計
画
・
設
計
系

人の暮らしを豊かにする建築

〜 超高齢社会における福祉建築の計画と研究
計画・設計系

歴
史
・
意
匠
系

地域空間を読み取り分析すること
から建築設計に取り組む
歴史・意匠系
たけうち

やすし

竹内 泰 教授
TAKEUCHI Yasushi

研究分野：建築設計、建築計画

卒業論文テーマ例：
１）フィールドワークを通し
た都市空間や建築空間の
調査・分析
２）被災文化遺産再生に関す
る調査研究
３）社会的背景を捉えた都市
空間形成に関する考察
４）日常生活から再発見する
歴史的空間との連続性に
関する研究

学位：博士（工学）・京都大学（2020）
職歴：三菱地所株式会社／宮城大学准教授を経て現職
論文：京都における地蔵の配置に関する考察（日本建築学
会計画系論文集 1999）／「都市の聖祠」、「仮の施
設 / エンジニアド・バラック」、
「コミュニティアー
キテクト試論」（建築雑誌）
作品：丸の内 1 丁目１街区開発計画（丸の内オアゾ）／
新丸の内ビルディング新築工事／パレスホテル新築
工事／志津川・浜市・唐桑番屋新築工事
受賞：日本建築学会「優秀修士論文賞」受賞（「聖祠の配
置に関する研究−京都の都市空間と地蔵−」1994）

いしい

さとし

石井 敏 教授
ISHII Satoshi

研究分野：建築計画、福祉住環境デザイン

学位：博士（工学）・東京大学（2001）
職歴：日本学術振興会特別研究員／本学講師を経て現職
著書：グループホーム読本（ミネルヴァ書房2000）／施設か
（厚生科学研究所 2007）
ら住まいへ−高齢期の暮らしと環境
／超高齢社会の福祉居住環境（中央法規出版 2008）
論文：平面図分析にもとづくユニット型高齢者介護施設の平
面計画の実態と考察（日本建築学会計画系論文集 2011）
受賞：日本医療福祉建築協会主催JIHAデザインシャレット
2001 最優秀賞
（2001）
／日本建築学会奨励賞（2001）
／人間・環境学会学会賞（2008）

ふくや

しょうこ

福屋 粧子 准教授
FUKUYA Shoko

研究分野：建築デザイン、
ランドスケープ

学位：修士（工学）・東京大学（1998）
職歴：妹島和世 + 西沢立衛 /SANAA 勤務／ AL 建築設計事
務所／慶應義塾大学助教を経て現職
作品：森のひとかけら（2009）、梅田阪急ビルスカイロビー
tomarigi（2010）、石巻市復興まちづくり情報交流
館中央館（設計監修 2015）、八木山ベニーランド・
エントランスゲート（計画中 2015）
受賞：第 3 回吉阪隆正賞（アーキエイド［東日本大震災に
おける建築家による復興支援ネットワーク］2015）、
日本建築学会賞（業績）（失われた街模型復元プロ
ジェクト 2015）

卒業設計テーマ例：
１）
「映画における空間性に
ついての研究および設計
−知覚と建築の関係性について−」
２）
「場所が教えてくれたこと」

歴史・意匠系
なかむら

たくみ

卒業論文テーマ例：
１）高齢者介護施設の平面計画
に関する研究
２）高齢者介護施設における利
用者の生活行動と空間との
関わりに関する研究
３）高齢者介護施設の介護と空
間との関わりに関する研究
４）高齢者住宅の利用者特性に
関する研究

計画・設計系
あらい

のぶゆき

新井 信幸 准教授
ARAI Nobuyuki

研究分野：建築計画、まちづくり、住宅政策

学位：博士（学術）
・千葉大学（2006）
職歴：ハウジングアンドコミュニティ財団研究員／本学講
師を経て現職
論文：公社賃貸住宅団地における自主リフォームの実態と
一般化に向けた課題（日本建築学会計画系論文集
2006）／川崎・戸手四丁目河川敷地区の経年的住環
境運営に関する研究（共著、住宅総合研究財団研究
論文集 2007）／仙台市内の民間賃貸借り上げ仮設
住宅での被災者の入居プロセスと居住実態（日本建
築学会計画系論文集 2014）

（セルフビルドの歴史とコミュニティ
を残す集合住宅の計画）

３）
「I'm Architecture」（震 災 を 記
録するモニュメント群の 計画）

４）都市を活性化する立体的
オープンスペースの研究―
仙台市における屋上・空地の再構成」

伝統素材と職人技法からみた
日本建築の歴史

計画・設計系
ふわ

まさひと

不破 正仁 准教授

研究分野：日本建築史

研究分野：地域計画、まちづくり、景観保全

学位：博士（工学）・東京大学（2007）
職歴：日本学術振興会特別研究員／竹中大工道具館研究員
を経て現職
著書：新体系日本史 14 生活文化史（山川出版社 2014）
／日本インテリアの歴史（河出書房新社 2015）／
近世民家普請と資源保全（中央公論美術出版 2015）
論文：幕領飛騨国の民家普請における家作木の規制について
（徳川林政史研究所研究紀要 2012）／住まいのメン
テナンスとリサイクル（生活文化史）／木材展示「木
を生かす」製作における伐木・製材の調査報告（竹
中大工道具館研究紀要 2015）

卒業論文テーマ例：
１）民家、寺社、茶室、和風
建築のフィールドワーク
２）伝統的な素材生産の記
録化
３）職人技法の記録化
４）木の文化史

卒業論文テーマ例：
１）仮設住宅から復興公営住
宅へのコミュニティ・デ
ザインの実践的研究
２）仮設住宅のリユースに関
する実践的研究
３）住宅ストックのアート活
用とまちづくりの展開に
関する実践的研究
４）住宅ストックの福祉的活用
における居住支援の研究

地域の自然・歴史・文化を
活かしたまちづくり

中村 琢巳 准教授
NAKAMURA Takumi

Faculty
of Architecture

2020

復興コミュニティ・デザイン、空
き家の再生、高齢者等の居住支援

建築デザインとまちづくりを
楽しむ、伝える、分かちあう
歴史・意匠系

Tohoku Institute
of Technology

FUWA Masahito

学位：博士（工学）・筑波大学（2010）
職歴：筑波大学研究員／神戸芸術工科大学助手を経て現職
著書：真壁の町並み（重要伝統的建造物群保存地区調査報
告書 2006）／三木の町並み（2014）／関東地方の
屋敷林（中央公論美術出版 2016）
論文：明治期の関東地方における屋敷林の樹木構成パターン
とその分布（日本建築学会計画系論文集 2009）／古民家
再生を通して考えるまちづくり・むらづくり（農村計画
学会誌 2014）／戦時下における日立製作所の社宅街と
内田祥三の住宅地計画
（日本建築学会計画系論文集2015）
受賞：日本建築学会設計競技全国優秀賞（2006）

卒業論文テーマ例：
１）中山間地域における文化
的景観保全に関する研究
２）歴史的市街地における地
割りの変遷と路地空間に
関する研究
３）東北地方における屋敷林
の現状と保全に関する研究
４）住み手と地域住民が担う
古民家活用の方法論

建築学部

Since 1966

PROFESSORS
& STAFF

各分野の専門家に「建築」を学ぶ／充実した教育を支える教授陣
東北地方、近隣のどの建築系学科よりも充実した学びの環境と教員スタッフを抱えています。よ う こ そ 東 北 工 大 建 築 学 科 へ ！

石井 敏
教授
有川 智
教授
薛 松濤
教授
最知 正芳
教授
竹内 泰
教授
船木 尚己
教授
堀 則男
教授
渡辺 浩文
教授
新井 信幸
准教授
菊田 貴恒
准教授
許 雷
准教授
福屋 粧子
准教授
中村 琢巳
准教授
不破 正仁
准教授
大石 洋之
講師
佐々木留美子講師
曹 淼
講師

建築 / 施設計画：p4
建築生産：p3
建築構造：p2
建築材料：p2
建築設計：p4
建築構造：p2
建築構造：p2
建築 / 都市環境：p3
建築 / 住宅計画：
建築材料：p2
建築環境・設備：p3
建築意匠デザイン：p4
建築史：p4
都市 / 地域計画：p4
環境心理：p3
建築生産 / 構法：p3
建築構造：p2

建築サポートセンター
こせき

きみあき

小関 公明 助教

KOSEKI Kimiaki

研究分野：地域防災計画、過疎地域、都市防災、防災環境
学位：工学士・東北工業大学（1978）
ささもと

たけし

笹本 剛 助教

SASAMOTO Takeshi
研究分野：計画設計系（設計演習サポート）
学位：工学士・東北工業大学（1990）

建築学科事務室
ささき

ふみえ

佐々木 史衣 学科事務

SASAKI Fumie

いいものをつくって、きちんと
手入れして、長く大切に使う

長寿命で高性能な建築材料をつくる

材料系・生産系
ありかわ

材料系・生産系
きくた

コンクリートの劣化診断とコン
クリートブロック塀の防災対策
材料系・生産系
さいち

まさよし

最知 正芳 教授
SAICHI Masayoshi

研究分野：建築材料学、建築生産工学

卒業論文テーマ例：
１）コンクリートの劣化度評価
に関する研究
２）コンクリートブロック塀の
防災対策に関する研究
３）コンクリートの品質管理に
関する研究

学位：博士（工学）・東北大学（2002）
職歴：本学助手を経て現職
論文：組積造塀の改修実態の評価に関する検討−1978 年宮城県
沖地震被災後の仙台市の事例−
（日本建築学会技術報告集 2013）
／ 2011 年東北地方太平洋沖地震におけるブロック
（同 2014）／コン
塀等の被害について−仙台市の事例−
クリートブロック塀・石塀（東日本大震災合同調査報告建築編 2
（組積造）日本建築学会編 2015）
受賞：（財）日本規格協会標準化貢献賞（2003）／経済産業省
東北経済産業局長賞・工業標準化貢献（2006）

材料系・生産系
菊田 貴恒 准教授

ARIKAWA Satoshi

KIKUTA Takatsune

研究分野：建築材料・生産、建築社会システム

研究分野：コンクリート工学、繊維補強セメント系複合材料、破壊力学

学位：博士（工学）
・東北大学（2010）
職歴：東北大学大学院助教／日本工業大学准教授を
経て現職
論文：ひずみ硬化セメント複合材料の一軸引張試験用治具
の開発に関する研究（日本コンクリート工学会コン
クリート工学論文集 2012）／ Development of
Ultra -High-Performance Hybrid Fiber - Reinforced
Cement - Based Composites（ACI MATERIALS JOURNAL 2014）
受賞：日本コンクリート工学会東北支部論文賞（2013）／
日本コンクリート工学会講演会年次論文奨励賞（2019）

学位：博士（工学）・東北大学（1995）
職歴：東北大学講師／（独）建築研究所上席研究員／国土
交通省国土技術政策総合研究所室長を経て現職
著書：公共施設マネジメントハンドブック―「新しくつくる」か
ら「賢くつかう」へ、
（日刊建設通信新聞社 2014）
論文：トレーサビリティと IC タグ利用に対する生コンクリート
製造者の意識に関するアンケート調査（日本建築学会
技術報告集 2012）／地域型復興住宅の生産者グルー
プにおける木造住宅の生産体制に関する統計的把握
（同 2013）
受賞：日本建築仕上学会論文奨励賞（1999）

卒業論文テーマ例：
１）ミクロ・メゾ・マクロ繊維
の複合混入による超高強
度 FRCC に関する研究
２）エアロゲルを用いた超高断
熱モルタルに関する研究
３）ナノサイズ繊維によるひび割
れ補強効果に関する研究
４）人工筋肉によるセメント系材
料の性能可変に関する研究

薛 松濤 教授
XUE Songtao

研究分野：耐震工学、構造工学、基礎工学

学位：工学博士・東北大学（1991）
職歴：東北大学助教授／近畿大学准教授／同済大学教授を
経て現職
著書：応用力学の基礎理論（日本建築学会 1996）／ 構造
物のヘルスモニタリング（翻訳、
同 2004）
論文：311 大震災時のオイルダンパーの損傷の理由
（Journal
of Asian Architecture and Building Engineering2015）
受賞：井上研究奨励賞（1992）／日本建築学会奨励賞（1996）
／上海優秀教育者賞（1999）／中国傑出青年賞（1999）
／ JAABE 最優秀論文賞（2009）

研究分野：都市環境工学

学位：博士（工学）・東北大学（1997）
職歴：東北大学助教／本学准教授を経て現職
論文：仙台市における鉄筋コンクリート造学校建築物の耐震性能の調
査と地震被害の予測（日本建築学会技術報告集 2004）／ソフト
ストーリーを活用して地震時損傷を制御するＲＣ建物の設計手
法（コンクリート工学年次論文集 2008）／磁気粘性流体ダンパー
を用いた免震建物の応答制御手法の検討及び提案（日本建築
学会構造系論文集 2008）／性能可変オイルダン パーの開発およ
び免震構造物への適用性（同 2009）

しょうとう

卒業論文テーマ例：
１）地震波加振実験による免震試験体の
各種地震動に対する応答性状の検討
２）戸建免震住宅における連結機構摩擦
ダンパーの地震応答抑制効果の解析
的検討
３）2011 年東北地方太平洋沖地震におけ
る岩手・福島・宮城の地震動破壊力特
性の検討

構造系
構造系
ふなき

学位：博士（工学）・早稲田大学（1994）
職歴：早稲田大学助手／東北科学技術短期大学講師／本学
講師を経て現職
著書：ヒートアイランドと建築・都市（日本建築学会 2007）
／都市環境学（森北出版 2003）
論文：大規模震災直後における飲料水の需給分布に関する
- 日
基礎的研究 - 宮城県を対象としたメッシュ解析 （
本建築学会環境系論文集 2009）
受賞：（財）省エネルギーセンター優秀賞（2000）／（公社）
空気調和・衛生工学会技術フェロー（2012）

卒業論文テーマ例：
１）3.11で制振ダンパーが損傷
した構造物の同定について
２）既存構造物に対して最適制
振装置について
３）実測データによって津波荷
重の算定について
４）置き屋根と柱の接合部の補
強手法について

地震から建物を守るための新しい
制振システムの開発

建築×ＩＣＴから生み出す
新しい融合技術を研究
構造系
そう

なおき

船木 尚己 教授
研究分野：建築構造、振動制御

学位：博士（工学）・東北工業大学（1999）
職歴：本学講師を経て現職
論文：粘弾性物質でシールした乱流ダンパーを用いた制振骨組の振
動応答解析（構造工学論文集 2000）／組積造住居を対象とし
た転動柱基礎免震システム : 縮小試験体の振動試験による効果の実証（日
本建築学会構造系論文集 2008）／組積造住居を対象とした転
動柱基礎免震システム :−質量偏心の影響に関する解析的検討および基本設
計法の提案−
（同 2012）
受賞：日本建築学会東北支部研究奨励賞（1999）

びょう

卒業論文テーマ例：
１）慣性質量効果を有する液流ダンパー
を用いた１層骨組試験体の振動台加
振試
２）2011 東北地方太平洋沖地震で被災した学
校建物の被害要因と改修効果の分析
３）2011 東北地方太平洋沖地震で被害を受
けた鉄骨置屋根体育館の被害調査と
振動特性の把握

卒業論文テーマ例：
１）東北地方の建築生産システ
ムに関する研究
２）海外の建築生産システムに
関する研究
３）建設技能労働者の育成に関
する研究
４）建築に関わる人を通した技
術伝播メカニズムに関す
る研究

Visual Fire Dynamics Simulator +Evacuation with IFC

良好な建築環境の設計・運営のために
環境と人との相互の関連を理解する

曹 淼 講師

研究分野：振動制御、実験と解析、人工知能

OISHI Hiroshi

学位：博士（工学）・東北大学（2014）
職歴：大和ハウス工業総合技術研究所研究員を経て現職
論文：Performance Study of an 8-story Steel Building Equipped
with Oil Damper Damaged During the 2011 Great East
Japan Earthquake Part I,II(JAABE 2015,2016) ／ Simulation
Analysis of a Damaged 9-Story SRC Building During the 2011
Great East Japan Earthquake(JAEE 2013) ／ Structure and
Ground Vibration Reduction Using Wave Barriers( 構造工学
論文集 2011)

おおいし

卒業論文テーマ例：
１）地震観測における建物の
振動制御に関する研究
２）鋼・複合構造の耐震性
能に関する研究
３）建物と地盤の相互作用
に関する研究
４）人工知能を用いた構造設計
技術の開発に関する研究

卒業論文テーマ例：
１）都市気候対策（緩和策・適
応策）に関する研究
２）大規模震災時の建築・都市
機能維持に関する研究
３）建築のエネルギー消費実態
に関する研究
４）放射能汚染計測資料の分析

最新技術を活用し、建築と
環境を考える
環境・設備系
きょ

らい

XU

Lei

許 雷 准教授
研究分野：建築設備、環境工学、建築防災

学位：博士（工学）・早稲田大学（2003）
職歴：早稲田大学理工学綜合研究センター講師／本学
講師を経て現職
論文：太陽電池パネルを利用した屋根システムの自然換気効
果に関する実測研究（日本建築学会環境系論文集 2008）
／コージェネレーションシステムを用いた大学キャン
パスにおけるエネルギー調査（同 2012）／超高層大
学におけるエネルギー消費に関する調査（同 2014）
受賞：日本建築学会技術部門設計競技優秀賞（2004）／
日本 IAI 主催 Build Live Kobe 2011 優秀賞（2011）

環境・設備系

CAO Miao

FUNAKI Naoki

研究分野：建築生産・構法、国際協力、技術普及

ひろのり

WATANABE Hironori

研究分野：耐震工学

構造系

るみこ

SASAKI Rumiko

環
境
・
設
備
系

わたなべ

渡邉 浩文 教授

HORI Norio

〜 耐震、免震、制振の役割を考える

ささき

佐々木 留美子 講師

環境・設備系
のりお

堀 則男 教授
地震に備える

材料系・生産系

快適・安全・省エネな建築・都市・
地域を目指して

構造系
ほり

卒業論文テーマ例：
１）震災復興に向けた地域型住
宅生産システムの構築と人
材育成に関する調査研究
２）東北地方における既存住宅
の性能評価技術・設計情報
（材料構法･仕様等）の整備
に関する研究
３）建築材料のトレーサビリティ
確保に関する研究

国内外の建築生産に関わる社会
の仕組みを明らかにする

学位：博士（環境学）・東京大学（2015）
職歴：鹿島建設建築施工 / 東京大学客員研究員 / 首都大学
東京特任助教を経て現職
論文：バングラデシュにおける建築技術の情報共有フォー
マル・インフォーマルな関係に着目して（日本建築
学会計画系論文集 2016）／ Descriptive analysis of
decision-making criteria for building retroﬁt
construction : A case study of Bangladesh（Journal
of Architecture and Built Environment 2018）／ バ
ングラデシュにおける耐震対策導入期の技術移転・
普及の実態−援助供与側を主体として−（日本建築
学会技術報告集 2013）

地震の特性を解析し、揺れに強い
建築物をつくる

せつ

さとし

有川 智 教授

たかつね

ひろし

大石 洋之 講師

研究分野：建築環境工学、環境心理・生理、環境行動

学位：博士（工学）・広島大学（2007）
職歴：安田女子大学 家政学部生活デザイン学科 助手／広
島大学 若手研究人材養成センター 博士研究員／株
式会社ジェイアール東日本建築設計事務所を経て現職
論文：被験者の撮影写真における選好景観特性の分析（日
本建築学会環境系論文集 2007）／選好景観に対す
る被験者の心理的評価に関する分析（日本建築学
会環境系論文集 2007）／全国の自治体における無
電柱化事業の実態に関する研究（日本建築学会環境
系論文集 2012）

卒業論文テーマ例：
１）地域景観に対する生活者の
心理的評価に関する研究
２）屋外空間・屋内空間の印象
評価に関する研究
３）建築空間の物理環境と人の
感覚・知覚の関連に関する
研究
４）人による環境の評価手法に
関する研究

つくる＝工学部、暮らす
＝ライフデザイン学部を
つなぐ「横断的で学際的
な学びを実現する場」を
新設

卒業論文テーマ例：
１）BIM を活用した環境設計
に関する研究
２）非常時避難安全対策に関
する研究
３）仮設住宅における温熱環
境に関する実測研究
４）建物における自然エネル
ギーの利用に関する研究

