，エネルギーコース，ライフエンジニ
アリングコース，原⼦核⼯学コース

⼤橋 智⼦

東京⼯業⼤学 学院・系 就職担当名簿 【事務】

事務担当⽒名

千葉 寿⼦

岡野 知代

沖⼭ 新吾

関⼝ さつき


