
機関名： 前橋工科大学

番号 所属 職位 名前 研究内容（専門分野）

1 社会環境工学科 教授 土倉　泰 土木工学　地盤工学

2 社会環境工学科 教授 小林　享 景観工学　空間計画

3 社会環境工学科 教授 岡野　素之 構造工学　耐震工学

4 社会環境工学科 教授 田中　恒夫 水質工学　循環システム工学

5 社会環境工学科 教授 森田　哲夫 地域・交通計画

6 社会環境工学科 准教授 梅津　剛 数値流体力学　水理学　水環境工学

7 社会環境工学科 准教授 舌間　 孝一郎 建設材料学　コンクリート工学　維持管理工学

8 社会環境工学科 准教授 佐川　孝広 セメント化学　コンクリート工学

9 社会環境工学科 准教授 谷口　望 土木工学　構造力学

10 社会環境工学科 准教授 平川　隆一 水工水理学　河川工学

11 社会環境工学科 准教授 森　友宏 土木工学　　地盤工学　防災工学

12 建築学科 教授 関　崇夫 耐震工学　地盤工学

13 建築学科 教授 宮崎　均 都市・建築計画

14 建築学科 教授 高橋　利恵 建築構造学　構造信頼性理論

15 建築学科 教授 若松　均 建築意匠　建築設計

16 建築学科 教授 石川　恒夫 建築設計　建築論　建築生物学

17 建築学科 准教授 関口　正男 環境工学　建築音響・騒音防止工学　建築設備

18 建築学科 准教授 北野　敦則 建築構造学

19 建築学科 准教授 石黒　由紀 建築意匠　建築設計

20 建築学科 准教授 堤　洋樹 建築生産　建築経済

21 建築学科 准教授 三田村　輝章 建築環境工学　建築設備

22 建築学科 講師 臼井　敬太郎 西洋建築史（イタリア近代）　デザイン史

23 生命情報学科 教授 中村　建介 生物情報学　計算機化学

24 生命情報学科 教授 井田　憲一　 ソフトコンピューティング　最適化手法

25 生命情報学科 教授 坂田　克己 機能ゲノム学　ゲノム情報科学

26 生命情報学科 教授 鍾　寧 知能情報学

27 生命情報学科 教授 本間　桂一 計算機生物学　生物物理学　タンパク質情報学

28 生命情報学科 准教授 佐藤　眞木彦 バイオインフォマティクス　遺伝的アルゴリズム　免疫アルゴリズム

29 生命情報学科 准教授 福地　佐斗志 計算機生物学、タンパク質情報学

30 生命情報学科 准教授 関口　達也 生物情報科学

31 生命情報学科 准教授 遠山　宏明 理論計算機科学

32 生命情報学科 講師 冨澤　眞樹 計算機工学　教育工学　計算機科学　情報システム

33 システム生体工学科 教授 向井　伸治 形状処理工学　CAD/CAM

34 システム生体工学科 教授 今村　一之 神経科学　生理学

35 システム生体工学科 教授 原川　哲美 制御工学　画像工学　信号理論　電力変換　電動力応用

36 システム生体工学科 教授 野村　保友 分光学、生理学

37 システム生体工学科 教授 王　鋒 バイオメカトロニクス　生体計測

38 システム生体工学科 教授 朱　赤 ロボット工学　対人支援システム メカトロニクス

39 システム生体工学科 准教授 松本　浩樹 ブラインド信号処理 適応信号処理　感性信号処理  生体信号処理　音声信号処理

40 システム生体工学科 准教授 石川　保幸 神経科学　生理学

41 システム生体工学科 准教授 小田垣　雅人 医用電子工学　生体電磁気学　脳情報工学

42 システム生体工学科 講師 本村　信一 脳情報工学　脳データマイニング

43 生物工学科 教授 本多　一郎 生物有機化学　植物ホルモンの化学

44 生物工学科 教授 善野　修平 分子生物学

45 生物工学科 教授 門屋　利彦 生物化学　タンパク化学　神経化学　分離科学

46 生物工学科 教授 尾形　智夫 応用微生物学、醸造微生物学、分子生物学

47 生物工学科 教授 本間　知夫 生物工学　生理学　生物電気化学

48 生物工学科 准教授 林　秀謙 応用微生物学　微生物生態学　微生物分類学
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49 生物工学科 准教授 星　淡子 分子生物学　生化学　糖鎖工学　骨代謝学

50 生物工学科 准教授 薩　秀夫 食品機能学　動物細胞工学　ケミカルバイオロジー

51 生物工学科 准教授 中山　明 植物分子生物学　植物病理学

52 総合デザイン工学科 教授 竹谷　康彦 メディア表現　バーチャルリアリティ　インタラクションデザイン

53 総合デザイン工学科 教授 渡邉　雅之 幾何学

54 総合デザイン工学科 教授 長谷川　一美 構造設計　建築構造学　構造計画　プレストレストコンクリ－ト工学

55 総合デザイン工学科 教授 原島　秀人 語学教育工学・応用言語学

56 総合デザイン工学科 教授 韓　亜由美 都市総合デザイン　シークエンスデザイン　視覚情報学　生態心理学

57 総合デザイン工学科 准教授 伊佐　浩史 通信理論

58 総合デザイン工学科 准教授 江本　聞夫 プロダクトデザイン

59 総合デザイン工学科 准教授 中島　徹 理論化学

60 総合デザイン工学科 准教授 駒田　剛司 建築意匠設計

61 総合デザイン工学科 准教授 浅川　嗣彦 理論物理学（素粒子論）　数理物理学

62 総合デザイン工学科 准教授 伊藤　公智 関数解析（ヒルベルト空間上の有界線形作用素論）

63 総合デザイン工学科 講師 井口　幹夫 応用言語学　英語教育　異文化コミュニケーション  第二言語習得

64 総合デザイン工学科 講師 新國　裕昭 微分方程式論　関数解析学　スペクトル理論

65 総合デザイン工学科 助教 稲見　成能 環境デザイン

66 総合デザイン工学科 助教 山中　憲行 腐食工学　疲労工学　材料工学　耐震工学

67 教職センター 教授 小林　清 学校経営　教育行政　教師教育　教科教育学

68 教職センター 教授 菅原　一晴 分析化学　電気化学　科学教育

69 地域連携推進センター 特任教授 下田　祐紀夫 機械工学 生産技術 生産システム 超精密加工

70 地域連携推進センター 特任教授 柴田　喜樹 情報セキュリティー　ＩＣＴ電子行政　社会情報基盤


