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教員索引（50音順）

【ア行】
青木 義満	 アオキ ヨシミツ	 63	 総合	 電気電子工学専修	 電子工学科
青山 英樹	 アオヤマ ヒデキ	 59	 総合	 システム統合工学専修	 システムデザイン工学科
浅井 誠	 アサイ マコト	 86	 開放	 応用力学・計算力学専修	 機械工学科
朝倉 浩一	 アサクラ コウイチ	 82	 開放	 環境エネルギー科学専修	 応用化学科
朝妻 恵里子	 アサヅマ エリコ	 102	 外総	 ————	 外国語・総合教育教室
足立 修一	 アダチ シュウイチ	 38	 基礎	 物理情報専修	 物理情報工学科
厚地 淳	 アツジ アツシ	 21	 基礎	 数理科学専修	 数理科学科
天野 英晴	 アマノ ヒデハル	 89	 開放	 情報工学専修	 情報工学科
荒井 規允	 アライ ノリヨシ	 82	 開放	 環境エネルギー科学専修	 機械工学科
荒金 直人	 アラカネ ナオト	 102	 外総	 ————	 外国語・総合教育教室
荒木 文果	 アラキ フミカ	 102	 外総	 ————	 外国語・総合教育教室
ALMAZÁN,	Jorge	アルマザン ホルヘ	 79	 開放	 空間・環境デザイン工学専修	 システムデザイン工学科
粟野 祐二	 アワノ ユウジ	 63	 総合	 電気電子工学専修	 電子工学科
安藤 和也	 アンドウ カズヤ	 39	 基礎	 物理情報専修	 物理情報工学科
安藤 景太	 アンドウ ケイタ	 86	 開放	 応用力学・計算力学専修	 機械工学科
飯島 正	 イイジマ タダシ	 94	 開放	 オープンシステムマネジメント専修	 管理工学科
伊香賀 俊治	 イカガ トシハル	 79	 開放	 空間・環境デザイン工学専修	 システムデザイン工学科
井口 達雄	 イグチ タツオ	 21	 基礎	 数理科学専修	 数理科学科
池田 真弓	 イケダ マユミ	 102	 外総	 ————	 外国語・総合教育教室
池原 雅章	 イケハラ マサアキ	 63	 総合	 電気電子工学専修	 電子工学科
生駒 典久	 イコマ ノリヒサ	 22	 基礎	 数理科学専修	 数理科学科
石上 玄也	 イシガミ ゲンヤ	 55	 総合	 マルチディシプリナリ・デザイン科学専修	 機械工学科
石榑 崇明	 イシグレ タカアキ	 68	 総合	 マテリアルデザイン科学専修	 物理情報工学科
石黒 仁揮	 イシクロ ヒロキ	 63	 総合	 電気電子工学専修	 電子工学科
井関 裕靖	 イゼキ ヒロヤス	 21	 基礎	 数理科学専修	 数理科学科
磯 由樹	 イソ ヨシキ	 68	 総合	 マテリアルデザイン科学専修	 応用化学科
磯部 徹彦	 イソベ テツヒコ	 68	 総合	 マテリアルデザイン科学専修	 応用化学科
伊藤 幸太	 イトウ コウタ	 86	 開放	 応用力学・計算力学専修	 機械工学科
伊藤 公平	 イトウ コウヘイ	 38	 基礎	 物理情報専修	 物理情報工学科
稲田 周平	 イナダ シュウヘイ	 94	 開放	 オープンシステムマネジメント専修	 管理工学科
井上 京子	 イノウエ キョウコ	 79,102	 開放 /外総	 空間・環境デザイン工学専修	 外国語・総合教育教室
井上 正樹	 イノウエ マサキ	 40	 基礎	 物理情報専修	 物理情報工学科
今井 潤一	 イマイ ジュンイチ	 94	 開放	 オープンシステムマネジメント専修	 管理工学科
今井 宏明	 イマイ ヒロアキ	 68	 総合	 マテリアルデザイン科学専修	 応用化学科
今井 倫太	 イマイ ミチタ	 89	 開放	 情報工学専修	 情報工学科
井本 正哉	 イモト マサヤ	 45	 基礎	 生命システム情報専修	 生命情報学科
井本 由紀	 イモト ユキ	 102	 外総	 ————	 外国語・総合教育教室
岩﨑 有紘	 イワサキ アリヒロ	 43	 基礎	 生物化学専修	 化学科
岩田 歩	 イワタ アユミ	 82	 開放	 環境エネルギー科学専修	 応用化学科
岩波 敦子	 イワナミ アツコ	 103	 外総	 ————	 外国語・総合教育教室
牛場 潤一	 ウシバ ジュンイチ	 46	 基礎	 生命システム情報専修	 生命情報学科
内山 孝憲	 ウチヤマ タカノリ	 38	 基礎	 物理情報専修	 物理情報工学科
栄長 泰明	 エイナガ ヤスアキ	 68	 総合	 マテリアルデザイン科学専修	 化学科
江藤 幹雄	 エトウ ミキオ	 27	 基礎	 物理学専修	 物理学科
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緒明 佑哉	 オアキ ユウヤ	 68	 総合	 マテリアルデザイン科学専修	 応用化学科
太田 克弘	 オオタ カツヒロ	 21	 基礎	 数理科学専修	 数理科学科
大槻 知明	 オオツキ トモアキ	 89	 開放	 情報工学専修	 情報工学科
大橋 洋士	 オオハシ ヨウジ	 27	 基礎	 物理学専修	 物理学科
大宮 正毅	 オオミヤ マサキ	 55	 総合	 マルチディシプリナリ・デザイン科学専修	 機械工学科
大村 亮	 オオムラ リョウ	 82	 開放	 環境エネルギー科学専修	 機械工学科
大森 浩充	 オオモリ ヒロミツ	 59	 総合	 システム統合工学専修	 システムデザイン工学科
大家 哲朗	 オオヤ テツオ	 59	 総合	 システム統合工学専修	 システムデザイン工学科
岡 浩太郎	 オカ コウタロウ	 45	 基礎	 生命システム情報専修	 生命情報学科
岡 朋治	 オカ トモハル	 27	 基礎	 物理学専修	 物理学科
岡田 英史	 オカダ エイジ	 63	 総合	 電気電子工学専修	 電子工学科
岡田 有策	 オカダ ユウサク	 94	 開放	 オープンシステムマネジメント専修	 管理工学科
岡野 真人	 オカノ マコト	 29	 基礎	 物理学専修	 物理学科
小川 愛実	 オガワ アミ	 79	 開放	 空間・環境デザイン工学専修	 システムデザイン工学科
小川 邦康	 オガワ クニヤス	 82	 開放	 環境エネルギー科学専修	 機械工学科
奥田 知明	 オクダ トモアキ	 82	 開放	 環境エネルギー科学専修	 応用化学科
小國 健二	 オグニ ケンジ	 79	 開放	 空間・環境デザイン工学専修	 システムデザイン工学科
小椋 章弘	 オグラ アキヒロ	 35	 基礎	 分子化学専修	 応用化学科
小田 芳彰	 オダ ヨシアキ	 22	 基礎	 数理科学専修	 数理科学科
小野 文	 オノ アヤ	 103	 外総	 ————	 外国語・総合教育教室
尾上 弘晃	 オノエ ヒロアキ	 55	 総合	 マルチディシプリナリ・デザイン科学専修	 機械工学科
小原 京子	 オハラ キョウコ	 89,103	 開放 /外総	 情報工学専修	 外国語・総合教育教室
小尾 晋之介	 オビ シンノスケ	 86	 開放	 応用力学・計算力学専修	 機械工学科
苙口 友隆	 オログチ トモタカ	 29	 基礎	 物理学専修	 物理学科

【カ行】
海住 英生	 カイジュウ ヒデオ	 69	 総合	 マテリアルデザイン科学専修	 物理情報工学科
垣内 史敏	 カキウチ フミトシ	 33	 基礎	 分子化学専修	 化学科
柿沼 康弘	 カキヌマ ヤスヒロ	 59	 総合	 システム統合工学専修	 システムデザイン工学科
垣村 尚徳	 カキムラ ナオノリ	 23	 基礎	 数理科学専修	 数理科学科
嘉副 裕	 カゾエ ユタカ	 59	 総合	 システム統合工学専修	 システムデザイン工学科
片山 靖	 カタヤマ ヤスシ	 69	 総合	 マテリアルデザイン科学専修	 応用化学科
桂 誠一郎	 カツラ セイイチロウ	 59	 総合	 システム統合工学専修	 システムデザイン工学科
勝良 健史	 カツラ タケシ	 21	 基礎	 数理科学専修	 数理科学科
加藤 健郎	 カトウ タケオ	 55	 総合	 マルチディシプリナリ・デザイン科学専修	 機械工学科
金子 晋丈	 カネコ クニタケ	 89	 開放	 情報工学専修	 情報工学科
神原 陽一	 カミハラ ヨウイチ	 39	 基礎	 物理情報専修	 物理情報工学科
亀谷 幸生	 カメタニ ユキオ	 23	 基礎	 数理科学専修	 数理科学科
川上 了史	 カワカミ ノリフミ	 47	 基礎	 生命システム情報専修	 生命情報学科
河野 隆太	 カワノ リュウタ	 89	 開放	 情報工学専修	 情報工学科
神成 文彦	 カンナリ フミヒコ	 63	 総合	 電気電子工学専修	 電子工学科
岸本 達也	 キシモト タツヤ	 79	 開放	 空間・環境デザイン工学専修	 システムデザイン工学科
木下 岳司	 キノシタ タケシ	 64	 総合	 電気電子工学専修	 電子工学科
金 侖在	 キム ユンジェ	 55	 総合	 マルチディシプリナリ・デザイン科学専修	 機械工学科
久保 亮吾	 クボ リョウゴ	 64	 総合	 電気電子工学専修	 電子工学科
粂田 文	 クメダ アヤ	 103	 外総	 ————	 外国語・総合教育教室
栗田 治	 クリタ オサム	 94	 開放	 オープンシステムマネジメント専修	 管理工学科
栗原 聡	 クリハラ サトシ	 94	 開放	 オープンシステムマネジメント専修	 管理工学科
栗原 将人	 クリハラ マサト	 21	 基礎	 数理科学専修	 数理科学科
黒川 成貴	 クロカワ ナルキ	 83	 開放	 環境エネルギー科学専修	 機械工学科
黒田 忠広	 クロダ タダヒロ	 64	 総合	 電気電子工学専修	 電子工学科
古池 達彦	 コイケ タツヒコ	 29	 基礎	 物理学専修	 物理学科

（基礎…基礎理工学専攻 総合…総合デザイン工学専攻 開放…開放環境科学専攻 外総…外国語・総合教育教室 KiPAS…慶應義塾基礎科学・基盤工学インスティテュート）
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小池 康博	 コイケ ヤスヒロ	 69	 総合	 マテリアルデザイン科学専修	 物理情報工学科
小池 綾	 コイケ リョウ	 60	 総合	 システム統合工学専修	 システムデザイン工学科
河内 卓彌	 コウチ タクヤ	 35	 基礎	 分子化学専修	 化学科
河野 健二	 コウノ ケンジ	 90	 開放	 情報工学専修	 情報工学科
小菅 隼人	 コスゲ ハヤト	 103	 外総	 ————	 外国語・総合教育教室
小林 景	 コバヤシ ケイ	 23	 基礎	 数理科学専修	 数理科学科
小林 拓也	 コバヤシ タクヤ	 103	 外総	 ————	 外国語・総合教育教室
小檜山 雅之	 コヒヤマ マサユキ	 80	 開放	 空間・環境デザイン工学専修	 システムデザイン工学科
小茂鳥 潤	 コモトリ ジュン	 55	 総合	 マルチディシプリナリ・デザイン科学専修	 機械工学科
近藤 寛	 コンドウ ヒロシ	 33	 基礎	 分子化学専修	 化学科

【サ行】
犀川 陽子	 サイカワ ヨウコ	 34	 基礎	 分子化学専修	 応用化学科
斎木 敏治	 サイキ トシハル	 64	 総合	 電気電子工学専修	 電子工学科
齊藤 圭司	 サイトウ ケイジ	 27	 基礎	 物理学専修	 物理学科
齊藤 巧泰	 サイトウ コウダイ	 35	 基礎	 分子化学専修	 化学科
斎藤 英雄	 サイトウ ヒデオ	 90	 開放	 情報工学専修	 情報工学科
斎藤 博昭	 サイトウ ヒロアキ	 90	 開放	 情報工学専修	 情報工学科
酒井 隼人	 サカイ ハヤト	 35	 基礎	 分子化学専修	 化学科
坂川 博宣	 サカガワ ヒロノブ	 23	 基礎	 数理科学専修	 数理科学科
榊原 康文	 サカキバラ ヤスブミ	 45	 基礎	 生命システム情報専修	 生命情報学科
笹瀬 巌	 ササセ イワオ	 90	 開放	 情報工学専修	 情報工学科
佐藤 健吾	 サトウ ケンゴ	 47	 基礎	 生命システム情報専修	 生命情報学科
佐藤 隆章	 サトウ タカアキ	 34	 基礎	 分子化学専修	 応用化学科
佐藤 徹哉	 サトウ テツヤ	 69	 総合	 マテリアルデザイン科学専修	 物理情報工学科
佐藤 智典	 サトウ トシノリ	 45	 基礎	 生命システム情報専修	 生命情報学科
佐藤 洋平	 サトウ ヨウヘイ	 60	 総合	 システム統合工学専修	 システムデザイン工学科
眞田 幸俊	 サナダ ユキトシ	 64	 総合	 電気電子工学専修	 電子工学科
澤田 達男	 サワダ タツオ	 56	 総合	 マルチディシプリナリ・デザイン科学専修	 機械工学科
重野 寛	 シゲノ ヒロシ	 90	 開放	 情報工学専修	 情報工学科
志澤 一之	 シザワ カズユキ	 56	 総合	 マルチディシプリナリ・デザイン科学専修	 機械工学科
志田 敬介	 シダ ケイスケ	 95	 開放	 オープンシステムマネジメント専修	 管理工学科
篠沢 佳久	 シノザワ ヨシヒサ	 95	 開放	 オープンシステムマネジメント専修	 管理工学科
清水 史郎	 シミズ シロウ	 42	 基礎	 生物化学専修	 応用化学科
清水 智子	 シミズ トモコ	 40	 基礎	 物理情報専修	 物理情報工学科
地村 弘二	 ジムラ コウジ	 46	 基礎	 生命システム情報専修	 生命情報学科
白石 博	 シライシ ヒロシ	 23	 基礎	 数理科学専修	 数理科学科

	 	 	 	 	
白濱 圭也	 シラハマ ケイヤ	 27	 基礎	 物理学専修	 物理学科
末永 聖武	 スエナガ キヨタケ	 42	 基礎	 生物化学専修	 化学科
杉浦 壽彦	 スギウラ トシヒコ	 56	 総合	 マルチディシプリナリ・デザイン科学専修	 機械工学科
杉浦 裕太	 スギウラ ユウタ	 90	 開放	 情報工学専修	 情報工学科
杉本 高大	 スギモト コウダイ	 30	 基礎	 物理学専修	 物理学科
杉本 麻樹	 スギモト マキ	 91	 開放	 情報工学専修	 情報工学科
杉山 由希子	 スギヤマ ユキコ	 104	 外総	 ————	 外国語・総合教育教室
杉山 有紀子	 スギヤマ ユキコ	 104	 外総	 ————	 外国語・総合教育教室
鈴木 新太郎	 スズキ シンタロウ	 25,100	 基礎 /KiPAS	 数理科学専修	 KiPAS
鈴木 哲也	 スズキ テツヤ	 83	 開放	 環境エネルギー科学専修	 機械工学科
鈴木 秀男	 スズキ ヒデオ	 95	 開放	 オープンシステムマネジメント専修	 管理工学科
須藤 亮	 スドウ リョウ	 60	 総合	 システム統合工学専修	 システムデザイン工学科
芹澤 信幸	 セリザワ ノブユキ	 69	 総合	 マテリアルデザイン科学専修	 応用化学科
曽我 幸平	 ソガ コウヘイ	 23	 基礎	 数理科学専修	 数理科学科

（基礎…基礎理工学専攻 総合…総合デザイン工学専攻 開放…開放環境科学専攻 外総…外国語・総合教育教室 KiPAS…慶應義塾基礎科学・基盤工学インスティテュート）
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【タ行】
大門 樹	 ダイモン タツル	 95	 開放	 オープンシステムマネジメント専修	 管理工学科
高尾 賢一	 タカオ ケンイチ	 34	 基礎	 分子化学専修	 応用化学科
高桑 和巳	 タカクワ カズミ	 104	 外総	 ————	 外国語・総合教育教室
高田 眞吾	 タカダ シンゴ	 91	 開放	 情報工学専修	 情報工学科
高野 直樹	 タカノ ナオキ	 86	 開放	 応用力学・計算力学専修	 機械工学科
高野 宏	 タカノ ヒロシ	 27	 基礎	 物理学専修	 物理学科
高橋 大介	 タカハシ ダイスケ	 43	 基礎	 生物化学専修	 応用化学科
高橋 英俊	 タカハシ ヒデトシ	 56	 総合	 マルチディシプリナリ・デザイン科学専修	 機械工学科
高橋 博樹	 タカハシ ヒロキ	 24,100	 基礎 /KiPAS	 数理科学専修	 数理科学科
髙橋 正樹	 タカハシ マサキ	 80	 開放	 空間・環境デザイン工学専修	 システムデザイン工学科
高橋 良昭	 タカハシ ヨシアキ	 43	 基礎	 生物化学専修	 応用化学科
高山 正宏	 タカヤマ マサヒロ	 25	 基礎	 数理科学専修	 数理科学科
髙山 緑	 タカヤマ ミドリ	 104	 外総	 ————	 外国語・総合教育教室
田口 良広	 タグチ ヨシヒロ	 60	 総合	 システム統合工学専修	 システムデザイン工学科
竹村 研治郎	 タケムラ ケンジロウ	 86	 開放	 応用力学・計算力学専修	 機械工学科
田代 悦	 タシロ エツ	 46	 基礎	 生命システム情報専修	 生命情報学科
田中 邦彦	 タナカ クニヒコ	 30	 基礎	 物理学専修	 物理学科
田中 健一	 タナカ ケンイチ	 95	 開放	 オープンシステムマネジメント専修	 管理工学科
田中 孝明	 タナカ タカアキ	 24	 基礎	 数理科学専修	 数理科学科
田中 敏幸	 タナカ トシユキ	 38	 基礎	 物理情報専修	 物理情報工学科
田邉 孝純	 タナベ タカスミ	 64	 総合	 電気電子工学専修	 電子工学科
種村 秀紀	 タネムラ ヒデキ	 22	 基礎	 数理科学専修	 数理科学科
田村 明久	 タムラ アキヒサ	 22	 基礎	 数理科学専修	 数理科学科
千田 憲孝	 チダ ノリタカ	 33	 基礎	 分子化学専修	 応用化学科
CITTERIO,	Daniel	チッテリオ ダニエル	 70	 総合	 マテリアルデザイン科学専修	 応用化学科
千葉 文野	 チバ アヤノ	 29	 基礎	 物理学専修	 物理学科
塚田 孝祐	 ツカダ コウスケ	 39	 基礎	 物理情報専修	 物理情報工学科
津田 裕之	 ツダ ヒロユキ	 65	 総合	 電気電子工学専修	 電子工学科
角山 寛規	 ツノヤマ ヒロノリ	 35	 基礎	 分子化学専修	 化学科
DIL,	Jonathan	 ディル ジョナサン	 104	 外総	 ————	 外国語・総合教育教室
寺岡 文男	 テラオカ フミオ	 91	 開放	 情報工学専修	 情報工学科
寺川 光洋	 テラカワ ミツヒロ	 65	 総合	 電気電子工学専修	 電子工学科
寺坂 宏一	 テラサカ コウイチ	 83	 開放	 環境エネルギー科学専修	 応用化学科
土居 信英	 ドイ ノブヒデ	 45	 基礎	 生命システム情報専修	 生命情報学科
遠山 元道	 トオヤマ モトミチ	 91	 開放	 情報工学専修	 情報工学科
戸嶋 一敦	 トシマ カズノブ	 42	 基礎	 生物化学専修	 応用化学科
冨﨑 真衣	 トミサキ マイ	 70	 総合	 マテリアルデザイン科学専修	 化学科
豊島 遼	 トヨシマ リョウ	 36	 基礎	 分子化学専修	 化学科

【ナ行】
長坂 雄次	 ナガサカ ユウジ	 60	 総合	 システム統合工学専修	 システムデザイン工学科
中迫 雅由	 ナカサコ マサヨシ	 28	 基礎	 物理学専修	 物理学科
中澤 和夫	 ナカザワ カズオ	 80	 開放	 空間・環境デザイン工学専修	 システムデザイン工学科
中嶋 敦	 ナカジマ アツシ	 33	 基礎	 分子化学専修	 化学科
中西 美和	 ナカニシ ミワ	 95	 開放	 オープンシステムマネジメント専修	 管理工学科
中野 誠彦	 ナカノ ノブヒコ	 65	 総合	 電気電子工学専修	 電子工学科
永合 祐輔	 ナゴウ ユウスケ	 30	 基礎	 物理学専修	 物理学科
滑川 徹	 ナメリカワ トオル	 60	 総合	 システム統合工学専修	 システムデザイン工学科
成島 康史	 ナルシマ ヤスシ	 96	 開放	 オープンシステムマネジメント専修	 管理工学科
西 宏章	 ニシ ヒロアキ	 91	 開放	 情報工学専修	 システムデザイン工学科
西村 康宏	 ニシムラ ヤスヒロ	 28	 基礎	 物理学専修	 物理学科
二瓶 栄輔	 ニヘイ エイスケ	 70	 総合	 マテリアルデザイン科学専修	 物理情報工学科

（基礎…基礎理工学専攻 総合…総合デザイン工学専攻 開放…開放環境科学専攻 外総…外国語・総合教育教室 KiPAS…慶應義塾基礎科学・基盤工学インスティテュート）
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沼尾 恵	 ヌマオ ケイ	 104	 外総	 ————	 外国語・総合教育教室
野崎 貴裕	 ノザキ タカヒロ	 61	 総合	 システム統合工学専修	 システムデザイン工学科
能崎 幸雄	 ノザキ ユキオ	 28	 基礎	 物理学専修	 物理学科
野田 啓	 ノダ ケイ	 65	 総合	 電気電子工学専修	 電子工学科

【ハ行】
萩原 眞一	 ハギワラ シンイチ	 105	 外総	 ————	 外国語・総合教育教室
萩原 将文	 ハギワラ マサフミ	 91	 開放	 情報工学専修	 情報工学科
萩原 学	 ハギワラ マナブ	 70	 総合	 マテリアルデザイン科学専修	 応用化学科
長谷川 太郎	 ハセガワ タロウ	 29	 基礎	 物理学専修	 物理学科
羽曾部 卓	 ハソベ タク	 34	 基礎	 分子化学専修	 化学科
服部 広大	 ハットリ コウタ	 24	 基礎	 数理科学専修	 数理科学科
林 賢一	 ハヤシ ケンイチ	 24	 基礎	 数理科学専修	 数理科学科
早瀬 潤子	 ハヤセ ジュンコ	 39	 基礎	 物理情報専修	 物理情報工学科
早野 健太	 ハヤノ ケンタ	 24	 基礎	 数理科学専修	 数理科学科
坂内 健一	 バンナイ ケンイチ	 22	 基礎	 数理科学専修	 数理科学科
伴野 太祐	 バンノ タイスケ	 83	 開放	 環境エネルギー科学専修	 応用化学科
檜垣 徹太郎	 ヒガキ テツタロウ	 30	 基礎	 物理学専修	 物理学科
枇々木 規雄	 ヒビキ ノリオ	 96	 開放	 オープンシステムマネジメント専修	 管理工学科
蛭田 勇樹	 ヒルタ ユウキ	 70	 総合	 マテリアルデザイン科学専修	 応用化学科
深潟 康二	 フカガタ コウジ	 87	 開放	 応用力学・計算力学専修	 機械工学科
福井 有香	 フクイ ユウカ	 43	 基礎	 生物化学専修	 応用化学科
藤岡 沙都子	 フジオカ サトコ	 83	 開放	 環境エネルギー科学専修	 応用化学科
藤代 一成	 フジシロ イッセイ	 92	 開放	 情報工学専修	 情報工学科
藤谷 洋平	 フジタニ ヨウヘイ	 28	 基礎	 物理学専修	 物理情報工学科
藤原 忍	 フジハラ シノブ	 70	 総合	 マテリアルデザイン科学専修	 応用化学科
藤本 啓二	 フジモト ケイジ	 42	 基礎	 生物化学専修	 応用化学科
藤本 ゆかり	 フジモト ユカリ	 42	 基礎	 生物化学専修	 化学科
藤原 慶	 フジワラ ケイ	 47	 基礎	 生命システム情報専修	 生命情報学科
舟橋 啓	 フナハシ アキラ	 46	 基礎	 生命システム情報専修	 生命情報学科
古川 俊輔	 フルカワ シュンスケ	 30	 基礎	 物理学専修	 物理学科
古川 良明	 フルカワ ヨシアキ	 34	 基礎	 分子化学専修	 化学科
北條 彰宏	 ホウジョウ アキヒロ	 105	 外総	 ————	 外国語・総合教育教室
保坂 有杜	 ホサカ アルト	 65	 総合	 電気電子工学専修	 電子工学科
星野 一生	 ホシノ カズオ	 40	 基礎	 物理情報専修	 物理情報工学科
堀田 篤	 ホッタ アツシ	 83	 開放	 環境エネルギー科学専修	 機械工学科
堀田 耕司	 ホッタ コウジ	 46	 基礎	 生命システム情報専修	 生命情報学科
堀 豊	 ホリ ユタカ	 40	 基礎	 物理情報専修	 物理情報工学科

【マ行】
牧 英之	 マキ ヒデユキ	 39	 基礎	 物理情報専修	 物理情報工学科
正井 克俊	 マサイ カツトシ	 92	 開放	 情報工学専修	 情報工学科
増田 靖	 マスダ ヤスシ	 96	 開放	 オープンシステムマネジメント専修	 管理工学科
松浦 峻	 マツウラ シュン	 96	 開放	 オープンシステムマネジメント専修	 管理工学科
松尾 亜紀子	 マツオ アキコ	 87	 開放	 応用力学・計算力学専修	 機械工学科
松岡 由幸	 マツオカ ヨシユキ	 56	 総合	 マルチディシプリナリ・デザイン科学専修	 機械工学科
松川 弘明	 マツカワ ヒロアキ	 96	 開放	 オープンシステムマネジメント専修	 管理工学科
松谷 宏紀	 マツタニ ヒロキ	 92	 開放	 情報工学専修	 情報工学科
松林 伸生	 マツバヤシ ノブオ	 96	 開放	 オープンシステムマネジメント専修	 管理工学科
松原 輝彦	 マツバラ テルヒコ	 46	 基礎	 生命システム情報専修	 生命情報学科
松丸 尊紀	 マツマル タカノリ	 43	 基礎	 生物化学専修	 化学科
松本 緑	 マツモト ミドリ	 42	 基礎	 生物化学専修	 生命情報学科
松本 佳宣	 マツモト ヨシノリ	 38	 基礎	 物理情報専修	 物理情報工学科
的場 正憲	 マトバ マサノリ	 38	 基礎	 物理情報専修	 物理情報工学科

（基礎…基礎理工学専攻 総合…総合デザイン工学専攻 開放…開放環境科学専攻 外総…外国語・総合教育教室 KiPAS…慶應義塾基礎科学・基盤工学インスティテュート）
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三浦 一輝	 ミウラ カズキ	 43	 基礎	 生物化学専修	 応用化学科
三浦 洋平	 ミウラ ヨウヘイ	 35	 基礎	 分子化学専修	 応用化学科
見上 公一	 ミカミ コウイチ	 105	 外総	 ————	 外国語・総合教育教室
三木 則尚	 ミキ ノリヒサ	 56	 総合	 マルチディシプリナリ・デザイン科学専修	 機械工学科
三田 彰	 ミタ アキラ	 80	 開放	 空間・環境デザイン工学専修	 システムデザイン工学科
満倉 靖恵	 ミツクラ ヤスエ	 61	 総合	 システム統合工学専修	 システムデザイン工学科
南 美穂子	 ミナミ ミホコ	 22	 基礎	 数理科学専修	 数理科学科
宮川 尚理	 ミヤガワ ショウリ	 105	 外総	 ————	 外国語・総合教育教室
宮崎 翔	 ミヤザキ ショウ	 36	 基礎	 分子化学専修	 応用化学科
宮崎 琢也	 ミヤザキ タクヤ	 24	 基礎	 数理科学専修	 数理科学科
宮田 昌悟	 ミヤタ ショウゴ	 56	 総合	 マルチディシプリナリ・デザイン科学専修	 機械工学科
宮本 憲二	 ミヤモト ケンジ	 45	 基礎	 生命システム情報専修	 生命情報学科
村上 俊之	 ムラカミ トシユキ	 61	 総合	 システム統合工学専修	 システムデザイン工学科
村松 眞由	 ムラマツ マユ	 87	 開放	 応用力学・計算力学専修	 機械工学科
森田 武史	 モリタ タケシ	 97	 開放	 オープンシステムマネジメント専修	 管理工学科
森田 寿郎	 モリタ トシオ	 56	 総合	 マルチディシプリナリ・デザイン科学専修	 機械工学科
門内 靖明	 モンナイ ヤスアキ	 40	 基礎	 物理情報専修	 物理情報工学科

【ヤ行】
矢向 高弘	 ヤコウ タカヒロ	 61	 総合	 システム統合工学専修	 システムデザイン工学科
泰岡 顕治	 ヤスオカ ケンジ	 87	 開放	 応用力学・計算力学専修	 機械工学科
藪下 聡	 ヤブシタ サトシ	 33	 基礎	 分子化学専修	 化学科
山内 淳	 ヤマウチ ジュン	 28	 基礎	 物理学専修	 物理学科
山口 高平	 ヤマグチ タカヒラ	 97	 開放	 オープンシステムマネジメント専修	 管理工学科
山口 拓郎	 ヤマグチ タクロウ	 65	 総合	 電気電子工学専修	 電子工学科
山﨑 信行	 ヤマサキ ノブユキ	 92	 開放	 情報工学専修	 情報工学科
山下 一夫	 ヤマシタ カズオ	 105	 外総	 ————	 外国語・総合教育教室
山下 忠紘	 ヤマシタ タダヒロ	 61	 総合	 システム統合工学専修	 システムデザイン工学科
山田 秀	 ヤマダ シュウ	 97	 開放	 オープンシステムマネジメント専修	 管理工学科
山田 貴大	 ヤマダ タカヒロ	 47	 基礎	 生命システム情報専修	 生命情報学科
山田 徹	 ヤマダ トオル	 33	 基礎	 分子化学専修	 化学科
山中 直明	 ヤマナカ ナオアキ	 92	 開放	 情報工学専修	 情報工学科
山野井 一人	 ヤマノイ カズト	 30	 基礎	 物理学専修	 物理学科
山本 詠士	 ヤマモト エイジ	 61	 総合	 システム統合工学専修	 システムデザイン工学科
山本 崇史	 ヤマモト タカシ	 71	 総合	 マテリアルデザイン科学専修	 化学科
山本 直樹	 ヤマモト ナオキ	 39	 基礎	 物理情報専修	 物理情報工学科
山本 直希	 ヤマモト ナオキ	 29,100	 基礎 /KiPAS	 物理学専修	 物理学科
山本 零	 ヤマモト レイ	 97	 開放	 オープンシステムマネジメント専修	 管理工学科
閻 紀旺	 ヤン ジワン	 56	 総合	 マルチディシプリナリ・デザイン科学専修	 機械工学科
YANG,	Di-Lun	 ヤン ディールン	 31,100	 基礎 /KiPAS	 物理学専修	 KiPAS
湯川 正裕	 ユカワ マサヒロ	 66	 総合	 電気電子工学専修	 電子工学科
横森 剛	 ヨコモリ タケシ	 84	 開放	 環境エネルギー科学専修	 機械工学科
横山 由広	 ヨコヤマ ヨシヒロ	 105	 外総	 ————	 外国語・総合教育教室
吉岡 直樹	 ヨシオカ ナオキ	 34	 基礎	 分子化学専修	 応用化学科

【ラ行】
RADVIĆ,	Darko	 ラドヴィッチ ダルコ	 80	 開放	 空間・環境デザイン工学専修	 システムデザイン工学科

【ワ行】
渡邉 紳一	 ワタナベ シンイチ	 28	 基礎	 物理学専修	 物理学科
渡辺 宙志	 ワタナベ ヒロシ	 40	 基礎	 物理情報専修	 物理情報工学科

（基礎…基礎理工学専攻 総合…総合デザイン工学専攻 開放…開放環境科学専攻 外総…外国語・総合教育教室 KiPAS…慶應義塾基礎科学・基盤工学インスティテュート）
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