オーストラリアプログラム（TAP）※希望者のみ（詳細はP.107）
1年
週5日の語学レッスンを
準備教育 約100日間行います。

[ 学科の特徴 ]

都市生活学部

●

学びを深める科目群

●

企画・運営する力を養成

1年
学 び のステップ

都市生活学科
都市に関わる空間やサービスの企画・実施・運営を学ぶ。

分析・解析しながら新たな提案につなげていきま

ベーションが必要だと私は考えて

す。団地住民からは
「このような場が欲しかった」
という声を多数いただきました。また、地域の子

メーション)により、都市空間とデータサイエン

どもたちとも街の情報をプログラミングで活用

ス、そして都市政策は密接につながる時代になり

するなど、
市民主導のUDXに向けたイノベーショ

ました。私の研究室では、あらゆる情報技術
を駆使しながら、E B P Mといわれるエビ
デンスに基づいた政策形成について
研究しています。具体的には、
社会課題を

ン創出に寄与しています。地域活性化や地

研究室
Pick up！

解決するためにパーソナルデータ・満足度調

3年次からのプロジェクト演習を発展さ
せ、卒業研究としてまとめることで4年間
の集大成とします。

後期

前期

後期

前期

マーケティング概論
経営学概論

都市の経済学
世界の都市

基礎共通
科目

都市計画（1）
世界の住まい

国際都市経営概論（1）

都市の文化・芸術
国際都市経営概論（2）●

会計学概論

コンピュータ演習
グラフィックデザイン演習
演習領域 空間デザイン演習（1）

空間デザイン演習
（2）
空間デザイン演習（3）●
都市デジタルシミュレーション（1）
マーケティングリサーチ演習（1）

まちの観察
空間デザイン演習
（4）
●

Facilitation & Communication
都市デジタルシミュレーション（2）
都市デジタルシミュレーション（3）●
マーケティングリサーチ演習（2）
マーケティングリサーチ演習（3）●
SD PBL（2）

SD PBL（1）
都市の
ライフ
スタイル

都市の社会学

住宅と不動産
コミュニティマネジメント

都市の
マネジメント

都市の
デザイン
都市の
しくみ

レークスルーすることが重要だと思っています。

的に解析。その「本質」に迫ることで、
都市生活に

産官学に地域住民も加え、コミュニティやエリ

おける課題解決に貢献できる提案を行っている

ア単位で小さなイノベーションを起こしてい

のです。例えば、学生たちが主体となった研究で

く。そのためには物事の本質を捉えながら、皆さ

は、日常生活でのニーズを認識できていなかった

んも含めた都市生活者が自らイノベーションを

団地住民に対してワークショップを開催。そこで

起こし続けていくことが必要なのです。

都市デザイン

インテリアデザインと実務
建築史

都市政策

まちの防災

Urban Area Marketing☆
集客学

経営戦略論
経営財務

都市空間の演出
Urban Development & Management☆
都市ビジネス
エリアマネジメント

プロジェクトマネジメント

ユニバーサルデザイン
住まいの構法・生産・流通
住まいと環境

建築空間論
Urban Landscape☆
Urban Environment Design☆
リノベーションとコンバージョン

住宅計画

都市計画（2）

Urban Mobility☆

構造力学（1）及び演習
環境と設備

建築構造
構造力学（2）及び演習
鉄筋コンクリート構造

キャリアデザイン
（1）
キャリアデザイン
（2）
プロジェクト演習（1）

プロジェクト演習（2）

卒業研究（1）

卒業研究（2）

【学年配当しない科目】
まちづくり演習（1）
・
（2）
・
（3）／インターンシップ（1）
・
（2）／特別講義（1）
・
（2）
・
（3）／海外研修（1）
・
（2）／国際ワークショップ（1）
・
（2）
・
（3）☆／Special Lecture（ 4）
・
（5）☆
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。

[ 専門的に学べる研究室 ]
▍マーケティング研究室

▍都市イノベーション研究室

企業および都市や街づくりのマーケティ
ング、
ブランド戦略、広報・PR戦略を研究

都市生活学科の「未来に活きるKeywords」

UDX：デジタル技術による都市生活の変革
都市イノベーション
「都市の無限競争時代」ともいえるように、世界中の都市には
発展していくための戦略が非常に重要になってきていま
す。その中で今私たちがキーワードとして考えている
のがUDX。都市マネジメントにもDXを取り入れて、
世界的に競争力ある人々が住みよい街づくりを
実現していくことが求められているのです。

社会的相互作用の視点からコミュニティ
形成過程を解明、生活価値を社会的に創発

▍エリアマネジメント研究室

人をとりまく空間や都市との関係、人が
空間に惹きつけられる集客を科学的に考察

▍まちづくり経営研究室

より良い都市環境を創造する公民連携の
街づくりとマネジメント手法を探究

▍不動産マネジメント研究室

「事業、企画は成功するのか」テーマパークな
どを素材にビジネスの視点で将来をデザイン

Student VOICE

▶

都市ビジネスに関わる研究をグローバルか
つイノベーティブな視点で追究

▍プロジェクトマネジメント研究室

▍都市プランニング研究室

▍空間デザイン研究室

▍国際開発プロジェクト研究室

エコデザインを含む融合的研究で誰もが使
いやすい空間や製品のデザインをめざす

国際的・複合的な視点から、
社会に価値を実
現するためのプロジェクトマネジメントを追求

▍都市再生研究室

空間のすべてを対象に、建築やプロダク
トの境界を超えたデザインを研究提案

私たちが暮らす東京という街をもっと良く
するための様々な都市政策を学ぶ

学 科の学びと私の未来

hange

私の未来に向けて変えること
■ 商品企画・開発の仕事をする

■ 都市デジタルシミュレーション
（2）
道玄坂を各学生が考えたコンセプトを
もとに改革するプロジェクト。自分の企
画 を 空 想 で 終 わ ら せる の で は なく、
CAD上で目に見える形で他者と共有す
ることができたという点で自分の成長
を感じることができました。

● 商業施設士補

※
◆ 商業施設士 ◆ 建築士（二級）
（ 一級）
（ 木造） ★ 建築施工管理技士
★ インテリアコーディネーター ★ 福祉住環境コーディネーター２級 ★ 宅地建物取引士

もっと詳しく

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▶

Pick up!

＜成長につながった授業＞

地域社会のニーズに応える商品企
画をするならば、今以上に日本の
情勢や特定の地域に関する情報
を知る必要があると考えます。

★ 不動産鑑定士

●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
※所定の単位修得により必要となる実務経験年数を短縮することができます。

▶

環境に配慮しながら街の魅力や価値向上に
つなげる都市環境デザインの手法を研究

▍ユニバーサルデザイン研究室

防災と環境心理学をベースに
安全・安心な都市環境の実現を追究

示する役割を持つリーダーの役割を幾度も務めることで、
リーダー

LINKS

▍環境プランニング研究室

人間の感性や人間の行動特性から
インテリアデザインを科学的に追究

シップ力の向上と自分自身の成長を実感することができました。

[ めざせる資格・免許 ]

快適で持続可能な都市生活を実現していく
ためのモノやサービスの研究開発を実施

▍インテリアプランニング研究室

▍都市安全環境研究室

機会が多々あります。私はスケジュール管理や効果的な手法を提

東京都立南多摩中等教育学校出身

▍住宅生産研究室

街をデザインし、都市空間を考える。
空間の生成を都市につなげる

都市の豊かさを科学的分析し、
それを都
市プランニングに展開する手法を探求

授業では、
グループワークやプレゼンなど、仲間と協力して取り組む

髙槗 郁斗（ 4 年）

▍都市空間生成研究室

都市開発・投資に関し、
プロジェクトマネジ
メントを用い、
企画立案・価値創造を行う

グループワークを通じて
リーダーシップ力が向上。

都市生活学部 都市生活学科
都市イノベーション研究室

准教授

都市にイノベーションを生み出す空間、
仕組み、
人と人とのつながりについて学際的に研究する

▍コミュニティマネジメント研究室

▍集客空間研究室

069-070_学部学科紹介_都市生活学科.indd すべてのページ

後期

Urban Tourism☆
広告コミュニケーション
ブランド戦略

※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。
※都市生活創造コース、国際都市経営コースは2年次後期に選択。上記は国際都市経営コースのカリキュラムです。
※国際都市経営コースについてはP.108〜P.109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 ☆国際都市経営コース指定科目
●都市生活創造コースで選択科目となります。 ●都市生活創造コースで選択必修科目となります。

都市生活や都市間競争をめぐる諸問題
を経営・経済の視点から考える

069

前期

SD PBL（3）

建築法規
建築材料

▍経営戦略研究室

林 和眞

後期

民法と商法
統計と分析※MS

総合領域

入し、行き詰まった個所を学生たちの力でブ

査・購買行動といった意識に関するデータも複合

卒業研究

卒業研究・総合ワーク

を競うのではなく、行政や企業のみで
は踏み出せないプロジェクトに大学が参

●

都 市のデザイン
都 市のしくみ

3大スキルを基礎として、専門知識・スキル
を深める演習科目に取り組みます。企画
立案から成果を出すところまでを経験し、
プロジェクトを進める実践力を養います。

建築士
対応科目

域課題の解決には、単に発想やアイデア

4年
●

基礎的なスキルを身につけながら、1～2年次には、都市研究に必要な「空間を創造
できる能力」「コンピュータでデザインできる能力」「情報の収集·分析能力」の3大
スキルを修得します。

基幹科目

専門科目

います。UDX(アーバンデジタルトランスフォー

●

都 市のライフスタイル
都 市のマネジメント

プロジェクト演習・応用ワーク

PBL科目

得られた情報はA Iやビッグデータと掛け合わせ、

市文化…そのすべてにおいてイノ

3年
●

専門3大スキルを修得

専門基礎科目

S

D G s、魅力ある都市空間、豊かな都

多岐にわたる専門分野・国際化

2年
専門における重要なスキルを修 得

前期

イノベーションの種を未来へ。
情報テクノロジーで豊かな都市生活を創造。

●

オーストラリア・パースにある現地大学へ
４ヶ月間の留学に80名が参加します。

学部学科紹介

世田谷 キャンパス

2年

留学

卒業後の仕事のイメージは

119〜128ページへ▶

★めざせる資格

学 びの 領 域は

31〜32ページへ▶

資格・免許の詳細は

129ページへ▶
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