Graduate School of Science and Technology

理工学研究科

高いデザイン能 力を有する高度専門技術者の育成

また、連携大学院制度の導入、他大学との単位互換協

理工学研究科では、自然の法則と数理の構造を理解し、

定への参画など、実社会や他大学院生との交流も積極的

その知見を応用して人類の継続的な発展と幸福に貢献す

る、人間性豊かな研究者と高度専門職業人の養成を目標

に行っています。国内外の学会参加の費用補助や RA・

な学力の修得を図ると共に、全専攻に共通する広域的な

支援も整っており、積極的に研究を行おうと考える大学院

TA、助手への採用の制度、
その他奨学金制度など経済的

としています。各専攻に設置された科目を通して専門的

生にとって、充実した研究生活を送ることが出来る環境が

テーマや学際領域に関わる授業科目をバランスよく配置し、

用意されています。意欲ある多くの皆さんが理工学研究科

理工学の専門的な知識のみならず、科学技術を社会との

に入学されることを期待しています。

関わりの中で捉える広い視野と、境界領域や新しい分野

をも開拓しうる柔軟性を育成します。

※ RA・TA 制度、
助手制度については

P.010

を参照してください。

建築・都市学専攻の人材育成その他教育研究上の目的
国際建築都市デザイン系

総合芸術系

国際建築都市デザイン系では、国際的環境で通用する建築・

総合芸術系では、芸術文化の歴史と現在に対する洞察と、自然

都市デザインのプロフェッショナル、特に国際的な環境におい

と社会の環境への適切な配慮を、創造的な研究へとつなげてい

て建築・都市の創造・再生を実践的に担えるプランナーやデザイ

くことのできる人材を育成する。博士前期課程では、特定の芸

ナーを育成する。

術分野における深い知識と、分野を横断する広い知識を併せ持

博士前期課程では、国際的な環境における建築デザイン・都市

つ研究者・教育者・作家を育成する。

デザインの実践に必要な知識、語学力及び技能を有する研究者

博士後期課程では、博士前期課程で培った研究の専門性を一

又は高度専門職業人を育成する。博士後期課程では、博士前期

層高め、各芸術分野においてより先導的役割を担う人材を育成

課程で培った専門性を一層高め、国際社会での先導的役割を担

する。

う研究者・教育者・実務家を育成する。

建築・都市デザイン教育で世界をつなぐ 建築 ･ 都市学専攻

3つの特色

日本から世界へ・世界から日本へ

建築・都市デザイン分野における

知的プラットフォームの構築による

［グローバルに活躍出来る人材］
の

日本で初めての完全英語教育と

国内外での多様な

育成

学際的教育の実施

就業・実務機会の提供

● サステイナブルな低炭素社会の実現に向

● ワークショップ・ディスカッション重視の

● 海外建築・都市デザイン事務所との連携

けた学際的視野の獲得

● 世界的都市問題と地域固有の問題に対

応した多角的な視野の育成

欧米スタジオ形式のインタラクティブ指
導の実践

による就業支援プログラムの提供

● 海外大学との連携による留学機会の提供

● 欧米・アジアの建築・都市デザイン分野の

● グローバルなネットワークの構築とコミュ

大学との連携による多様な学習スタイル
の提供

● マーケットのグローバル化に対応した東

アジア・環太平洋地域との連携

ニケーション能力のスキルアップによる多
様な就業・実務機会の創出

および UNESCO/UIA 認定プロ
グラムによる国際的通用性のある建築教
育プログラムの提供

● JABEE

プログラム（博士前期課程２年間）
国際的視野に立ち、総合的かつ実践的に課題に対処出来るプロフェッショナルの育成
を目指し、ワークショップ・ディスカッション重視の指導による、国際的通用性のある高
度専門教育を行います。

建築都市
デザイン
スタジオ A

建築都市
デザイン
スタジオ B

建築都市
デザイン
スタジオ C

講義

ワークショップ
インターンシップ
講義

ワークショップ
インターンシップ
講義

［第1セメスター］

［第2セメスター］

［第3セメスター］

UIA 基準による
国際建築家資格取得カリキュラム
学位

修士設計

工学修士号、
建築学修士号、
学術修士号

UIA 建築教育憲章に準拠した教育プログラ
ムとして日本での認定機関である JABEE
より認定を得ることにより、
国際的通用性の
担保された建築教育を提供します。

［第4セメスター］

入学者受入方針（Admission Policy）、学位授与方針（Diploma Policy）、教育課程編成・実施方針（Curriculum Policy）、
理工学研究科の人材養成その他教育研究上の目的については、 P.102-105

理工学研究科 Web ページ

sst@mics.meiji.ac.jp

▲

▲

Meiji University Graduate School

平 日 08：30〜16：30 土曜日 08：30〜12：00 電話 044-934-7561 E-Mail
※休業期間やイベント等により事務取扱時間は変更となる場合があります。
▲
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検索

▲

明治大学大学院 理工学研究科

を参照してください。

建 築・都市学専攻
建築・都市学専攻

国際建築都市デザイン系

国際建築都市デザイン系

カリキュラム一覧

都市や建築分野における教育・研究・実務の領域では、国を超えた共通の課題や地域に

専修科目

根ざした固有の問題などを解決するために、国際的視野に立った高度専門家の育成が緊

Architecture and Urban Design Studies

急の課題となっています。
一方、近年、グローバルな経済変動の中で国内建築業界は長期停滞傾向にさらされ、今
後ますます海外進出を視野に入れた建築技術者の養成が求められています。
国際建築都市デザイン系では、国際的に通用するプランナーやデザイナーを育成して
います。

小林 正美

Architecture and Urban Design Studies

佐々木 宏幸

Architecture and Urban Design Studies

田中 友章

Architecture and Urban Design Studies

田村 順子

Architecture and Urban Design Studies

タルディッツ マニュエル

※2022年4月1日時点のものです。今後変更や見直しを行う場合があります。

2021年度 修士論文テーマ
Place making by the changes of perception

─ Emotions in the spatial sequences of Yoshio Taniguchi's architecture ─
“Festival-scape” ─ A study on the Revitalization and Creation of Rural Communities in the
Noto Peninsula by Focusing on Spaces for Local Festivals ─

▲

Patterns of Spatial Segregation ─ Study on Bottom-Up Approach to Understand How
small Difference in Individual Preference Influence Urban and Architectural Space ─

▲

▲ ▲

“Healthy design” for symbiosis

Meiji University Graduate School

▲

A Study on the Establishment and Clearance of Low ─ Income Community ─ A Case
Study on the Flood Control Project in Tote District, Kawasaki ─

Artistic Approach in Architectural Design

─ process and product of collaborative works in contemporary Japan ─
▲

Exploring a new architectural design theory
─ from grasping the function to accepting the given ─

▲

▲ ▲

A Possible City Environment from the Perspective of Creatures

Properties of locality

─ Identifying unique urban structure using spatial attributes of street space ─

The Third Place between Home & Facility for Caregivers

Features of War-related Sites and their Utilization for Area Revitalization

─ A Case Study on Military Fortress Sites in Tateyama, Chiba ─

理工学研究科

Craft Community ─ A Neighbirhood Formed by Manufactures of Nishijin Textiles ─

Architecture for Post-Disaster Communities ─ A Case of Relife in Porong ─

▲

▲ ▲ ▲

Development of Flood Management Projects in Urban Spaces

Changes in Urban Space with Inheritance of Festivals ─ Exploration of redevelopment
methods to inherit the regional characteristics of festival ─

▲

Expressway ─ oriented Development ─ Exploring a New Urban Structure Utilizing Space
Created by Mobility Revolution ─

Nigiwai Space as Commons ─ Quantitative analysis on sensory territory in narrow street
and its application to the common space design ─

▲

▲ ▲

A Study on the Updating of Residential Lots with an Excessive Building Stock

The “Life Phenomenon” in Tsukiji market
─ A planned event of destruction and construction ─

▲

Eco-Fashion district
─ Creating a circular economy and green strategy for Nakameguro ─

▲

▲ ▲

Mediating Conflictual Space : Design for Empowerment and Empathy for the Deprived

Graduate School of Science and Technology

修了生からのメッセージ
博士前期課程

Master’
s Program

Two years of practical and stimulating experience

山田 理紗
YAMADA Risa
建築・都市学専攻
国際建築都市デザイン系
2022年3月修了

While studying architecture, I became interested in “cities”
where people live, and decided to enter graduate school.
I had never studied abroad before, not was very good
at English. However, this little challenge turned out to be
a two-year experience that greatly expanded my own
possibilities.
All classes are held in English in I-AUD. Students learn
“practical architecture and urban design” from a global
perspective, including urban research, architectural design,
and presentations. The program aims not only to develop
practical language skills, but also to absorb knowledge
and output (both group and individual) in parallel.
The teachers, who are professionals in various fields, deal
with us one-on-one and give much advice. Classes are
conducted in a friendly atmosphere, with lively discussions
using drawings and models.
The studio group works, workshops and research
activities provided opportunities for us to cooperate
equally and frequently with members from different cultural
backgrounds. I was trained to actively converse in English
and how to express my ideas and communicate them to
others. Even with limited language skills, it is important to

communicate your ideas with enthusiasm and drawing. In
I-AUD, you always have opportunity to challenge.
Graduate school is a transitional period before going
out into society. The two years of freedom to challenge
everything has greatly broaden my horizons. It also made
me realize that the global stage is closer than I thought.

師事していた教員は？

佐々木 宏幸

教授

We are working on urban design planning, research, practical
projects through participation in projects in collaboration
with various stakeholders. In the Shibuya project, I explored
the future of public space development and the design of
road public space where the bicycle running zone will be
maintained, and I enjoyed seeing how cities were updated by
building consensus among people with different goals.
教員情報
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建 築・都市学専攻
建築・都市学専攻

総合芸術系

総合芸術系では、芸術文化の歴史と現在に対する洞察と、自然と社会
の環境への適切な配慮を、創造的な研究へとつなげていくことの出来る
人材育成を目的とします。
修了後の進路としては、高等教育機関教員、アーティスト、キュレー
ター、批評家、ジャーナリスト、自治体・企業等における文化支援部門の
専門職などが挙げられます。

総合芸術系
カリキュラム一覧
主要科目

特修科目

総合芸術研究

現代美術特論

担当教員

総合芸術研究

映画と都市

文学と都市

総合芸術研究

映画史特論

批評特論

総合芸術研究

フィルム・アダプテーション特論 ポストモダン文化特論

波戸岡 景太

総合芸術研究

環境と人文学

鞍田

総合芸術研究

ワークショップ・デザイン特論

写真史特論

倉石 信乃
清岡 智比古

総合芸術特論

環境とデザイン
空間表象特論

管 啓次郎
崇

山本 洋平

※2022年4月1日時点のものです。今後変更や見直しを行う場合があります。
※一部の科目について、
生田キャンパスで開講する場合があります。

2021年度 修士論文テーマ
▲ ▲ ▲ ▲

モノとしての建築とベンヤミン的憂鬱 ―視野狭窄と注意散漫の弁証法―
第四の壁の壊し方 ―1960年代実験映画と大林宣彦―

トリックスターはみな踊る ―村上春樹と大江健三郎―
物質と感覚 ―藤枝静男論―

修了生からのメッセージ
博士前期課程

Master’
s Program

領域横断的な研究を目指して
総合芸術系は、学際的な研究ができるところが魅力です。
学際的とは、一つの分野に留まらず複数の領域を横断した

究生・先生方から得ることができ、自らの思考の幅が広がっ
た、と成長を実感しています。

研究ができる、ということです。実際に本専攻には、映画・
写真・建築・文学・音楽…など多様な分野に詳しい先生方と
研究生が在籍しており、日々新たな発見と刺激が得られる
環境です。また、もう一つの特徴は自ら「表現する」ことも

工藤 奈津子

奨励されている点です。研究生たちは各々の興味のある分

KUDO Natsuko

野で、それぞれ試行錯誤を重ねています。私自身は、これま

建築・都市学専攻
総合芸術系
2022年3月修了

う場所だからこそ、自分に全くない視点を、他の分野や研

で近代文学を専門に研究してきました。
「総合芸術系」とい

師事していた教員は？

波戸岡 景太

教員情報
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教授

私が所属している研究室では、現代のポップカルチャー、特に
映画・文学などを中心に学んでいます。硬派な文学作品だけでな
く、ライトノベルなども扱うため、視野が広がります。さらに、
「小
説と映画の関係」や「映画と演劇の関係」など、領域横断的な学び
ができる点が特徴です。

P.181

建築・都市学専攻

Graduate School of Science and Technology

教員一覧

国 際 建 築 都 市 デ ザイン 系

総合芸術系

※ 2022 年 4 月 1 日時点のものです。今後変更や見直しを行う場合があります。

※ 2022 年 4 月 1 日時点のものです。今後変更や見直しを行う場合があります。

小林 正美

KOBAYASHI Masami

工学博士
教授

研究
分野

建築設計および都市デザイン論

清岡 智比古

KIYOOKA Tomohiko

教授

研究
分野

映画論／詩論／都市論

【最終学歴】東京大学大学院 【担当授業科目】Architecture

【最終学歴】上智大学大学院 【担当授業科目】映画と都市／

「シャレットワー
and Urban Design Studies 【研究テーマ】

文学と都市 【研究テーマ】都市論と映画論を組み合わせ、現

クショップ」の実践と評価／視覚的シークエンスの研究／ユビ

代のディアスポラの様相を探る／日本近現詩論 【主な著書・

キタス技術による都市回遊性の研究 【主な著書・論文】
「ボス

論文】
『東京詩』／『エキゾチック・パリ案内』／『パリ移民映画』

トン建築探訪」
（丸善）／「東京再生」
（学芸出版社）／市民が関

／『混成世界のポルトラーノ』
（共著）

わるパブリックスペースのデザイン
（エクスナレジ社）

佐々木 宏幸
SASAKI Hiroyuki

博士
（芸術工学）
教授

研究
分野

アーバンデザイン／都市・地域計画

倉石 信乃

KURAISHI Shino

教授

研究
分野

近現代美術史・写真史・美術館学

【最終学歴】
カリフォルニア大学バークレー校大学院 【担当授

【最終学歴】多摩美術大学 【担当授業科目】総合芸術研究／

業科目 】Architecture and Urban Design Studies 【 研究
テーマ】戦略的アーバンデザインの実践手法／フォーム・ベース

アート造形学／アーカイブ・コンテンツ特論 【研究テーマ】複

ド・コード／ニューアーバニズム／公共空間のデザインと活用

に拠って考察する 【主な著書・論文】
『スナップショット─写真

【主な著書・論文】飯田市中心市街地活性化に向けた裏界線の

の輝き』
（大修館書店・2010年）／『反写真論』
（オシリス発行・

活用に関する研究／「歩行者利用可能な路上駐車帯「フレキシ

河出書房新社・1999 年）／『失楽園：風景表現の近代 1870-

ブル・ゾーン」
を有する街路に関する研究」／路上駐車帯の屋外

（共著・大修館書店・2004年）
1945』

製技術時代以降の視覚芸術の可能性を、具体的な作品・資料

Meiji University Graduate School

飲食空間としての利用に関する研究

田中 友章

TANAKA Tomoaki

博士
（建築学） 研究
分野
教授

建築設計／建築計画／敷地計画

管 啓次郎
SUGA Keijiro

【最終学歴】早稲田大学大学院 【担当授業科目】
Architecture

教授

研究
分野

比較詩学／批評理論

【最終学歴】
ワシントン大学（シアトル） 博士論文提出資格取

and Urban Design Studies 【研究テーマ】場所に応答する

得 【担当授業科目】総合芸術研究／映像文化特論 【研究

敷地計画に関する研究／複数敷地区画の包括的・協調的計画

テーマ】現代地球社会における文化創造の分析 【主な著書・
理工学研究科

論文】
『コロンブスの犬』
／
『狼が連れだって走る月』
／
『斜線の旅』

に関する研究／大学における新たな学びの場に関する研究 【主

（読売文学賞）
／
『時制論』
『数と夕方』
（詩集）
／
『ストレンジオグ

な著書・論文】
「密集市街地における連担建築物設計制度の活

ラフィ』

用に関する研究」
（日本建築学会計画系論文集）／「都市建築
のかたち」
（共著・日本建築学会・丸善）
／
「住むための建築計画」
（共著・彰国社）

田村 順子
TAMURA Junko

博士
（工学）
特任准教授

研究
分野

建築・都市デザイン論、
コミュニティ開発

波戸岡 景太
HATOOKA Keita

研究
分野

現代文学およびポップカルチャーを
中心とした表象文化論

【最終学歴】慶應義塾大学大学院 【担当授業科目】総合芸術

and Urban Design Studies 【研究テーマ】低所得者居住地

研究／文芸コンテンツ特論 【研究テーマ】
ピンチョン文学に

域における住環境改善の実践的アプローチ／持続的地域開発

あらわれた近現代史観を基礎とする、コンテンツ批評の実践

のコミュニティ支援 【主な著書・論文】
「Spatial Patterns in
Incremental Process of Low-Income Population―The

【主な著書・論文】
『オープンスペース・アメリカ―荒野から始ま

Graduate School of Science and Technology

【最終学歴】東京大学大学院 【担当授業科目】Architecture

博士
（文学）
教授

る環境表象文化論』
（2009年）／『ピンチョンの動物園』
（2011

（日本建築学
Case of Lusaka Sites and Services Project」
会計画系論文集 ）／「D Catalogue: Planning and Design,
（編者、共著、
Center for Sustainable Urban Regeneration」

年）
／
『ラノベのなかの現代日本―ポップ／ぼっち／ノスタルジア』
（2013年）／『ロケットの正午を待っている』
（2016年）／『映画
原作派のためのアダプテーション入門』
（2017年）

東京大学都市持続再生研究センター）

タルディッツ，マニュエル C.
Tardits Manuel Covi

博士
（工学）
特任教授

研究
分野

建築と都市の
デザイン関係の理論研究

鞍田 崇

KURATA Takashi

【最終学歴】東京大学大学院 【担当授業科目】Architecture

博士
研究
（人間・環境学）
分野
准教授

哲学／デザイン／環境人文学

【最終学歴】京都大学大学院 【担当授業科目】環境と人文学

and Urban Design Studies 【研究テーマ】経済や人口構造

／環境とデザイン 【研究テーマ】地球規模の環境・社会変化

の変化の時に将来の日本の都市における新たな課題に対処し

を克服する人文的アプローチの確立 【主な著書・論文】
『フー

ます。新しい都市部と建築の計画に関する研究 【主な著書・

ドスケープ』
（共著・アノニマスタジオ・2016年）
／
『民藝のインティ

論文】
「団地再生計画／みかんぐみのリノベーションカタログ」
／

マシー―「いとおしさ」
をデザインする』
（単著・明治大学出版会・

「Post-office − ワ ー クス ペ ース 改 造 計 画− 」／「Tokyo,

／
『
「生活工芸」
の時代』
（共著・新潮社・2014年）
／
『人
2015年）
間科学としての地球環境学』
（ 共著・京都通信社・2013年）／

Portraits and Fictions」／『日本、家の列島』／ Le charpentier
et lʼarchitecte

『
〈民藝〉
のレッスン─つたなさの技法』
（編著・フィルムアート社・

2012年）

山本 洋平

YAMAMOTO Yohei

博士
（文学）
准教授

研究
分野

アメリカ文化・文学研究、
環境文学研究

【最終学歴】立教大学大学院 【担当授業科目】空間表象特論、
ワークショップ・デザイン特論 【研究テーマ】環境文学論（場
所／空間／風景／都市）、学術ワークショップの実践 【主な
著書・論文 】“Unsettling the Wilderness: Thoreauʼs Post” 2021年）／『深まり
Sublime Vision in The Maine Woods（
ゆくアメリカ文学 源流と展開 』
（ 共編著・ミネルヴァ書房、

2021年）／『環境人文学 I 文化の中の自然』／『環境人文学Ⅱ
他者としての自然』
（共編著・勉誠出版・2017年）
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