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江尻研究室 （江尻憲泰 教授 専門領域：建築構造設計　）
日本では構造技術が高度に発達した結果として分野化

が進んでいます。構造デザインには、総合的な技術の集

積が必要です。建物劣化調査、重要文化財の調査・補強

設計から新素材の開発・応用、そして、小さいモニュメン

トの設計から超高層ビルの設計まで、構造設計技術全

般を俯瞰するために実際の“もの”を通じて研究・設計

活動を行っています。

片山研究室 （片山伸也 准教授 専門領域：都市史・建築史・都市景観）
私たちの住空間を構成している建物や町並みが、どのよ

うにして形成されてきたのか、そしてどうあるべきなのか

が研究テーマ。イタリアの都市史研究の他、日本の歴史

的都市における文化的景観の分析と評価にも取り組ん

でいる。

薬袋研究室 （薬袋奈美子 教授 専門領域：まちづくり・地域居住・住教育）
一般の居住者が住まい・まちにより関心を持つための
方策を検討し、学校などでの新しい住教育方法を提案
しています。また住民主体でのまち・地域づくりの研究・
実践にも取り組んでいます。特に大学に隣接する雑司ヶ
谷は、最近人気のスポットでもありますが、私たちの勉
強・研究の場でもあります。

定行研究室 （定行まり子 教授 専門領域：住生活・住環境行動・地域施設計画）
子どもや高齢者、家族の生活・行動と住まいや地域施設

の環境との関連性に着目した環境心理・行動研究が中

心。現在は特に子育て環境の整備、団地再生について

研究を進めている。学生のテーマも子どもや高齢者を

対象としたものが多い。

細井研究室 （細井昭憲 教授 専門領域：建築環境工学）
持続可能な社会における自然と人の調和を目標に、

環境の快適性と負荷削減を両立する技術を研究。自

然エネルギーの活用、空調機器の効率評価が主な研

究対象。

佐藤研究室 （佐藤克志 教授 専門領域：建築計画・ユニバーサルデザイン）
高齢社会における住宅や地域環境のあるべき姿の探求

が主たる研究テーマ。近年はユニバーサルデザインの

評価、住宅改善手法の体系化、人間工学的視点からの

住宅の評価等の研究を通し、日本版ユニバーサルデザ

イン住宅の提案、普及を目指している。

篠原研究室 （篠原聡子 教授 専門領域：建築設計）
人間の生活が、住居やその他の建築の中にどう反映さ

れるべきか、またそれは具体的にどのような設計手法に

よって実現される可能性があるのかをテーマとして、実

際の設計や、国内外の住宅などのフィールドワークを中

心とした研究を行っています。

平田研究室 （平田京子 教授 専門領域：市民防災、安全情報、国際協力）
大地震や家庭内事故、火災などのリスクを減らすための

市民啓発、地域コミュニティの災害後の回復力、住民の

共助、避難所などのコミュニティの防災力向上を研究し

ている。国際的に活躍する「世界を変える発想力」をも

ち、動き出す人材を生み出すことが教育目標。

宮研究室 （宮晶子 教授 専門領域：建築設計）
わたしたちの研究室では、日常をより楽しく豊かにする

ことのできる建築について、設計者として何が出来るの

か日々考えています。その為に、人と人、人と場所、人と

空間の関係について、経験可能な言葉から、新しい建築

のモデルを模索していきます。
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日本女子大学家政学部住居学科
〒112-8681
東京都文京区目白台 2-8-1
TEL：03-5981-3452

日本女子大学住居学科(建築デザイン専攻)HP
http://www.jwu.ac.jp/unv/home_economics/dwelling.html

日本女子大学住居学科(居住環境デザイン専攻)HP
http://www.jwu.ac.jp/unv/home_economics/dwelling.html

住居学科オリジナルサイト
http://mcm-www.jwu.ac.jp/~jyu-ishi/jyu/ui/course0104a.htm

ようこそ住居学科へ
大学は高校生まで以上に、自ら学び、自ら高める場です。
その自由な学びを謳歌したいあなたに、
このパンフレットは住居学科からのプレゼントです。

せっかくの長い春休み。
住居学科での学びをより質の高いものにするための準備に充ててみませんか？
住居学科教員からの、おすすめをご紹介します。

＜研究室の紹介＞

是澤研究室（是澤紀子准教授 専門領域：文化財保存・都市・建築史・景観論）
文化財保存学と都市・建築史学を両輪に、今日までの

歴史的な都市・建築とそこでの居住環境を読み解き、土

地の文脈を生かした保存・再生に関する研究を行って

います。



【旅のおすすめ】
□F. L. ライトの旧山邑邸（学生）
関西に行くなら是非。３月３日が近づくと大きな雛飾りが出るそう
です。 

□京都・奈良（是澤）
定番ですね。今年の３月には、奈良の薬師寺東塔（修復中）と西塔の
同時公開があります。

□長浜（薬袋）
琵琶湖のほとりの長浜は衰退していた町が活性化したことで有名で
す。授業でも取り上げる予定ですが、家族旅行先の候補にどうぞ。近
江八幡とセットで見学するのも良いでしょう。

□広島（平田）
厳島神社を見て建築様式美を堪能する、平和記念資料館（丹下健
三）を見てモダニズム建築の端正な美を実感してくる。

□白川郷・五箇山（薬袋）
世界遺産として合掌造りの風景が有名ですね。社会科の教科書で見
た人も多いでしょう。白川郷よりも五箇山の方が不便ですが静かで
す。合掌造りの家は民宿として宿泊可能です。寒さ対策を十分に！

□松本（平田）
民芸家具と城下町での楽しい散策ができる。洋風建築、松本城など
の歴史的建造物を見てくるのはどうでしょう。

□小布施（薬袋）
観光地としてもまちづくり事例としても楽しい場所の一つです。「セー
ラが町にやってきた／清野由美著」を読んでから行くとなお楽しい。
皆さんのような元気なお嬢さんの話です。

□東日本大震災被災地（薬袋）
安全に暮らすことを考えるきっかけになります。高校生のボランティ
アを受け入れてくれる地域もあります。

□金沢21世紀美術館（宮）
設計したSANAAの一人である妹島和世さん（建築家／日本女子大
学大学院非常勤講師）は、卒業生。この美術館などの作品でヴェネツ
ィア・ビエンナーレ金獅子賞を受賞しています。

※その他住居学科では、台湾でのハウジングワークショップや、ヨーロッパへの
住宅・建築ツアー(社会情勢による)など、教員が同行する旅行も企画していま
す。お楽しみに。

【おすすめ雑誌】
□新建築 　　　　　  □季刊  まちづくり（薬袋）
□新建築  住宅特集　　□カーサブルータス（平田）

【おすすめ読書】
□建築意匠講義［東京大学出版］香山壽夫（篠原）
ちょっと難しいかもしれませんが、建築意匠を勉強したい人にはバ
イブルです。

□新・建築入門［ちくま新書］隈研吾（篠原）
建築の通史がわかる読みやすく良い本です。

□東京の空間人類学［ちくま学芸文庫］（篠原）
歴史に興味があれば、おすすめです。

□建築について話してみよう［王国社］西澤立衛（篠原）
□くうねるところにすむところ［平凡社］（片山）
シリーズ本です。本学科篠原が26巻を執筆。

□東京建築さんぽマップ［エクスナレッジ］松田力（学生）
□まちづくり読本［晶文社］延藤安弘（薬袋）
ちょっと古い本ですが、住まいの空間づくりの視野が広がる本です。

□こんな公園がほしい─住民がつくる公共空間［築地書館］
　小野佐和子（薬袋）
公園も住まいの環境として大切です。

□いま、都市をつくる仕事：未来を拓くもうひとつの関わり方
　［学芸出版社］日本都市計画学会関西支部（薬袋）
□コミュニティデザイン［学芸出版社］山崎亮（平田）
□建築家なしの建築［鹿島出版会］バーナード・ルドフスキー（宮）
□原っぱと遊園地［王国社］青木淳（宮）
□かくれた次元［みすず書房］エドワード・ホール（宮）
□日本の建築空間［新建築社］(宮）

【おすすめ建築・おすすめスポット】
東京近郊
□国立美術館（宮）
　ル・コルビュジェの設計。世界遺産になりました。

□遠藤新設計の自由学園明日館（平田）
今は何が良いのかわからなくても、一度は訪れたい名建築。空間の
人間味とぬくもりを感じてみてください。

□東京カテドラル聖マリア大聖堂（学生）
関東なら大学近くのこちらへどうぞ。

□東京国立博物館（定行）
コンドル設計の本館が、関東大震災で被災したが、明治から現在ま
での博物館の建築の変遷を見ることができます。片山東熊の表慶館
（1909）や渡辺仁の本館（1938）は、重文の指定を受けています。ま
た、平成館や谷口吉生の法隆寺新宝物館（1999）など、現代建築も
見どころ。さらに、庭園と５棟の茶室があり、春夏秋冬楽しめます。

□国立国会図書館国際こども館（学生）
□東京都・神奈川に所在する文化財（全員）
自宅、学校の付近の文化財建造物を見つけて、写真を撮ったりして
調べてください。以下に一覧が掲載されています。

http://ginzastc.aikotoba.jp/page064.html
□目黒アンセルモ教会（宮）
目黒駅から徒歩10分ぐらい。アントニン・レーモンドの設計。

□日本民家園＋生田緑地（薬袋）
日本民家園は、多くの民家を集めてあり、毎日どこかの家で囲炉裏に
ボランティアが火を入れていて、質問をするとたくさんのことを教えて
もらえます。岡本太郎美術館、藤子Ｆ不二雄ミュージアム（要予約）と
併せてどうぞ。ランチは民家園内の手打ちそば、ティータイムは岡本
太郎美術館のカフェがおすすめ。

□ＧＡギャラリー + Book Shop （宮）
鈴木恂氏による設計の建築専門のギャラリーです。洋書を扱う
BookShopも併設されています。

□ギャラリー間 + Bookshop TOTO （学生）
いつ行っても建築に関する展示があります。

□原美術館（宮）
渡辺仁設計の住宅を現代美術館に転用されたすばらしい空間です。
カフェは磯崎新が増築しています。

□卒業設計展 （宮）
赤レンガ卒業設計展やレモン展などが
よく知られています。

□県立近代美術館の探訪（片山）
・埼玉県立近代美術館（黒川 紀章）
・群馬県立近代美術館（磯崎 新）
・茨城県立近代美術館（吉村 順三）
・東京国立近代美術館(谷口吉郎)
いずれも日本の近代建築の巨匠たちの名作建築ばかりです。また、
現代社会の世相を切るようなユニークな展示も多く、建物と展示と２
度おいしい！

□谷中（薬袋）
下町情緒残る谷中を探索すると、カワイイ雑貨屋さんも沢山ありま
す。お腹が空いたら谷中銀座でコロッケ。

□たくみの里［群馬県利根郡みなかみ町須川］（薬袋）
農村を体験型観光で活性化させた成功例です。日帰りでのドライブ
も可能な距離です。

□代官山 蔦屋書店（T-SITE） 
T-SITEの計画には、卒業生の池貝知子さん(建築家・デザイナー／日
本女子大学住居学科非常勤講師)がクリエイティブデザイナーとして
携わりました。大人のための空間を味わってください。

□青山ブックセンター （宮）
洋書や、美術・建築関係の専門書が揃う書店。

Q1. 住居学会の各専攻を選んだ理由。
Q2. 住居学科で大変だったこと。
Q3. 住居学科で楽しかったこと、思い出。

在学生に質問！

■居住環境デザイン専攻 ■建築デザイン専攻
1. 私は高校生の時から文系タイプだったので数学が苦手でした。その
ため、国語受験のできる居住環境デザイン専攻の方を選びました。

2. 設計製図などの授業で出題される課題は計画的にコツコツとこなさ
なければ締切に間に合いません。ときには、提出直前に徹夜をする
こともありました。

3. 住居学科はみんなで協力してやる作業が多いため、友達がたくさん
できました。みんなとても仲良しなので毎日楽しいです。特に、課
題提出後の打ち上げは格別です！

1. インテリアだけではなく建物全体の構造やデザインも含めた設計を
勉強したいと思ったので、建築デザイン専攻を選びました。

2. 設計の課題は正解があるものではないので、考え始めると終わりが
ありません。想像していたよりも忙しく、はじめは自由な時間を捻
出するのが大変でした。

3. 力と形という授業では班を作って実験を行いました。難しい内容も
ありましたが、みんなで協力し合い結果を求める作業はとても楽し
かったです。

れたすばらしい空間です。
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洋書や

みんな真面目だけど、

遊ぶときは遊ぶっていう

メリハリのある人が

多い気がする。

3年のグループ設計は

ほんとに辛かったけど

今はいい思い出だし、

楽しかったよね～

4 年生座談会
建築っていう専門分野を

勉強するけど、いろんな事に

視野が広がるし就職先も

様々だよね。
4 年生に今までの思い出などを語ってもらいました

住居学科はみんなで

課題を乗り越えてきたから

他学科よりも仲良し

だと思う！

先生との距離が

近いと思う。住居に

入ってよかった！

課題は凝れば

凝るほどやるから、時間を

どう使うかが鍛えられたよね。

成人式前に徹夜した…

空間デザインは

形にする力がつくよね！

模型はヘタクソでも

味があればいい！

大学近くの雑司が谷のま

ちづくりに参加したり、授業だ

けじゃない、学外での活動もや

ってるよ。皆も来ない？


