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Graduate School of Urban Innovation for Sustainable and Creative Future
The Graduate School of Urban Innovation was established in April, 2011, to train those creative, 
highly-specialized future professionals whose work will involve a variety of urban innovation projects 
(M.A. Program) and those future global leaders who, having trained to possess multiple viewpoints, 
will themselves be the underpinnings of global expansion of urban innovation research (Doctorate 
Program).

都市イノベーション学府について：専攻とコース

サステイナビリティとクリエイティヴィティを理念として都市の未来へ
都市は常に変貌している。人口の都市への集中、産業構造の変化、住環境の変化、経済のグローバル
化に伴う多文化の流入……旧来の都市像ではあり得なかった多くの要素が不断に都市に流入している。
都市はこれからどこに向かい何を生み出すのか。あるいは、都市はどの方向に向かうべきであり、何を生
み出すべきなのか。
現在の都市に存在するあらゆる問題に、旧来は存在しなかった多様な要素が絡み合っている。その問題
を解決へと導くためには、まず問題を形成する複雑な要素を分析することから始めるべきだろう。そのた
めに横浜国立大学大学院都市イノベーション学府は、新たな都市像の不断の提出をめざして2011年４
月に設立された。
都市イノベーション学府は、「持続可能性」と「創造性」を都市の未来のキーワードに、建築、都市文化、
都市計画、シビル・エンジニアリング、グローバル・スタディーズ等、文理融合の多彩な学領域を備え、実
践的、複合的に都市の未来像を提出する。

課程 入学定員 専攻 入学定員 コース 教育方式

博士課程前期
Master’s Programs

105

建築都市文化専攻
Department of Architecture

and Urban Culture
68

建築都市文化コース 専門分野研究方式

建築都市デザインコース
Y-GSA

スタジオ教育方式

横浜都市文化コース
Y-GSC

スタジオ教育方式

都市地域社会専攻
Department of  Infrastructure

and Urban Society 
37

都市地域社会コース 専門分野研究方式

国際基盤学コース
IGSI

スタジオ教育方式

博士課程後期
Doctoral Programs

12
都市イノベーション専攻

Department of Urban Innovation
12 専門分野研究方式
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課程 入学定員 専攻 定員内訳 コース 教育方式

博士課程前期
Master’s Programs

105

建築都市文化専攻
Department of Architecture and 

Urban Culture
68

建築都市文化コース 専門分野研究方式

建築都市デザインコース
Y-GSA

スタジオ教育方式

横浜都市文化コース
Y-GSC

スタジオ教育方式

都市地域社会専攻
Department of Infrastructure and 

Urban Society
37

都市地域社会コース 専門分野研究方式

国際基盤学コース
IGSI

スタジオ教育方式

博士課程後期
Doctoral Programs

12 都市イノベーション専攻
Department of Urban Innovation

12 専門分野研究方式

博士課程前期
Master’s Programs

3※
都市地域社会専攻

Department of Infrastructure and 
Urban Society

3※ インフラストラクチャー
管理学コース IMP 専門分野研究方式

都市は常に変貌している。人口の都市への集中、産業構造の変化、住環境の変化、経済のグロー
バル化に伴う多文化の流入……旧来の都市像ではあり得なかった多くの要素が不断に都市に
流入している。都市はこれからどこに向かい何を生み出すのか。あるいは、都市はどの方向に
向かうべきであり、何を生み出すべきなのか。現在の都市に存在するあらゆる問題に、旧来は
存在しなかった多様な要素が絡み合っている。その問題を解決へと導くためには、まず問題を
形成する複雑な要素を分析することから始めるべきだろう。そのために横浜国立大学大学院都
市イノベーション学府は、新たな都市像の不断の提出をめざして 2011年４月に設立された。
都市イノベーション学府は、「持続可能性」と「創造性」を都市の未来のキーワードに、建築、
都市文化、都市計画、シビル・エンジニアリング、グローバル・スタディーズ等、文理融合の
多彩な学領域を備え、実践的、複合的に都市の未来像を提出する。

※�インフラストラクチャー管理学コース�IMP�の定員は博士課程前期入学定員�105�名の外数で、年により変
動することがあります。
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Specialization in International

Infrastructure （IGSI）

英語による留学生プログラムとして、世界銀行から政策的留
学生を受け入れてきた国際開発協力を目的とするプログラム
を通じ、主に途上国からの実務家に対してインフラストラク
チャー管理についての実践的知識の養成を図る。

As an international student program in English, this course is 
designed to give students who are mainly active practitioners 
in developing nations a practical knowledge of infrastructure 
management through an international development 
cooperation program that accepts policy planners from the 
World Bank. 

インフラストラクチャー管理学コース IMP

Specialization in Infrastructure 

Management （IMP）





Department of Urban Innovation
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建築都市文化専攻
建築都市文化コース・建築都市デザインコース［Y-GSA］・横浜都市文化コース［Y-GSC］

江口　亨 建築維持活用論／建築理論スタジオ
大野　敏 日本建築保存修復論／建築理論スタジオ
大原　一興 環境心理学／環境行動論
河端　昌也 大空間建築構造論／建築構造工学スタジオ
北山　恒 Y-GSAワークショップ／都市再生デザインスタジオ
清田　友則 現代文化論／文芸メディア創作スタジオ
楠　浩一 建築応用振動論／建築構造工学スタジオ榑沼　範久 

Y-佐土原　聡 グリーンビルディング・コミュニティ計画論／地域・都市環境管理論
須川　亜紀子 アーバンアート論B／文芸メディア創作スタジオ
高見澤　実 地域創造論／市街地創造論
田川　泰久 建築構造性能論／建築耐震設計論
田才　晃 建築構造性能論／建築耐震改修論

田中　稲子 建築環境共生論／環境都市デザインスタジオ
寺田　真理子 横浜建築都市学S・F／インターンシップ（Y-GSA）
中川　克志 芸術文化論／音響空間スタジオ
西澤　立衛 Y-GSAワークショップ／次世代環境創造デザインスタジオ
野原　卓 都市居住環境論／環境都市デザインスタジオ
彦江　智弘 文芸文化論／文芸メディア創作スタジオ

平倉　圭 映像芸術論A／映像芸術スタジオ
深井　一夫 建築温熱環境論／建築都市文化特別演習
藤岡　泰寛 持続型集住論／建築理論スタジオ
藤原　徹平 Y-GSAワークショップ／地域再生デザインスタジオ
松本　由香 建築構造性能論／建築構造工学スタジオ
室井　尚 都市と芸術／現代アートスタジオ
茂木　一衛 都市音響論／音響空間スタジオ
吉田　聡 地域省エネルギー計画論／環境都市デザインスタジオ

担当教員一覧 
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担当教員一覧
建築都市文化専攻
建築都市文化コース・建築都市デザインコース [Y-GSA]・横浜都市文化コース [Y-GSC]

建築系

稲垣　景子	 都市防災、都市・地域計画、GIS
江口　亨	 	 建築ストック活用、建築構法計画、建築生産
大野　敏	 	 日本建築史、古建築保存修復
大原　一興	 建築計画・都市計画、環境行動学
河端　昌也	 膜構造、大空間構造
佐土原　聡	 都市環境工学、都市防災計画
杉本　訓祥	 鉄筋コンクリート構造、耐震構造、構造力学
高見澤　実	 都市計画	 	
田中　稲子	 建築環境工学、住環境教育
野原　卓	 	 都市計画、都市デザイン、まちづくり	
藤岡　泰寛	 建築計画、住居・住環境計画
松本　由香	 鋼構造、耐震性、構造安全性
守田　正志	 西洋建築史、イスラーム建築史、都市史
吉田　聡	 	 建築・都市環境工学、建築・都市設備

Y-GSA
乾　久美子	 建築デザイン
妹島　和世	 建築デザイン
寺田　真理子	 建築と都市のメディア・デザイン、都市建築研究
西澤　立衛	 建築デザイン
藤原　徹平	 建築デザイン

都市文化系
清田　友則	 精神分析批評（セクシュアリティ、サブカル、若者文化）
榑沼　範久		 （未来への）思想史、芸術論
須川　亜紀子	 ポピュラー文化研究（アニメ、マンガ、2.5 次元文化）
中川　克志	 音響文化論
彦江　智弘	 文学（主に20世紀フランス、文学と都市）
平倉　圭	 	 芸術学（近現代美術、舞踊、映画）
Fabien	Carpentras　映画学（社会、文化、政治）

石田　孝徳 鋼構造、建築構造、耐震工学
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都市地域社会専攻
都市地域社会コース・国際基盤学コース［IGSI］

大須賀　史和 現代社会文化論B／欧米都市文化研究スタジオ
小ヶ谷　千穂 越境社会と地域交通／アジア・途上地域研究スタジオ
勝地　弘 都市防災システム論／都市基盤マネジメントスタジオ
鎌原　勇太 公共政策論B／アジア・途上地域研究スタジオ
菊本　統 地盤環境と廃棄物／都市基盤マネジメントスタジオ

　一男 

正安 
近藤　久洋 公共政策論A／アジア・途上地域研究スタジオ齋藤　麻人 グローバル都市論／欧米都市文化研究スタジオ
白水　紀子 アジア社会論／アジア・途上地域研究スタジオ
須川　英徳 アジア社会論／アジア・途上地域研究スタジオ

ネジメントスタジオ
田中　伸治 交通計画学／都市基盤マネジメントスタジオ椿　龍哉 都市基盤環境相関学／都市基盤マネジメントスタジオ彦 盤マネジメントスタジオ
西尾　真由子 都市基盤構造材料学／維持管理計画学
長谷川　秀樹 現代社会文化論A／欧米都市文化研究スタジオ早野　公敏 地盤設計学／都市基盤マネジメントスタジオ
藤掛　洋子 国際支援政策論／アジア・途上地域研究スタジオ
細田　暁 耐震耐久設計学／維持管理計画学
松原　宏之 現代社会文化論A／欧米都市文化研究スタジオ
松本　尚之 途上地域発展論／アジア・途上地域研究スタジオ
松行　美帆子 地域計画論／アジア・途上地域研究スタジオ
山田　均 都市基盤安全設計学／都市基盤マネジメントスタジオ
四方田　千恵 文化交流論／アジア・途上地域研究スタジオ
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都市地域社会専攻
都市地域社会コース・国際基盤学コース［IGSI］・インフラストラクチャー管理学コース［IMP］

都市基盤系
勝地　弘	 構造工学、橋梁工学、耐風工学
菊本　統	 	 地盤力学、地盤工学、地盤環境工学
崔　　瑛	 	 地盤工学、地盤災害、トンネル工学
鈴木　崇之	 海岸工学、沿岸環境工学、底質移動
田中　伸治	 交通工学、交通マネジメント、ITS( 高度交通システム )
田村　洋	 	 橋梁工学，鋼構造，破壊力学

	
	

早野　公敏	 地盤工学、地盤改良、土構造物
藤山　知加子	 コンクリート工学，鋼コンクリート複合構造，構造設計
細田　暁	 	 コンクリート工学、メインテナンス工学、建設マネジメント
前川　宏一	 コンクリート構造工学、無機複合材料科学

地域社会系（グローバルスタディーズ領域）	
大須賀　史和	 哲学・倫理学、ロシア思想史（社会・政治・文化）
鎌原　勇太	 政治学、国際関係論（warfare	ecology や選挙が専門）
小宮　正安	 ヨーロッパ文化史、都市文化論、比較文化論
齊藤　麻人	 都市社会学、都市政策、グローバル都市論
佐藤　峰	 	 国際開発学、社会人類学、コミュニティ・デザイン
高橋　弘司	 ジャーナリズム、メディア研究
辻　大和	 	 歴史学、	東アジア史、朝鮮王朝史、社会経済史、韓国朝鮮研究
朴　祥美	 	 近現代日本史、東アジア関係史、文化政策、崔承喜研究
長谷川　秀樹	 フランス社会学、フランス語圏文化論、島嶼研究
藤掛　洋子	 文化人類学・開発人類学・ジェンダーと開発、パラグアイ地域研究
松本　尚之	
松行　美帆子	
三浦　倫平	
四方田　千恵	

文化人類学、エスニシティ研究、移民研究、アフリカ研究
都市・地域計画、途上国都市論
都市社会学、地域社会学
比較文学、植民地文学、台湾研究
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アドミッション・ポリシー

都市イノベーション学府は、都市に関わる多様なイノベーションをめざそうとする人材、グローバルな視点
と高度な思考力を備えた人材を対象として、入学者選抜を実施する。
特に、本学府の掲げる以下の理念に対して、強い意欲と関心のある人材を求めている。

① 人間と自然に優しく美しい都市空間に係るイノベーション。感性を高める都市の価値づくり。
② 科学的評価と諸資源のマネジメント手法に係るイノベーション。人々の共感による都市づくり。
③ 歴史的・文化的・社会的な固有性の共生に係るイノベーション。
共生と連帯によるグローバルな環境づくり。

◉博士課程前期◉

［建築都市文化専攻］
持続可能で成熟した豊かな都市・建築空間を創造するための礎となる芸術活動や思想・工学に関心が
あり、建築・都市に関する高度な専門家となるための感性と情熱を有する人。

■建築都市文化コース
豊かで環境と調和し、安全で快適な建物や都市を構築するのに必要な専門知識を深く身に着けるため
に、好奇心と行動力を持って自ら挑戦しようとする人。未来の私たちの住まう都市を構想する豊かな創
造力をもち、夢を科学的な思考によって現実のものにする実行力、そして未来の社会に対して責任をも
つ強い精神力を持つ人。都市文化・芸術文化に関する基本的・根本的な知識を修得したうえで、「人間」
「自然」「優美」「安全」「革新」等の概念も問い直しながら、都市文化・芸術文化の先端的・批評的探求
を行う能力を持った人材、新しい都市文化・芸術文化の創造に係る仕事で活躍することを望む人。

■建築都市デザインコース［Y-GSA］
建築デザインの分野に精通するのみならず、建築理論、都市環境、構造技術、芸術文化などの分野と
連携しながら、社会思想、社会科学などを含めた幅広い視野をもつ建築家を目指す人。

■横浜都市文化コース［Y-GSC］
映像芸術、音楽芸術、現代アート、文芸メディアなどの芸術・文化に精通するのみならず、建築都市デザ
イン、都市環境などの分野と連携しながら、幅広い視野から次世代の都市文化・芸術環境を創造しよう
と志す人。
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芸術文化・都市文化に関する強い知的好奇心と探求心を持ち、建築デザイ
ン、建築理論、都市環境などの分野と連携しながら、芸術文化・都市文化の進化・更新を目指す人。
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に、好奇心と行動力を持って自ら挑戦しようとする人。未来の私たちの住まう都市を構想する豊かな創
造力をもち、夢を科学的な思考によって現実のものにする実行力、そして未来の社会に対して責任をも
つ強い精神力を持つ人。都市文化・芸術文化に関する基本的・根本的な知識を修得したうえで、「人間」
「自然」「優美」「安全」「革新」等の概念も問い直しながら、都市文化・芸術文化の先端的・批評的探求
を行う能力を持った人材、新しい都市文化・芸術文化の創造に係る仕事で活躍することを望む人。

■建築都市デザインコース［Y-GSA］
建築デザインの分野に精通するのみならず、建築理論、都市環境、構造技術、芸術文化などの分野と
連携しながら、社会思想、社会科学などを含めた幅広い視野をもつ建築家を目指す人。

■横浜都市文化コース［Y-GSC］
映像芸術、音楽芸術、現代アート、文芸メディアなどの芸術・文化に精通するのみならず、建築都市デザ
イン、都市環境などの分野と連携しながら、幅広い視野から次世代の都市文化・芸術環境を創造しよう
と志す人。
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［都市地域社会専攻］
国内外における地域の特性を社会・文化・歴史を含めて深く理解し、安全・安心な都市および国土の創
造や再生、異なる地域の相互理解や交流に意欲を有する人。

■都市地域社会コース
土木工学に関する高度な知識と応用力を修得すると同時に、自然科学から人文・社会科学を含む幅広
い学識を身につけ、俯瞰的視野にたってそれらの知を融合・再構成することで、防災や環境に配慮した
利便性が高く魅力溢れる都市や国土の創造とマネジメントに携わろうとする人。人文・社会科学の知見
を生かした複眼的視点から、多様性を真に存続・共存させることのできる新たな公共性を理論的・実践
的に探りつつ、具体的な地域社会環境の形成に貢献しようと志す人。

■国際基盤学コース［IGSI］
開発途上国を主とした国々の研究機関や都市基盤整備を担う組織や企業、国際機関などで活躍でき
る国際的な視野に立った高度な土木工学を身に付けたいと希望する人。

◉博士課程後期◉

［都市イノベーション専攻］
建築学・都市計画・都市基盤学などの自然科学・工学系の知識と、芸術文化・社会文化の多様な展開
に関する知識を有し、より高いレベルでのグローバルな都市イノベーションに係り、指導的役割を果たそ
うと志望する人。
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■インフラストラクチャー管理学コース［IMP］
　■�発展途上国のインフラ整備政策の計画と実施に携わる政府組織や研究機関、企業の関係者で、自国
の国民の福祉と一致した意思決定を行うために、インフラストラクチャーの開発と管理に関連する
自然科学、社会科学、人文科学などの分野の知識と経験を身につけたいと希望する人。

　■�母国または別の途上国で学士号または同等の学位を取得した後、インフラストラクチャー関連の実
務を少なくとも 3年間経験しているなど世界銀行の奨学金プログラムが求める要件を満足する人。
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入試について
博士課程前期では、一般入試（「筆記試験選抜」及び「特別選抜」）及び外国人留学生特別入試を、
博士課程後期では一般入試（「筆記試験選抜」及び「特別選抜（後期推薦入学）」）、社会人特別入試
及び外国人留学生特別入試を実施する。

博士課程前期選抜方法 

専攻 コース 一般入試 外国人留学生特別入試 

建築都市文化専攻

建築都市文化コース
①特別選抜
②筆記試験選抜

外国人留学生特別入試＊

建築都市デザインコースY-GSA
①　  ―
②筆記試験選抜

外国人留学生特別入試＊

横浜都市文化コースY-GSC
①特別選抜
②筆記試験選抜

都市地域社会専攻

都市地域社会コース
①特別選抜
②筆記試験選抜

外国人留学生特別入試＊

国際基盤学コース IGSI
①特別選抜
②筆記試験選抜

外国人留学生特別入試＊

＊外国人留学生特別入試は、外国人留学生を対象に一般入試とは別の入試として、以下のコース・分野で実施。
■建築都市文化コースの建築学分野志望者／建築都市デザインコース［Y-GSA］
■都市地域社会コースの土木工学分野志望者／国際基盤学コース［IGSI］

＊なお、建築都市文化コースの文化・芸術学分野志望者、横浜都市文化コース［Y-GSC］及び都市地域社会コースの地域
研究分野志望者では、外国人留学生特別入試は実施せず。志望する者は、一般入試での受験となる。 

博士課程後期選抜方法
専攻 一般入試 社会人特別入試 外国人留学生特別入試

都市イノベーション専攻
①筆記試験選抜
②特別選抜

口述試験 外国人留学生特別入試
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専攻 コース 一般入試 私費外国人留学生特別入試＊

建築都市文化専攻

建築都市文化コース
①特別選抜
②筆記試験選抜

建築都市デザインコース Y-GSA
① ―
②筆記試験選抜

横浜都市文化コース Y-GSC
①特別選抜
②筆記試験選抜

都市地域社会専攻

都市地域社会コース
①特別選抜
②筆記試験選抜

国際基盤学コース IGSI
①特別選抜
②筆記試験選抜

インフラストラクチャー
管理学コース IMP 特別入試＊＊

専攻 一般入試 私費外国人留学生特別入試 社会人特別選抜入試

都市イノベーション専攻
①筆記試験選抜
②特別選抜（後期推薦進学）

口述試験

＊私費外国人留学生特別入試は、外国人留学生を対象に一般入試とは別の入試として、以下のコース・分野で実施。
■建築都市文化コースの建築学分野志望者／建築都市デザインコース［Y-GSA］
■都市地域社会コースの土木工学分野志望者／国際基盤学コース［IGSI］
＊�なお、建築都市文化コースの文化・芸術学分野志望者、横浜都市文化コース［Y-GSC］及び都市地域社会コースの地域研究分野志望
者では、私費外国人留学生特別入試は実施しない。志望する者は、一般入試での受験となる。

＊＊インフラストラクチャー管理学コースでは特別入試を実施する。

博士課程前期選抜方法

博士課程後期選抜方法
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