
建築学科の「未来に活きるKeywords」

いまも、そして今後も大切になってくるのは、地球環境に配
慮した建築計画。省エネルギー化や建物の長寿命化など、
建築ひとつとっても環境保全に貢献することができま
す。また、災害が起きても早く回復できるレジリエ
ントな建築も、災害大国である日本ではとても
重要な考え方になっています。

環境配慮建築

レジリエント建築

建築デザイン学部　建築学科
《建築環境設備》小林［茂］研究室

小林 茂雄 教授
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▍《建築設計》堀場研究室
「現代にふさわしい新しい建築空間」
「文化としての建築に関する研究」を行う

▍《建築設計》手塚研究室
時代を超える建築を設計する手法を 
研究。海外の一流大学への留学も可能

▍《建築設計》福島研究室
伝統的な建築の美しさを手掛かりに
現代建築のデザインを追究

▍《建築構造》大村研究室
大地震時における建物の安全性、建物の
根幹となる骨組みの地震時性能を研究

▍《建築構造》焦研究室
鋼構造建物の耐震耐火性能を精度良く
評価し、向上させるための技術を開発する

▍《建築環境設備》近藤研究室
「建築室内環境」と「都市環境」を対象
に、人が健康に暮らすための方法を研究

▍《建築環境設備》岩下研究室
学校、病院など環境工学上の問題点を抽出 
し、居住環境の健康・安全性を科学する

▍《建築環境設備》小林［茂］研究室
東北被災地の避難照明計画など、建築と
都市の照明・色彩計画と空間心理を研究

▍《建築生産・材料》小見研究室
建物の持続的活用に関わる技術につい
て、建築構法や建築生産的な視点から
追究

▍《建築生産・材料》佐藤［幸］研究室
安全で快適な建築のための既存ストック
活用手法と高機能建築構造材料を開発

▍《建築計画》中川研究室
人間と建築を媒介する技術に関して、建
築計画学と建築環境学の観点から研究

▍《建築史・建築論》片桐研究室
時間とともに変化する「都市の建築」をキーワード
に、建築の歴史的な在り方を学び、国際的な視
野でのパースペクティブを描くことを目標とする

▍《木質構造》落合研究室
木造建築の大規模化などの技術開発を
進め、木造建築の正しい知識や理解を
持ったリーダーの育成に取り組む

[ 専門的に学べる研究室 ]

[ めざせる資格・免許 ] ◆ 二級建築士　◆ 一級建築士　★ 技術士（建設部門）
　

◆卒業生全員が受験資格を得られる資格（免許登録には所定の実務経験が必要）　◆卒業生全員が受験資格を得られる資格　★めざせる資格

● 建築業務がベースの実践的な学び　　● 幅広い4つの専門領域　　● 将来は一級建築士として活躍可能[ 学科の特徴 ]

在校生の学科を選んだ理由を知りたい人は

89〜90ページへ▶LINKS ▶ もっと詳しく
資格・免許の詳細は

129ページへ▶

学びの領域は

31〜32ページへ▶
卒業後の仕事のイメージは

119〜128ページへ▶

建築都市デザイン学部

建築学科

照明は明るい方が良い!?
その既成概念を打ち破りたい。

工学的要素と芸術的要素の両面から建築を学ぶ。

の研究室では、建築分野における

「照明計画」を行っています。ス

ポットライトやライトアップとい

う言葉があるように、照明はある対象をより美し

く、より機能的に照らす役割を担っています。

しかし、照明による光にはそれ以上の可能性を

秘めていると私は考えています。数年前よ

り実施されている本学のカフェテリア

（カフェソラ）の常設照明では、学生が

主体となり仮説と実験、検証を繰り返して

います。一般的にキャンパスのライトアップは

校舎の外壁や街路樹に光を当てる手法が多いの

ですが、カフェソラではあえて内照式のライト

を採用。カフェの円柱から天井を落ち着きのあ

るライトで照らしました。これにより、室内は程

よい明るさに保たれ、外部からは内部の雰囲気が

感じ取れるようになったのです。地域の皆様から

は「学生の様子が明るくイキイキして見える」と

言われることも。この研究が明らかにしたのは、

単に綺麗、格好いいといった一過性の印象ではな

く、カフェ内を照らすことでそこに居る人を輝か

せ、それが好感という感情を伴ってキャンパス

外の人に発信できるということ。これは、大

学におけるブランディングにも通じる

イメージの醸成につながります。

照明が与える影響には、まだ解明されてい

ない効果がたくさんあります。未来の社会で

は、人の感情、健康状態を察知して自動で調光し

てくれる照明が開発されるかもしれません。そ

のためにも、照明が人の心理や行動にどう影響

するのか、これらを探究していくことが「日常

を変える光」になると考えています。

私

研究室 
 Pick up！
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前 期 後 期 前 期 後 期 前 期 後 期 前 期 後期
微分積分学（1a）※MS
微分積分学（1b）※MS
線形代数学（1a）※MS
線形代数学（1b）※MS
物理学実験（a）
物理学実験（b）
化学（1）
情報リテラシー演習（a）
情報リテラシー演習（b）

微分積分学（2a）※MS
微分積分学（2b）※MS
線形代数学（2a）※MS
線形代数学（2b）※MS
物理学及び演習（1）
物理学及び演習（2）
化学（2）
化学実験
プログラミング基礎（a）
プログラミング基礎（b）

微分方程式論
数理統計学※MS
物理学（3）
物理学（4）
電磁気学基礎
生物学
地学

ベクトル解析学
フーリエ解析学
数値解析

技術者倫理

【学年配当しない科目】インターンシップ（1）／インターンシップ（2）／海外体験実習（1）／海外体験実習（2）
P
B
L
科
目

SD PBL（1） SD PBL（2） SD PBL（3）

専
門
科
目

専門教養 都市のインフラストラクチャー

学部共通
都市防災論 都市計画（1） 都市計画（2）

都市交通計画
都市デザイン
ランドスケープデザイン
都市・地域分析

インフラデザイン

学科共通

キャリア開発 建築CAD演習（1）
建築CAD演習（2）
建築製図演習（1）
建築製図演習（2）
建築実験

【学年配当しない科目】特別講義（1）／特別講義（2）／特別講義（3）

建築基礎

図学
設計基礎（1）
建築構造力学基礎（1）
建築構造力学基礎（2）

設計基礎（2）
設計基礎（3）
建築構造力学基礎（3）
建築構造力学基礎（4）

設計（1）
設計（2）
建築計画（1）
建築構法（1）
建築環境工学（1）
建築設備学基礎（1）
建築設備学基礎（2）

設計（3）
設計（4）
建築材料（1）

建築総合演習

建築計画・
設計

西洋建築史 日本建築史
建築計画（2）

設計（5）
設計（6）
空間デザイン演習

建築意匠論
設計スタジオ（1）
設計スタジオ（2）

設計スタジオ（3）
設計スタジオ（4）

建築工学

建築構造力学（1）
建築構造力学（2）

建築構法（2）
木質構造
建築構造力学（3）
建築構造力学（4）
鉄筋コンクリート構造
建築構造計画
建築環境工学（2）

建築生産
建築材料（2）
建築構造力学（5）
建築構造力学（6）
鉄骨構造
地盤と基礎
建築環境工学（3）
建築設備学
建築音響学
建築工学モデリング（1）
建築工学モデリング（2）

建築施工法
建築防災計画
耐震・耐風構造
建築設備学応用

建築構造設計

卒業研究
関連

事例研究 卒業研究（1） 卒業研究（2）

※上記の他、教養科目、語学科目などの学部・学科共通科目を設置しています。詳細はP.94をご覧ください。
※MSは数理科学分野
■字は選択科目　■字は必修科目　■字は選択必修科目

カリキュラムは2022年4月現在のもので、一部変更される場合があります。

 ● 建築計画・設計 ● 建築環境設備
 ● 建築構造 ● 建築生産・材料 卒業研究

1 年 2 年 3 年 4 年

学
び
の
ス
テ
ッ
プ

建築学の理解に必要な諸分野を学ぶ 建築学の基礎を身につける

建築の基礎を修得
建築の基礎となる数学・物理・設計基
礎・情報リテラシーを学び、専門分野
のベースを築きます。

自身の専門分野を見極める
2年次は建築基礎科目を中心に学び、基
礎力を磨きます。学びが進むにつれ、各
自の適性と進路に応じて系列科目を段階
的に増やしていきます。

研究室にて専門性を高める
3年次後期から自分が関心のあるテーマを選び、4領域に対応する研究室に所属して、卒業
研究に取り組みます。

進藤 昇也（4 年）
東京都東京都市大学付属高等学校出身

建築学科には授業だけでなく、如学会といった建築学科の学生が集まっ
てコンペを独自に企画・実行するサークルがあります。このサークルでは、
様々な立場の人の意見を聞きながらも、自分の考えをうまく押し出さないと
いけません。良い作品を作るためには、やはり主体的に取り組む必要があ
ると感じました。

　　　 　 Student VOICE ▶ 学科の学びと私の未来

良い作品を創造するためにも
主体性が必要だと気づきました。

■ 設備設計の仕事をする

失敗は何にでもあります。その時、
誰かを責めるのではなく、自分の
何がいけなかったのかなど、振り
返り、反省できるようになりたい
です。

■ 建築環境工学(3)
照明は環境を良くするだけでな
く、同じ空間でも異なった雰囲
気を作れることに気づかされた
授業です。現在の研究室でも、
意匠的なおもしろさを追究する
きっかけになりました。

      Pick up!

＜成長につながった授業＞

世田谷キャンパス

私の未来に向けて変えること
hangehange
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