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学生納付金等について
■博士（前期）課程

※本学学部卒業生の場合

（単位：円）

1年次

2年次

工学研究科
ライフデザイン学研究科

前期

後期

前期

後期

入学金

−

−

−

−

授業料

400,000

400,000

400,000

400,000

設備負担金

−

−

−

−

学費

学生諸費分担金

10,000

学生教育研究
委託 災害障害保険
徴収金 賠償責任保険

2,430

学友会費

1,000

計

■博士（後期）課程

413,430

10,000
−

10,000

−

−

−
410,000

10,000

1,000
411,000

−
410,000
（単位：円）

※本学大学院前期課程を修了し、2年以内に進学した場合

1年次

2年次

3年次

工学研究科
ライフデザイン学研究科

前期

後期

前期

後期

前期

後期

入学金

−

−

−

−

−

−

授業料

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

設備負担金

−

−

−

−

−

−

学費

学生諸費分担金
学生教育研究
委託 災害障害保険
徴収金 賠償責任保険
学友会費
計

10,000
3,620
1,000
414,620

10,000
−
−
410,000

10,000
−

10,000
−

1,000
411,000

−
410,000

10,000

10,000
−

−
1,000
411,000

−
410,000

（1）
本学学部卒業生は、博士
（前期）
課程入学時の入学金および設備負担金が免除されます。
（2）
本学大学院博士
（前期）
課程修了生
（2年以内進学者）
は、博士
（後期）
課程入学時の入学金および設備負担金が免除されます。
（3）
2023年度入学生の学費及び諸会費については変更となる場合があります。

大学院進学のすすめ
2023

お問い合わせ 入試広報課

0120-611-512

〒982-8577 仙台市太白区八木山香澄町35-1
TEL：022-305-3111 FAX：022-228-1813
E-mail：nyushi@tohtech.ac.jp https://www.tohtech.ac.jp
※本誌に掲載している分野・分野長は2022年４月現在のものです。

［工学研究科］▪電子工学専攻 ▪通信工学専攻 ▪建築学専攻 ▪土木工学専攻 ▪環境情報工学専攻
［ライフデザイン学研究科］▪デザイン工学専攻

建学の精神
わが国、特に東北地方の産業界で指導的役割を担う
高度の技術者を養成する

大学院の目的
学部の学びに手応えを感じ、次の一歩を踏み出そうとしている皆さんには

本大学院は、建学の精神に則り、学術の理論及び応用を教授研究し、その深
奥を究めて、ひろく文化の発展に寄与することを目的とする。また、その目的実現

《東北工業大学大学院進学》
という選択肢があります。

のために、
「創造から統合へ－仙台からの発進－」のスローガンのもと、人間 ･ 環

学部時代に蓄えた「専門知識」
「技術」の種を芽吹かせ、枝葉を茂らせ

境を重視した豊かな生活のための学問を創造し、社会との真の融合を目指すこと
により、地域の文化と産業の発展に寄与するとともに、その中心となって貢献する

皆さん自身の未来と社会を支える大樹として育む大学院の学び。

ことのできる高度の専門知識と問題解決能力を備えた優れた人材を育成する。

世界を動かす発見も発明も文化も、まずは踏み出すその一歩から。

大学院進学とは
文部科学省が発表した令和3年度学校基本調査によると、理学系・工学系の
大学卒業者のうち、およそ40%が大学院へ進学しているとのことですが、大学院
に行くと就職がしづらくなるのではとの不安を感じ、大学院進学か、就職かで迷っ
ている人もいるのではないでしょうか。
しかし、そのような不安は無用です。大学院は、学部で学んだ知識や理論を応
用し、
さらに踏み込んだ学術的な研究を行うことで専門的な知識やスキルを身に
付けることができるので就職の選択肢が増え、初任給も大卒と比べて3万円ほど
高くなるなどという有利な面もでてきます。
特に理系の研究職を志す場合は、大学院で専門分野に秀でた教授の指導を
受けながら自分の研究に専念し、専門性を特化させるために大学院進学の途を
選択することが不可欠です。
博士
（前期）
課程では修士論文研究を通じて研究者としての基礎を作りますが、
博士
（後期）
課程ではさらに研究を深め、解き明かされていない問題や現代社会
において未解決の課題に取り組み、実験や思考実験などの様々な方法で問題
の解明や課題解決法の開発など、学術的に高いレベルの研究を行い自らの研究
手法を確立して一人前の研究者を目指します。

巨人の肩に立つ

Standing on the Shoulders of Giants

12世紀フランスの哲学者・シャルトルのベルナールによるとされるこの言葉は、多くの先人達が築き上げてきた
学識の上に現在のそしてこれからの人智・科学技術があるとして、よく引用されるものです。学部学生の皆さんや

大学院進学を考えているあなた！
学部4年生の間に大学院授業科目を先取り履修しませんか？

社会人の皆さんも、日々の学修や業務にて「知の巨人」の背を垣間見たような感覚を経験されたことがあるので
はないでしょうか。大学院での学びは、それぞれの研究課題を胸に、巨人の背をよじ登り、ついには肩に立とうと
する営みと言えるかもしれません。
本学大学院は2研究科6専攻を有し、3学部8学科それぞれが接続しています。各専攻に所属する教員陣が

本学大学院への進学を希望している本学学部4年生を対象として、在学中に大学院の授業を履修できる制度があります。

先端科学技術あるいは地域志向の研究、もしくは様々な制作活動等々に鋭意取り組んでいます。教員陣もまた、

この制度の下、大学院での高度な学修体験によって問題意識を高め、早期に研究のスタートラインに立つことが可能になります。

知の探求者なのです。本学学部学生であれば大学院入学金は免除されますし、TA 制度や奨学金制度等の経済

大学院進学を考えている学生は、大学院の授業を体験してみませんか。

支援、そして大学院進学を予定している学部4年生の大学院授業科目の先取り履修制度など、大学院生に対する
本学の修学支援は特に手厚くなっています。また研究課題に関連する国内外学会での発表や論文投稿、多様な
専門家との議論や協働活動の体験は、皆さんを人間的にも成長させてくれるでしょう。

なお、これによって修得した単位は学部の卒業単位に含めることはできませんが、所定の入試に合格し、本学大学院に入学した
学長 博士（工学）

場合には大学院修了に必要な単位として認定されます。

皆さん、東北工業大学大学院でまだ見ぬ地平を目指し、ともに学びを深め、高めましょう！
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『大学院』というもうひとつの選択

経済的負担を減らす多彩なサポート

本学大学院の特徴

本学学部を卒業後、本学の大学院に進学する学生に対し、以下の充実した経済的支援制度を設けています。
また、日本学生支援機構第一種奨学金の返還免除制度では、第一種奨学金受給者で、大学院において特に優れた業績を挙げたと認められる

社会で求められる専門的技術や知識、経験を
身につける2研究科6専攻の学び
電子工学専攻
通信工学専攻
工学研究科

ライフデザイン学研究科

建築学専攻

飛び級制度や期間短縮制度を使えば
5年もしくは、4年で修士の学位が取得可能
学部3年次までの成績が優秀な学生は学部3年次までの修業のみ
で博士（前期）課程に進学できます。これは「飛び級」制度といい、こ
れまで10名の制度適用者がいます。また、博士
（前期）
課程へ進学し、

環境情報工学専攻

合は当該在学期間を含めて3年以上）在学することで学位を得ること

1年以上（2年未満の在学期間で博士（前期）課程を修了している場
が可能です。

学部

本学の大学院には「工学研究科」と「ライフデザイン学研究科」が

博士（前期）課程（2年）
を修了すると修士（工学）
または修士（デザ
イン工学）
の学位が、博士
（後期）
課程
（3年）
を修了すると博士
（工学）
または博士
（デザイン工学）
が授与され、平成4年の設置以来、修士
（工
学）
、博士
（工学）
を合わせて約780名の学位授与者を輩出しています。

2

飛び級+期間短縮

入学金・設備負担金
免除

入

学

金

授

業

料

合

大学院ならマンツーマンで好きな研究に打ち込める！

200,000円を給付します。
（学業成績による継続判定有り）

本学学部を卒業し大学院へ入学する場合、入学金およ

備

負

担

3

計

本学外からの入学者

800,000
260,000

20,000

820,000

20,000
1,330,000

特待生制度
授業料半額2年間免除
本学各学科から春季学内推薦入試による進学を希望
する学生を対象に、大学が定めるGPAを満たす学生の

さらに本学の学部卒業見込者のうち、4年次までに教職に関する
科目を除いた全科目で、学科ごとに定められたGPAを満たした学生

5

うち各専攻1名を特待生として認定します。
（※4の奨学金

リサーチ・アシスタント制度
手当支給
研究補助者として一定の時間参画し、必要な研究補助
業務等を行う場合、年間最大264,000円
（時給1,100円）

250,000
800,000

金

学 生 諸 費 分 担 金

4年で修士学位取得

前に約束する予約型の奨学金です。大学院在学中、年額

本学卒業者

飛び級制度

本学各学科から春季学内推薦入試による進学を希望
採用候補者となった学生に、大学院進学後の奨学金を事

設

5年で修士学位取得

4

東北工業大学大学院進学のすすめ奨学金
給付奨学金
する学生を対象として、学部在学中に申請し、審査の結果

初年度学費（年額）

博士
（後期）
課程

標準的な課程

期間短縮制度

本学学部を卒業後、引き続き大学院に進学する学生は、

び設備負担金（合計510,000円）
が免除されます。

1年 2年 3年 4年 1年 2年 1年 2年 3年

「建築学専攻」
「土木工学専攻」
「環境情報工学専攻」の５つの専攻、

置されています。

博士
（前期）
課程

入学検定料
免除
入学検定料（通常33,000円）
が免除されます。

大学院

設置されています。工学研究科には「電子工学専攻」
「通信工学専攻」

専攻にはそれぞれに「博士（前期）課程」と「博士（後期）課程」が設

1

修士
（工学・デザイン工学）
の学位を得ることが可能です。また、博士
（後
期）
課程についても、優れた研究業績を上げたと認められた場合には、

ライフデザイン学研究科には「デザイン工学専攻」があり、2研究科6

ことができ、経済的負担をさらに軽くすることが可能です。

優秀な成績を修めた場合は2年の標準在籍年限を経ることなく1年で

土木工学専攻

デザイン工学専攻

学生を対象に、学内選考を経て、日本学生支援機構へ推薦します。返還免除者として決定した学生は、奨学金の全額または半額免除を受ける

を支給します。

6

ティーチング・アシスタント制度（教務補助員）
手当支給
担当教員の下、学部学生に対する実験・実習等の教育
補助を行う場合、年間最大264,000円（時給1,100円）
を支給します。

１〜６を組み合わせると、国公立大学の大学院以下
の学費で進学することも可能です。

との併用給付は受けられません）

は筆記試験が免除され、面接試験のみの入学試験が課される「推薦
入学試験制度」があります。
他大学からの編入学、社会人、外国人などにも広く門戸を開いて
おり、各専攻共通の英語カリキュラムやインターンシップ科目の導入、
他大学の授業科目の単位認定制度など、魅力あるカリキュラムを実
現しています。

02

Tohoku Institute of Technology Graduate School

長期履修制度について
東北工業大学大学院では、
「長期履修制度」を導入しています。長期履修制度とは、職業を有している等の事情により標準修業年限を超えて、博士
（前期）課程で4年、博士（後期）課程で6年を上限とし計画的に教育課程を履修する制度です。
授業料等については、総額は標準年限と同額であり、各年次の授業料は、それぞれ標準修業年限までの総額を長期履修期間で除して年次算出さ
れます。詳細・申請希望の方は、学生サポートオフィス（教務学生課）
までお問い合わせください。

GUIDE BOOK 2023

03

工学
研究科〈5専攻〉
博士（前期）課程／博士（後期）課程

Graduate School of
Engineering
大学院進学のすすめ
— 大学院で自らの価値を高めよう —

技術は進化発展しつづけています。学部４年生までに、各専門
分野の基盤となる知識・技術を幅広く学びますが、現代のより細
分化された専門知識・技術を修得するためには、大学院での最低
2年間の勉学が不可欠です。
大学は教育と研究を社会的使命としています。本学大学院工
学研究科には、社会基盤の創成と持続的発展のために不可欠な
5専攻と21の研究分野があります。各研究室では、最先端の研究
が行われており、大学院生は指導教員による丁寧な指導のもと、
じっくりと一つの研究テーマに取り組むことができます。課題に立
ち向かう力、プレゼンテーション力、コミュニケーション力が培われ、
論理的な思考力・分析力に実践的な磨きがかかります。知的好奇
心を原動力として創造的研究に没頭することで、達成感・充実感
を得ることができるでしょう。自らの価値を高め、可能性を広げる場、
それが大学院です。大学院に進学し、より高度な視点に立って地
域そして国際社会に貢献する技術者・研究者として活躍されること
を期待します。

Graduate Department of Electronics

Graduate Department of Communication Engineering

Graduate Department of Architecture

電子工学専攻

通信工学専攻

建築学専攻

高度 IoT
（モノのインターネット）
社会の到来により、情報技術とハー
ドウェア技術の両方の知識を持った技術者や研究者の需要が高まり、
電子工学はより一層重要な役割と責務を担っています。本専攻では、
社会のニーズに対応するためにシステム、センシング、デバイス、エネ
ルギーの４つの分野の教育・研究を通し、高度な技術者や研究者を
育成します。第一線で活躍している教員の指導の下、幅広い分野の
研究を進めることができます。
システム分野では自律型ロボット、組込みシステム、音声処理、ウェ
アラブルコンピューティング、アドホックネットワークなど、センシング分
野では生体医用画像、環境センシング、医用工学、生体情報処理など、
デバイス分野では磁気ストレージ、半導体デバイス、表示デバイス、ナノ
デバイス、放射線検出デバイスなど、エネルギー分野では蓄電システム、
環境発電、ワイヤレス給電などの研究を行います。

通信工学は、信号の伝送や情報の伝達を工学的に扱う学問です。
本専攻には「光通信工学」、
「電磁波動工学」、
「基礎情報工学」
、
「情
報処理工学」の4分野があり、各分野では高度情報通信社会を担う
のに必要な通信理論、コンピュータによる情報処理技術などについて
学びます。

システム分野
分野長

藤田 豊己教授／博士（工学）

［研究チーム］

ロボティクス
● 音響
・音声処理
● センサネッ
トワーク
● 組込みシステム
●

センシング分野
分野長

大学院 工学研究科長

工藤 栄亮教授
博士（工学）

葛西 重信教授／博士（工学）

［研究チーム］
●
●
●
●

生体医工学センシング
光センシング
電気化学センシング
生体情報処理

デバイス分野
分野長

宮下 哲哉教授／工学博士

［研究チーム］

半導体デバイス
● 磁気デバイス
● 医用工学デバイス
● ナノ構造デバイス
● 表示デバイス
●

入学者
受け入れの方針
（アドミッション･ポリシー）

1. 幅広い工学分野の専門知識の修得が可能な基
礎学力を有する人。
（学力）
2. 高度な専門的知識・技術修得に強い意欲を持ち、
課題解決に積極的に取り組む人。
（勉学姿勢）
3. 高い倫理観を有し、専門知識を踏まえて地域社会
から国際社会において社会貢献に熱意を持つ人。
（社会人としての資質、社会貢献への姿勢）

学位授与方針
（ディプロマ･ポリシー）
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本学大学院は、東北地方を中心とした地域社会から
国際社会に及ぶ広範な領域において、持続可能な社
会や生活文化の実現に寄与する科学技術、環境技
術、産業、生活、芸術文化にかかわる高度な専門性
と卓越した創造性、統合的能力および国際理解力を
有する技術者・研究者・デザイナーの能力を身に付け、
所定の在学期間・修得単位数・論文審査等の要件を
満たした者に、修士または博士の学位を授与する。

Tohoku Institute of Technology Graduate School

エネルギー分野
分野長

内野 俊教授／工学博士

［研究チーム］

エネルギーハーべスティング用ナノ技術
ナノ構造デバイスおよびエネルギーシステム
● 近傍電磁界を用いたワイヤレスエネルギー伝送システム
●
●

光通信工学分野
分野長

野口 一博教授／工学博士

［研究チーム］

光通信ネットワークシステムの高機能化の研究
● 光通信における光信号測定技術に関する研究
● レーザーセンシング用光送信機の開発に関する研究
● 中赤外レーザーの利用技術に関する研究
●

電磁波動工学分野
分野長

工藤 栄亮教授／博士（工学）

［研究チーム］

無線電力伝送技術に関する研究
● アンテナ技術に関する研究
● 月
・惑星磁気圏と太陽風の相互作用に関する研究
● 宇宙空間における人工衛星の電位に関する研究
● 無線伝送シミュレータの構築法に関する研究
● IoTを利用する無線通信応用技術に関する研究
● 弾性振動デバイスを用いたセンサ及びアクチュエータの研究
● 超音波音場の生成とその非接触作用の利用に関する研究
● 電磁界など数値解析に関する研究
● 大型アンテナを用いた惑星電磁環境の研究
● 衛星搭載用の電磁波計測ソフ
トウェア開発に関する研究
●

基礎情報工学分野
分野長

鈴木 健一教授／博士（情報科学）

［研究チーム］

本専攻は、建築および空間の創造に必要な高度の知識と技術を
修得し、また研究する環境を備えています。特に建築学で必要とされ
る「意匠・歴史」
「建築・都市計画」
「建築環境・設備」
「建築生産工学」
「構造工学」の専門領域を網羅する教育・研究環境のもと、建築学
に関わる専門的知識、視座、技術、さらには建築実務の力を身に付け
て、よりよい建築空間の創造に携わることができる力を育てます。

建築史・意匠分野
分野長
●
●
●
●

分野長

団地や民家の再生の研究
高齢者の地域および住宅での居住に関する研究
● 農村地域における屋敷林に関する研究
● 歴史的町並み
・文化的景観の評価に関する研究
● アー
トを活かしたまちづくりの研究
● 高齢者等の介護施設に関する研究
● 認知症のための環境づく
りに関する研究
● 震災時および震災後における避難
・仮設・移住生活の
改善に寄与する調査研究
●
●

建築環境工学分野
分野長

●

分野長

木戸 博教授／博士（工学）

法科学における耳撃証言に関する研究
話者の個人性に関する研究
● 音声の印象表現に関する研究
● 画像解析グラフィ
ックスに関する研究
● 衛星画像を用いたカテゴリ抽出に関する研究
● 衛星リモー
トセンシングの画像処理に関する研究
● 越境大気汚染データベースに関する研究
● 多次元ヒス
トグラムを用いた電子透かしに関する研究
● 人工知能のコミュニケーション分析への応用に関する研究
● 自然な対話システムを実現する人工知能の開発に関する研究
● 映像のス
トーリーを理解する人工知能の研究
● ブレイン
・コンピュータ・インタフェースの研究
● 社会性認知の脳内メカニズムの研究
● ヒューマンエラーの発生機構とその対策に関する研究
● バーチャル
・リアリティを活用したテレプレゼンスシステム
に関する研究
● VRを活用したバーチャル会議室の構築に関する研究
● バーチャルキーボー
ドの実装に関する研究
●
●

許 雷教授／博士（工学）

［研究チーム］

情報処理工学分野
［研究チーム］

石井 敏教授／博士（工学）

［研究チーム］

●

●

建築デザインにおける空間構成と空間記述表現研究
歴史的町並みの保存と再生研究
復興まちづくりと住宅再建に関する研究
木造建築のライフサイクルの歴史に関する研究

建築・都市計画分野

コンピュータのメモリシステムの高速化に関する研究
ディープラーニングのハードウェア実装に関する研究
● 災害情報ネッ
トワークシステムの研究
● 組込み遠隔ネッ
トワークシステムの研究
● 分散型ネッ
トワークセキュリティシステムの研究
● イン
トラネットのセキュリティ管理システムに関する研究
● セキュアなIoTシステムの要素技術に関する研究
● ダークネッ
トトラフィックの分析に関する研究
●

福屋 粧子教授／修士（工学）

［研究チーム］

●
●
●
●

●
●
●

建築・装置・情報の新しい関係の構築に関する研究
建築・都市の防災計画に関する研究
次世代空調システムに関する研究
BIM 技術の応用に関する研究
建築・都市環境を対象とした視環境の心理的評価に
関する研究
建築空間における快適性に関する研究
東北地方におけるZEB/ZEHに関する研究
気候風土に配慮した建築・都市環境計画研究
災害時における建築・都市の機能維持に関する研究

建築生産工学分野
分野長

有川 智教授／博士（工学）

［研究チーム］

コンクリートの耐久性評価に関する研究
超高性能セメント系複合材料に関する研究
● 建築技術の移転普及に関する研究
● 建築行為の外部性に関する研究
● 建築生産マネジメ
ントに関する研究
●
●

制振構造学分野
分野長

薛 松濤教授／工学博士

［研究チーム］
●
●
●
●

長期使用構造物のヘルスモニタリングシステム開発研究
建物の機能維持に着目した耐震性能評価に関する研究
損傷制御のための各種デバイスの開発研究
建築構造の振動制御に関する研究
GUIDE BOOK 2023
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ライフデザイン学
研究科〈1専攻〉
博士（前期）課程／博士（後期）課程
Graduate Department of Civil Engineering

Graduate Department of Environmental Information Engineering

土木工学専攻

環境情報工学専攻

土木工学は我々の暮らしを支える最も重要で基本となる工学であ
り、その専門知識・技術を学び、研究活動を行います。土木工学の内
容は多岐に渡っており、自然災害等に対する防災の視点からの国土
の保全・管理やその計画・設計、”infrastructure”「インフラ」と呼ば
れる高速道路や新幹線に代表される道路や鉄道、空港、港湾、水道、
下水道等の計画・設計・建設・維持・補修・管理、観光を含む人の移
動や物流などに関する計画・運用などです。学外での調査・実験など
の諸活動が多いのも「土木工学専攻」の特徴です。

環境情報工学専攻の大学院生は、自ら計画を立て環境の調査及び
観測をして、その環境データを解析するためにプログラムを作成し検討
していきます。その過程で、自分自身のアイデアで計測技術や対策技術
などを考案できる楽しい場がたくさんあります。本専攻は、日々の教育・
研究環境を整える努力をすると同時に省蓄創エネルギーを極め、社会
に貢献することを目指します。

土木材料・構造工学分野
分野長

小出 英夫教授／工学博士

［研究チーム］

硬化コンクリートの引張特性に関する研究
● 橋梁点検のための近接目視支援用簡易装置の開発
● 鋼構造の実耐荷力とその保全に関する研究
● 社会資本の経年劣化とその維持管理
（ライフサイクルコスト）
に関する研究

環境応用化学分野
分野長

［研究チーム］
●

●

●

地盤工学分野
分野長

権 永哲准教授／博士（工学）

［研究チーム］

地震後粘土地盤の圧密沈下に関する研究
● マシンラーニング手法による地盤特性推定に関する研究
● 非線形地盤数値解析技術の妥当性検証に関する研究
● 地盤物性調査技術の高度化に関する研究
● 都市部における宅地等の人工改変地盤の安定に関する
研究
●

水圏の利用と防災分野
分野長

高橋 敏彦教授／博士（工学）

［研究チーム］

水圏の利用と防災に関する研究
● 不規則波による波の打ち上げ高さに関する研究
● サ－ファ－の海岸利用動向に関する研究
● 河道内植生の流水特性評価と活用
・維持管理に関する研究
●

丸尾 容子教授／博士（工学）

●

●

●

環境中の化学物質の分析と曝露解析及び影響評価に
関する研究
予防医学・環境モニタリングを目的とした簡易分析法に
関する研究
健康長寿を目指した生体情報の基礎研究－ストレスと
活性種との関係を応用化学で解明する－
燃料電池に用いる水素を造るための水電解用の合金
電極材料の開発
溶媒の環境適合化に関する研究

環境マネジメント分野
分野長

山田 一裕教授／博士（工学）

［研究チーム］
●
●

地域・環境学習支援
環境影響評価及び環境計画・CSR 支援

Graduate School of
Life Design
大学院へようこそ

— 学問を探求し、共創社会実現のために —

本学大学院ライフデザイン学研究科は、2012年度に開設され
ました。私たちを取り巻く環境は、開設当時と現在とでは、大きく
変化しています。特に近年は、予想もつかない状況を生んでいます。
これまで通りの価値観で社会を構築していくだけでは、環境の変
化についていけません。新たな価値の構築が必要なのです。その
ための概念が「共創」する力です。この概念は、本研究科の根底
に流れるものです。本研究科の考える研究の目的は、高度な専門
知識・技術の研究であることは開設から不変です。研究で得た知
見を、持続可能な社会を共創する研究者・高度な職業人として活
躍する人材の育成を使命とすることも一貫しています。
専門性の探求は一朝一夕で成し遂げられるものではありません。
時間をかけ、より深く探求の道を進んでいく、その場が大学院に他
なりません。先人の知見に学び、自由闊達な議論を通じてこそ、知
的探求が成し遂げられます。学生の知的探求に応えるため、本研
究科には、それぞれの分野の研究者が集い、深い知識の習得と幅
広い感性の涵養を行います。
多様性社会、それが共創社会といえます。このような社会を実
現するために、本学大学院で皆さんの叡智を高めてください。

●
●

大学院 ライフデザイン学研究科長

山田 一裕教授／博士（工学）

小祝 慶紀教授

植生浄化法、人工湿地法による汚水の浄化に関する研究
生態学及び生態系保全の数理的研究
東北地方の植生に関する研究

博士（経済学）

土木計画学分野
分野長

菊池 輝教授／博士（工学）

［研究チーム］
●
●
●
●
●
●

交通需要予測に関する研究
心理学に関する研究
国土と都市の計画に関する研究
運輸政策に関する研究
社会資本整備における契約約款とそのリスクに関する研究
社会資本整備の意思決定・合意形成と信頼・性能性
設計に関する研究

入学者
受け入れの方針
（アドミッション･ポリシー）

分野長

北條 俊昌准教授／博士（工学）

●
●
●

●

●
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地域の水循環に関する研究
排水・廃棄物の生物学的処理技術の開発
環境保全施設における環境影響評価および地域資源
循環の促進
メタン発酵法による下水汚泥
（廃棄物系バイオマス）
の
エネルギー資源化
都市環境に関する研究

Tohoku Institute of Technology Graduate School

1. 幅広いライフデザイン学分野の専門知識の修得が可
能な基礎学力と総合的な判断力を有する人。
（学力）
2. 専門分野において多様な活動実績や秀でた能力
を有する人。
（実践力）
3. 高度な専門的知識・技術ならびに技能修得に強
い意欲を持ち、目的意識が明確な人。
（勉学姿勢）
4. 高い倫理観を有し、専門知識を踏まえて地域社会
から国際社会において社会貢献に熱意を持つ人。
（社会人としての資質、社会貢献への姿勢）

地域の水循環・都市環境分野
［研究チーム］

人間生活や地域社会の現在をみつめなおし、デザインという統合的
な視点で、価値の創造や多様な人々の共創・共助を探求、実践できる
人材の育成をめざしています。このため、社会価値創造と地域共創科
学という2つの分野を設定し、ひろい知識を涵養するとともに、横断的
な研究課題を掘り下げて調査研究や設計制作にとりくみます。

社会価値創造分野
分野長

小祝 慶紀教授／博士（経済学）

［研究チーム］

持続可能な社会環境のための制度デザインに関する研究
アプリケーションソフトウェアのデザイン開発プロセス研究
● デザインによる製品価値向上に関する実践的研究
● デザインマーケティ
ングによる産学連携の実践とプロセス
の研究
● 東北地域産業の特性を踏まえたブラン
ド・商品開発に
関するデザイン開発研究
● デザイン主導による企業戦略およびブランディ
ングの研究
● デザインと経営学の各領域との組合せから目指す社会
実装の研究
● 中小企業における経営管理会計の実践と組織デザイン
に関する研究
● 多世代参画による地域中小企業の商品開発
・販路開拓
に関する実践的研究
● マーケティ
ングによる地域産業振興に関する研究
●
●

地域共創科学分野
分野長

大沼 正寛教授／博士（工学）

地域の住環境デザインと経年醸成価値に関する研究
ルーラルエリアの生業景デザインに関する研究
● 日本における空間造形とそれに関わる生産組織 , 生産
技術についての研究
● 職・住・遊の日常生活と災害等の非常時行動からみた
地域居住計画・景観計画に関する研究
● 地域の特性と資源を活かした環境づく
りに関する研究
● 東北地方における人と自然の交渉史に関する民俗学的
研究
● 地域社会・文化におけるビジュアルデザインに関する
実践的研究
● 自律的
・持続的なくらしとコミュニティに関する実践的研究
● 生活者の意欲向上 /QOL 向上のための研究
● 安全性・快適性の向上と低炭素化を目指した室内熱
空気環境の調整方法に関する研究
● 東北のクリマデザイン建築と新エネルギーデバイスの
開発研究
● 高齢者施設における感染症リスクを低減させる建築・
設備に関する研究
●

［研究チーム］
●

デザイン工学専攻

［研究チーム］

生態系保全分野
分野長

Graduate Department of Industrial Design

学位授与方針
（ディプロマ･ポリシー）

●

本学大学院は、東北地方を中心とした地域社会から
国際社会に及ぶ広範な領域において、持続可能な社
会や生活文化の実現に寄与する科学技術、環境技
術、産業、生活、芸術文化にかかわる高度な専門性
と卓越した創造性、統合的能力および国際理解力を
有する技術者・研究者・デザイナーの能力を身に付け、
所定の在学期間・修得単位数・論文審査等の要件を
満たした者に、修士または博士の学位を授与する。
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6人の先輩たちに聞いてみた
工学研究科／建築学専攻

大 学 院で学ぶということ

工学研究科／土木工学専攻

探究心や好奇心を糧に、研究を更なる高みへと発展させる大学院。
先輩たちはそこで何を学び、どんな経験をしたのでしょうか。
そしてその経験は、どんな未来につながっているのでしょうか。
大学院進学を選んだ先輩たちのリアルな声を紹介します。

博士（前期）課程 1年

岩渕 明志人 さん

制振構造学分野
所属研究室教員 薛 松濤 教授

構造設計の知識と経験を深め
一人前の技術者を目指します
学部時代の課題をきっかけにデザインより計算の方が自分に向いていると

博士（前期）課程 1年

近石 さゆり さん

土木計画学分野
所属研究室教員 泊 尚志 准教授

東北の復興に貢献するのが夢
他分野との交流も刺激になります
今、取り組んでいる研究は、地域景観や地域アイデンティティがテーマ。

考えるようになり、実務に必要な構造設計の知識を深めようと大学院進学を

市民一人ひとりがさまざまな角度から街を捉え、魅力や個性を発見できるよう

決めました。数字から損傷など建物全体の状態まで判断できるのが構造計算

なアプローチを目指しています。

の面白さ。現在は俯瞰写真から地震動による変形を測定する「建物の構造
ヘルスモニタリングシステム」の開発に取り組んでいます。
大学院は学部時代以上に学生と先生の距離が近く、質問がしやすい環境。

大学院では、一つのテーマの扱い方も学部時代より広く深く、先生たちの
要求も高度。後輩を指導する中で、相手が抱えている課題にも的確に対応
できるようになり、自分自身の成長を実感します。建築学部の不破正仁准教

講義で得た知識を研究によってより深く理解でき、実務のイメージもつくように

授が所長を務める「東北景観研究所」の講演会で発表するなどさまざまな交

なりました。できるだけ早く一級建築士の資格を取得し、一人前の技術者に

流や挑戦も刺激になっています。修了後は、東北の復興に貢献するのが夢。

なるのが目標。修了後は構造設計職に就き、いずれは病院など大規模建物

建設コンサルタントなどのまちづくりにかかわる仕事に就き、いずれは地元仙

の構造設計を担当してみたいです。

台で市民と協働で都市をより良くする提案がしたいです。

※学年は取材時のものです。

工学研究科／電子工学専攻

博士（前期）課程 1年

遠藤 和典 さん

システム分野
所属研究室教員 藤田 豊己 教授

ロボット研究と教員の夢を両立
後輩の指導も、いい経験です
高校時代にロボット競技の全国大会に出場し、iPadを使って授業を受けた
経験からICT 教育にも興味を持ちました。ロボット研究をしながら教員を目指

博士（前期）課程 1年

小野寺 啓 さん

基礎情報工学分野
所属研究室教員 松田 勝敬 教授

プロジェクトリーダーとしての
指導経験が自分自身の経験値に
学部時代に仙台市の「大学生モビリティ
・マネジメント」の取り組みとして、
インターネット上から時刻表情報を自動取得し、地図上のバス停留所情報と

工学研究科／環境情報工学専攻

博士（前期）課程 1年

渡部 聡大 さん

環境応用化学分野
所属研究室教員 丸尾 容子 教授

誰も挑戦したことのない
未知の研究はやりがいがあります

ライフデザイン学研究科／デザイン工学専攻

博士（前期）課程 1年

佐藤 優作 さん

地域共創科学分野
所属研究室教員 大沼 正寛 教授

「街」
「家具」も扱う建築のプロに
出会いと挑戦が転機になりました

就職活動の中で企業が求める人材として自分の力不足を感じ、大学院に

学部時代から「せんだいリノベーションまちづくり実行委員会」に所属し、公

進学しました。現在取り組んでいるのが、ナノ材料を用いて人の呼気から「ア

共空間に家具を設置したり、東鳴子温泉のイベント運営に参加したりと、地

せるこの大学を選択。多脚クローラ型ロボットの自律作業の研究を続けるため、

連動させて表示するアクセスマップの Webアプリを開発しました。さらに高度

セトン」と呼ばれる物質を検出・分析し、糖尿病の検査に応用するテーマ。ま

域団体や住民の方々と深く関わってきました。経験を活かして地域にさらに貢

大学院に進学しました。

な知識と技術を深めようと大学院に進学。プロジェクトリーダーとして学部生

だ誰もやったことのない、やりがいのある研究で、時には予想外の結果が出る

献しようと、大学院進学を決意。道路や公園、空き地といった公共空間の研

の後輩たちと共に、Webアプリの機能拡充に努めています。

こともありますが、疑問を放置せず、原因を考察し別の方法を試していくことで、

究に取り組んでいます。

カメラを搭載したロボットを遠隔で操縦し、いずれは人が入れないような危険
な場所で作業できるようにするのが目標。うまくいかないこともありますが、自分

08

工学研究科／通信工学専攻

利用者が使いやすいように表示を見やすく工夫するとともに、スケジュール

問題解決の力が鍛えられていると感じます。

ヒューマンスケールに合った街づくりは、人口減少が進む社会の今後のテー

が書いたプログラムが意図通りに動くと「続けてきて良かった」と手応えを感じ

管理や指導など後輩とのやり取りを通して気付かされることもあり、多くのこと

学会などで専門外の相手に分かりやすく伝える工夫をすることで、コミュニケー

マ。屋外空間が街や住民にとって、より良い場所になるような結論を導きたい

ます。研究室では学部生の後輩を指導する場面も多く、資料をプロジェクター

を学んでいます。今後は仙台市内全域のバス停と時刻表のデータを網羅す

ション能力も磨いています。また、些細な変化にも気付ける洞察力も身につけ

と思っています。多くの出会い、挑戦の機会に恵まれ「建築は建物だけでは

で表示したり、チャットを活用したり工夫しながら教えています。これらの経験を

るのが目標。将来は経験を活かし、ソフトウェア開発などでIT 分野に関わって

ていきたいです。修了後は生産効率向上に向けて分析したり、品質を管理し

活かし、将来は生徒たちにものづくりの楽しさも伝えられる教員になりたいです。

いきたいです。

たりする業種への就職を目指しています。

Tohoku Institute of Technology Graduate School

ない」と考えるようになりました。将来は地元山形で「建物」そのものだけでなく
「家具」や、建物を取り巻く
「街」にも関わっていきたいです。
GUIDE BOOK 2023
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修了生のメッセージ

幅 広い分野で活躍する
修了生たち

修了生たちが活躍するフィールドは、多種多様。
大学院の経験や知識は、それぞれの舞台で、
どのように活かされているのでしょうか。
社会に羽ばたいた修了生たちに話を聞きました。

青森県庁

株式会社

日立産業制御ソリューションズ

下北地域県民局 地域整備部 河川砂防施設課

髙橋 雄太郎 さん［2020年3月修了］

月館 優太 さん［2016年3月修了］

博士
（前期）
課程 工学研究科 電子工学専攻

博士
（前期）
課程 工学研究科 土木工学専攻

医薬を支える重責とやりがい
人とのコミュニケーションを重視

故郷で命を守る街づくりに尽力
本質を捉える思考法が原点です

医薬品製造の効率性、確実性を高めるシステムを提

した。元気に挨拶すること、はきはき話すこと、分からな

供しています。システムの設計や改造、保守などの作業

いことは一つ一つ相談することを心掛け、スケジュール

地元青森県で災害に強い街づくりに携わろうと、今の職

拠を問う姿勢を今の仕事の中でも大切にしています。さ

を通し、人の健康を支える業務のため、重責とやりがい

管理を意識しながら作業しています。一方で後悔してい

場を志しました。これまで河川や海岸、砂防ダム、港湾

まざまな経歴の先生たちがいる大学院で、学会参加など

を感じます。学生時代はタンパク質の検出について研究

るのが、学生時代に基本情報技術者試験を受けなかっ

整備などを担当してきました。目に見える結果がすぐに出

を通して学外にも目を向けながら多くの情報に触れ、視

たこと。社会人になると忙しくなるので、学生の皆さんに

なくても、将来にわたって人の命を守ることができる、やり

野を広げられたのもいい経験でした。一見関係のない他

でも役に立っています。

は在学中にできるだけ多くの資格試験に挑戦してほしい

がいのある仕事だと感じています。

分野の情報を、自分の研究や仕事にどう活かすか考える

と思います。

ネットワンシステムズ 株式会社

大学院時代に培ったのが「物事の本質を捉える思考

日立ハイテクサイエンス

銭谷 英李 さん［2020年3月修了］

鈴木 義史 さん［2019年3月修了］

博士
（前期）
課程 工学研究科 通信工学専攻

博士
（前期）
課程 工学研究科 環境情報工学専攻

大学院時代、授業で東北工業大学の認証システムを
学ぶ機会があり、構築・保守を担当していた現在の職場

習慣が身についたと思います。

株式会社

研究室で磨いた考え方・行動の基本
夢中で取り組んだ経験が将来の力に

“自分自身で調べる”大学院の学び
コミュニケーション力も磨きました
話すのは得意ではありませんでしたが、研究室での定期
的なプレゼンや発表を経験して鍛えられたと思います。

大学では丸尾容子教授の紹介で神奈川県厚木市に

プローチすること、原因の追究・問題解決の手法など、

あるNTT 物性科学基礎研究所へのインターンシップに

現在担当している「蛍光 X 線分析装置」の品質保証の

に興味を持ちました。ネットワークからセキュリティ、プラット

骨組みだけを教わり、試行錯誤しながら学生が自分で

参加し、プロの研究者とともに半年間業務に当たるなど

業務にも必要な考え方・行動の基本が身につきました。

フォームまで幅広く携わる仕事で、公共施設や大学、病

調べて課題を解決する大学院の学びのスタイルも仕事

貴重な経験ができました。学部までの研究は先生からの

これから大学院に進む皆さんには自分の興味のあるこ

院、企業など、お客さまもさまざま。複数の企業や担当者

の役に立っています。今はベースとなる技術を磨き、自分

指示に沿って実施していましたが、大学院やプロの現場

とや、目の前の研究に熱中して取り組んでほしいと思い

と連携しながら作業する場面も多く、知識や技術、経験

の得意分野を模索している最中。経験を重ね、より的確

では自分自身で考えることを意識。複数の作業を並行し

ます。皆と協力し、挫けず夢中で取り組んだ経験は将来、

はもちろんコミュニケーション能力も求められます。人前で

にお客さまの課題を解決できるようになりたいです。

ながら実験一つひとつの目的達成に向けて計画的にア

困難に立ち向かうための強さとなるはずです。

株式会社

株式会社

齋藤 和哉 さん［2003年3月修了］

結城 梨奈 さん［2021年3月修了］

博士
（前期）
課程 工学研究科 建築学専攻

博士
（前期）
課程 ライフデザイン学研究科 デザイン工学専攻

世界の建築の最前線を経験
学生時代の見聞は財産です

国内外での得がたい経験と挑戦が
今、仕事の中で役に立っています

NTTファシリティーズ

齋藤和哉建築設計事務所

一級建築士として新築からリノベーションまで手掛け、

OB 訪問で興味を持ったのが、歴史ある図面を継承

視点、全体を俯瞰する「マクロ」の視点の両方で一つの

東北工業大学で非常勤講師も務めています。学生時

ヴェネツィア・ビエンナーレ参加でした。1ヶ月間滞在して

しながら既存の建物の長寿命化を手掛ける今の職場。

物事を見て考える姿勢や、いろいろな人たちと関わった

代から大切にしてきたのが人とのコミュニケーションです。

作品を設営しながら世界の建築の最前線を体験しました。

NTTグループの通信網を支える局舎の改修や模様替え

経験も、仕事の中で役に立っているのを感じます。

大学院時代に参加した設計事務所のインターンシップ

見るもの、聞くもの、全てに刺激を受け、もっと学びたい

に当たって必要な、図面を基にした工事の概算、工期の

の経験が、現在の仕事につながっています。

と思うようになりました。これから建築を学ぶ皆さんもチャ

算出などを担当しています。企業独自のルールはあるも

多くの方々と接する機会もいただきました。特にイタリア

ンスを逃さず、多くのことを見聞きすることが、将来の財

のの、ベースとなるのは学部・大学院時代に学んだ建築

でのワークショップは、日本語が通じない相手に試行錯

産になると思います。

の知識です。大学院で培った、焦点を絞る「ミクロ」の

誤してコミュニケーションを取った、得がたい経験でした。

大学院進学を決めたのは大学4年の時です。きっかけ
となったのは、当時所属していた阿部仁史研究室での
Tohoku Institute of Technology Graduate School

法」。目の前の情報を鵜呑みにするのではなく、常に根

していましたが、当時の薬品や用語の知識は業務の中
在学中から人とのコミュニケーションを大切にしてきま
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大学1年の時に東日本大震災を経験したのを機に、

大学院では先生方の勧めで、
さまざまなことに挑戦し、
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大学院修了後の進路

入試について

2021年3月修了者の就職率（当該年度の調査対象は博士［前期］
2020年度）においても100％と、学部卒業生全体の就職率と並び、
高い就職率を誇ります。
直近3ヵ年の進路内訳をみると、大学院での研究内容を生かした
専門技術職・開発職・公務員など専門知識を生かした様々な職種
課程だけでなく他大学大学院へ進学し、さらに創造的な研究活動
を行っているOB・OGもいます。

就職率

100%

3ヵ年平均就職率

100%

（就職率＝就職者／就職希望者×100）

高等学校教諭
専修免許状の取得も可能
学部で教職課程を履修し、工業の高等学校教諭一種免許状
を取得した学生が大学院へ進学し、所定の単位を修得した場合、
高等学校教諭専修免許状を取得することが可能です。

（学）
東北工業大学
（株）
東北設計計画研究所
東洋熱工業
（株）
（独）
都市再生機構
（ＵＲ都市機構）
⼾⽥建設
（株）
（株）
ナカボーテック
日本鉄道電気設計
（株）
（株）
ニトリ
⽇本アイ・ビー・エム・サービス
（株）
日本工営
（株）
ネットワンシステムズ
（株）
（株）
乃村工藝社
（株）
パーシモンヒルズ・アーキテクツ
⼀級建築⼠事務所
（株）
パスコ
（株）
東日本技術研究所
（株）
⽇⽴産業制御ソリューションズ
（株）
⽇⽴ハイテクサイエンス
フクシアンドフクシ建築事務所
（株）
フジキン
（株）
復建技術コンサルタント
（株）
プランテック総合計画事務所
（株）
堀場テクノサービス
三菱電機
（株）
（株）
緑の風景計画
（株）
ユアテック
（株）
ラック
（株）
ラックランド

アサヒ電子
（株）
アルバックテクノ
（株）
（株）
エスパス建築事務所
ＮＴＴアドバンステクノロジ
（株）
（株）
ＮＴＴファシリティーズ
エリクソン・ジャパン
（株）
⼤井電気
（株）
（株）
オオバ
（株）
オリエンタルコンサルタンツ
⿅島建設
（株）
カメイ
（株）
カメイエンジニアリング
（株）
キオクシア
（株）
（株）
機能性ペプチド研究所
（株）
共同建築設計事務所
（株）
久慈設計
（株）
国建
（株）
交建設計
サイタ工業
（株）
（株）
佐藤総合計画
新コスモス電機
（株）
新⽇本設計
（株）
セコム
（株）
（株）
錢⾼組
（株）
セブンイレブン・ジャパン
仙建⼯業
（株）
大同信号
（株）
⼤豊建設
（株）
⾼砂熱学⼯業
（株）
（株）
テクノプロ・エンベデッド
東京エレクトロン宮城
（株）
（株）
東北開発コンサルタント

⾼等学校教員
国家公務員
地⽅公務員

試験区分

博士
︵後期︶
課程

に就き、社会経済の最前線で活躍しているほか、本学の博士（後期）

就職先企業・団体例（過去5年間実績）※敬称略

博士
︵前期︶
課程

課程のみ）は100％です。また、直近3ヵ年の平均就職率（2018～

■試験日程及び募集人数
春季学内
推薦入試
1期

（1期学内推薦入試含む）

2期

出願期間

試験日

合格者発表

入学手続期限

2022年
4月5日㈫〜4月22日㈮必着

2022年
7月1日㈮〜7月5日㈫

2022年
7月12日㈫

2022年
7月27日㈬

2022年

2022年
8月29日㈪

2022年
9月13日㈫

2022年
9月27日㈫

2023年

2023年
2月20日㈪

2023年
2月28日㈫

2023年
3月17日㈮

7月8日㈮〜7月29日㈮必着

（2期学内推薦入試含む）

1月13日㈮〜2月6日㈪必着

秋入学

5月23日㈪〜6月1日㈬必着

2022年

2022年
7月1日㈮

2022年
7月11日㈪

2022年
9月9日㈮

春入学

2023年
1月13日㈮〜2月6日㈪必着

2023年
2月20日㈪

2023年
2月27日㈪

2023年
3月17日㈮

募集人員

各専攻
5名

試験場

本 学
八木山キャンパス

各専攻
2名

◎出願資格等は
「大学院入学試験要項内規」の定めにより行います。

■一般入試の試験科目及び時間
専攻

電子工学専攻

専門科目

［専門科目A 群］
（120 分）電磁気学、電気回路（電卓持込可）
［専門科目B 群］
（60 分）5 科目から2 科目選択（電卓持込可）

電子物性、電子回路、制御工学、コンピュータアーキテクチャ、センサ工学
※出願時に選択する2 科目を申請すること（申請後の変更不可）

［専門科目］
（120 分）7 科目から3 科目選択（電卓持込可）

通信工学専攻

数学（微分積分学、代数・幾何学）
、電磁気学、電気回路、電子回路、
通信システム、論理回路、プログラミング
※出願時に選択する3 科目を申請すること（申請後の変更不可）

英語

面接

TOEIC公式スコアの
利用または英語
（60分）
（辞書2冊まで持込可）
※電子辞書使用不可
※出願時に選択すること、
申請後の変更不可

人物考査

英語
（60分）
（辞書2冊まで持込可）
※電子辞書使用不可
TOEIC公式スコアとの併用
も可とし、
その場合はTOEIC
スコアを換算した点数と英語
試験点数を比較して高い方
を採用

人物考査

英語
（60分）
（辞書2冊まで持込可）
※電子辞書使用不可

人物考査

［専門科目A 群］
（120 分）7 科目から2 科目選択（電卓持込可）

研究者インタビュー

仙台高等専門学校

人生を変えた恩師との出会い
挑戦と探究の喜びを知りました

ダのバンクーバーで開かれた、4年に1度の

仙台高等専門学校で准教授として教鞭

その後の研究のモチベーションにもつなが

Ⅲ類 建築デザインコース 准教授

を執りながら、本学で非常勤講師を務めて

藤田 智己 さん［2008年3月修了］

います。

博士
（後期）
課程 工学研究科 建築学専攻

工業高校から本学に入学した当初、卒

世界地震工学会議に参加できたのは貴重
な体験です。各国の研究の最前線に接し、

建 築 学 専 攻

る刺激を受けました。
周囲に反対される中、研究教育職を目指
す勇気を奮い起こしてくれたのが、船木教

業後の進路としてイメージしていたのは、ゼ

授からいただいた「やりたいことがあるなら続

ネコンの施工管理職でした。研究職志望へ

けた方がいい。俺も手助けするから」という

と意識が変わったのは、恩師である船木尚

言葉です。船木教授とは現在も「地震に対

己教授や川股重也名誉教授との出会いが

して安心な建物」に関する共同研究を続け

きっかけです。

ています。

船木研究室に配属され、未知の領域や

研究の中で心掛けているのが「疑問を持

明らかになっていない問題の解決・解明に

つこと」。正しいと思うことであっても他に方

向けて、先生も学生も一緒に挑戦する「研

法がないか、独自性を発揮できているか、常

究」を初めて経験。従来の “ 先生と学生 ”

に問い続けるように努めています。

［専門科目］
（120 分）6 科目から2 科目選択（電卓持込可）

土木工学専攻

きとした姿を見て「こういう道もあるのか」と
大学院では多くの情報に触れ、出会いに

環境情報工学専攻

も恵まれました。船木研究室では東北大学
の大学院生とも一緒に研究し、国内外の

ことができました。中でも修士2年次にカナ
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数学系分野（微分積分学、代数・幾何学）
電気系分野（電磁気学、電気回路学）
化学系分野（物理化学、分析化学）
生物系分野（環境生物学、保全生態学）
情報系分野（コンピュータシステム、コンピュータネットワーク、アルゴリズム）
※出願時に選択する2 分野を申請すること（申請後の変更不可）

［専門科目］
（120 分）小論文

学会に参加して自分自身のレベルを測りな
がら、新しい考え方、アプローチ法に触れる

数学（解析、代数・幾何）
、構造力学、コンクリート工学（鉄筋コンクリートを含む）
、
地盤工学、水理学、都市計画
※出願時に選択する2 科目を申請すること（申請後の変更不可）
但し、志望分野ごとに指定する科目を含むこと。
土木材料・構造工学分野：構造力学、コンクリート工学のうち１科目
地 盤 工 学 分 野：地盤工学
水 圏 の 利 用と防 災 分 野：水理学
土 木 計 画 学 分 野：都市計画
地 域 の 水 循 環 分 野：水理学

［専門科目］
（120 分）5 分野の中から2 分野選択（電卓持込可）

の関係とは違った視点で、先生方の生き生
大学院進学を決めました。

建築史及び建築意匠、建築計画及び都市計画、建築設備、都市環境、
建築材料学及び建築生産、構造力学、建築構造学
※出願時に選択する2 科目を申請すること（申請後の変更不可）
但し、志望分野ごとに指定する下記科目を含むこと。
建 築 史・意 匠 分 野：建築史及び建築意匠
建築・都市計画分野：建築計画及び都市計画
建 築 環 境 工 学 分 野：建築設備、都市環境のうち1 科目
建 築 生 産 工 学 分 野：建築材料学及び建築生産
制 振 構 造 学 分 野：構造力学、建築構造学のうち1 科目
［専門科目B 群］
（60 分）小論文

デザイン工学専攻

下記 2 分野から出された4 課題のうち、2 課題を選択すること。
うち1 課題は志望分野から選択。2 課題とも同一分野から選択も可。
社会価値創造分野（産業・経営・工業等のデザイン領域から2 課題）
地域共創科学分野（環境・文化・福祉等のデザイン領域から2 課題）

英語
（60分）
（辞書2冊まで持込可）
※電子辞書使用不可

英語
（60分）
（辞書2冊まで持込可）
※電子辞書使用不可
TOEIC公式スコアとの併用
も可とし、
その場合はTOEIC
スコアを換算した点数と英語
試験点数を比較して高い方
を採用
英語
（60分）
（辞書2冊まで持込可）
※電子辞書使用不可

人物考査

人物考査

人物考査

（ポートフォリオまたは研究
内容を伝える資料を持参
した5分間のプレゼンテー
ションを含む）
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