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▍計画マネジメント研究室
最先端の情報技術（ビッグデータ、IoT、
BIM等）を活用し、人口減少社会の地域
整備や社会基盤マネジメント技術を研究

▍水圏環境工学研究室
都市の上下水道をはじめとした水循環系
の高度化や、沿岸域や河川流域における
自然災害について考察

▍地盤環境工学研究室
山地から海洋までの広範囲な地盤調査・
評価法、地盤改良工法を研究し、新たな開
発につなげる

▍構造安全研究室
橋梁・トンネルなど供用中の構造物の検
査技術、安全性の診断に関する研究を
行う

▍災害軽減研究室
災害被害の軽減を目的に、道路・橋梁・
鉄道などの補修・補強方法の検討や耐
震性とリスクを解析

[ 専門的に学べる研究室 ]

[ めざせる資格・免許 ] ◎ 技術士補※（建設部門）　● 測量士補　◆ 建築士（二級）（一級）

★ 測量士　★ 技術士（総合技術監理部門）　◉ 技術士（建設部門・上下水道部門）

◎卒業生全員が得られる資格　●所定の単位を修得すると得られる資格（実務・研修・講習を含む）　
◆所定の単位を修得すると受験資格が得られる資格　★めざせる資格　◉卒業生全員が受験資格を得られる資格（所定の実務経験が必要）
※ 都市工学科はJABEE（日本技術者教育認定機構）認定を受けており、同学科を卒業すると技術士1次試験の受験を免除され、技術士補の資格を取得することができます。

● 多彩で独創的なカリキュラム編成　　● 演習科目・体験学修が充実　　● 即戦力をめざせるプログラム[ 学科の特徴 ]
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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
都市計画（2）

学科共通

都市工学概論
設計基礎

測量学
測量学実習

都市工学実験演習（1）
都市工学実験演習（2）
キャリア開発

都市構造物設計
都市工学設計製図
総合演習ゼミナール

【学年配当しない科目】特別講義（1）／特別講義（2）／特別講義（3）

力学
・材料

構造力学及び演習（1） 水理学及び演習（1）
水理学及び演習（2）
構造力学及び演習（2）
構造力学及び演習（3）
地盤工学及び演習（1）

地盤工学及び演習（2）
コンクリート工学及び演習

鋼構造

マネジメント 建設施工マネジメント インフラマネジメント

都市環境 水圏環境工学
海岸・港湾工学

地圏環境工学
上下水道工学

水文河川工学

都市防災 メインテナンス工学
耐震工学

エネルギー施設工学 交通施設工学

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。

	 ●	都市デザイン	 ●	都市防災	 ●	都市環境 卒業研究

1 年 2年 3年 4年
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基礎的な知識だけでなく、
問題意識や目的意識も養う

材料などのハード面と
設計などのソフト面を学ぶ

都市工学の土台を身につける
設計・実験·演習・ゼミナールなどの体験学
修科目群で、問題意識・目的意識を形成。
また、基礎となる力学の応用科目、情報処
理科目でしっかりとした土台を身につけます。

ハード・ソフト両面から学修
材料・建設・維持管理を基本とするハー
ドウェアと、計画・解析・設計を基本とす
るソフトウェアをバランス良く学修します。

総合的に専門性を高める
専門領域では「都市デザイン」「都市防災」「都市環境」についての基礎から最先端技術
までを総合的に探究します。

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▶

変化する社会や環境の中で､

今、地球規模で様々な自然災害が起こっています。中でも津波や高

潮・高波が発生すると、インフラ

設備が被害を受けて都市機能がマヒするなど甚

大な被害が生じます。本研究室は、そういった災

害の発生メカニズムや被害形態を調査していま

す。現在は災害が起こると、被災地の写真や動

画が次々とネットにアップされ、様子を

知ることができます。しかしその発生

メカニズムや被害規模の解明には、詳細

な地形の特徴や場所ごとの被害状況をきち

んと把握することが重要です。近年私が特にそう

感じたのは、2018年にインドネシアで発生した

大きな津波災害です。現地で津波が押し寄せた範

囲や被害規模などのデータを収集し、地震の規模

から予想される津波の大きさと照らし合わせて

みたところ、理論上は実際の高さほどの津波は起

こり得ないことが分かったのです。ではなぜ5m

を超えるような高さになったのか。現地の地形や

数値シミュレーションの結果を踏まえると、実は

地震に伴う海岸での地すべりが津波の主たる要

因となっていたことが判明しました。

こういったデータを蓄積していけば、AI技術等の

発展とともに迅速な被害予測もできるように

なるでしょう。しかし社会状況や地球環

境は日々変わっていきます。だから大

事なのは人。現地に赴いて明らかになっ

た事実や、最新の情報・知識を組み込むことで

正確な災害像を予測できるはずです。また、こう

いった災害の知識を持つ学生たちが、例えばゼネ

コンや自治体など多様な業界に就いてくれたら、

災害にもっと強い街づくりを実現できます。本学

で、持続可能な都市を創る第一歩を踏み出してみ

ませんか。

災害に強い街づくりに必要なのは人の力。

研究室 
 Pick up！

都市工学科の「未来に活きるKeywords」

海岸や河川のまわりには人や物が集中しており、甚大な自然災害が発生しやすいという特徴
があります。津波や高潮などの発生メカニズムを把握することで災害に強い都市を構築でき、
人々が安全に生活できる持続可能な社会をつくることが可能になるのです。

都市防災・減災

海岸・河川とひと・街

建築都市デザイン学部　都市工学科　水圏環境工学研究室

三上	貴仁	准教授

山中	惇矢（4年）
愛知県立一宮興道高等学校出身

学会発表や企業との共同研究で外部と関わることが増え、物事に対す
る捉え方や、順序立てて相手に分かりやすく伝える力が身につきました。
また、土木＋αの知識を武器に視野を広く持ち、固定観念を持たないフ
ラットな目で物事を見られるようになりました。

　　　 　 Student VOICE ▶	学科の学びと私の未来

自分で考える・答えを持つ、
そして先読みすることが大切。 ■ 地域の活性化に貢献する

未来思考ができるようになること。
10年前の当たり前が通用しない
世の中なので、今のトレンドだけ
ではなく、先を見据えた取り組み
を心掛けたいです。

■ 都市交通計画
従来の交通工学だけでなく、将
来の都市交通計画を支える、ス
マート・プランニングやスマート
シティ、MaaSといった新しい
取り組みについても学び、視野
が広がりました。

      Pick up!

＜成長につながった授業＞

建築都市デザイン学部

都市工学科
人・社会・自然が共生する都市環境をつくる技術者を育てる｡

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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