
	 	 2014年 7月 29日	 

建築都市環境学科	 専門科目担当教員（専任）紹介  

 
≪教授：Professor≫ 
 
         赤羽 弘和 AKAHANE Hirokazu 教授 工学博士 

     【Email 1】akahane@ce.it-chiba.ac.jp  【Email 2】hirokazu.akahane@it-chiba.ac.jp 
【最終学歴】東京大学大学院工学系研究科土木工学専攻博士課程修了(1986)	 
【主な職歴】東大生産技術研究所,	 千葉工大	 (1987〜)	 
【専門】	 	 交通工学	 (Traffic Engineering)	 
【学協会】	 土木学会,	 交通工学研究会,	 国際交通安全学会	 

【担当科目】建築都市環境概論，トランスポートプランニング，トランスポートサービス，測量学，	 

地域デザイン 2,	 ゼミナール 1･2，卒業研究	 
【分野】	 	 地域計画	 	 【研究室】1号館，16階，オフィス・ラボ(7)，(内線：津田沼 0444) 
 
石原 健也 ISHIHARA Kenya 教授 芸術工学修士 【Email】kenya.ishihara@p.chibakoudai.jp 
【最終学歴】九州芸術工科大学（現九州大学）大学院芸術工学研究科修士課程修了(1983)	 
【主な職歴】環境デザイン研究所,	 デネフェス計画研究所(主宰),	 千葉工大(2001〜)	 
【専門】	 	 建築計画,	 建築設計,	 環境設計	 

【学協会】	 日本建築学会,	 こども環境学会,	 日本建築家協会,	 東京建築士会	 

【担当科目】建築デザイン論,	 建築設計1･2･3,ゼミナール1･2,	 卒業研究	 
【分野】	 	 設計･意匠	 【研究室】1号館，15階，オフィス・ラボ(1)，(内線：津田沼 0490)	 
 
上田 宏 UEDA Hiroshi 教授 博士(工学) 【Email】citueda@sky.it-chiba.ac.jp 
【最終学歴】日本大学大学院生産工学研究科建築工学専攻修士課程修了	 (1977)	 
【主な職歴】清水建設	 (株)技術研究所,	 千葉工大	 (1994〜)	 
【専門】	 	 防災工学	 (Disaster Prevention Engineering),	 風工学(Wind Engineering)	 
【学協会】	 日本建築学会,	 日本風工学会,	 日本雪工学会,	 日本雪氷学会,	 可視化情報学会	 

【担当科目】建築都市環境概論, 構造力学1･2, 構造力学演習1･2, 防災工学, 流れの力学1･2,  
工学基礎実験, ゼミナール1･2, 卒業研究 

【分野】	 	 防災･地盤	  【研究室】1号館，19階，オフィス・ラボ(29)，(内線：津田沼 0493)	 
 

内海 秀幸 UTSUMI Hideyuki 教授 博士(工学) 【Email】hideyuki.utsumi@it-chiba.ac.jp 
【最終学歴】東海大学大学院海洋学研究科海洋工学専攻博士課程後期修了	 (1998)	 
【主な職歴】千葉工大	 (1999〜)	 
【専門】	 	 応用力学	 (Applied mechanics)	 
【学協会】	 土木学会,	 日本コンクリート工学会,	 実験力学会	 

【担当科目】建築都市環境概論,	 構造力学2･3, 技術者のための数理, 都市環境工学実験, 都市 
環境デザイン, 工学基礎実験, ゼミナール1･2, 卒業研究 

【分野】	 	 構造･材料	  【研究室】1号館，18階，オフィス・ラボ(23)，(内線：津田沼 0447)	 
 

遠藤 政樹 ENDOH Masaki 教授 修士(工学) 【Email】endoh.masaki@it-chiba.ac.jp 
【最終学歴】東京理科大学大学院理工学研究科建築学専攻修士課程修了(1989)	 
【主な職歴】株)界工作舎,	 株式会社EDH遠藤設計室(取締役),	 千葉工大	 (2008〜)	 
【専門】	 	 建築設計,	 建築計画 
【学協会】	 日本建築学会, 建築家協会 
【担当科目】建築計画2, 造形基礎, 製図基礎2, 建築設計1･2･3, ゼミナール1･2, 卒業研究 
【分野】	 	 設計･意匠 【研究室】1号館、15階南西（内線：津田沼0448）	 

 
片山 律 KATAYAMA Ritsu 教授 博士(工学) 【Email】katayama.ritsu@it-chiba.ac.jp 
【最終学歴】日本大学大学院理工学研究科建築学専攻博士課程満期退学	 (1978)	 
【主な職歴】大成建設･本社建築設計部,	 千葉工大	 (1985〜)	 
【専門】	 	 建築設計計画	 (Architectural Design)，都市計画(Urban Design)，都市景観計画(Townscape Planning)	 
【学協会】	 日本建築学会，日本都市計画学会，日本不動産学会，東京建築士会，日本リモートセンシング

学会，日本公衆衛生学会,	 日本医療福祉建築協会,	 日本病院管理学会,	 日本健康都市学会	 

【担当科目】建築都市環境概論,	 建築･都市史概論,	 地域デザイン2, 建築計画2, 住宅地計画, 建築設
計1･2･3, 建築設計ゼミナール1･2, 卒業研究 

【分野】	 	 設計･意匠, 建築計画, 地域計画 【研究室】1号館，15階，オフィス・ラボ(2)，(内線：
津田沼 0484)	 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
鎌田 元弘 KAMATA Motohiro 教授 学術博士【Email】kamata.motohiro@it-chiba.ac.jp 
【最終学歴】筑波大学大学院芸術学研究科芸術学専攻博士課程満期退学	 (1987)	 
【主な職歴】筑波大学,	 千葉工大	 (1990〜)	 
【専門】	 	 地域計画	 (Regional Planning),	 建築計画	 (Architectural Planning)	 
【学協会】	 日本建築学会,	 農村計画学会	 

【担当科目】建築都市環境概論, 製図基礎2, まちづくり論, 地域デザイン3, 地域計画, 建築計画1, 
	 	 	 	 	 	 ゼミナール1･2, 卒業研究 
【分野】	 	 地域計画	  【研究室】1号館，16階，オフィス・ラボ(12)，(内線：津田沼0489)	 
 
小泉 俊雄 KOIZUMI Toshio 教授 工学博士【Email】koizumi.toshio@it-chiba.ac.jp 
【最終学歴】中央大学大学院理工学研究科土木工学専攻修士課程修了(1971)	 
【主な職歴】千葉工大	 (1974〜)	 
【専門】	 	 測量学	 (Surveying),	 風工学	 (Wind Engineering)	 
【学協会】	 	 土木学会,	 日本写真測量学会,	 日本測地学会,	 日本風工学会,	 日本建築学会,	 日本	 

	 	 	 	 	 	 測量協会,	 日本火災学会	 

【担当科目】建築都市環境概論, 測量実習, ゼミナール 1･2, 卒業研究 
【分野】	 	 地域計画   【研究室】1号館，16階，オフィス・ラボ(8)，(内線：津田沼 0450)	 
	 

小峯 裕己 KOMINE Hiromi 教授 工学博士【Email】hiromi.komine@it-chiba.ac.jp 
【最終学歴】東京大学大学院工学系研究科建築学専門課程修士課程修了(1978)	 
【主な職歴】東大生産技術研究所,	 国立公衆衛生院建築衛生学部,	 千葉工大	 (1988〜)	 
【専門】	 	 建築室内空気環境	 (Indoor Air Quality),	 省エネルギー	 (Energy Conservation),	 住宅設備

(Household Equipment and Energy Consumption in Homes),	 サステナブルデザイン
(Sustainable Design),	 においかおり環境(Smell＆Fragrance Environment)	 

【学協会】	 日本建築学会,	 空気調和･衛生工学会, におい･かおり環境学会 
【担当科目】建築都市環境概論, 温熱空気環境学, 給排水設備, 空気調和設備, ゼミナール1･2,  
	 	 	 	 	 	 卒業研究 
【分野】	 	 環境工学	  【研究室】１号館，17階，オフィス・ラボ(13)，(内線：津田沼0486)	 
	 

小宮 一仁 KOMIYA Kazuhito 教授 博士(工学) 【Email】komiya.kazuhito@it-chiba.ac.jp 
【最終学歴】早稲田大学大学院理工学研究科建設工学専攻博士後期課程単位取得満期退学(1992)	 

【主な職歴】早大,	 ケンブリッジ大,	 千葉工大(1994〜)	 
【専門】	 	 土質力学	 (Soil Mechanics)，地盤工学	 (Geotechnical Engineering)，トンネル工学(Tunnel Engineering)	 
【学協会】	 	 土木学会,	 地盤工学会,	 日本建築学会,	 日本材料学会,	 日本トンネル技術協会,	 英国土木

学会(ICE),	 英国地盤工学会(BGS),	 日本実験力学会,	 国際土質地盤工学会(ISSMGE) 
【担当科目】建築都市環境概論, 土の科学, 性能設計地盤工学, ゼミナール1･2, 卒業研究 
【分野】	 	 防災･地盤	  【研究室】1号館，18階，オフィス・ラボ(19)，(内線：津田沼 0449)	 
	 

佐藤 徹治 SATO Tetsuji 教授 博士(工学) 【Email】tetsuji.sato@it-chiba.ac.jp 
【最終学歴】東北大学大学院情報科学研究科人間社会情報科学専攻博士前期課程修了	 (1996)	 
【主な職歴】(財)計量計画研究所,	 千葉工大	 (2006〜)	 
【専門】	 	 交通プロジェクト評価,	 都市･地域計画	 

【学協会】	 土木学会,	 日本都市計画学会,	 応用地域学会,	 アジア交通学会,	 世界交通学会	 

【担当科目】建築都市環境概論,	 社会科学概論,	 建築都市計画概論,	 地域経済･都市行政,	 	 

	 	 	 	 	 	 トランスポートプランニング,地域デザイン2, ゼミナール1･2, 卒業研究	 
【分野】	 	 地域計画 【研究室】1号館，16階北中（内線：津田沼0278）	 
 
佐藤 史明 SATOH Fumiaki 教授 博士(工学) 【Email】fumiaki.satoh@it-chiba.ac.jp 
【最終学歴】東京大学大学院工学系研究科建築学専攻博士課程修了	 (1993)	 
【主な職歴】(財)建設工学研究会,	 フェリス女学院大学非常勤講師,	 東京大学生産技術研究所協力	 	 	 

	 	 	 	 	 	 研究員(1999〜),	 千葉工大	 (1996〜)	 
【専門】	 	 建築音響工学(Architectural Acoustics)	 
【学協会】	 日本音響学会,	 日本建築学会,	 日本騒音制御工学会	 

【担当科目】環境工学概論,	 設計製図基礎,	 地域デザイン3, 地域計画, 建築音響学, ゼミナール1･2,  
	 	 	 	 	 	 卒業研究 
【分野】	 	 環境工学	  【研究室】1号館，17階，オフィス・ラボ(18)，(内線：津田沼 0492)	 
 

 
 
 

 

 

 

 



 
鈴木 誠 SUZUKI Makoto 教授 工学博士【Email】makoto.suzuki@p.chibakoudai.jp 
【最終学歴】名古屋工業大学土木工学科卒業(1979)	 
【主な職歴】清水建設	 (株)	 (土木現業,	 土木開発部,	 技術研究所),	 千葉工大	 (2014〜)	 
【専門】	 	 地盤工学	 (Geotechnical Engineering)，応用数理(Applied mathematics)，信頼性工学

(Reliability Engineering)	 
【学協会】	 土木学会,	 地盤工学会，日本建築学会，日本地下水学会，米国土木学会(ASCE)	 
【担当科目】土の科学，地盤工学，都市環境工学実験,	 ゼミナール1･2, 卒業研究	 
【分野】	 	 地盤・リスク	 【研究室】1号館，18階，オフィス・ラボ(20)，(内線：津田沼 0442)	 

 
田村 和夫 TAMURA Kazuo 教授 博士(工学) 【Email】kazuo.tamura@it-chiba.ac.jp 
【最終学歴】東京工業大学工学部建築学科卒業(1975),	 東京工業大学総合理工学研究科社会開発工	 

学専攻博士課程修了(1996)	 
【主な職歴】清水建設(建築現業,	 構造設計部,	 技術研究所),	 千葉工大(2011〜)	 
【専門】	 	 建築構造工学(Structural Engineering),	 建築物の耐震設計(Seismic Design of Buildings),	 

免震･制振(Vibration Control of Structures)	 
【学協会】	 日本建築学会,	 日本建築構造技術者協会,	 日本地震工学会,	 日本コンクリート工学会，	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 日本鉄筋継手協会,	 日本免震構造協会,	 日本鋼構造協会,	 日本機械学会	 

【担当科目】建築都市環境概論,	 構造力学1, 構造力学演習1, 構造力学3, 構造力学演習3, 構造物設
計法, 建築構造設計論, ゼミナール1･2, 卒業研究 

【分野】	 	 構造･材料 【研究室】1号館，19階，オフィス・ラボ(26)，(内線：津田沼 0477)	 
 

寺木 彰浩 TERAKI Akihiro 教授 博士(工学) 【Email】teraki.akihiro@it-chiba.ac.jp 
【最終学歴】東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻修士課程終了(1990)	 
【主な職歴】建設省,	 国土交通省,	 (独)建築研究所,	 千葉工大	 (2009〜)	 
【専門】	 	 都市計画(Urban Planning),	 都市解析(Urban Analysis),	 市街地情報(Urban	 Information)	 
【学協会】	 日本都市計画学会,	 地理情報システム学会,	 日本建築学会,	 地域安全学会	 

【担当科目】建築都市環境概論,	 地域デザイン2･3, 建築都市計画概論, 都市計画, 技術者倫理, 地理 
情報システム, 地域経済･都市行政, ゼミナール1･2, 卒業研究 

【分野】	 	 地域計画	  【研究室】1号館，16階，オフィス・ラボ(10)，(内線：津田沼 0451)	 
 
中野 克彦 NAKANO Katsuhiko 教授 博士(工学) 【Email】nakano.katsuhiko@it-chiba.ac.jp 
【最終学歴】東京理科大学	 工学部第一部	 建築学科卒業(1983)	 
【主な職歴】泉創建(株),	 東京理科大,	 新潟工大,	 千葉工大(2011〜)	 
【専門】	 	 	 鉄筋コンクリート構造(Reinforced Concrete Structure),	 プレキャスト鉄筋コンクリート

構造(Pre-cast Reinforced Concrete Structure),	 耐震構造(Earthquake Resistant Structure)	 
【学協会】	 日本建築学会,	 日本コンクリート工学会,	 日本建築防災協会,	 日本鉄筋継手協会,	 日

本建築あと施工アンカー協会	 

【担当科目】建築都市環境概論,	 構造力学 2, 構造力学演習 2, 鉄筋コンクリート構造, 
構造・材料実験,	 ゼミナール 1･2, 卒業研究 

【分野】	 	 構造･材料 【研究室】1号館，19階，オフィス・ラボ(25)，(内線：津田沼 0491)	 
	 

藤井 賢志 FUJII Kenji 教授 博士(工学) 【Email】kenji.fujii@it-chiba.ac.jp 
【最終学歴】東京大学大学院工学系研究科建築学専攻博士課程修了	 (2003)	 
【主な職歴】東大生産技術研究所,	 東工大,	 東京理科大,	 千葉工大	 (2007〜)	 
【専門】	 	 	 建築物の耐震設計(Seismic Design of Building),	 制震構造(Passive Control Structure),	 	 
	 	 	 	 	 	 鉄筋コンクリート構造(Reinforced Concrete Structure)	 
【学協会】	 	 日本建築学会,	 日本コンクリート工学会,	 日本地震工学会	 

【担当科目】建築都市環境概論,	 構造力学2, 構造力学演習2, 構造力学3, 構造力学演習3, 耐震構造,
鉄筋コンクリート構造, 構造･材料実験, 骨組構造の力学, ゼミナール1･2, 卒業研究 

【分野】	   構造･材料 【研究室】1号館、19階南東（内線：津田沼0482）	 
 
松島 大 MATSUSHIMA Dai 教授 博士(理学) 【Email】matsushima.dai@it-chiba.ac.jp 
【最終学歴】東北大学大学院理学研究科地球物理学専攻博士後期課程中途退学(1993)	 
【主な職歴】東北大学,	 千葉工大	 (2005〜)	 
【専門】	 	 水文気象学	 (Hydro-meteorology)	 
【学協会】	 日本気象学会,	 水文･水資源学会,	 日本農業気象学会,	 日本リモートセンシング学会,	 

米国気象学会,	 米国地球物理学連合,	 日本建築学会,	 土木学会,	 日本風工学会,	 日本

地球惑星科学連合	 

【担当科目】建築都市環境概論,	 環境工学概論, 水の科学, 水文気象学, 地域環境保全, 地球環境 
保全論, 地域デザイン2, 工学基礎実験, ゼミナール1･2, 卒業研究 

【分野】	 	 環境工学 【研究室】1号館，17階，オフィス・ラボ(14)，(内線：津田沼0688)	 
 

 

 

 



 
望月 悦子 MOCHIZUKI Etsuko 教授 博士(工学)【Email】etsuko.mochizuki@p.chibakoudai.jp 
【最終学歴】東海大学大学院工学研究科建築学専攻博士課程後期修了(2004)	 
【主な職歴】旭硝子(株),	 九州大学大学院,	 早稲田大学,	 千葉工大(2007〜)	 
【専門】	 	 光･視環境(Visual Environmental Engineering)	 
【学協会】	 日本建築学会,	 照明学会,	 国際照明委員会,	 空気調和･衛生工学会	 

【担当科目】建築都市環境概論, 環境工学概論, 技術者のための英語, 光環境学, ゼミナール1･2,  
	 	 	 	 	 	 卒業研究 
【分野】	 	 環境工学 【研究室】1号館，17階，オフィス(15)（内線：津田沼0481）	 
	 

山田 丈富 YAMADA Tomohisa 教授 博士(工学) 【Email】yamada.tomohisa@p.chibakoudai.jp 
【最終学歴】東京工業大学大学院理工学研究科建築学専攻修士課程修了	 (1981)	 
【主な職歴】清水建設,	 千葉工大	 (1984〜)	 
【専門】	 	 鋼構造(Steel Structure),	 アルミニウム構造(Aluminum Structure)	 
【学協会】	 日本建築学会,	 溶接学会,	 日本鋼構造協会	 

【担当科目】建築都市環境概論, 構造力学2･3, 構造力学演習2･3, 鉄骨構造, 構造･材料実験,  
	 	 	 	 	 	 ゼミナール1･2, 卒業研究 
【分野】	 	 構造･材料 【研究室】1号館，19階，オフィス・ラボ(27)，(内線：津田沼 0483)	 

 
山本 明 YAMAMOTO Akira 教授 工学博士【Email】yamamoto.akira@p.chibakoudai.jp 
【最終学歴】東京工業大学工学部建築学科卒業 (1971) 
【主な職歴】環境デザイン研究所, 千葉工大 (1974～) 
【専門】	 	 地域計画 (Regional Planning) 
【学協会】	 日本建築学会, 日本都市計画学会, 日本社会情報学会, スウェーデン社会研究所 
【担当科目】建築都市計画概論, 製図基礎1, 地域デザイン1, 景観デザイン,ゼミナール1･2, 

 卒業研究 
【分野】	 	 地域計画 【研究室】1号館，16階，オフィス・ラボ(9)，(内線：津田沼 0485) 
 
 
 

	 

≪准教授：Associate Professor≫ 
 
 

今村創平 IMAMURA Souhei 准教授 学士(工学)【Email】souhei.imamura@p.chibakoudai.jp 
【最終学歴】早稲田大学理工学部建築学科卒業（1989年）	 
【主な職歴】長谷川逸子・建築計画工房，アトリエ・イマム，千葉工大（2013〜)	 
【専門】	 	 建築設計，建築理論	 

【学協会】	 日本建築学会，日本建築家協会，英国建築家協会 
【担当科目】製図基礎1･2，建築史，現代建築論，建築設計2，住宅地計画，ゼミナール1･2, 卒業研究 
【分野】	 	 設計･意匠 【研究室】4号館，5階（内線：津田沼	 4393）	 

 

鈴木 比呂子 SUZUKI Hiroko 准教授 博士（工学） 【Email】hiroko.suzuki@it-chiba.ac.jp 
【最終学歴】	 東京工業大学大学院理工学研究科建築学専攻博士課程修了(2005)	 
【主な職歴】	 東京工業大学，千葉工大(2013〜)	 
【専門】	 	 	 	 	 地盤工学	 (Geotechnical Engineering)，	 建築基礎構造	 (Building Foundations)	 
【学協会】	 	 	 日本建築学会，地盤工学会，日本地震工学会	 

【担当科目】	 建築都市環境学概論，構造力学 1，構造力学演習 1，土の科学，地盤工学， 
	 	 	 	 	 	  建築基礎構造，構造・材料実験，ゼミナール 1･2，卒業研究 
【分野】     防災・地盤 【研究室】1号館，18階，オフィス・ラボ(22)，(内線：津田沼 0479)	 

 
多田 脩二 TADA Shuji     准教授 修士（工学）  【Email】shuji.tada@p.chibakoudai.jp 
【最終学歴】	 日本大学大学院理工学研究科建築学専攻博士前期課程修了(1995)	 
【主な職歴】	 佐々木睦朗構造計画研究所，多田脩二構造設計事務所(2004〜)，東京理科大学	 

非常勤講師，千葉工大(2012〜)	 
【専門】	 	 	 構造設計	 (Structural Engineering)	 
【学協会】	 	 	 日本建築学会、日本建築構造技術者協会，日本構造家倶楽部会員 
【担当科目】 建築都市環境概論，製図基礎 1･2，建築設計 1･2･3，鉄筋コンクリート工学， 
	 	 	 	 	 	  ゼミナール 1・2，卒業研究 
【分野】	  	 設計・意匠 【研究室】1号館，15階，1508室，(内線：津田沼 0680) 

 

 



	 

 
 
寺井 達夫 TERAI Tatsuo 准教授 工学博士【Email】tatsuo.terai@it-chiba.ac.jp 
【最終学歴】東京大学大学院工学系研究科建築学専攻博士課程修了(1979)	 
【主な職歴】建設省建築研究所,	 千葉工大	 (1990〜)	 
【専門】	 	 建築生産と情報技術	 (Building Construction and Information Technology)	 
【学協会】	 日本建築学会, CIV 
【担当科目】建築都市環境概論, 建設工学概論, 設計製図基礎, 製図基礎1･2, CADデザイン論･演習, 

地域デザイン1･3, 建築構法, 建築施工, 建築生産･工業化技術, ゼミナール1･2, 卒業研究 
【分野】	 	 設計･意匠 【研究室】1号館、15階北東（内線：津田沼0554）	 
	 

藤木 竜也 FUJIKI Tatuya 准教授 博士(工学)【Email】fujiki.tatsuya@p.chibakoudai.jp 
【最終学歴】千葉工業大学大学院工学研究科工学専攻博士後期課程修了（2008）	 
【主な職歴】米子高専、千葉工大(2014〜)	 
【専門】	 	 建築史(Architectural history)、歴史的建造物の保存・活用(Preservation and practical use of 

a historical architecture)	 
【学協会】	 日本建築学会、日本生活文化史学会	 

【担当科目】建築・都市史概論，建築史，設計製図基礎，製図基礎 2，ゼミナール 1･2，卒業研究 
【分野】	   設計・意匠 【研究室】1号館，15階，オフィス・ラボ(5)，(内線：津田沼 0487)	 
 
森 弥広 MORI Yahiro 准教授 博士(工学) 【Email】mori.yahiro@it-chiba.ac.jp 
【最終学歴】中央大学大学院理工学研究科土木工学専攻修士課程修了(1972)	 
【主な職歴】千葉工大	 (1972〜)	 
【専門】	 	 コンクリート工学(Concrete Engineering),	 建設材料(Construction Materials)	 
【学協会】	 土木学会,	 日本コンクリート工学会	 

【担当科目】建築都市環境概論,	 建設材料概論,	 コンクリート工学, 都市環境工学実験, 
工学基礎実験, ゼミナール1･2, 卒業研究 

【分野】	 	 構造･材料 【研究室】1号館、18階北西（内線：津田沼0445）	 
 
吉村晶子 YOSHIMURA Akiko 准教授 博士(工学)【Email】akiko.yoshimura@it-chiba.ac.jp 
【最終学歴】	 東京工業大学大学院社会理工学研究科社会工学専攻博士課程修了（2000）	 
【主な職歴】	 国土交通省国土技術政策総合研究所，防災科学技術研究所，京都大学，千葉工大（2013〜）	 
【専門】	 	 	 	 	 景観工学・景観デザイン(Landscape Planning and Design)，景観原論(Landscape Theory)	 
【学協会】	 	 	 日本造園学会，土木学会，日本建築学会，地域安全学会，日本都市計画学会	 

【担当科目】	 建築都市環境概論，地域計画，地域デザイン 1･2，都市計画，景観デザイン， 
	 	 	 	 	 	  ゼミナール 1・2，卒業研究 
【分野】     地域計画  【研究室】4号館，4階，441室，(内線：津田沼 0480)	 
 
 
 
 
 

≪助教：Assistant Professor≫ 
 

石原沙織 ISHIHARA Saori   助教 博士（工学）【Email】saori.ishihara@it-chiba.ac.jp 
【最終学歴】	 東京工業大学大学院総合理工学研究科環境理工学創造専攻博士課程修了（2011）	 
【主な職歴】	 東京工業大学建築物理研究センター，千葉工大（2012〜）	 
【専門】	 	 	 建築材料（Building Material）	 
【学協会】	 	 	 日本建築学会，日本建築仕上学会，日本緑化工学会,	 日本コンクリート工学会	 

【担当科目】	 建設材料概論，建築材料，構造・材料実験，ゼミナール 1･2，卒業研究 
【分野】     構造・材料 【研究室】1号館，19階，ラボ(28)，(内線：津田沼 0666)	 
 
亀田豊 KAMEDA Yutaka 助教 工学博士  【Email】yutaka.kameda@it-chiba.ac.jp 
【最終学歴】	 北海道大学大学院工学研究科環境資源工学専攻博士課程修了(2000)	 
【主な職歴】	 (独)土木研究所，埼玉県環境科学国際センター，千葉工大(2012〜)	 
【専門】	 	 	 	 	 水質工学	 (Water Quality Engineering)，	 環境化学	 (Environmental Chemistry)	 
【学協会】	 	 	 土木学会，日本水環境学会，日本環境化学会，国際環境毒性化学会(SETAC)	 
【担当科目】	 建築都市環境学概論，水の科学，流れの力学 1･2･3，都市環境工学実験， 

工学基礎実験，ゼミナール 1・2，卒業研究 
【分野】     環境工学 【研究室】１号館，17階，オフィス・ラボ(17)，(内線：津田沼 4756) 

 

 

 



 
 
 
篠田 裕 SHINODA Yutaka 助教 工学修士【Email】shinoda@ce.it-chiba.ac.jp 
【最終学歴】中央大学大学院理工学研究科土木工学専攻修士課程修了	 (1971)	 
【主な職歴】千葉工大	 (1971〜)	 
【専門】	 	 水理学	 (Hydraulics),	 水文学	 (物理水文学)	 (Hydrology, Physical Hydrology)	 
【学協会】	 土木学会,	 日本沙漠学会,	 水文･水資源学会,	 農業土木学会	 

【担当科目】建築都市環境概論,	 水の科学, 設計製図基礎, 水辺環境計画, 都市環境工学実験,  
上下水道論, ゼミナール1･2, 卒業研究 

【分野】	 	 環境工学 【研究室】1号館、17階北西（内線：津田沼0446）	 
 

田島則行 TAJIMA Noriyuki 助教 AA Diploma 【Email】noriyuki.tajima@p.chibakoudai.jp 
【最終学歴】	 Architectural Association, School of Architecture, Diploma修了	 (1993)	 
【主な職歴】	 株式会社テレデザイン一級建築士事務所，関東学院大学非常勤講師，工学院大大学	 

	 	 	 	 	 	 	 非常勤講師、千葉工大(2013〜)	 
【専門】	 	 	 	 	 建築設計，建築計画	 (Architectural Planning & Design)，都市再生	 (Urban Regeneration)	 
【学協会】	 	 	 建築学会，日本建築家協会 
【担当科目】 建築計画 1，建築計画 2，設計製図基礎，製図基礎 1，ゼミナール 1･2，卒業研究 
【分野】	 	  設計・意匠，建築計画	 【研究室】4号館，4階，オフィス(442)，(内線：津田沼 0476)	 

 


