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はじめに

「都市環境デザインスタジオ」は、東京大学、
千葉大学、筑波大学、東京理科大学が共同して
実施するスタジオ形式の授業である。柏の葉地
域のまちづくりを中心的に担う柏の葉アーバン
デザインセンター（UDCK）、柏市役所、関連
企業の方々、地元住民の方々の協力の下、実施
されている大学連携・地域連携による大学院ス
タジオである。本スタジオでは、柏の葉地区を
対象として、地区スケールのアーバンデザイン
に係る課題の下、地区を解読し、課題解決のた
めの空間デザインとマネジメントの仕組みで構
成される提案の立案、発表までを行うものであ
る。

本冊子では、都市環境デザインスタジオの概要
及び、参加学生による提案を紹介する。

Foreword

The “Urban Design Studio” is a studio-style course jointly offered 
by the University of Tokyo, Chiba University, the University of 
Tsukuba, and Tokyo University of Science. It is a graduate-level 
studio course delivered through inter-university and community 
collaborations, with the support of the Urban Design Center 
Kashiwanoha (or UDCK, which leads the community-building 
efforts in the Kashiwanoha District), the Kashiwa City government, 
individuals from stakeholder companies, and local people. 
Concentrating on the Kashiwanoha District, the Studio tackled 
district-level urban design questions by first gaining a deep 
understanding of the district and then formulating and presenting 
proposals that embodied the mechanisms for spatial designs and 
management to answer the questions. 

This booklet introduces the outline of the Urban Environment 
Design Studio and the proposals made by students.



IEDP　Integrated Environmental Design Program

東京大学大学院環境デザイン統合教育プログラム（IEDP
）は、新領域創成科学研究科環境学研究系（柏キャンパス
）で2007年から行われている、専攻横断型の実践的な教
育プログラムであり、都市、建築、建築構造、緑地、自然
、流域、情報、地域活動の８つの演習科目「スタジオ」と
共通講義「統合環境デザイン論」で構成されています。各
スタジオでは、教員自身が取り組む社会課題をもとに、「
郊外の都市デザイン」「インフォーマル集住地における建
築デザイン」「こわれても死なない建築構造」「人と自然
の持続的なかかわりを追求する緑地デザイン」「自
然環境に身を置いて発想するデザイン」「流域を対象とし
た人・社会・自然の相互関係のデザイン」、「ICT・デジ
タルメディアを活用した帰還困難区域の課題解決」「地域

の景色を生み出す地域活動のデザイン」など、多様なテー
マで環境デザインの提案作成を行います。

専攻を超えたスタジオで環境デザインの専門家を養成する

履修生は、複数のスタジオで制作・提案活動を行い、オム
ニバス講義で各スタジオのエッセンスに触れることにより
、環境デザインに関わる幅広い技術と知識を習得できます
。プログラムでの学びを履修者自身が各々の哲学に基づき
深化させることで、新しい時代の環境デザインの専門家が
次々と生まれていくことが期待されています。

実践を見据えた環境デザインの多彩なアプローチを学ぶ

IEDPが扱う＜デザイン＞は、従来の「形を創り出す」行
為にとどまらず、環境学が抱える諸課題の解決に向け、思
考・概念を組み立て、それを様々な媒体で表現する行為の
すべてを含みます。本プログラムは、建築・都市・ランド
スケープ等の従来の設計領域に加えて、情報技術や地域活
動など多種多様なスタジオから、環境デザインの多彩なア
プローチを学べることを特徴としています。

　都市は居住者の属性やライフスタイルの変化に応じて、
地域のニーズや課題は時代と共に変化していきます。本ス
タジオはフィールドに出て地域を解読することから始めま
す。居住者のニーズや生活パタンを把握し、都市の成り立
ちや都市構造の解読を通じ、自然と共生した地域の可能性
を追求していきます。グループ作業を通じ、人と人を結び
つける仕掛けや社会学的なアプローチを学ぶことも期待し
ています。

Integrated Environmental Design Program (IEDP) is 
an interdisciplinary practical educational program 
provided at the Graduate School of Frontier Sciences, 
the University of Tokyo since 2007. It offers eight 
design studios, namely, Urban Design, Architectural 
Design, Architectural Structural Design, Landscape 
Design, Urban Nature Design, Urban Watershed 
Design, ICT and Multimedia Design, and Community 
Business Design, and an omnibus lecture “Integrated 
Environmental Design Theory”. In each studio, the 
students will make proposals on various social issues 
according to the studio theme, such as urban design 
in the suburbs, architectural design in informal 
settlements, architectural structural design that 
allows people to survive in the case of collapse, 
landscape design exploring a sustainable relationship 
between the human and the nature, a design process 
provoked in the middle of natural environment, 

interaction design among the human, the society, 
and the nature in a broader context of watershed, 
designing ICT and digital media solutions for diffi-
cult-to-return zones affected by the nuclear power 
plant incident in Fukushima, and designing communi-
ty activities to generate communal landscape, etc. 

Training environmental design experts in inter-
disciplinary studios
 Students will acquire broad skills and knowl-
edge related to environmental design by tackling 
proposal making in multiple studios as well as partici-
pating the omnibus lecture, where the studio instruc-
tors share their specialties. Students are expected to 
deepen the lessons in the program by relating with 
their own philosophy and this will facilitate the 
development of experts on environmental design in 
the new generation.

Learning diverse approaches of practical envi-
ronmental design
 The “design” in IEDP is not limited to creating 
forms but involve all the activities that build up and 
express ideas and concepts utilizing diverse media. 
With the studios including varying design themes 
from architectural, urban, and landscape design to 
ICT and community activities, this program is 
featured with the learning experiences of diverse 

approaches of environmental design.
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from architectural, urban, and landscape design to 
ICT and community activities, this program is 
featured with the learning experiences of diverse 

approaches of environmental design.
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◆ 大学連携・地域連携によるスタジオ
　都市環境デザインスタジオは、これまでつくばエクスプレス
沿線『柏の葉地区』を対象に、地区スケールのデザインを含む
実践的演習を実施してきました。特に、『柏の葉アーバンデザ
インセンター（UDCK）』と連携し、東京大学、東京理科大学、千
葉大学、筑波大学の沿線大学の共同開催により、市民、自治体
、企業との討論や公開講評会を通じ、特色あるスタジオとして
の成果を上げてきました。

◆ 地区スケールのデザインを学ぶ
　都市は居住者の属性やライフスタイルの変化に応じて、地
域のニーズや課題は時代と共に変化していきます。本スタジ
オはフィールドに出て地域を解読することから始めます。居住
者のニーズや生活パタンを把握し、都市の成り立ちや都市構
造の解読を通じ、自然と共生した地域の可能性を追求してい
きます。グループ作業を通じ、人と人を結びつける仕掛けや社
会学的なアプローチを学ぶことも期待しています。

◆ 都市を解読し、知る
　また、都市を知ることとデザインすることは表裏一体です。
本スタジオでは、都市環境デザインに求められる力として、都
市を解読する方法を習得しつつ、現状の課題解決と共に予測
し得る未来の都市活動をより魅力的にする地域社会の発展と
都市環境のデザインの提案を行いますが、重要なのは将来予
測に基づくサステナブルな都市のデザインです。

◆スタジオの目的
本スタジオでは特に、以下のデザイン力を習得することを目
的とします。
1)都市の未来を構想し、現実を変えていく戦略を練る力。
2)空間を計画し、デザインする力、政策を立案し制度を設計す
る力。
3)分かりやすく相手に伝える力、そして議論し説得する力。

スタジオの主旨　Aim of Studio

Aim of the Studio

◆ Collaboration of Universities and Local Society
The Urban Design Studio has been offering practical 
training in urban design, including the design of neighbor-
hoods on the district scale, in Kashiwanoha District along 
the Tsukuba Express line. Hosted jointly by the University 
of Tokyo, Tokyo University of Science, Chiba University, 
and the University of Tsukuba̶all of which have campus-
es in the area along the Tsukuba Express line̶and in 
collaboration with the Urban Design Center Kashiwanoha 
(UDCK), the Urban Design Studio has achieved significant 
results through its open critique sessions as well as 
discussions with local residents, the local governments, 
and businesses.

 ◆ Training in designing on a district scale
A city evolves with changes in residents’ characteristics 
and lifestyles, and community needs and challenges 
change over time. Initial activities of this studio include 
fieldwork to understand the community. By identifying 
residents’ needs and lifestyles and interpreting the history 
and urban fabric of the city, students pursue the possibili-
ties for creating a community in harmony with nature. 
Through group work, students are also expected to learn 
about the mechanisms and sociological approaches for 
building ties among people.
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し得る未来の都市活動をより魅力的にする地域社会の発展と
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◆スタジオの目的
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◆ Interpreting and understanding the city
An understanding of the city is inextricably linked to the 
design of the city. In this studio, students will develop a 
proposal on community development and urban design 
that offers solutions to existing challenges and delivers 
future urban activities that are inviting; at the same time, 
students will master techniques for interpreting the city as 
one of the skills required in urban design. The key here is 
to design a sustainable city based on future projections.

◆ The purpose of the studio
The purpose of this studio is to acquire the following 
design skills.
1) The ability to envision the future of the city and 
formulate strategies to change the reality.
2) Ability to plan and design spaces, to formulate 
policies and design systems.
3) The ability to communicate in an easy-to-under-
stand manner, and the ability to discuss and 
persuade.
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郊外での新しいくらし方を考えるⅡ
Re-consideration of Suburban Life-style Ⅱ

◆課題
「郊外での新しいくらし方を考える」

◆ 課題の背景
柏の葉国際キャンパスタウン構想
　柏の葉地区では、東京大学、千葉大学をはじめとする教
育研究機関が立地し、2005年8月につくばエクスプレスが
開通してからは鉄道駅を中心とした都市開発が進められて
きました。2008年3月には「柏の葉国際キャンパスタウン

構想」が策定され、同構想に掲げられた目標や方針に基づ
き、UDCKを中心に様々な都市開発やまちづくりの活動が
進められてきています。
　同地区における都市開発は、駅を中心とした区画整理事
業による道路基盤整備や土地の整序の進行に合わせて駅中
心部から外周部へと拡張して開発が進められていきます。
インフラ整備と土地の整序が完了した街区から順次、住宅
や各種施設が建設されていきますが、広大な地区に住宅や
各種の施設が整備され、市街地が形成されていくには、長
い時間スパンを要し、個々の街区や敷地においても計画か
ら施設整備の過程を経て施設が建設され、都市活動が活発
化していく区域が広がっていくには長い時間を要します。

課題と敷地　Project・Site

◆ Project
Reconsideration of Suburban Lifestyle

◆Background
Kashiwanoha International Campus Town Initiative
The district of Kashiwanoha is home to education and 
research institutions, such as the University of Tokyo and 
Chiba University. It has experienced urban development 
centered around railway stations since the opening of the 
Tsukuba Express line in August 2005. The Kashiwa-no-ha 
International Campus Town Initiative was launched in 
March 2008, and UDCK has since led a number of projects 
in urban and community development based on the aims 
and policies of the initiative.
  Development in the area will expand from the stations to 
the surrounding areas; progress in road infrastructure 
maintenance and land rearrangement will fall under the 

land readjustment project that is centered on the stations. 
The construction of housing and facilities will begin in the 
blocks in which infrastructure maintenance and land 
rearrangement have been completed. The development 
of new urban areas through housing and facility construc-
tion in the vast area covered by the project will require a 
considerable amount of time. Similarly, for individual 
blocks and sites, planning, maintenance of infrastructures, 
construction of facilities, and the subsequent revitalization 
and expansion of urban activities in the area will take a 
long time.
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◆ 課題内容
１）郊外都市である柏の葉の周辺のデザイン
同構想が策定されてからの5年間は、住宅建設を中心とし
た居住環境の整備に力が注がれてきました。すでに駅周辺
には5千人以上の住民が超高層住宅などに入居しています
。2014年にはゲートスクエアがオープンし、ホテル、商
業施設、オフィス棟の複合機能が立地するようになり、
2018年には新たな中学校が開校するなど、人々のくらし
が定着してきました。
柏の葉の駅周辺は、鉄道の駅と近郊のエリアの開発として
、ある一定の姿が見えてきました。柏の葉キャンパス駅周
辺で生活し、そこから通勤するというこれまで通りのライ
フスタイルの方々と、柏の葉で働きくらす方々の両方を取
り入れながら、これまでとは違う様々な取り組みを取り入
れて開発が進められています。一方で柏の葉キャンパス駅
から数百メートル離れた幹線道路の国道16号をこえた地
域、「柏の葉16号北エリア」の開発も今後行われます。
今回のスタジオは、この敷地で郊外都市デザインを考える
ことを課題とします。

２）鉄道駅と幹線道路を活かした郊外のデザイン
柏の葉地区は、充実した住宅と商業施設でくらしやすい町
として発展してきました。一方で大学や研究機関が立地し
ているほか、今後も企業を誘致する動きがあり、一般的な
ベッドタウンとは異なる新しいくらし方が実現できる可能
性を秘めています。
「柏の葉16号北エリア」は、駅からも徒歩圏ではありま
すが一定の距離があります。一方で主要幹線である国道
16号が近くにあり、車に頼った生活も可能です。里山的
な樹木、調整池、歴史のある野間土手など、自然環境も残
っており、これらを活かしたデザインが可能です。
このように、今回の敷地の中で、現代の日本の新しい郊外
都市デザインを、従来とは違うような住まい方と働き方を
提案可能だと考えています。郊外での生活、働く場所、商
業などを自由に組み合わせて、駅近くの郊外都市デザイン
とは違った提案を求めます。

３）くらし方の提案と「柏の葉16号北エリア」のデザイ
ン（エリア全体のデザイン）
現代では「住む・働く・休む」といった一連の生活行為の

境目がなくなってきています。その中で郊外での新しいく
らし方を考え、提案するのが今回の課題です。そこで「柏
の葉16号北エリア」でのくらし方とエリア全体のデザイ
ンを、以下のように提案します。

・「柏の葉16号北エリア」でのくらし方を提案する。そ
の中で郊外に新たにつくるまちとして、誰がどのようにく
らすイメージかを明示すること。
・提案するくらし方にあわせて、「柏の葉16号北エリア
」の全体のデザインを提案する。提案は、ゾーニング図、
コンセプト図、ダイアグラムなど、自分たちの提案を説明
しやすい表現を工夫する。その際に駅、幹線道路、既存の
自然環境との関係を示す。
・世代交代し、持続可能な街になるためには何を考えるべ
きかを検討し、マネジメント方策なども
提案に盛り込むこと。
・柏の葉の現状、関係するエリアの現状のデータなどを読
み込み、地域の特性を考える。
・エリア全体の容積率は200％程度を上限とする。

４）住まう場所や働く場所等のデザイン（個別のデザイン
）
　「柏の葉16号北エリア」のうち、提案するくらし方を
より具体的に示すことができる地区を選び、具体的な空間
を設計し、以下のように提案します
　・提案地区のコンセプトとしてどのようなくらし方かを
説明する。
・地区のコンセプトに基づいた具体的な住む場所や働く場
所の個別の空間デザインを提案する。
　・コンセプトの説明、図面、パースなどで表現する。提
案の内容によってスケールは考える。
　・提案に伴うマネジメントがどのようになるかも、検討
して示す。

◆ Project Description
1) For the five years since the concept was formulat-
ed, efforts have been focused on improving the living 
environment centered on housing construction.More 
than 5,000 residents have already moved into 
high-rise housing around the station. In 2014, Gate 
Square opened, and the complex functions of hotels, 
commercial facilities, and office buildings were 
located, and in 2018, a new junior high school was 
opened, and people's lives have become established.
A certain figure has come into view around Kashi-
wanoha Station with the development of the railway 
station and the suburbs.While accommodating 
people living around Kashiwanoha Campus Station 
and commuting from there, and people working at 
Kashiwanoha, more diversified countermeasures and 
programs are being implemented. On the other 
hand, "Kashiwanoha No. 16 North Area", an area 
across National Highway 16, several hundred meters 
away from Kashiwanoha Campus Station, will be 
developed in the future. The task of this studio is to 
think about suburban city design of this site.

2) Suburban design utilizing railway stations and 
highways
The Kashiwanoha district has developed as an easy-to-live 
town with abundant residential and commercial facilities. 
On the other hand, universities and research institutes are 
located, and there is a movement to attract companies in 
the future, which has the potential to realize a new way of 
living that is different from general bedroom towns.
"Kashiwanoha No. 16 North Area" is within walking 
distance from the station, but there is a certain distance. 
On the other hand, National Road 16, which is a main 
artery, is nearby, so it is also possible to rely on cars. The 
natural environment, such as satoyama, balancing pond, 
and the historic Noma Bank, remains, and it is possible to 
design using these flexibly.
In this way, we believe that it is possible to propose a new 
way of living and working in modern Japan on this site. 
We seek proposals that are different from the suburban 
city design near the station by freely combining living in 
the suburbs, places of work, and commerce. 

3) Lifestyle suggestion and the design of "Kashiwan-
oha No. 16 North Area" (the entire area)
Nowadays, the boundaries of a series of life behav-
iors, such as "living, working and resting," is disap-
pearing. In which to think about a new way of life in 
the suburbs, and put forward proposals, is the topic 
of this time. The following suggestions are proposed 
for the overall design of the life style and the area of 
" Kashiwanoha No. 16 North Area ".
・Make a lifestyle proposal for the area. And be clear 
of who and how to live in this newly built town of the 
suburb.
・Propose an overall design of "Kashiwanoha No. 16 
North Area" according to the proposed lifestyle. For 
proposals, devise expressions that make it easy to 
explain the proposals, such as zoning pictures, 
concept pictures, and diagrams. The relationship with 
stations, trunk roads, and the existing natural envi-
ronment should be shown.
・Think about what should be considered in order to 
make the transition to a sustainable street, manage-
ment plan should also be included in the proposal.

・Read the current status of Kashiwanoha and the 
current status of related areas, and consider the char-
acteristics of the region.
・The floor area ratio of the entire area is limited to 
about 200%.

4) Design of places to live and work (individual design)
Select a district that can show the proposed lifestyle 
more concretely, design a concrete space, and propose 
as follows.
・Explain the living style as the concept of the 
proposed area.
・Propose individual space designs for specific living 
and working places based on the concept of the 
district.
・Express the concept in words, drawings, perspec-
tives, etc. Choose the scale according to the content of 
the proposal.
・Consider and show how management will be associ-
ated with the proposal.
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◆ 課題内容
１）郊外都市である柏の葉の周辺のデザイン
同構想が策定されてからの5年間は、住宅建設を中心とし
た居住環境の整備に力が注がれてきました。すでに駅周辺
には5千人以上の住民が超高層住宅などに入居しています
。2014年にはゲートスクエアがオープンし、ホテル、商
業施設、オフィス棟の複合機能が立地するようになり、
2018年には新たな中学校が開校するなど、人々のくらし
が定着してきました。
柏の葉の駅周辺は、鉄道の駅と近郊のエリアの開発として
、ある一定の姿が見えてきました。柏の葉キャンパス駅周
辺で生活し、そこから通勤するというこれまで通りのライ
フスタイルの方々と、柏の葉で働きくらす方々の両方を取
り入れながら、これまでとは違う様々な取り組みを取り入
れて開発が進められています。一方で柏の葉キャンパス駅
から数百メートル離れた幹線道路の国道16号をこえた地
域、「柏の葉16号北エリア」の開発も今後行われます。
今回のスタジオは、この敷地で郊外都市デザインを考える
ことを課題とします。

２）鉄道駅と幹線道路を活かした郊外のデザイン
柏の葉地区は、充実した住宅と商業施設でくらしやすい町
として発展してきました。一方で大学や研究機関が立地し
ているほか、今後も企業を誘致する動きがあり、一般的な
ベッドタウンとは異なる新しいくらし方が実現できる可能
性を秘めています。
「柏の葉16号北エリア」は、駅からも徒歩圏ではありま
すが一定の距離があります。一方で主要幹線である国道
16号が近くにあり、車に頼った生活も可能です。里山的
な樹木、調整池、歴史のある野間土手など、自然環境も残
っており、これらを活かしたデザインが可能です。
このように、今回の敷地の中で、現代の日本の新しい郊外
都市デザインを、従来とは違うような住まい方と働き方を
提案可能だと考えています。郊外での生活、働く場所、商
業などを自由に組み合わせて、駅近くの郊外都市デザイン
とは違った提案を求めます。

３）くらし方の提案と「柏の葉16号北エリア」のデザイ
ン（エリア全体のデザイン）
現代では「住む・働く・休む」といった一連の生活行為の

境目がなくなってきています。その中で郊外での新しいく
らし方を考え、提案するのが今回の課題です。そこで「柏
の葉16号北エリア」でのくらし方とエリア全体のデザイ
ンを、以下のように提案します。

・「柏の葉16号北エリア」でのくらし方を提案する。そ
の中で郊外に新たにつくるまちとして、誰がどのようにく
らすイメージかを明示すること。
・提案するくらし方にあわせて、「柏の葉16号北エリア
」の全体のデザインを提案する。提案は、ゾーニング図、
コンセプト図、ダイアグラムなど、自分たちの提案を説明
しやすい表現を工夫する。その際に駅、幹線道路、既存の
自然環境との関係を示す。
・世代交代し、持続可能な街になるためには何を考えるべ
きかを検討し、マネジメント方策なども
提案に盛り込むこと。
・柏の葉の現状、関係するエリアの現状のデータなどを読
み込み、地域の特性を考える。
・エリア全体の容積率は200％程度を上限とする。

４）住まう場所や働く場所等のデザイン（個別のデザイン
）
　「柏の葉16号北エリア」のうち、提案するくらし方を
より具体的に示すことができる地区を選び、具体的な空間
を設計し、以下のように提案します
　・提案地区のコンセプトとしてどのようなくらし方かを
説明する。
・地区のコンセプトに基づいた具体的な住む場所や働く場
所の個別の空間デザインを提案する。
　・コンセプトの説明、図面、パースなどで表現する。提
案の内容によってスケールは考える。
　・提案に伴うマネジメントがどのようになるかも、検討
して示す。

◆ Project Description
1) For the five years since the concept was formulat-
ed, efforts have been focused on improving the living 
environment centered on housing construction.More 
than 5,000 residents have already moved into 
high-rise housing around the station. In 2014, Gate 
Square opened, and the complex functions of hotels, 
commercial facilities, and office buildings were 
located, and in 2018, a new junior high school was 
opened, and people's lives have become established.
A certain figure has come into view around Kashi-
wanoha Station with the development of the railway 
station and the suburbs.While accommodating 
people living around Kashiwanoha Campus Station 
and commuting from there, and people working at 
Kashiwanoha, more diversified countermeasures and 
programs are being implemented. On the other 
hand, "Kashiwanoha No. 16 North Area", an area 
across National Highway 16, several hundred meters 
away from Kashiwanoha Campus Station, will be 
developed in the future. The task of this studio is to 
think about suburban city design of this site.

2) Suburban design utilizing railway stations and 
highways
The Kashiwanoha district has developed as an easy-to-live 
town with abundant residential and commercial facilities. 
On the other hand, universities and research institutes are 
located, and there is a movement to attract companies in 
the future, which has the potential to realize a new way of 
living that is different from general bedroom towns.
"Kashiwanoha No. 16 North Area" is within walking 
distance from the station, but there is a certain distance. 
On the other hand, National Road 16, which is a main 
artery, is nearby, so it is also possible to rely on cars. The 
natural environment, such as satoyama, balancing pond, 
and the historic Noma Bank, remains, and it is possible to 
design using these flexibly.
In this way, we believe that it is possible to propose a new 
way of living and working in modern Japan on this site. 
We seek proposals that are different from the suburban 
city design near the station by freely combining living in 
the suburbs, places of work, and commerce. 

3) Lifestyle suggestion and the design of "Kashiwan-
oha No. 16 North Area" (the entire area)
Nowadays, the boundaries of a series of life behav-
iors, such as "living, working and resting," is disap-
pearing. In which to think about a new way of life in 
the suburbs, and put forward proposals, is the topic 
of this time. The following suggestions are proposed 
for the overall design of the life style and the area of 
" Kashiwanoha No. 16 North Area ".
・Make a lifestyle proposal for the area. And be clear 
of who and how to live in this newly built town of the 
suburb.
・Propose an overall design of "Kashiwanoha No. 16 
North Area" according to the proposed lifestyle. For 
proposals, devise expressions that make it easy to 
explain the proposals, such as zoning pictures, 
concept pictures, and diagrams. The relationship with 
stations, trunk roads, and the existing natural envi-
ronment should be shown.
・Think about what should be considered in order to 
make the transition to a sustainable street, manage-
ment plan should also be included in the proposal.

・Read the current status of Kashiwanoha and the 
current status of related areas, and consider the char-
acteristics of the region.
・The floor area ratio of the entire area is limited to 
about 200%.

4) Design of places to live and work (individual design)
Select a district that can show the proposed lifestyle 
more concretely, design a concrete space, and propose 
as follows.
・Explain the living style as the concept of the 
proposed area.
・Propose individual space designs for specific living 
and working places based on the concept of the 
district.
・Express the concept in words, drawings, perspec-
tives, etc. Choose the scale according to the content of 
the proposal.
・Consider and show how management will be associ-
ated with the proposal.
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スケジュール　Schedule

◆基本スケジュール（下記を原則とします。）

・作業、エスキース、プレゼンテーションは全てグループ
単位で行います。

・エスキース、講評、講義︓火曜日4・5限15:00～18:30
・グループ別作業︓金・火曜日4・5限15:00～18:30

・場所︓オンライン（グループごと工夫）

【第１段階】
対象エリアの設定、対象エリアの分析と将来像の立案
▶10月 6日（火）15:00～（オンライン）ガイダンス、課
題説明、敷地の概況説明、昨年度の成果紹介、柏の葉国際
キャンパスタウン構想の概要説明
▶10月7～12日（現地）UDCK柏の葉キャンパス駅周辺の
現地視察（各自小人数で実施）
▶10月13日（火）15:00～（オンライン）課題・敷地に
対して考えたことを説明（パワポ1枚程度）。エスキース
、地域の課題の検証
▶10月20日（火）15:00～（オンライン）個人発表（取
り組みたいテーマなど、パワポ1～2枚）、グループ分け
、グループでテーマ・提案対象地区・街区選定の検討

▶10月27日（火）15:00～（オンライン）グループごと
に作業、エスキース
▶11月 3日（火）祝日　休講（グループごとに作業は進め
る）
▶11月10日（火）15:00～（オンライン）グループ発表
発表課題︓コンセプトの設定、敷地分析、計画方針まで
発表方法︓パワーポイント (各グループ10分)
発表コンテンツ︓
１）分析結果︓対象エリアの分析
２）将来像設定︓生活像・空間像の設定
３）計画コンセプト︓テーマ、方針、戦略、ダイアグラム
、概念図、スケッチ

【第2段階】
対象エリアの将来像の計画の立案
▶11月17日（火）15:00～（オンライン）エスキース
▶11月24日（火）15:00～（オンライン）中間講評会
発表課題︓コンセプト、敷地分析、居住・活動像、空間像
とマネジメントのアイデアまで
発表方法︓パワーポイント（ppt10分）、模型
発表コンテンツ
１）現状分析と位置づけ︓柏の葉地区の将来像と対象区域
の位置づけ
２）シナリオ︓空間像と整備・マネジメント方策
３）コンセプト︓テーマ、方針、戦略、ダイアグラム、概
念図

４）デザイン︓対象区域の配置計画、施設概要、スケッチ
５）メソッド︓実現と維持のためのマネジメントの仕組み
、組織、方法

【第3段階】
施設・空間デザイン、マネジメント仕組みの立案
▶12月 1日（火）15:00～（オンライン）エスキース
▶12月 8日（火）15:00～（オンライン）エスキース・ミ
ニプレゼン（ppt10分）
▶12月15日（火）15:00～（オンライン）エスキース
▶12月22日（火）15:00～（オンライン）学内講評会
発表課題︓敷地分析から施設・空間デザインまで
発表方法︓パワーポイント、模型
発表コンテンツ︓１）現状分析と位置づけ︓柏の葉地区の
将来像と対象区域の位置づけ
２）シナリオ︓空間像、形成プロセス、整備計画

３）コンセプト︓テーマ、方針、戦略、ダイアグラム、概
念図　
４）デザイン︓対象区域の配置計画図、施設計画図、動線
計画、スケッチ

【補足】
プレゼンテーションの作成
▶1月 5日（火）15:00～（オンライン）プレゼンテーシ
ョン方針チェック（報告会の段取り）
▶1月12日（火）15:00～（オンライン）プレゼンテーシ
ョン作成（パワポ、Ａ０パネル、刊行物）
▶1月19日（火）15:00～（オンライン）プレゼンテーシ

ョン予行演習
▶1月23日（土）13:30～（オンライン）一般公開最終講
評会
発表課題︓敷地分析から施設・空間デザイン
発表成果物︓パワーポイント、Ａ０サイズパネル、模型、
刊行物ページレイアウト
発表コンテンツ︓上記講評会と同じ（学内講評会から一般
に向けてバージョンアップしたもの）

Studio Schedule (work will be done in groups) 

Basic Schedule (general rules)

・Esquisse, critiques, and lectures: Tuesdays, 4th and 5th 
periods (15:00 to 18:30) 
・Group work: Tuesdays and Fridays, 4th and 5th periods 
(15:00 to 18:30)  online

1st Phase: Site Analysis and concept making
▶ October 6 (Tuesday) from 15:00: (online) Guidance, 
overview of the project and the Kashiwanoha Internation-
al Campus Town Initiative at UDCK, site visit to Kashiwano-
ha Campus Station, individual esquisse
▶ October 7～12 (Field) Site research around UDCK 
Kashiwanoha Campus Station (conducted by group)
▶ October 13 (Tuesday) from 15:00: (online) Explain the 
thought about the project and the site (about 1 page). 
Esquisse, verification of regional issues
▶ October 20 (Tuesday) from 15:00: (online) Individual 
presentation (announce the theme you want to work on, 
one or two pages), decide groups, discuss themes, target 
districts and blocks in groups
▶ October 27 (Tuesday) from 15:00: (online)  Work and 
esquisse by groups
▶ November 3 (Tuesday) Cancellation (work will proceed 
by each group)
▶ November 10 (Tuesday) from 15:00: (online) Group 
presentation  
Presentation subject: Concept development, site analysis, 

planning principles
Presentation style: Powerpoint (10 min per group)
Outline of Presentation:
1)Results of analysis: analysis of target district/block
2)Development of future image: images of future lifestyles 
and spaces
3)Planning Concepts: Themes, Policies, Strategies, 
Diagrams, Conceptual Diagrams, Sketches

2nd Phase: Propose future vision and planning 
of the site
▶ November 17 (Tuesday) from 15:00: (online) Esquisse
▶ November 24 (Tuesday) from 15:00: (online) Midterm 
critique session 
▶ November 20 (Tuesday) from 15:00: Esquisse at 1st floor 
gallery space in the Environmental Building
▶November 27 (Tuesday) from 15:00: Midterm critique 
session 
Presentation subject: 
Concept, site analysis, image of housing and other activi-
ties, ideas on spatial design and management 
Presentation style: 
PowerPoint presentation (10 min) and model
Outline of Presentation:
1)Analysis and characterization of existing state: future 
image of Kashiwanoha District and characterization of the 
target district
2)Scenario: Spatial image and maintenance/management policies
3)Concept: themes, objectives, strategies, diagrams, and 

concept maps
4)Design: site planning, overview of facilities, and sketch-
es of the target district
5)Method: the mechanisms, organizations and methods 
necessary to realize and sustainably manage the proposed plan
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◆基本スケジュール（下記を原則とします。）

・作業、エスキース、プレゼンテーションは全てグループ
単位で行います。

・エスキース、講評、講義︓火曜日4・5限15:00～18:30
・グループ別作業︓金・火曜日4・5限15:00～18:30

・場所︓オンライン（グループごと工夫）

【第１段階】
対象エリアの設定、対象エリアの分析と将来像の立案
▶10月 6日（火）15:00～（オンライン）ガイダンス、課
題説明、敷地の概況説明、昨年度の成果紹介、柏の葉国際
キャンパスタウン構想の概要説明
▶10月7～12日（現地）UDCK柏の葉キャンパス駅周辺の
現地視察（各自小人数で実施）
▶10月13日（火）15:00～（オンライン）課題・敷地に
対して考えたことを説明（パワポ1枚程度）。エスキース
、地域の課題の検証
▶10月20日（火）15:00～（オンライン）個人発表（取
り組みたいテーマなど、パワポ1～2枚）、グループ分け
、グループでテーマ・提案対象地区・街区選定の検討

▶10月27日（火）15:00～（オンライン）グループごと
に作業、エスキース
▶11月 3日（火）祝日　休講（グループごとに作業は進め
る）
▶11月10日（火）15:00～（オンライン）グループ発表
発表課題︓コンセプトの設定、敷地分析、計画方針まで
発表方法︓パワーポイント (各グループ10分)
発表コンテンツ︓
１）分析結果︓対象エリアの分析
２）将来像設定︓生活像・空間像の設定
３）計画コンセプト︓テーマ、方針、戦略、ダイアグラム
、概念図、スケッチ

【第2段階】
対象エリアの将来像の計画の立案
▶11月17日（火）15:00～（オンライン）エスキース
▶11月24日（火）15:00～（オンライン）中間講評会
発表課題︓コンセプト、敷地分析、居住・活動像、空間像
とマネジメントのアイデアまで
発表方法︓パワーポイント（ppt10分）、模型
発表コンテンツ
１）現状分析と位置づけ︓柏の葉地区の将来像と対象区域
の位置づけ
２）シナリオ︓空間像と整備・マネジメント方策
３）コンセプト︓テーマ、方針、戦略、ダイアグラム、概
念図

４）デザイン︓対象区域の配置計画、施設概要、スケッチ
５）メソッド︓実現と維持のためのマネジメントの仕組み
、組織、方法

【第3段階】
施設・空間デザイン、マネジメント仕組みの立案
▶12月 1日（火）15:00～（オンライン）エスキース
▶12月 8日（火）15:00～（オンライン）エスキース・ミ
ニプレゼン（ppt10分）
▶12月15日（火）15:00～（オンライン）エスキース
▶12月22日（火）15:00～（オンライン）学内講評会
発表課題︓敷地分析から施設・空間デザインまで
発表方法︓パワーポイント、模型
発表コンテンツ︓１）現状分析と位置づけ︓柏の葉地区の
将来像と対象区域の位置づけ
２）シナリオ︓空間像、形成プロセス、整備計画

３）コンセプト︓テーマ、方針、戦略、ダイアグラム、概
念図　
４）デザイン︓対象区域の配置計画図、施設計画図、動線
計画、スケッチ

【補足】
プレゼンテーションの作成
▶1月 5日（火）15:00～（オンライン）プレゼンテーシ
ョン方針チェック（報告会の段取り）
▶1月12日（火）15:00～（オンライン）プレゼンテーシ
ョン作成（パワポ、Ａ０パネル、刊行物）
▶1月19日（火）15:00～（オンライン）プレゼンテーシ

ョン予行演習
▶1月23日（土）13:30～（オンライン）一般公開最終講
評会
発表課題︓敷地分析から施設・空間デザイン
発表成果物︓パワーポイント、Ａ０サイズパネル、模型、
刊行物ページレイアウト
発表コンテンツ︓上記講評会と同じ（学内講評会から一般
に向けてバージョンアップしたもの）

1st Phase: Site Analysis and concept making
▶ October 6 (Tuesday) from 15:00: (online) Guidance, 
overview of the project and the Kashiwanoha Internation-
al Campus Town Initiative at UDCK, site visit to Kashiwano-
ha Campus Station, individual esquisse
▶ October 7～12 (Field) Site research around UDCK 
Kashiwanoha Campus Station (conducted by group)
▶ October 13 (Tuesday) from 15:00: (online) Explain the 
thought about the project and the site (about 1 page). 
Esquisse, verification of regional issues
▶ October 20 (Tuesday) from 15:00: (online) Individual 
presentation (announce the theme you want to work on, 
one or two pages), decide groups, discuss themes, target 
districts and blocks in groups
▶ October 27 (Tuesday) from 15:00: (online)  Work and 
esquisse by groups
▶ November 3 (Tuesday) Cancellation (work will proceed 
by each group)
▶ November 10 (Tuesday) from 15:00: (online) Group 
presentation  
Presentation subject: Concept development, site analysis, 

planning principles
Presentation style: Powerpoint (10 min per group)
Outline of Presentation:
1)Results of analysis: analysis of target district/block
2)Development of future image: images of future lifestyles 
and spaces
3)Planning Concepts: Themes, Policies, Strategies, 
Diagrams, Conceptual Diagrams, Sketches

2nd Phase: Propose future vision and planning 
of the site
▶ November 17 (Tuesday) from 15:00: (online) Esquisse
▶ November 24 (Tuesday) from 15:00: (online) Midterm 
critique session 
▶ November 20 (Tuesday) from 15:00: Esquisse at 1st floor 
gallery space in the Environmental Building
▶November 27 (Tuesday) from 15:00: Midterm critique 
session 
Presentation subject: 
Concept, site analysis, image of housing and other activi-
ties, ideas on spatial design and management 
Presentation style: 
PowerPoint presentation (10 min) and model
Outline of Presentation:
1)Analysis and characterization of existing state: future 
image of Kashiwanoha District and characterization of the 
target district
2)Scenario: Spatial image and maintenance/management policies
3)Concept: themes, objectives, strategies, diagrams, and 

concept maps
4)Design: site planning, overview of facilities, and sketch-
es of the target district
5)Method: the mechanisms, organizations and methods 
necessary to realize and sustainably manage the proposed plan
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◆基本スケジュール（下記を原則とします。）

・作業、エスキース、プレゼンテーションは全てグループ
単位で行います。

・エスキース、講評、講義︓火曜日4・5限15:00～18:30
・グループ別作業︓金・火曜日4・5限15:00～18:30

・場所︓オンライン（グループごと工夫）

【第１段階】
対象エリアの設定、対象エリアの分析と将来像の立案
▶10月 6日（火）15:00～（オンライン）ガイダンス、課
題説明、敷地の概況説明、昨年度の成果紹介、柏の葉国際
キャンパスタウン構想の概要説明
▶10月7～12日（現地）UDCK柏の葉キャンパス駅周辺の
現地視察（各自小人数で実施）
▶10月13日（火）15:00～（オンライン）課題・敷地に
対して考えたことを説明（パワポ1枚程度）。エスキース
、地域の課題の検証
▶10月20日（火）15:00～（オンライン）個人発表（取
り組みたいテーマなど、パワポ1～2枚）、グループ分け
、グループでテーマ・提案対象地区・街区選定の検討

▶10月27日（火）15:00～（オンライン）グループごと
に作業、エスキース
▶11月 3日（火）祝日　休講（グループごとに作業は進め
る）
▶11月10日（火）15:00～（オンライン）グループ発表
発表課題︓コンセプトの設定、敷地分析、計画方針まで
発表方法︓パワーポイント (各グループ10分)
発表コンテンツ︓
１）分析結果︓対象エリアの分析
２）将来像設定︓生活像・空間像の設定
３）計画コンセプト︓テーマ、方針、戦略、ダイアグラム
、概念図、スケッチ

【第2段階】
対象エリアの将来像の計画の立案
▶11月17日（火）15:00～（オンライン）エスキース
▶11月24日（火）15:00～（オンライン）中間講評会
発表課題︓コンセプト、敷地分析、居住・活動像、空間像
とマネジメントのアイデアまで
発表方法︓パワーポイント（ppt10分）、模型
発表コンテンツ
１）現状分析と位置づけ︓柏の葉地区の将来像と対象区域
の位置づけ
２）シナリオ︓空間像と整備・マネジメント方策
３）コンセプト︓テーマ、方針、戦略、ダイアグラム、概
念図

４）デザイン︓対象区域の配置計画、施設概要、スケッチ
５）メソッド︓実現と維持のためのマネジメントの仕組み
、組織、方法

【第3段階】
施設・空間デザイン、マネジメント仕組みの立案
▶12月 1日（火）15:00～（オンライン）エスキース
▶12月 8日（火）15:00～（オンライン）エスキース・ミ
ニプレゼン（ppt10分）
▶12月15日（火）15:00～（オンライン）エスキース
▶12月22日（火）15:00～（オンライン）学内講評会
発表課題︓敷地分析から施設・空間デザインまで
発表方法︓パワーポイント、模型
発表コンテンツ︓１）現状分析と位置づけ︓柏の葉地区の
将来像と対象区域の位置づけ
２）シナリオ︓空間像、形成プロセス、整備計画

３）コンセプト︓テーマ、方針、戦略、ダイアグラム、概
念図　
４）デザイン︓対象区域の配置計画図、施設計画図、動線
計画、スケッチ

【補足】
プレゼンテーションの作成
▶1月 5日（火）15:00～（オンライン）プレゼンテーシ
ョン方針チェック（報告会の段取り）
▶1月12日（火）15:00～（オンライン）プレゼンテーシ
ョン作成（パワポ、Ａ０パネル、刊行物）
▶1月19日（火）15:00～（オンライン）プレゼンテーシ

ョン予行演習
▶1月23日（土）13:30～（オンライン）一般公開最終講
評会
発表課題︓敷地分析から施設・空間デザイン
発表成果物︓パワーポイント、Ａ０サイズパネル、模型、
刊行物ページレイアウト
発表コンテンツ︓上記講評会と同じ（学内講評会から一般
に向けてバージョンアップしたもの）

2nd Phase: Propose future vision and planning 
of the site
▶ November 17 (Tuesday) from 15:00: (online) Esquisse
▶ November 24 (Tuesday) from 15:00: (online) Midterm 
critique session 
▶ November 20 (Tuesday) from 15:00: Esquisse at 1st floor 
gallery space in the Environmental Building
▶November 27 (Tuesday) from 15:00: Midterm critique 
session 
Presentation subject: 
Concept, site analysis, image of housing and other activi-
ties, ideas on spatial design and management 
Presentation style: 
PowerPoint presentation (10 min) and model
Outline of Presentation:
1)Analysis and characterization of existing state: future 
image of Kashiwanoha District and characterization of the 
target district
2)Scenario: Spatial image and maintenance/management policies
3)Concept: themes, objectives, strategies, diagrams, and 

concept maps
4)Design: site planning, overview of facilities, and sketch-
es of the target district
5)Method: the mechanisms, organizations and methods 
necessary to realize and sustainably manage the proposed plan

3rd Phase: Development of facilities, spatial 
design, and management mechanisms
▶ December 1 (Tuesday) from 15:00: (online) Esquisse 
▶ December 8 (Tuesday) from 15:00: (online) Esquisse and 
Mini presentations (ppt 10 min) 
▶ December 15 (Tuesday) from 15:00: (online) Esquisse 
▶ December 22 (Tuesday) from 15:00: (online) Critique 
session
Presentation: From site analysis to facility/space design 
Presentation Style: PowerPoint presentation and models
Outline of Presentation:
1)Analysis and characterization of existing state: future 
image of Kashiwanoha District and characterization of the 
target district
2)Scenario: spatial image, development process, and 
maintenance/management policies
3)Concept: themes, objectives, strategies, diagrams, and 
concept maps
4)Design: site plan map, facility planning map, circulation 
planning, and sketches of the target district

Supplement: about the presentation
▶ January 5th (Tuesday) 15: 00- (online) Presentation 
check (preparation of debriefing session)
▶ January 12th (Tuesday) 15: 00- (online) Presentation 
making (PowerPoint, A0 panel, publications)
▶ January 19th (Tuesday) 15: 00- (online) Presentation 
rehearsal
▶ January 23 (Sat) 13: 30- (online) Public Critique session
Presentation subject: Site analysis, facility and space 
design
Presentation Style: PowerPoint, A0 size panel, model, 
publication page layout
Outline of Presentation:: Same as before (upgraded from 
the on-campus review to public)

参加学生提供
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◆基本スケジュール（下記を原則とします。）

・作業、エスキース、プレゼンテーションは全てグループ
単位で行います。

・エスキース、講評、講義︓火曜日4・5限15:00～18:30
・グループ別作業︓金・火曜日4・5限15:00～18:30

・場所︓オンライン（グループごと工夫）

【第１段階】
対象エリアの設定、対象エリアの分析と将来像の立案
▶10月 6日（火）15:00～（オンライン）ガイダンス、課
題説明、敷地の概況説明、昨年度の成果紹介、柏の葉国際
キャンパスタウン構想の概要説明
▶10月7～12日（現地）UDCK柏の葉キャンパス駅周辺の
現地視察（各自小人数で実施）
▶10月13日（火）15:00～（オンライン）課題・敷地に
対して考えたことを説明（パワポ1枚程度）。エスキース
、地域の課題の検証
▶10月20日（火）15:00～（オンライン）個人発表（取
り組みたいテーマなど、パワポ1～2枚）、グループ分け
、グループでテーマ・提案対象地区・街区選定の検討

▶10月27日（火）15:00～（オンライン）グループごと
に作業、エスキース
▶11月 3日（火）祝日　休講（グループごとに作業は進め
る）
▶11月10日（火）15:00～（オンライン）グループ発表
発表課題︓コンセプトの設定、敷地分析、計画方針まで
発表方法︓パワーポイント (各グループ10分)
発表コンテンツ︓
１）分析結果︓対象エリアの分析
２）将来像設定︓生活像・空間像の設定
３）計画コンセプト︓テーマ、方針、戦略、ダイアグラム
、概念図、スケッチ

【第2段階】
対象エリアの将来像の計画の立案
▶11月17日（火）15:00～（オンライン）エスキース
▶11月24日（火）15:00～（オンライン）中間講評会
発表課題︓コンセプト、敷地分析、居住・活動像、空間像
とマネジメントのアイデアまで
発表方法︓パワーポイント（ppt10分）、模型
発表コンテンツ
１）現状分析と位置づけ︓柏の葉地区の将来像と対象区域
の位置づけ
２）シナリオ︓空間像と整備・マネジメント方策
３）コンセプト︓テーマ、方針、戦略、ダイアグラム、概
念図

４）デザイン︓対象区域の配置計画、施設概要、スケッチ
５）メソッド︓実現と維持のためのマネジメントの仕組み
、組織、方法

【第3段階】
施設・空間デザイン、マネジメント仕組みの立案
▶12月 1日（火）15:00～（オンライン）エスキース
▶12月 8日（火）15:00～（オンライン）エスキース・ミ
ニプレゼン（ppt10分）
▶12月15日（火）15:00～（オンライン）エスキース
▶12月22日（火）15:00～（オンライン）学内講評会
発表課題︓敷地分析から施設・空間デザインまで
発表方法︓パワーポイント、模型
発表コンテンツ︓１）現状分析と位置づけ︓柏の葉地区の
将来像と対象区域の位置づけ
２）シナリオ︓空間像、形成プロセス、整備計画

３）コンセプト︓テーマ、方針、戦略、ダイアグラム、概
念図　
４）デザイン︓対象区域の配置計画図、施設計画図、動線
計画、スケッチ

【補足】
プレゼンテーションの作成
▶1月 5日（火）15:00～（オンライン）プレゼンテーシ
ョン方針チェック（報告会の段取り）
▶1月12日（火）15:00～（オンライン）プレゼンテーシ
ョン作成（パワポ、Ａ０パネル、刊行物）
▶1月19日（火）15:00～（オンライン）プレゼンテーシ

ョン予行演習
▶1月23日（土）13:30～（オンライン）一般公開最終講
評会
発表課題︓敷地分析から施設・空間デザイン
発表成果物︓パワーポイント、Ａ０サイズパネル、模型、
刊行物ページレイアウト
発表コンテンツ︓上記講評会と同じ（学内講評会から一般
に向けてバージョンアップしたもの）

2nd Phase: Propose future vision and planning 
of the site
▶ November 17 (Tuesday) from 15:00: (online) Esquisse
▶ November 24 (Tuesday) from 15:00: (online) Midterm 
critique session 
▶ November 20 (Tuesday) from 15:00: Esquisse at 1st floor 
gallery space in the Environmental Building
▶November 27 (Tuesday) from 15:00: Midterm critique 
session 
Presentation subject: 
Concept, site analysis, image of housing and other activi-
ties, ideas on spatial design and management 
Presentation style: 
PowerPoint presentation (10 min) and model
Outline of Presentation:
1)Analysis and characterization of existing state: future 
image of Kashiwanoha District and characterization of the 
target district
2)Scenario: Spatial image and maintenance/management policies
3)Concept: themes, objectives, strategies, diagrams, and 

concept maps
4)Design: site planning, overview of facilities, and sketch-
es of the target district
5)Method: the mechanisms, organizations and methods 
necessary to realize and sustainably manage the proposed plan

3rd Phase: Development of facilities, spatial 
design, and management mechanisms
▶ December 1 (Tuesday) from 15:00: (online) Esquisse 
▶ December 8 (Tuesday) from 15:00: (online) Esquisse and 
Mini presentations (ppt 10 min) 
▶ December 15 (Tuesday) from 15:00: (online) Esquisse 
▶ December 22 (Tuesday) from 15:00: (online) Critique 
session
Presentation: From site analysis to facility/space design 
Presentation Style: PowerPoint presentation and models
Outline of Presentation:
1)Analysis and characterization of existing state: future 
image of Kashiwanoha District and characterization of the 
target district
2)Scenario: spatial image, development process, and 
maintenance/management policies
3)Concept: themes, objectives, strategies, diagrams, and 
concept maps
4)Design: site plan map, facility planning map, circulation 
planning, and sketches of the target district

Supplement: about the presentation
▶ January 5th (Tuesday) 15: 00- (online) Presentation 
check (preparation of debriefing session)
▶ January 12th (Tuesday) 15: 00- (online) Presentation 
making (PowerPoint, A0 panel, publications)
▶ January 19th (Tuesday) 15: 00- (online) Presentation 
rehearsal
▶ January 23 (Sat) 13: 30- (online) Public Critique session
Presentation subject: Site analysis, facility and space 
design
Presentation Style: PowerPoint, A0 size panel, model, 
publication page layout
Outline of Presentation:: Same as before (upgraded from 
the on-campus review to public)
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実施体制　System　
各大学での講義名　Name of Class at Each University

東京大学大学院新領域創成科学研究科　Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo　
環境学研究系共通科目・環境デザイン統合教育プログラム「都市環境デザインスタジオ」

千葉大学大学院融合理工学府創成工学専攻　Graduate School of Science and Engineering, Chiba University
建築学コース「公共空間論」「建築デザイン演習Ⅱ」

東京理科大学大学院理工学研究科建築学専攻　
Graduate School of Science and Technology,  Tokyo University of Science　　　　　　　　　　　　　

「建築設計スタジオ２C」

筑波大学　Tsukuba University 

「社会工学ワークショップI/II」

参加学生　Students

グループ１　Group1

東京大学 磯部裕汰
東京大学 于 沐
千葉大学 興梠麻衣
東京理科大学 佐古 靖広
東京理科大学 酒井亮祐
筑波大学 趙新宇

グループ２　Group2

東京理科大学 岩田采子
東京理科大学 上野亜耶
東京大学 江 心月
東京理科大学 齋浦万桜子
東京大学 三井琳子
千葉大学 三宅宇泉

グループ3　Group3

千葉大学 金田有里菜
東京大学 斎雪乃
千葉大学 商嘉�
千葉大学 張 涵瑩
千葉大学 丹羽悠華
千葉大学 藤本 郁

グループ4　Group4

東京理科大学 阿部萌子
東京大学 児玉峻
千葉大学 林峻宏
東京大学 藤井達郎
千葉大学 劉 佳音
千葉大学 林佳儀

グループ5　Group5

東京大学 遠藤玲
千葉大学 岡野晶
千葉大学 荻原朋也
千葉大学 木内佑
千葉大学 斉木詠吾
東京大学 唐 奥

グループ6　Group6 

東京大学 相良 昂
東京理科大学 須藤里佳
千葉大学 平美悠
東京大学 野上昌孝
東京理科大学 前田旭陽
東京大学 矢野裕一朗
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担当教員（全体の指導、講評等）
清家　剛
（東京大学大学院新領域創成科学研究科社会文化環境学専攻 准教
授、建築構法）
出口　敦
（東京大学大学院新領域創成科学研究科社会文化環境学専攻 教授
、都市設計学）
山下   博満
（東京大学非常勤講師、日本設計、建築家）
三牧　浩也
（東京大学特任研究員、UDCK副センター長、都市設計）
馬場   隆行
（UDCKディレクター、建築設計）
池田   晃一
（東京大学特任研究員、建築設計）
清水　亮
（新領域創成科学研究科社会文化環境学専攻 准教授、社会学）

スタジオ・アドバイザー（専門的指導）
永野　収（UDCKディレクター）

上野　武
（千葉大学大学院工学研究院創成工学専攻建築学コース 特任教授
、建築計画）
安森   亮雄
（千葉大学大学院工学研究院創成工学専攻建築学コース 教授、建
築計画）
鈴木　弘樹
（千葉大学大学院工学研究院創成工学専攻建築学コース 准教授、
建築計画）
秋田　典子
（千葉大学大学院園芸学研究科 准教授、景観計画）
伊藤　香織
（東京理科大理工学部建築学科 教授、都市計画）
渡辺　俊
（筑波大学システム情報系 社会工学域 教授、建築計画）
村上　暁信
（筑波大学システム情報系 社会工学域 准教授、緑地計画）

ティーチング・アシスタント（TA）
竹村　由紀（東京大学大学院新領域創成科学研究科社会文化環境
学専攻（清家研究室）博士課程）
渡邊　千加（東京大学大学院新領域創成科学研究科社会文化環境
学専攻（清家研究室）修士課程）

Core teachers: will oversee the overall progress, instruct 
and give lectures.
Tsuyoshi Seike
Associate Professor (Building Construction), Graduate School of 
Frontier Sciences, Department of Socio-cultural Environmental 
Studies, UTokyo

Atsushi Deguchi
Professor (Urban Design), Department of Socio-cultural Environmen-
tal Studies, Graduate School of Frontier Sciences, UTokyo

Hiromitsu Yamashita
Lecturer (Architect), Nihon Sekkei

Hiroya Mimaki
Project Researcher (Urban Design), UTokyo, Vice Director of UDCK  

Takayuki Bamba 
Director of UDCK (Architect) 

Koichi Ikeda 
Project Researcher (Architect) , UTokyo 

Ryo Shimizu
Associate Professor (Sociology), Graduate School of Frontier Sciences, 
Department of Socio-cultural Environmental Studies, UTokyo

Advisors
Shu Nagano
Director of UDCK

Takeshi Ueno
Professor (Architectural Planning), Chiba University Graduate School 
of Science and Engineering, Division of Creative Engineering, 
Department of Architecture 
Akio Yasumori
Professor (Architectural Planning), Chiba University Graduate School 
of Science and Engineering, Division of Creative Engineering, 
Department of Architecture 
Hiroki Suzuki
Associate Professor (Architectural Planning), Chiba University 
Graduate School of Science and Engineering, Division of Creative 
Engineering, Department of Architecture
Noriko Akita
Associate Professor (Landscape Planning), Chiba University Graduate 
School of Horticulture
Kaori Ito
Professor (Urban Planning), Tokyo University of Science, Faculty of 
Science and Technology, Department of Architecture
Shun Watanabe 
Professor (Architectural Planning), Tsukuba University Faculty of 
Engineering, Information and Systems, Department of Environmental 
Science
Akinobu Murakami 
Associate Professor (Open Space Planning), University of Tsukuba, 
Faculty of Engineering, Information and Systems, Division of Policy 
and Planning Sciences

Teaching Assistants (TAs)
Yuki Takemura
Doctor Candidate, Seike Lab., Department of Socio-cultural Environ-
mental Studies, Graduate School of Frontier Sciences, UTokyo 
Chika Watanabe 
Master Candidate, Seike Lab., Department of Socio-cultural Environ-
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設計プロセス
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公民学 ショップギャラリー 植物工場 屋外空間実証土

植物工場

レストラン マルシェ

農体験 EV季節ごとの店舗

WC

倉庫

食料廃棄見学

ランナーズベース

イベントスペース

公民学拠点

農の壁

もぎ採りレストラン・直売所 レンタル倉庫・事務所(管理者用)垂直市民農園 EV

カフェ

垂直農業

EV料理教室

大階段 イベント/多目的ホール

水栽培農業体験

野菜の温室花壇 遊具

農の壁
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