
農村計画・地域計画・建築計画
三橋 伸夫　教授

　
一年年次 二年年次 三年年次

四年次 学習・教育

前期 後期 前期 後期 前期 後期
四年次

目標

Integrated 
English 
ⅠA・ⅠB

Integrated 
English 
ⅡA・ⅡB

Advanced 
English Ⅰ

Advanced 
English
 Ⅰ(IR)

(1)科学技術に対す現代社会
のリテラ

会で活躍する人
ラシーを培う 情報処理基礎 　

(1)科学技術に対す
る共通的リテラシ
ーを身に付ける

スポーツと健
康

とちぎ終章学
総論 　

　

幅広く深深い教養と豊か

とちぎ終章学
特講

　

(2)多様な主体とのな人間性性を養う (2)多様な主体とのな人間性性を養う
人文科学系科目
初習外国語系科

目・社会科学系
科目・基盤キャ

科目・自然科学
リア教育科目

学系科目・健康科学系科目・総総合系科目・ 間で意思疎通が図
れる能力を身に付
ける

基礎科目
または

　 新入生
セミナー

　 　 　 　 　

ける

基盤教育科目

地域デ
ザイン

地域デザイン
学序論A

地域デザイン
学序論B
地域デザイン
学序論C

ザイン
学
のあり 共通専門基礎

地域の姿と課
題I GIS演習

地域の姿と課
題II

地域デザイン
倫理

(3)人間と社会に関
する教養を身に付
ける

方と専
門の基
礎を学
ぶ

・共通専門 地域コミュニ
ケーション演
習

ワークショッ
プ演習

　 　
　

け

ぶ
地域デザイン訪訪問 地域プロジェククト演習

微分積分学
及演習

線形代数学
及演習 (4)建築技術者とし

日本語領域 　 　 　 　
工業日本語
基礎Ⅰ

工業日本語
基礎Ⅱ

工業日本語
応用

ての倫理観を養う

設計製図 建築図学
建築設計基礎

建築設計製図
Ⅰ

建築設計製図
Ⅱ

建築設計製図
III

建築地域設計
製図

(5)自然現象のメカ
ニズムを理解し、

実習
学外実習I
学外実習II

建築インターン
建築学外実習

ンシップ
建築技術に活かす
能力を身に付ける

建築計画
　 　 建築計画学Ⅰ 建築計画学II 建築計画学Ⅲ 建築計画学Ⅳ

(6)人間および社会
の要求・条件を理
解し 建築・地建築計画

　 　 　 都市計画 地区計画
解し、建築・地
域・環境・制度を
構想する能力を身

建築意匠 　 　 　 建築デザイン
構想する能力を身
に付ける

建築学
と地域
デザイ

建築史
建築再生 　 　

建築コンバー
ション論 建築史Ⅰ

建築史II
建築リサイク
ル学

建築史III

卒業設計

(7)資源活用と建設
プロセスを構想
し、建築として実
現する能力を身に

専門科目 ン学の
基礎と
応用を 建築安全

バリアフリー
建築論

高齢者防災論
建築法規

・
卒業研究

現する能力を身に
付ける

学ぶ
(8)歴史文化を尊重

建築構造

建築構造力学
Ⅰ

建築構造力学
II

建築構造力学
Ⅲ

建築構造力学
Ⅳ 鉄骨構造

構造設計論
※2

(8)歴史文化を尊重
し、目標を立てて
建築・地域を想像
するデザイン能力建築構造

建築構造力学
演習Ⅰ

建築構造力学
演習Ⅱ

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
構造 土質基礎工学

するデザイン能力
を身につける

建築 境
　 　 環境工学Ⅰ 環境工学Ⅱ 建築環境実験

建築環境
建築設備 　 　 設備工学Ⅰ

設備工学Ⅱ
設備設計論

設備工学Ⅲ
地域環境エネ
ルギー計画

(9)工学・地域デザ
イン科学と芸術の
バランスのとれた

建築材料
建築構法 　 　 建築構法 建築材料Ⅰ

建築材料Ⅱ
建築材料実験 建築生産

バランスのとれた
感性を磨く

※1:奇数年開講講、※2:偶偶数年開講 基礎段階 応用段階 総合段階

　建築あるいは地域の計画・デザ
イン（まちづくり）を利用者・生
活者である住民の参画にもとづい
て行う際の効果的な手法を検討し
ます。
　建築ならびに地域空間を人間－環境系ととら
え、その計画・デザインを人間のもつ環境認
知・行動メカニズムに依拠して行うための諸
事項を検討します。
　ＮＰＯと連携してコミュニティ形成を進め
るための方策を検討します。
　高齢者の行動・心理特性と社会の諸動向を
勘案した建築や地域空間のあり方について検
討します。

　わたしからのメッセージは「建築は
面白い」です。なぜ面白いのか、以下
に説明します。
　　英語で建築はARCHITECTUREです
が、これはARCHI（アーチ、つなげる）
とTECTURE（テクノロジー、技術）から
構成されます。語源から、建築は、さ
まざまな技術をつなげて統合する高度な技術、ということになりま
す。具体的に言うと、建物という入れ物をつくる技術のみならず、
入れ物のあるじである人間の基本的な生活要求（安全性、保健性、
能率性、快適性と要約されます）を満たすための技術も含みます。
このため人間ならびに人間集団がつくる社会や文化、歴史、そして
建物が建つ地域の気候や地盤など自然に対する理解が建築を創造す
る上で欠かせません。したがって、工学や自然科学のみならず、広
く人文・社会科学にわたる知識まで学ぶ必要があるのです。言い換
えれば、工学系ではあっても歴史（建築史）、心理学（認知心理
学）、社会学（コミュニティ）、法律（建築法規）、などが学べる
のです。
　　大学において建築を学んだあかしのひとつとして、建築士とい
う国家資格の取得があります。社会もそのように受け止めます。
上で述べた理由から、建築士の試験は大変広い分野の知識が問
われるのです。やりがいのある分野、多彩な学びが拡がる分野なの
で面白いのです。チャレンジしませんか。　

都市・地域の空間をデザインする

建築都市デザイン学科
教員からのメッセージ
三橋 伸夫　教授

建築都市デザイン学科とは

した。(2) 建築に関する教育研究について、都市・地域との関わりをいっそう強
めるために、コミュニティ、まちづくりなど人文・社会科学系の授業科目を充実
させました。(3) ワークショップ、地域での実習・演習のみならず一般の専門科
目も含めて、アクティブ・ラーニングと呼ばれる、学ぶ側が主体的に参加する実
践的な授業形態を追求します。
 こうした変更にもとづき、建築都市デザイン学科は、人間の居住環境を支える高
度な建築技術を用いて、高齢化、エネルギー問題、防災などの課題を含めて解決
し都市・地域の空間を創造する、新たな地域デザインとしての建築のあり方を追
究します。
■想定される就職先は、建設業、建築設計事務所、住宅メーカー、建材メーカ
ー、公務員（技術職）、公益企業（エネルギー、鉄道、通信）、不動産業、コン
サルタント、インテリアなどです。

 建築都市デザイン学科は、工学部建設学科
建築学コース（平成27年度まで）が学生定
員を増やし、独立した学科として新学部に
移行するものです。
　 　これまでと同様、建築に関する幅広い
知識と高度な専門技術を有する建築家、建
築技術者、研究者および教育者の育成とい
う目標は全く変わりありませんが、
大きな変更点は以下の三点です。　(1) 教育
研究分野として、従来の４分野（構造、計
画・意匠、環境・設備、材料・構法）に加
えて、新たに建築安全学（バリアフリー
建築など）と建築再生学（建築リサイクル
など）の２分野を強化し、教員を増やしま
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情報処理基礎情報処理基礎理基礎礎理基礎理
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康

とちぎ終章学とちぎ終章学とちぎ終章章学とち
総論総総論

とちぎ終章学とちぎ終章学とちぎ終章学ぎ終章ぎ終章ぎ終章ぎ終章終章終章学ぎ終章とちぎ終ぎ終章終章と 終章学章学
特特講特講

人文科学系科目
初習外国語系科初習外国語

目・社会科社会科社会科社社社社社社社社社社社 学系学系系学系
科目・基盤盤盤キャキャキャキャ

系科目・自然科学系科目・自然科系科目系科
リア教育科目リア教育科目
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新入生新入生
セミナーセミナー

地域デザインデザイ
学序論A学序論A

地域デザインイン域デザインザインザインインンザ ン
学序論B学序学序学学序学学序学学学序学学学学序学序学序学学学学序学学学
地地地地域デザイ地域デザイン地地地地地地地地地地地地域域域域
学序学序論C学序学序論学序学序序

地域の姿と課姿の姿と課の姿と課姿と課とと課とと課課課課課と課課姿姿と姿と課と課と姿と課課姿姿姿と課課姿姿と課課の姿と課課の姿との と課の姿と課ののののの姿と課課の姿と姿 課
題I題II GGISISSS演習演習演習S演習習演習習習習演習習S 習演習演演習

地域の姿と課地域の姿と課
題II題II

地域デザイン地域デザイン
倫理倫理

地域コ地域地域域域域コ域コ域コミ ニコミ ニミミミミミュニュコミ ニコミュニ域コミュ域域コミュ域域ココミコミコミュコミュニニミュニミュニコミュニ域コ域ココミコミュ地域コミュミュュニ地域 ミココ
ケケーション演演ン演演
習習習習習

ワークショッワークショッ
プ演習演習

地域デザイン訪域デザイン訪域デザイデザイデザイイ域デザイデザイイデザイイザイ 訪問訪 地域プロジェク地域プロジェ域プロジェククト演習習

微分積分学微分積分微微分微分微分微分積分分積分分積分積積積分積分微分積分微分微分積分分学微分分 分微分微分微分分積分学分 分分分分微分分分分 分分分
及演習及演及演習演演演習習習及演演演習習演演

線形代数学線形代数学線形代数学学学学学学学学学線線 学学
及演及演習及演及演及演

建建建築図学建築図学築図築建築建築図学築図築建築築図学学築築築建築
建築設築設築築設築築設計基礎築設設計設計基礎築設計基礎建築築設築設設設設築建築 礎

建築設計製図建築設計製図建築設計製図建築建築設計建築設計 図図図計製図図建 図図築 図図図
ⅠⅠⅠ

建築設計製図建築設計製図図図図図図図図図
ⅡⅡⅡⅡ

建築設計製図建築設計製図建築設計製図建 計製計設計製設計製建築設計製図設計建建
IIIIIIIIIIIIIIII

建築地域設計建築地域設計築地域設計築地域設計地域設計設計設計設計設計計設設計築地域設計
製図製図図製図図製製図図製図図図図

学外実学外実学外実学学外実習外実習I学外実外実外実習学外実習学学外学学外実習学外学外実学外学外実外実外実外実学外実習I学学外学 実実学外実実実
学外実習外実習学外実習II学外実習II実習II学外実習学外実習II学外実習II実習II

建築インタ建築インタ建築インタ築インターン築建築インイ築インターン築インターンンターン築インターンターンンターンターン建築インタイ建築インター築インター建築インターンンンイイインターンーン建築建築インターン建建築インターン建築イン築イン築建築インタターン築インター建築インタン ーンーンイ タ建築インタ建建築
建築学外実習建築学外実習実習建築学外実実実習実建築学外実習築学外実習建築学外建築学外実習建築学外実習建築学外実学外実

シシシップンシップップンシップンシップンシップシップンシッシップップンシップンシップップップッンシッシッンシップッシップンシンシップププ

建築計画学建築計画学建築計画学計画学Ⅰ計画学Ⅰ計計画学画学建築計画学Ⅰ画学画学Ⅰ画学Ⅰ学学計画学Ⅰ計画建築計画学Ⅰ計画学Ⅰ学画学画画学Ⅰ学画 ⅠⅠ計画 建築計画学建築計画学建築計画学建築計画学建築計画学II建築計画学建築計画学II計建築計画学II計画学II建建建建築計画建築計画学計画学建築計画建築計画学建築計画築 学建築建築計画学建築建築計画学築計築計建築計画学計画学II学 建建建築計画学Ⅲ建築計画学Ⅲ建築計画学Ⅲ建築計画学Ⅲ画学Ⅲ画学学Ⅲ建築計画学Ⅲ建築計画学Ⅲ建 画学Ⅲ学学学Ⅲ 建築計画学Ⅳ建築計画学Ⅳ建築計画学Ⅳ計画学Ⅳ画学学Ⅳ学Ⅳ学学学学ⅣⅣ画学Ⅳ学学ⅣⅣⅣⅣ学Ⅳ

都市計画都市計画都市計画都市計計画都市計都市計都市計計市計市計市計計都市市計市市 地区計地区計画地区計画地区計画区計画地区計画地区計画区計画区計画地区計画区計画区計区計画計画地区計区計画区計画区計画地区計画

建築デザイン築デザイン建築デザイン建築デザ築デ築デザイン築建築デザインデザイン築築築デザイ建築デザイ築築デザイン

建築コンバー建築コンバー建築建築コンバー建築コンバー建築コンバ築建築コンバー建築コンバ建築 ンバ築コンバー築コンバー建築コンバー築コンバー築建築コンバ築コンバココン
ション論ション論ション論ション論ショション論ン論ンンンション論論論ション論ョン論ション論 建築史建築史築史築築史建築史Ⅰ建築史Ⅰ築史建築史Ⅰ建 史建築史Ⅰ

建築史II建築史II建建築史II建築史I建築史II建建築史建築史史IIII建築史II建築史II築史
建築建築リサイク築リサイク建築リサリサイクサ建築リササ建建築リサイク建築リサイク建築リサイク
ル学ル学ル学ル学学ル学ル

建建建建建築史建築史建築史III建築築築史築築史建築史III建築史建築建築史

卒業設計卒業設計卒業設計卒業卒業

ババリアフリーリーリーーーリーリリーリ
建築建築論建築建建築論論論建建築論建築論建築論建

高齢者防災論齢者防災論齢者防災論者防災論
建築法規建築法規建築法規建築法規建築法規建 法法規建 法法規法建築法建建 法

・・・
卒業研究卒業研究卒卒業卒業研究卒業業研究

建築建建築築構造力学築構造力学構造力学構構造力造力構造力力学学学学学学築構構 学学学築 学学構造力学学力学学学学学学学学学学学学
ⅠⅠⅠ
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空間・意匠
設計

構造・材料
設計

環境・設備
設計

快適性

エネルギー

地域資源

維持管理

安心・安全

まちづくり

生活
デザイン

歴史景観

防災

建築設備学・建築環境工学
郡 公子　教授
　 人にとって健康的な室内環
境をつくることと同時に、健
全な地球環境を守るための省
エネルギーも重要です。そのた
め、高性能な建築とエネルギ
ー有効利用の設備システムを一
体的に機能させてよい環境を
つくりあげる方法を、研究して
います。
　 例えば、自然通風やシーリ
ングファン(天井扇)と冷房を巧
みに組み合わせ自動切換えする
空調、ガラス建築を可能とす
る高性能窓システム、建築の蓄
熱性を利用する放射冷暖房の
研究です。

　 鉄骨造の建築物は木造や鉄筋
コンクリート造の建築物に比べ
て、超高層や大空間が可能で
す。工場で製作された柱や梁を
接合して組み立て、この「接合

建築構造・鋼構造
増田 浩志　教授

リサイクル・ 建築再生・木質材料
中島 史郎　教授

 良い建築物を造るには、良い建築
材料を使う必要があります。良い
建築材料を作るには、その材料の
特性を深く知り、適切な方法で作
る必要があります。

建築材料・コンクリート工学
杉山 央　教授

例えば、代表的な建築材料であるコンクリー
トはセメント、水、骨材（砂、砂利、砕石）
などを混ぜて作り、時間の経過とともに硬化
していきます。硬化過程においてはコンクリ
ート中の熱や水分が複雑な挙動を示し、この
ような熱や水分の影響によってコンクリート
の強度も異なってきます。そこで、コンクリ
ート中の発熱、熱伝導、水分拡散の現象を数
値解析によって予測するとともに、これらが
コンクリート強度に及ぼす影響を精緻に推定
するシステムの開発に取り組んでいます。

部」は溶接やボルトで接合されます。地震によ
って接合部が壊れることは建物全体が崩壊す
る要因となります。研究室では接合部が実際に
どのように壊れるのかメカニズムを実験や解
析によって解明し、その結果を生かしてより優
れた性能を持つ新しい接合部の開発を行って
います。

　建築物のCO2排出量を定量的に評価するため
　の研究を行っています。
■木造建築物の物理的耐用年数の評価
　木造建築物の物理的耐用年数を計算する手法
　についての研究を行っています。
■木質構造材料の材料性能評価
　地域材を原料とする新しい木質構造材料につ
　いて、その性能を評価するための研究を
　行っています。

■建築における資源循環と再生
　建築物の分別解体と解体材の再資
　源化についての研究を行います。
■建築物の木造化による
　二酸化炭素排出抑制効果



　建築のデザインは、現代を生き
る私達にフィットする空間を創
造することを目指して、小さな家
具から地域・都市にいたる様々
な関係を組み立て、ひとつの建
物にまとめていく作業です。

建築意匠・建築設計
安森 亮雄　准教授

　建築安全学・建築計画学・環
境心理学に根ざして、生活者の
視点にたって生活環境全般の評
価と改善に取り組みます。
　生活環境は物理的な場所・空
間の問題だけでなく、
社会的な人間関係や立場であったり、規則や
習慣の運用的な環境も含まれます。
　 したがって建築計画・設計だけでなく、使
いこなしの支援も行います。

建築安全学・建築計画学・
環境心理学
古賀 誉章　准教授

建築環境工学・建築設備・
都市環境工学
横尾 昇剛　准教授
　近年、地球環境問題が注視さ
れていますが、私たちが日ごろ
生活を送っている、都市そして
住宅が、その問題を引き起こす
原因の一つになっています。
　 都市レベルの研究では、都市生活に起因す
るエコロジカルフットプリント（環境負荷）
についての分析を行っています。建築レベル
では、環境に配慮した都市づくり、住宅づ
くりのため
の基礎的な
計画手法に
ついて整理
しています。

　 地域産の大谷石の建造物や、地方都市の中
心市街地、大学キャンパスなどを対象に、建
築と都市のデザインについて研究していま
す。また、校舎改修や、まちなかの居場所な
どの設計を行い、研究活動と設計活動を相互
にフィードバックさせながら、現代の建築デ
ザインの方法論を探求しています。

釜川 川床桜まつり会場UUプラザ改修

建築構造・鋼構造・耐震工学
中野 達也　准教授
　 建築物の最も重要な役割は、
人々や財産を地震などの外乱から
守ることであり、安心して暮らすこ
とができる空間が要求されます。

実大試験体（部分骨組架構）の載荷実験の様子

な影響を及ぼします。そこで、実験的アプロー
チを中心に、接合部性能の解明、接合部設計の
合理化、新しい接合構法の開発に関する研究に
取り組んでいます。

　鋼構造建築物では、柱と梁を接合する柱梁接
合部の力学挙動が建築物全体の耐震性能に大き
な影響を及ぼします。そこで、実験的アプローな影響を及ぼします。そこで、実験的アプローな影響を及ぼします。そこで、実験的アプロー
チを中心に、接合部性能の解明、接合部設計のチを中心に、接合部性能の解明、接合部設計のチ のチを中心に 接合部性能の解明 接合部設計のチを中心に、接合部性能の解明、接合部設計の
合 に合理化、新しい接合構法の開発に関する研究に合理化 新し 接合構法の開発に関する研究に合理化 新し 接合構法の開発に関する研究に合理化、新しい接合構法の開発に関する研究に
取取り組んでいます。取取り組ん ます取り組んでいます。

建築生産・維持管理・建築構法
藤本 郷史　准教授

建築設備・建築環境工学
糸井川 高穂　助教

　 建築物ライフサイクルの各段
階において、建物の長寿命化や
環境負荷低減にかかわる以下の
ような研究開発にとりくんでい
ます。

　健康で快適な建築環境の構築を
目的として、以下のような技術開
発・研究に取り組んでいます。
・様々な空調設備の生理的・心理
的に最適な制御
・省エネルギー性と快適性
を両立させる空調設備
・ヒートショ
ックや熱中症
などの室内の
熱的な危険の
程度の推定と
対策

　私たちをとりまく生活空間に
は、建物立地や地形といった物
理的な情報や、少子高齢化や格
差といった社会的な情報など
様々な情報が存在します。
　これらの情報やデジタル化技
術を駆使し、都市の“在る姿”を
定量的に露呈させることで、目
に見える将来的な計画を検討し
ています。

都市計画・都市解析・建築計画
佐藤 栄治　准教授

建築構造・木質構造
中島 昌一　助教
　栃木県では、県の面積のおよ
そ半分が森林、そのおよそ半分
が人工林です。この人工林を維
持するために、適度に育った木
の伐採、利用、そして再植林と
いう循環を回していくことが必
要です。木材は、再生産可能な
資源であり、これを循環して利
用することは社会のエネルギー
消費を抑える方法のひとつであ
ると考えられています。
　利用法のひとつとして、木造
の現代的なオフィスビルや集合
住宅等の実現を目指します。そ
れに向けて、木材の性質や構造
物の性能を研究しています。

　 工事や建築物の実態を把握しながら研究を
進めるよう心がけています。下に示す写真
は、工事現場での実測を行った時の様子で
す。学生の皆さんと研究をご一緒できるのを
楽しみにしています。


