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建築・デザイン分野では、

『建築学』を母体に、建築・都市から生活用品まで、

建築を中心としたすべての「もの」を機能的で美しく創造するために

必要な発想法や技術を学ぶことができます

人類の誕生以来、人間は、道具の製作、図像による情報伝達、住居の形成など、

人間自らが創造してきたものによって支えられています

こうした世の中の普遍の行為といっても過言でない創造活動に関する取り組みは、

今後も大きな発展が期待される分野です

1.1 建築・デザイン分野について

建築・ﾃﾞｻﾞｲﾝ
分野で
学べること

１
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名古屋工業大学建築学科

（現、社会工学科 建築・デザイン分野）は、

東京帝国大学に次ぐ我が国二番目の官立の建築学の

高等教育機関として、

1905年（明治38）9月に創立されました。

本分野で教育を受けた卒業生の多数が、

産官学の幅広い分野において、

近代日本の建築文化や建築学の発展に

大きく貢献しています。

1.2 建築・デザイン分野の歴史

左写真：岡崎信用金庫資料館(1917)旧岡崎銀行本店
名古屋高等工業学校建築科
初代教授 鈴木禎次 設計

建築・ﾃﾞｻﾞｲﾝ
分野で
学べること

１



1.3 建築学とは 5

建築
計画学

建築
環境学

建築
構造学

建築
材料学

ﾃﾞｻﾞｲﾝ学

建築史
・

建築意匠学

人

建築
建築学（Architecture）は

技芸（-tecture）を

総合（Arch-）する学問として

その概念が生まれました

建物を建てる技術のみならず、

美しさや豊かさのような芸術的な側面もあります

そのため、建築学を修得するには

芸術・文化・社会に関連することから

文系、理系を問わない幅広い知識を

修得する必要があります

建築・ﾃﾞｻﾞｲﾝ
分野で
学べること

１



1.4 名工大建築・デザイン分野の特色 6

名工大 建築・デザイン分野では、

人が日々生活する住宅や学校等の

建築物の設計に関する学問を

中心として学びつつ、

人の生活用品のデザインといった

小さいスケールから都市計画といった

大きなスケールまで幅広く

学ぶことができます

建築物の材料、構造、環境、

歴史、意匠、計画、デザイン等の

様々な専門分野を広く学び、深く研究します

建築材料学 建築構造学 建築環境学

建築史
・

建築意匠学
建築計画学 デザイン学

建築・ﾃﾞｻﾞｲﾝ
分野で
学べること

１



2.1 カリキュラム～1年次～ 7

建築とデザインの基礎を学ぶ

社会工学概論 社会工学基礎Ⅰ～Ⅳ 建築設計製図Ⅰ Ⅱ

物理学演習電磁気学

English SeminarⅠⅡAcademic English I II 体育実技ⅠⅡ 健康運動科学演習AB

線形代数ⅠⅡ 微分積分ⅠⅡ及び演習

力学 物理学実験

数理情報概論

科学・語学・文化・
倫理など基礎科目

ﾌﾚｯｼｭﾏﾝｾﾐﾅｰ 人間社会 化学結合論基礎化学

建築・デザイン
専門科目

・１年次は建築・デザインを理解する上で、基本となる数学・物理等の基礎科目を中心に学びます
・専門科目は手書きで既存の建物等を模写するような基礎演習からスタートします

授業

２



2.1 カリキュラム～２年次～ 8

建築とデザインの基礎を学ぶ

科学・語学・文化・
倫理など基礎科目

人間社会

建築・デザイン
専門科目

地球科学 生体機能科学地球科学実験

産業論 産業社会 Academic English ⅢⅣ

日本建築史

建築計画学Ⅰ

西洋建築史

意匠計画学演習

建築環境工学ⅠⅡ 建築環境実験

建築材料学 コンクリート材料学 構造力学演習ⅠⅡ

建築情報演習ⅠⅡ

建築構造力学ⅠⅡ

都市計画学

建築設計製図ⅢⅣ実務設計ﾃﾞｻﾞｲﾝ実習

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ学

建築法規・行政 建築計画演習

2年次は建築・デザインの専門科目が増えてきます。この時期からゼロからの設計に取り組みます
授業

２



2.1 カリキュラム～３年次～ 9

建築とデザインの基礎を学ぶ

科学・語学・文化・
倫理など基礎科目

建築・デザイン
専門科目

経営リテラシー産業社会 Global English ⅠⅡ

建築意匠学

建築計画学Ⅱ

建築意匠実習建築保存修復学

建築史実習

建築材料実験

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ構造学

建築構造実験

住文化論

鉄骨構造学

視覚・情報デザイン学 空間デザイン学

環境デザイン学生活道具デザイン学 デザイン演習ⅠⅡ

建築設計製図ⅤⅥ 実践研究セミナー

荷重・振動学 耐震・防災学建築設備学

建築設備設計学 維持保全設計学 建築施工学都市環境学

3年次はより専門性の高い科目が増えます。授業の選択の幅も広がり、興味のある分野を深く学べます
授業

２



2.1 カリキュラム～4年次～ 10

建築とデザインの基礎を学ぶ

科学・語学・文化・
倫理など基礎科目

建築・デザイン
専門科目

インターンシップ

デザイン制作建築設計卒業研究

・3年次の後半より自分の興味のある研究分野の研究室を見学、4年次より研究室に配属されます

・各自、指導教員と相談して、研究テーマを決めて、12月まで卒業論文に取り組みます

・卒業論文が終わったら、卒業ではありません。最後の関門として、卒業設計・制作があります

・名工大の建築・デザイン分野は卒業論文と卒業設計・制作を両方行う非常に珍しい大学です

授業

２



112.2 授業風景

建築設計製図Ⅱ（Ⅰ年次）

・建築図面の表現を学ぶこと
を目的として、実習を重視
した体験的学習を段階的に
行っていきます

・製図作製の基礎、木造住宅
の敷地・平面図・断面
詳細図、RC造等の表現を
理解するため複写を中心と
した課題を行います

授業

２



122.2 授業風景

産業論（2年次）

・講義では、名工大の教員
によるものだけではなく、
外部の実務者を招いて、
お話を聴く機会も多く
あります

・名工大は、東海地域を中心
とした企業との関わりが
非常に強いのも特長です

授業

２
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建築環境実験（2年次）

・日常気になっている建築
物理環境（音・光・熱）
の現象を自らが実験によって
確かめる授業

・実験計画～実験～分析～
発表までグループごとに実施

・学生が自ら問題提起を行い、
問題解決のためにディス
カッションをしたり、
実験の試行をします

写真

授業

２

2.2 授業風景
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建築設計製図Ⅳ（2年次）

・第一課題のテーマは美術館

・個人で作品作りをします

・対象となる敷地の調査から
はじまり、コンセプトの
立案、製図、模型製作、
プレゼンテーションに至る
まで1ヵ月程度で行います

授業

２

2.2 授業風景
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デザイン演習（3年次）

・名作家具を採寸、分析、
図面化していきます

・家具職人の指導を受け、
実際に、工房で木材
加工をおこないます

・企業や工場の見学をして、
現場での作業の様子を
観察します

授業

２

2.2 授業風景
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建築材料実験（3年生）

授業

２

2.2 授業風景

・自ら調合したコンクリート
を型枠に流し込んで
供試体を作ります

・作った供試体はアムスラー
型試験機を用いて圧縮
方向の力をかけて
破壊します

・コンクリートの作り方と、
破壊性状を学べます
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建築構造実験（3年生）

・鉄骨や鉄筋コンクリート
の破壊実験など，建築
構造についての実験をします

・鉄骨の実験では，試験機
を使って（120トン）程度
の力を加えます

・鉄筋コンクリートの実験
では，自分たちで鉄筋コン
クリートの梁を製作します

授業

２

2.2 授業風景
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建築設計製図Ⅴ（3年生）

・課題のテーマは集合住宅

・3年生になると規模の大きな
建築物の設計にチャレンジ
します

・最後は先生や外部講師の
の方々の前でプレゼン
テーションを行い、
講評を受けます

授業

２

2.2 授業風景
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建築設計製図Ⅴ（3年生）

・課題のテーマは複合施設

・グループで力を合わせて、
作品作りをします

・個人で行う設計とは異なり、
グループで行うことにより、
自分にはなかった知識や
アイディアが１つの作品に
なり、作品のクオリティも
高まります

授業

２

2.2 授業風景
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建築見学会

・大学内での座学や演習
だけではなく、近隣の
有名建築や建設現場へ
見学に行く機会も
たくさんあります

・設計者に話を聴いたり、
どのように利用されているか
を実際に見ることは、
とても重要です

左写真：多治見市モザイクタイル
ミュージアム

藤森 照信 設計
授業

２

2.2 授業風景
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卒業研究発表会（4年次）

・はじめて研究論文という
ものを書くことになります
社会人になってから、
論文を書いた経験は、
大きな糧となります

・建築・デザイン分野の教員
全員の前で、研究発表を
行います。様々な専門領域
の意見が交わされます

授業

２

2.3 卒業研究
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卒業設計発表会（4年次）

・1～3年生の間に学んだ、
建築の知識や設計の技術、
そして4年生で得た研究の
スキルを基に、最後の設計に
取り組みます

・後輩たちの力も借りて、
大規模な模型を作り上げる
学生もたくさんいます

授業

２

2.4 卒業設計・製作
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卒業設計発表会（4年次）

・名工大NITechホールに
作品が並びます
学生が自ら会場設営も行い、
作品が美しく見えるように
工夫をします

・建築・デザイン分野の教員
や外部の専門家の前で
プレゼンテーションを行い、
自分の作品をアピールします

授業

２

2.4 卒業設計・製作



3.1 研究分野 24

建築材料学 建築構造学 建築環境学

建築史
・

建築意匠学
建築計画学 デザイン学

研究

３

・3年次の後半より自分の興味のある研究分野の研究室を見学し、4年次から研究室に配属されます

・65％の学生が大学院に進学し、専門分野の研究に取り組んでいきます



253.2 研究プロジェクトの紹介 ～建築材料分野～

・発熱モルタルブロックによる
電波式融雪システムの開発
プロジェクト

・電波式融雪システムは、
従来の融雪システムよりも
迅速に雪を融かします

・発熱モルタルブロックの技術は
建築空間における携帯電話等の
電波制御のための技術としても
応用することが可能です

建築材料分野
（伊藤洋介研究室）

研究

３

電波のエネルギーで
雪を融かします！

従来式 電波式



263.2 研究プロジェクトの紹介 ～建築構造分野～

・高強度鉄筋を用いた鉄筋
コンクリート梁部材の強度
に関する研究

・一般的な鉄筋の2倍程度の
強度を持つ鉄筋を使うこと
を目指した研究です

・実際の建物の梁の1/2.5程度
の大きさの試験体を破壊して
みることで，地震時に建物が
どのようにして破壊していく
のかを把握します

建築構造分野
（楠原文雄研究室）

写真

研究

３
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・小中学校の温熱環境と
こどもたちの集中力の関係に
関する研究

・夏の気温はどんどん上昇
していますが、冷房が
導入されていない学校は
まだまだあります

・学校の環境とこどもたちの
集中力の関係性について、
実測調査を行いました

建築環境分野
（須藤美音研究室）

3.2 研究プロジェクトの紹介 ～建築環境分野～

研究

３
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・インスタントハウスの開発
・検証プロジェクト

・3次元形状に加工した膜素材
を膨らまし、内側から軽量
な素材を定着させて空間を
つくる技術を開発しました

・形状が自在、軽量、制作が
簡単で、断熱性や遮音性が
高いという特長があります

・被災地などでの活用が
期待されています

3.2 研究プロジェクトの紹介 ～建築計画分野～

建築計画分野
（北川啓介研究室）

研究

３



293.2 研究プロジェクトの紹介 ～建築史・意匠分野～

研究

３

・古建築の調査・研究

建築史分野
（濱田晋一研究室）

・社寺建築や城郭建築、民家建
築などの調査を行い、当時の
設計手法や技法、意匠につい
て研究を行っています

・大工棟梁や職人の立場に立っ
て、どのように建物を設計し、
意匠を決定したかを明らかに
しています

重要文化財 小野家住宅 (長野県塩尻市)



303.2 研究プロジェクトの紹介 ～デザイン分野～

研究

３

・名古屋市 栄ミナミ地区の都市
空間のデザインをしています

・「パークレット」と呼ばれる、
道路上にカフェやイベント
利用できる空間を生み出し
ました

・市民の意見や想いを、課題を
解決しながら、社会実験を
通して、実現しています

デザイン分野
（伊藤孝紀研究室）



313.3 学会での論文発表

・卒業研究などで行った研究は
論文にまとめ、学会で発表
します

・大学院生になると、海外の
学会で発表する学生も
出てきます

・何回も指導教員などから
添削を受け、何度も発表
練習をして、学会で発表する
ことになります

・大変ですが、貴重な経験に
なると思います

研究

３



324.1 デザインスタジオ

学生生活・
課外活動

４

・建築・デザイン分野の

学生さんは１年生から

『デザインスタジオ』

に自分の作業スペース

を持つことができます

・授業のない時間は、

このスペースで課題に

取り組んだり、友人や

先輩・後輩とコミュニ

ケーションをとったりと、

多くの時間を過ごします



4.2 研究室での生活 33

・４年生になると、研究室

での生活がスタートします

・研究室ではゼミを行ったり、

各自の研究テーマに取り組み

ます

・指導教員も近くにいるので、

これまでよりも、密に先生と

コミュニケーションをとる

ことができます

学生生活・
課外活動

４



34

学生生活・
課外活動

４

4.3 課外活動

・授業や研究以外に、学生が

主体的に行うプロジェクト

もたくさん動いています

・授業や研究で培ったスキルを

駆使して、プロジェクトに

取り組みます

・学内には専門家の先生も

たくさんいるので、

アドバイスを受けながら、

進めていきます



35

学生生活・
課外活動

４

・東海地域の企業とコラボ

レーションしている

プロジェクトもあります

・学生ならではの柔軟で、

創造性の高いアイディア

で住宅設計を行い、企業に

提案しました

・課外活動を通して、

設計スキルが研ぎ澄まされる

だけでなく、社会性や規律性

も身に付いていきます

4.3 課外活動



5.1 卒業生の就職実績 36

設計事務所/
メーカー（30％）

建設会社
（30％）

デザイン（7%）

建材メーカー/設備/
エネルギー/運輸
（18%）

コンサルタント/不動産（7%）

大学/高専/高等学校等（3%）

官公庁/市町村等（2%）その他
（5%）

５
卒業後の
進路・交流
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・毎年開催されているOB・

OG交流会では、名工大の

卒業生から直接就職の

アドバイスを受ける

ことができます

・東海地域だけでなく、

日本全国で活躍している

卒業生からの生の声は

多くの刺激を受けます

5.2 OB・OGとの交流

５
卒業後の
進路・交流



名古屋工業大学 社会工学科 建築・デザイン分野で

一緒に学びませんか！

ホームページ LINE公式アカウント

建築・デザイン分野のホームページとLINE公式アカウントに是非アクセスしてください。
教員の情報や体験授業、学生インタビューなど情報が盛りだくさんです。

38


