
大学名 氏名 所属名 職名 専門分野

市之瀬　敏勝 工学研究科社会工学専攻(兼任：高度防災工学センター) 教授 コンクリート耐震設計

井戸田　秀樹 工学研究科社会工学専攻(兼任：高度防災工学センター) 教授 建築耐震設計

梅原　秀哲 工学研究科社会工学専攻(兼任：高度防災工学センター) 教授 コンクリート工学

小畑　誠 工学研究科社会工学専攻(兼任：高度防災工学センター) 教授 土木耐震設計

喜岡　渉 工学研究科社会工学専攻(兼任：高度防災工学センター) 教授 水害、沿岸災害

張　鋒
工学研究科創成シミュレーション工学専攻(兼任：高度防
災工学センター)

教授 地盤災害･地盤情報

冨永　晃宏 工学研究科社会工学専攻(兼任：高度防災工学センター) 教授 水害、河川・内水氾濫

秀島　栄三 工学研究科社会工学専攻(兼任：高度防災工学センター) 教授  都市基盤計画

藤田　素弘
工学研究科創成シミュレーション工学専攻(兼任：高度防
災工学センター)

教授 災害交通情報

前田　健一 工学研究科社会工学専攻(兼任：高度防災工学センター) 教授 地盤災害･地盤情報

伊藤　孝行
工学研究科産業戦略工学専攻(兼任：高度防災工学セン
ター)

准教授 知能情報処理

梅村　恒 工学研究科社会工学専攻(兼任：高度防災工学センター) 准教授 建築防災情報

北川　啓介
工学研究科創成シミュレーション工学専攻(兼任：高度防
災工学センター)

准教授 建築計画

北野　利一 工学研究科社会工学専攻(兼任：高度防災工学センター) 准教授 水害情報

佐藤　篤司
工学研究科創成シミュレーション工学専攻(兼任：高度防
災工学センター)

准教授 建築構造

鈴木　弘司
工学研究科創成シミュレーション工学専攻(兼任：高度防
災工学センター)

准教授 交通工学

Wisinee
Wisetjindawat

工学研究科創成シミュレーション工学専攻(兼任：高度防
災工学センター)

助教 災害時物流対策

庄　建治朗 工学研究科社会工学専攻(兼任：高度防災工学センター) 助教 水文学

高橋　之 工学研究科社会工学専攻(兼任：高度防災工学センター) 助教 建築構造・材料

森河　由紀弘 工学研究科社会工学専攻(兼任：高度防災工学センター) 助教 地盤工学

檜尾　正也 高度防災工学センター 特任准教授 地盤工学

福和　伸夫 減災連携研究センター長/社会連携部門 教授 建物耐震工学

野田　利弘 減災連携研究センター副センター長　研究連携部門 教授
土木工学、地盤力学・地盤工学・耐震地
盤工学

鷺谷　威 減災連携研究センター　研究連携部門 教授 地殻変動学

鈴木　康弘 減災連携研究センター　研究連携部門 教授 地理学、活断層・変動地形学

金田　義行 減災連携研究センター　研究連携部門 特任教授
地震学、地震津波シミュレーション分
野、減災科学

新井　伸夫 減災連携研究センター　社会連携部門 特任教授 地震学

廣井　悠 減災連携研究センター　社会連携部門 准教授 都市防災

護　雅史 減災連携研究センター　社会連携部門 特任教授 耐震工学、建築基礎、地震防災

阪本　真由美 減災連携研究センター　社会連携部門 特任准教授
防災危機管理、被害者支援、防災教
育、国際協力

武村　雅之 減災連携研究センター　エネルギー防災寄付研究部門 教授 地震学

都築　充雄 減災連携研究センター　エネルギー防災寄付研究部門 准教授 建物耐震工学

虎谷　健司 減災連携研究センター　エネルギー防災寄付研究部門 助教 都市環境システム工学

田代　喬
減災連携研究センター　ライフライン地盤防災寄付研究部
門

准教授 河川工学、流域保全学、応用生態工学

北野　哲司
減災連携研究センター　ライフライン地盤防災寄付研究部
門

教授 ライフライン地震防災

野中　俊宏
減災連携研究センター　ライフライン地盤防災寄付研究部
門

助教 地盤工学、ライフライン地震防災

曽根　好徳
減災連携研究センター副センター長/地域社会減災計画
寄付研究部門

教授 岩盤工学

倉田　和己
減災連携研究センター　地域社会減災計画寄付研究部
門

助教 地震防災
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山崎　雅人
減災連携研究センター　地域社会減災計画寄付研究部
門

助教 経済シミュレーション分析

山中　佳子 環境学研究科地震火山研究センター 准教授 地震学

飛田　潤 災害対策室 教授 地震工学

水谷　法美 工学研究科社会基盤工学専攻 教授 海岸工学

北根　安雄 工学研究科社会基盤工学専攻 准教授 構造工学

尾崎　文雄 環境学研究科都市環境学専攻 准教授 建築鋼工学

小松　尚 環境学研究科都市環境学専攻 准教授 建築計画

辻本　哲郎 工学研究科社会基盤工学専攻 教授 水工学・河川工学

勅使川原　正臣 環境学研究科都市環境学専攻 教授 建築構造・耐震設計

中井　健太郎 工学研究科社会基盤工学専攻 准教授 地盤工学・地盤防災工学

西澤　康彦 環境学研究科都市環境学専攻 教授 建築史、技術史、土木史

古川　忠稔 環境学研究科都市環境学専攻 准教授 建築構造

加藤　博和 環境学研究科都市環境学専攻 准教授 低炭素交通・都市計画

谷川　寛樹 環境学研究科都市環境学専攻 教授 環境システム工学

恒川　和久 環境学研究科都市環境学専攻 准教授 建築計画、建築設計

中野　正樹 工学研究科社会基盤工学専攻・地盤力学 教授 地盤工学・地盤防災工学

平井　敬 環境学研究科都市環境学専攻 助教 地盤工学

古本　宗光 環境学研究科地震火山観測センター 教授 固体地球惑星物理学

松田　直之 医学系研究科 教授 災害医療

横内　光子 医学系研究科看護学専攻 准教授
救急看護、災害看護学、Health Care
Management

丸山　一平 環境学研究科都市環境学専攻 准教授 建築材料学、セメント科学

森　保宏 環境学研究科都市環境学専攻 教授 耐震工学・リスク論

山口　靖 環境学研究科地球環境科学専攻 教授 リモートセンシング

松本　真理子 発達心理精神科学教育研究センター 教授 臨床心理学

窪田　由紀 教育発達科学研究科心理発達科学専攻 教授 臨床コミュニティ心理学

山岡　耕春
環境学研究科都市環境学専攻研究科地震火山研究セン
ター

教授 地震学・火山学

斉藤　大樹 建築・都市システム学系・安全安心地域共創ＲＣ 教授・センター長 構造工学／地震工学

河邑　 眞 建築・都市システム学系・安全安心地域共創ＲＣ 教授

三浦　均也 建築・都市システム学系・安全安心地域共創ＲＣ 教授 地盤工学

河村　庄造 機械工学系・安全安心地域共創ＲＣ 教授 機械工学／計算力学／人間工学

足立　忠晴 機械工学系・安全安心地域共創ＲＣ 教授
材料力学／構造力学／材料工学／衝
撃工学

飯田　明由 機械工学系・安全安心地域共創ＲＣ 教授 流体力学／空力音響

青野　雅樹 建築・都市システム学系・安全安心地域共創ＲＣ 教授
情報検索／データマイニング・テキスト
マイニング

石田　好輝 建築・都市システム学系・安全安心地域共創ＲＣ 教授
生物系の情報システム／システム科
学、複雑系

中澤　祥二 建築・都市システム学系・安全安心地域共創ＲＣ
教授・副センター
長

構造力学

増田　幸宏 建築・都市システム学系（環境システム学科）
客員准教授（芝浦
工大准教授）

建築・都市環境工学

松井　智哉 建築・都市システム学系・安全安心地域共創ＲＣ 准教授
耐震構造／鉄筋コンクリート構造／鋼コ
ンクリート合成構造

加藤　 茂 機械工学系・安全安心地域共創ＲＣ
准教授・副セン
ター長

海岸工学／沿岸防災

関下　信正 機械工学系・安全安心地域共創ＲＣ 准教授 流体工学／風工学／流体計測

松本幸大 機械工学系・安全安心地域共創ＲＣ 准教授 構造工学

松田達也 機械工学系・安全安心地域共創ＲＣ 助教 地盤工学／応用力学
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大学名 氏名 所属名 職名 専門分野

井上隆信 機械工学系・安全安心地域共創ＲＣ 教授 水環境工学／衛生工学

藤原孝男 総合教育院・安全安心地域共創ＲＣ 教授
経営学／生産管理論／ベンチャー経営
論

宮田　 譲 建築・都市システム学系・安全安心地域共創ＲＣ 教授 環境経済学／都市・地域分析

角田範義 環境・生命工学系・安全安心地域共創ＲＣ 教授 触媒調製化学／環境化学／応用化学

平石　 明 環境・生命工学系・安全安心地域共創ＲＣ 教授 微生物学／環境生物工学

渋澤博幸 建築・都市システム学系・安全安心地域共創ＲＣ 准教授 都市・地域システム分析

後藤尚弘 環境・生命工学系・安全安心地域共創ＲＣ 准教授
持続社会工学／環境システム工学／環
境情報工学

岡辺拓巳 建築・都市システム学系・安全安心地域共創ＲＣ 助教 海岸工学

松本　 博 建築・都市システム学系・安全安心地域共創ＲＣ 教授 建築環境工学／建築設備工学

廣畠康裕 建築・都市システム学系・安全安心地域共創ＲＣ 教授 土木計画学／交通工学／国土計画

松島史朗 建築・都市システム学系・安全安心地域共創ＲＣ 教授
建築設計／デザインテクノロジー／まち
づくり

寺嶋一彦 機械工学系・安全安心地域共創ＲＣ 教授
システム制御工学／ロボット工学／鋳
造設備とＦＡ

福田光男 電気・電子情報工学系・安全安心地域共創ＲＣ 教授 フォトニクス

滝川浩史 電気・電子情報工学系・安全安心地域共創ＲＣ 教授
プラズマ応用工学／薄膜／ナノ材料合
成・表面処理

澤田和明 電気・電子情報工学系・安全安心地域共創ＲＣ 教授 集積回路工学／半導体工学

岡田美智男 情報・知能工学系・安全安心地域共創ＲＣ 教授
コミュニケーション認知科学／社会的ロ
ボティクス

中内茂樹 情報・知能工学系・安全安心地域共創ＲＣ 教授 視覚科学技術／分光イメージング

大貝　 彰
理事・副学長（工
学研究科・教授）

都市計画・地域計画

泉田英雄 建築・都市システム学系・安全安心地域共創ＲＣ 准教授
建築史／都市史／伝統的技術／文化
財保存

浅野純一郎 建築・都市システム学系・安全安心地域共創ＲＣ 准教授 都市計画／地域計画

垣野義典 建築・都市システム学系・安全安心地域共創ＲＣ 准教授 建築計画／環境行動

近藤恵美 建築・都市システム学系・安全安心地域共創ＲＣ 助教

松尾幸二郎 建築・都市システム学系・安全安心地域共創ＲＣ 助教 交通工学

辛島一樹 建築・都市システム学系・安全安心地域共創ＲＣ 助教 都市計画／地域計画

水谷晃啓 建築・都市システム学系・安全安心地域共創ＲＣ 助教 建築設計／建築計画

穂苅耕介 安全安心地域共創ＲＣ 研究員 都市・地域計画／都市設計

増田俊明 理学研究科・防災総合センター 教授・センター長 構造岩石学・地球進化学

牛山素行 防災総合センター
教授・副センター
長

自然災害科学・災害情報学・豪雨災害

小山真人 教育学部・防災総合センター
教授・副センター
長

火山学・歴史地震学

前田恭伸 工学研究科・防災総合センター
教授・副センター
長

災害情報・リスクコミュニケーション

小澤邦雄 防災総合センター 特任教授 地震防災

狩野謙一 防災総合センター 特任教授 構造地質学

土屋　智 農学研究科・防災総合センター 教授・研究部門長 地震砂防学・土砂災害

村越　真 教育学部・防災総合センター 教授・教育部門長 認知心理学・リスク心理学

池田恵子 教育学部・防災総合センター 教授 社会地理学

岩崎一孝 情報学研究科・防災総合センター 教授 地理情報システム

北村晃寿 理学研究科・防災総合センター 教授 第四紀の層序学・古環境学

佐治　斉 創造科学技術大学院・防災総合センター 教授 画像処理・形状処理・交通情報解析

寺村　泰 人文社会科学部・防災総合センター 教授 経済学

西原　純 情報学研究科・防災総合センター 教授 地理学

古橋裕子 保健センター・防災総合センター 教授 精神医

安村　基 農学研究科・防災総合センター 教授 林産学・木質科学・耐震設計

豊橋技術科
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大学名 氏名 所属名 職名 専門分野

山本裕之 保健センター・防災総合センター 教授 内科医

今泉文寿 農学研究科・防災総合センター 准教授 砂防工学

木村浩之 理学研究科・防災総合センター 准教授 地球微生物学・環境ジェノミックス

小林朋子 教育学部・防災総合センター 准教授 学校心理学・被災者の心のケア

橋本　岳 工学研究科・防災総合センター 准教授 電子電気工学・画像処理・画像計測

藤井基貴 教育学部・防災総合センター 准教授 教育学（教育哲学・道徳教育）

生田領野 理学研究科・防災総合センター 講師 地震学・測地学

石橋秀巳 理学研究科・防災総合センター 講師 火山岩石学・実験マグマ学

池田昌之 理学研究科・防災総合センター 助教 地質学

三井雄太 理学研究科・防災総合センター 助教 地震学・測地学

本城　勇介
工学部社会基盤工学科・工学部附属ｲﾝﾌﾗﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ技術
研究ｾﾝﾀｰ兼任教員(「こと」づくり展開領域)

教授 信頼性設計、地盤工学

六郷　恵哲
工学部社会基盤工学科・工学部附属ｲﾝﾌﾗﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ技術
研究ｾﾝﾀｰ兼任教員(「ひと」づくり実践領域)

教授
破壊診断工学、維持管理工学、コンク
リート構造学

佐藤　健
工学部社会基盤工学科・工学部附属ｲﾝﾌﾗﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ技術
研究ｾﾝﾀｰ兼任教員(「こと」づくり展開領域)

教授 地盤工学、地下水工学

八嶋　厚
工学部社会基盤工学科・工学部附属ｲﾝﾌﾗﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ技術
研究ｾﾝﾀｰ兼任教員(「ひと」づくり実践領域)

教授 土質力学、耐震工学

小嶋　智
工学部社会基盤工学科・工学部附属ｲﾝﾌﾗﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ技術
研究ｾﾝﾀｰ兼任教員(「ひと」づくり実践領域)

教授 応用地質学

小林　智尚 工学研究科環境エネルギーシステム専攻 教授 海岸工学

能島　暢呂
工学部社会基盤工学科・工学部附属ｲﾝﾌﾗﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ技術
研究ｾﾝﾀｰ兼任教員(「しくみ」づくり開発領域)

教授 地震工学、地震防災

高木　朗義
工学部社会基盤工学科・工学部附属ｲﾝﾌﾗﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ技術
研究ｾﾝﾀｰ兼任教員(センター長、「しくみ」づくり開発領域)

教授・センター長 社会基盤計画、防災環境計画

倉内　文孝
工学部社会基盤工学科・工学部附属ｲﾝﾌﾗﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ技術
研究ｾﾝﾀｰ兼任教員(「しくみ」づくり開発領域)

教授・領域長 交通計画

國枝　稔
工学部社会基盤工学科・工学部附属ｲﾝﾌﾗﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ技術
研究ｾﾝﾀｰ兼任教員(「こと」づくり展開領域)

教授・領域長 土木材料学、維持管理工学

原　隆史 工学部社会基盤工学科 特任教授 地盤工学

大谷　具幸
工学部社会基盤工学科・工学部附属ｲﾝﾌﾗﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ技術
研究ｾﾝﾀｰ兼任教員(「ひと」づくり実践領域)

准教授 地質学

神谷　浩二
工学部社会基盤工学科・工学部附属ｲﾝﾌﾗﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ技術
研究ｾﾝﾀｰ兼任教員(「こと」づくり展開領域)

准教授 地盤工学、地下水工学

出村　嘉史
工学部社会基盤工学科・工学部附属ｲﾝﾌﾗﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ技術
研究ｾﾝﾀｰ兼任教員(「しくみ」づくり開発領域)

准教授 景域計画、都市形成史

山田　俊郎
工学部社会基盤工学科・工学部附属ｲﾝﾌﾗﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ技術
研究ｾﾝﾀｰ兼任教員(「ひと」づくり実践領域)

准教授 水環境保全工学

吉野　純 工学研究科環境エネルギーシステム専攻 准教授 気象学、気象工学、大気環境学

木下　幸治
工学部社会基盤工学科・工学部附属ｲﾝﾌﾗﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ技術
研究ｾﾝﾀｰ兼任教員(「こと」づくり展開領域)

助教 維持管理工学、鋼構造学、耐震工学

大橋　慶介
工学部社会基盤工学科・工学部附属ｲﾝﾌﾗﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ技術
研究ｾﾝﾀｰ兼任教員(「こと」づくり展開領域)

助教 河川工学

加藤　雅彦
工学部社会基盤工学科・工学部附属ｲﾝﾌﾗﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ技術
研究ｾﾝﾀｰ兼任教員(「こと」づくり展開領域)

助教 土壌学、環境地盤工学

野々山　麻衣子 工学部社会基盤工学科 特任助教 地盤工学

沢田　和秀
工学部附属ｲﾝﾌﾗﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ技術研究ｾﾝﾀｰ(「ひと」づくり実
践領域)

教授・副センター
長・領域長

土質力学、地盤工学

森本　博昭
工学部附属ｲﾝﾌﾗﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ技術研究ｾﾝﾀｰ(「ひと」づくり実
践領域)

特任教授 土木材料学

村岡　治道
工学部附属ｲﾝﾌﾗﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ技術研究ｾﾝﾀｰ(「ひと」づくり実
践領域)

特任准教授 都市水害学、地域防災学

内田　裕市
総合情報メディアセンター・工学部附属ｲﾝﾌﾗﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ技術
研究ｾﾝﾀｰ兼任教員(「ひと」づくり実践領域)

教授 コンクリート構造学

篠田　成郎
総合情報メディアセンター・工学部附属ｲﾝﾌﾗﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ技術
研究ｾﾝﾀｰ兼任教員(「しくみ」づくり開発領域)

教授 水文学、水環境工学、海岸工学

静岡大学

岐阜大学



大学名 氏名 所属名 職名 専門分野

村上 茂之
総合情報メディアセンター・工学部附属ｲﾝﾌﾗﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ技術
研究ｾﾝﾀｰ兼任教員(「ひと」づくり実践領域)

准教授 鋼構造学、橋梁工学

杉戸　真太 流域圏科学研究センター 教授 耐震工学、地震工学

李　富生 流域圏科学研究センター 教授 衛生工学、水質工学

玉川　一郎 流域圏科学研究センター 教授 気象学、水文気象学

児島　利治 流域圏科学研究センター 准教授 流出解析、リモートセンシング

廣岡　佳弥子 流域圏科学研究センター 准教授 水処理工学

久世　益充
流域圏科学研究センター・工学部附属ｲﾝﾌﾗﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ技術
研究ｾﾝﾀｰ兼任教員(「こと」づくり展開領域)

准教授 地震工学

原田  守啓 流域圏科学研究センター 准教授 河川工学，土砂水理学

畑中　重光 工学研究科・地域圏防災・減災研究センター 教授・センター長
コンクリート材料・構造工学　建築耐震・
耐久工学　地震防災工学

葛葉　泰久 生物資源学研究科・地域圏防災・減災研究センター
教授・副センター
長兼研究部門長

河川工学、（工学的）水文・水資源工
学、自然災害科学

浅野　聡 工学研究科・地域圏防災・減災研究センター
准教授・教育部門
長

都市計画・都市設計、歴史的環境保全
計画、景観計画、都市計画の国際比較
（東アジア地域と日本）

川口　淳 工学研究科・地域圏防災・減災研究センター
准教授・社会連携
部門長

建築構造学、鉄骨構造学、合成構造
学、耐震設計学

武田　多一 医学系研究科・地域圏防災・減災研究センター
准教授・災害医療
部門長

宮岡　邦任 教育学部・地域圏防災・減災研究センター
教授・センター教
員

水文学，地下水学，自然地理学

酒井　俊典 生物資源学研究科・地域圏防災・減災研究センター
教授・センター教
員

農業土木学、地域防災学、地盤工学、
土質力学

平林　典久 地域圏防災・減災研究センター 特任助教 建築構造学、鉄骨構造、防災教育

水木　千春 地域圏防災・減災研究センター 特任助教
人文地理学、歴史地理学、行動科学、
災害論、地域防災

立花　義裕 生物資源学研究科 教授
気象学、気候力学、大気科学、地球環
境

花里　利一 工学研究科 教授

服部　由佳 医学部 助教 老年看護学

三島　直生 工学研究科 准教授 コンクリート工学

丸山　一男 医学系研究科 教授
肺高血圧、急性呼吸不全、一酸化窒
素、心肺蘇生、ペインクリニック、救急医
学、緩和医療、麻酔学、多臓器不全

三重大学

岐阜大学


