
R3.10.1現在

ｺｰｽ 職名 教員名 メールアドレス 備　考

教　授 宇都　義浩 理工学部 機械棟8階 821 事前にメールで相談 uto.yoshihiro@ コース長

教　授 長宗　秀明 理工学部 化学生物棟7階 707 nagamune@ ★学部長・専攻長

教　授 中村　嘉利 理工学部 機械棟7階 720 事前にメールで相談 ynakamu@　　 ★副学部長・副専攻長

教　授 松木　　均 理工学部 化学生物棟6階 607 金曜 16:20-17:50 matsuki@　　

准教授 淺田　元子 理工学部 機械棟7階 719 事前にメールで相談 asada.c@　　 学生委員

准教授 岸本　幸治 理工学部 機械棟8階 817 事前にメールで相談 kkishim1@　　

准教授 後藤　優樹 理工学部 化学生物棟6階 601 水曜 12:00-14:00 goto@　　

准教授 白井　昭博 理工学部 機械棟8階 814 金曜 16:20-17:50 a.shirai@　　

准教授 田端　厚之 理工学部 化学生物棟7階 709 火曜 16:20-17:50 tabata@　　

准教授 玉井　伸岳 理工学部 化学生物棟6階 604 水曜 16:20-17:50 tamai@　　

准教授 友安　俊文 理工学部 化学生物棟7階 708 金曜 16:20-17:50 tomoyasu.bio@　　 教務委員

准教授 山田　久嗣 理工学部 機械棟8階 820 事前にメールで相談 yamada.hisatsugu@　　

准教授 湯浅　恵造 理工学部 化学生物棟7階 711 火曜 16:20-17:50 kyuasa@　　

助教 鬼塚　正義 理工学部 機械棟8階 813 木曜 15:00-17:00 onitsuka@　　

教　授 金丸　　芳 総合科学部3号館3階 3N07 事前にメールで相談 kanemaru@　　 ★教務委員長

教　授 櫻谷　英治 理工学部 化学生物棟8階 803 事前にメールで相談 sakuradani.eiji@　　 コース長

教　授 田井　章博 理工学部 化学生物棟7階 710 事前にメールで相談 atai@　　

教　授 田中　　保 総合科学部3号館3階 3N06 事前にメールで相談 tanaka.tamotsu@　　  

准教授 赤松　徹也 総合科学部1号館1階 1M15 事前にメールで相談 akamatsu_t@　　 

准教授 川上　竜巳 総合科学部3号館3階 3N08 事前にメールで相談 kawakami@　　 教務委員

准教授 佐々木 千鶴 総合科学部1号館1階 1M13 事前にメールで相談 chizurusasaki@　　

准教授 向井　理恵 理工学部 化学生物棟8階 822 平日 10:00-15:00 rmukai@　　

准教授 山本　　圭 理工学部 化学生物棟8階 820 平日 在室時 kei@　　 学生委員

講師 粟飯原　睦美 総合科学部3号館3階 3N05 事前にメールで相談 aiharam@　　

講師 林　　順司 総合科学部3号館3階 3N08 事前にメールで相談 j.hayashi@　　

助　教 阪本　鷹行 理工学部 化学生物棟8階 808 事前にメールで相談 sakamoto.takaiku@　　

教　授 刑部　敬史 藤井節郎記念医科学ｾﾝﾀｰ 3階 303 事前にメールで相談 kosakabe@　　

教　授 音井　威重 農場事務・研究棟２階(石井) 事前にメールで相談 otoi@　　 ★学生委員長

教　授 竹本　龍也 事前にメールで相談 takemoto.tatsuya@ 大学院のみ

教　授 中澤　慶久 ｻﾃﾗｲﾄﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 4階 事前にメールで相談 nakazawa@　　

教　授 服部　武文 新野ｷｬﾝﾊﾟｽ 事前にメールで相談 thattori@　　

教　授 浜野　龍夫 総合科学部3号館3階 3N04 事前にメールで相談 hamano.tatsuo@ ★コース長

教　授 森松　文毅 農場事務・研究棟２階(石井) 事前にメールで相談 fmorimat@　　

准教授 佐藤　征弥 総合科学部3号館3階 3N03 事前にメールで相談 satoh.masaya@　　 教務委員

准教授 三戸　太郎 理工学部 化学生物棟8階 801 事前にメールで相談 mito.taro@　　

准教授 宮脇　克行 農場実習・研究開発棟２階(石井) 事前にメールで相談 miyawaki.katsuyuki.1@　　

准教授 山城　　考 総合科学部1号館1階 1M20 火曜 12:00-13:00 tyamash@　　 学生委員

講　師 石丸　善康 ｻﾃﾗｲﾄﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 4階 事前にメールで相談 y-ishimaru@　　

講　師 岡　　直宏 ｻﾃﾗｲﾄﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 4階 事前にメールで相談 oka.naohiro@　　

講　師 橋本　直史 総合科学部1号館3階 3M06 事前にメールで相談 hashimoto.naoshi@　　

講　師 平田　真樹 農場事務・研究棟２階(石井) 事前にメールで相談 mhirata@

助　教 山田　晃嗣 藤井節郎記念医科学ｾﾝﾀｰ 4階 411 事前にメールで相談 yamada.kohji@　　

助　教 渡辺　崇人 農場実習・研究開発棟２階(石井) 事前にメールで相談 watanabe.takahito@　　

助　教
ソンキ ティディロ
チョンマナート

農場事務・研究棟２階(石井) 事前にメールで相談 thongkittidilokc@  

*備考欄に学生と関わりの深い委員会委員を記します。

★印は専攻長・委員長・副委員長，それ以外は各コースの委員を示します。

教員のメールアドレスは，@の後に，tokushima-u.ac.jpをつけてください。

先端酵素学研究所B棟3F 発生生物学分野

月曜　16:20-17:50
（毎月第３月曜を除く）

2021年　生物資源産業学部/生物資源学専攻担当教員オフィスアワー

居　　　室 オフィスアワー
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