
【基幹理工学部】

クラス
学籍番
号下3桁
を

教員名

7で割っ
た余り
の数

曜日・時間 研究室

基幹１ １ 尾﨑 学 メールにて事前連絡 59-412 ozaki@waseda.jp
石川 博 メールにて事前連絡 55N-06-3B hfs＠waseda.jp

基幹２ ３ 小山 晃 メールにて事前連絡 63-04-04A akoyama@waseda.jp
川本 広行 メールにて事前連絡 59-311 kawa@waseda.jp

基幹３ ５ 天野 嘉春 メールにて事前連絡 41-5-102 yoshiha@waseda.jp
丸野 健一 メールにて事前連絡 63-04-02A kmaruno@waseda.jp

基幹４ ０ 川原田 洋 火12:15-13:00 63-704 kawarada@waseda.jp
薄葉 季路 メールにて事前連絡 59-422 usuba@waseda.jp

基幹５ ２ 清水 佳奈 メールにて事前連絡 63-05-01 shimizu.kana＠waseda.jp
細井 厚志 メールにて事前連絡 61-504 hos@aoni.waseda.jp

基幹６ ４ 森 達哉 メールにて事前連絡 55N-0608 tmori＠waseda.jp
川西 哲也 メールにて事前連絡 63-715A kawanishi＠waseda.jp

基幹７ ６ 河合 隆史 メールにて事前連絡 59-411 tkawai@waseda.jp
小林 哲則 メールにて事前連絡 40-701 koba@waseda.jp

主務者
区分
区分 曜日・時間 研究室

２年 楫 元 メールにて事前連絡 51-18-07B kaji@waseda.jp
３年 小松 啓一 メールにて事前連絡 59-408B kkomatsu@waseda.jp

火12:10-13：00 nagai.y@waseda.jp
メールにて事前連絡

２年 柏木 雅英 メールにて事前連絡 63-04-17 kashi@waseda.jp
３年 大石 進一 メールにて事前連絡 63-04-19 oishi@waseda.jp
４年 清水 泰隆 メールにて事前連絡 59-416B shimizu@waseda.jp

２年 ○ 中島 達夫 メールにて事前連絡 63-505 tatsuo＠waseda.jp
内田 真人 メールにて事前連絡 55N-05-01A m.uchida@waseda.jp

３年 ○ 酒井 哲也 メールにて事前連絡 63-05-04 tetsuya＠waseda.jp
鷲崎 弘宜 メールにて事前連絡 63-503 washizaki＠waseda.jp
深澤 良彰 メールにて事前連絡 63-518A fukazawa＠waseda.jp
入江 克 メールにて事前連絡 62W-02-07 fbx3＠waseda.jp

４年 ○ 上田 和紀 メールにて事前連絡 63-502 ueda＠ueda.info.waseda.ac.jp
後藤 滋樹 メールにて事前連絡 63-516 sgoto＠waseda.jp
木村 啓二 メールにて事前連絡 55N-510 keiji@waseda.jp
山名 早人 メールにて事前連絡 51-11-05 yamana@waseda.jp

２年 ○ 小川 哲司 メールにて事前連絡 55N-06-02A ogawa.tetsuji＠waseda.jp
嶋本 薫 メールにて事前連絡 66-08-01A shima＠waseda.jp

３年 ○ 渡辺 裕 メールにて事前連絡 66-04-01 hiroshi.watanabe＠waseda.jp
甲藤 二郎 メールにて事前連絡 55N-06-09B katto＠waseda.jp

４年 ○ 亀山 渉 メールにて事前連絡 66-06-03 wataru@waseda.jp
前原 文明 メールにて事前連絡 63-05-14 fumiaki_m＠waseda.jp
田中 良明 メールにて事前連絡 61-05-13 ytanaka@waseda.jp
髙畑 文雄 メールにて事前連絡 55N-09-01A takahata@waseda.jp

情報通信学科

永井 保成

１年生クラス担任

面 会 日

e-mail（空欄は非公開）

※基幹理工学部1年次は学科未配属のため学籍番号によりクラス分されています。

教員名
面 会 日

e-mail（空欄は非公開）

４年 51-18-07A

数学科

応用数理学科

情報理工学科



主務者
区分
区分 曜日・時間 研究室

教員名
面 会 日

e-mail（空欄は非公開）

２年 ○ 武藤 寛 メールにて事前連絡 58-222 hmutoh@waseda.jp
○ 柳尾 朋洋 メールにて事前連絡 58-214 yanao@waseda.jp

３年 ○ 内藤 健 メールにて事前連絡 58-204 k-naito@waseda.jp
○ 岩瀬 英治 メールにて事前連絡 59-304 iwase@waseda.jp

４年 ○ 富岡 淳 メールにて事前連絡 58-318 tomioka@waseda.jp
○ 鈴木 進補 メールにて事前連絡 59-305 suzuki-s@waseda.jp

２年 ○ 史 又華 メールにて事前連絡 63-718 shi@waseda.jp
山中 由也 メールにて事前連絡 63-716 yamanaka@waseda.jp

３年 ○ 渡邉 孝信 メールにて事前連絡 63-706 watanabe-t@waseda.jp
宇髙 勝之 木10:40-12:10 63-705 utaka@waseda.jp

○ 山本 知之 木12:10-13:00 63-702 tymmt＠waseda.jp
小山 泰正 月15:00-15:30 42-1-311
栁澤 政生 メールにて事前連絡 63-718 shushoku@islab.cs.waseda.ac.jp

２年 渡邊 克巳 電話にて事前連絡（03-5286-3335） 59-407-1
３年 郡司 幸夫 火 3限※メールにて事前連絡 59-403 yukio@waseda.jp
４年 長 幾朗 メールにて事前連絡 59-404 choh@waseda.jp

W.E.シュレヒト 金 14：40～16：00 51-04-04Ｂ schlecht@waseda.jp

４年

（外国学生クラス担任）

電子物理システム学科

表現工学科

機械科学・航空学科


