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志を抱いて、いざ！
Boys be Ambitious!

　都市デザイン研究室同様、柏の葉キャンパスの空間計画研究室にも、この春から新メンバーが加わりま
した。前号に掲載した都市デザイン研究室新メンバー紹介に引き続き、今号では、2012 年度から空間計
画研究室を盛り上げる、3 名の新 M1 のフレッシュな顔ぶれをご紹介します！

– New Students Come to KASHIWA 
ー柏・空間計画研に新メンバー！ー
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新 M 1 紹 介
Introduction of  New Master Students 

① 三重県四日市市／四日市高校／東京大学
② 自転車、ドライブ、お酒、睡眠
③ 四日市、信州松本、北区、北欧
④ 日常に感動を
⑤ 先生に憧れて
⑥ どれだけ成長できるか挑戦します

① 東京都多摩市／暁星高校／東京大学
② おいしい飯屋を探すこと、旅行、ドライブ
③ 多摩、沖縄、バルト三国
④ やる時はやる
⑤ 新しい環境に挑戦してみたかったから
⑥ メリハリのある大学院生活を送りたいです

① 神奈川県川崎市／聖光学院高校／東京大学
② 映画・DVD 鑑賞
③ 渋谷、九州
④ １日１歩
⑤ 学部からの流れで
⑥ もう少し積極的に行きたいです

① 出身　
② 趣味・特技　
③ 好きなまち・行ってみたいまち　

宮崎 智裕久野 恭平

井上 雄仁

公開活動報告会 2012 開催
Presentation of Lab's PJ was held!
本年度も１年間のプロジェクトの活動を発表する
公開活動報告会・新入生歓迎会を開催しました！

　4 月 13 日（金）に、毎年恒例の都市デザイン研究室公開活
動報告会を開催し、内外から多くの方にお集まりいただきまし
た。本年度は、柏・空間計画研究室とのプロジェクトも含め、
13 のプロジェクトの紹介と活動報告を行いました。同じ研究
室にいても、普段知る機会の少ない各プロジェクトの活動内容
を把握すると同時に、足助・鹿児島・五箇山など、活動終了を
間近に控えたプロジェクトも多かったため、メンバーの各プロ
ジェクトにかけてきた熱意を感じる貴重な時間となりました。
その後は、向ヶ岡ファカルティハウスで新歓コンパを行い、新
入生を迎え入れました。１年間コンパ係を務めてくれた浅野さ
ん、安東君、本当にお疲れさまでした！

西村先生、客座教授就任
Prof. NISHIMURA became a Visiting Prof.

　本研究室の西村幸夫教授が、中国・天津大学の客座教授（日
本の客員教授に相当）に就任され、４月 16 日（月）に、天
津大学で授与式が行われました。天津大学は、中国国内で最
も歴史ある大学のひとつで、特に建築学科は、精華大学（北
京）、東南大学（南京）、同済大学（上海）と並んで、4 大建
築学科として知られています。なお、西村先生は、すでに
2010 年に東南大学の客座教授に就任されています。就任の
ニュースは大きく扱われており、授与式の様子は、天津大学
のニュースサイト（http://www.tju.edu.cn/newscenter/
foreign_affairs/201204/t20120417_154340.htm） か
ら詳しく見ることができます。

④ 座右の銘　
⑤ 研究室に来たきっかけ
⑥ 研究室生活に向けた意気込み

NEWS!
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▲鞆 PJ の紹介と活動報告の様子 ▲新歓にて西村先生を囲む

西村先生が天津大学の客座教授に！授与式の様子
が天津大学ニュースサイトに掲載されています。
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▲授与式の様子 ▲スピーチを行う西村先生（出典は上記）



編 集 後 記 　松本 綾

4 月・５月の予定

４月 27 日　清水 PJ 現地調査
５月 ９ 日　
５月 14 日　第 1 回研究室会議

　先日「東京美術館ガイド」という本を買いました。以前は、月に１度は必ず
美術鑑賞をすると決めて、どこかしらへ出かけていましたが、最近は「忙しい」

「疲れている」などと自分に言い訳をしては外出を怠る日々 ･･･ 余暇を有意義に
過ごしたい！と一念発起、まずは自宅近くの美術館から徐々に攻略していこう
と心に決めたのでした。ガイドを開いただけで満足しないようにがんばります。

 text_omori
　このたび、私と楊佩諭さんは、3 月 26 日（月）に結婚しま
した。4 年前に、台北・故宮博物院で知り合った楊さん（博物
館学出身）とお付き合いをはじめ、楊さんは私にとって理想の
恋人であり、研究のパートナーだと思っています。さらに、彼
女は私の父親が亡くなって以来、私の代わりに家業を手伝って
くれています。心から感謝しています。昨年、楊さんの親戚た
ち（約 30 人）が集まる前で、プロポーズをしました。今後も
遠距離恋愛となりますが、今年からふたりで、あたたかい家庭

　社会人向け大学院都市持続再生学コース ( まちづくり大学
院 ) の演習「都市のリサーチとデザイン」の TA を、修士 2 年
の大森、浅野が担当しています。演習は、渋谷のリスクとリソー
スを分析するというテーマで、いわゆる設計演習ではなく、渋
谷のイメージや地形・歴史などを分析的にとらえる高度な課題
です。TA として土曜日の午後、演習に立ち会っていますが、
社会人の方々の経験や知識、分析力に感心することしきりで、
非常に有意義な時間を過ごしています。

▲真剣な議論が続きます ▲懇親会で盛り上がるまち大のみなさん

留学生コーナー第 17 弾！

まち大 TA 奮闘中！

An Essay by International Student vol.17

Asuke-project

多国籍な都市デザイン研の特徴を生かし、長
年住んでいると気づかない日本の都市の姿を
留学生の新鮮な目で伝えます。第 17 弾は、
マレーシア出身の研究生オスマンさんです ! 

▲ Streets at Shimokitazawa

連載企画

研究生 Sumaiyah OthmanComparison of Streets in Malaysia and Japan.
　The streets are the most important urban element 
that shaped the morphological development of towns in 
Malaysia. The earliest streets are often referred to as the 
main street and often the most important urban space 
in Malaysian towns due to the tropical climate that allow 
outdoor activities to occur throughout the whole year. 
The earlier streets do not provide any sidewalks parallel 
to it for the benefit of the pedestrians but instead the 
five-foot walkways are provided as the pedestrian paths. 
The significant feature of the street in old town centres 
in Malaysia is its sense of enclosure resulted from the 
proportion of heights of the building fronting the street 
and the street width. The height of the buildings fronting 
the streets appears to be the same length as the width 
of the street hence strengthening the enclosed effects 
of the street which easier in way finding. This unique 
setting leads to sense of mystery, colors and drama to 
the townscape. I love these kind of setting in the mix-use 
development because there is an intimate and homely 
atmosphere when one walks down these streets and 
rich sensory experience from the smells of cooking that 
exude from the kitchen restaurants nearby. 

 In Japan, I have also experience similar sense of place at 
Shimokitazawa a neighborhood in Tokyo. I love walking 
here where I felt homely and not afraid of getting lost 
because of the slightly undulated landform creates an 
effect where the views are given in series similar to the 
‘serial vision’ concept propaged by Cullen. This quality 
is no longer observed in the modern wide streets where 
the presence of the sidewalk or side parking between the 
street and the buildings fronting them reduce the sense 
of enclosure of the street. There are no more human 
scale been taken into consideration in designing which 
makes a strong feature in old town centre townscape 
different than its counterpart and having a stronger 
sense of place.

 D3 王 新衡

を築いていきたいと思っていま
す。これからも、変わらぬご指
導の程、よろしくお願い申し上
げます。今年度8月に行われる、
恒例の研究室旅行では、私と家
内も、台湾の各地へみなさまを
ご案内するつもりです。楽しみ
にしていてください。 ▲市役所で結婚証明書を頂きました

D3 の王さんがご結婚されました。おめでとうござ
います！早速、ご本人に寄稿していただきました！

毎週土曜日に行われているまち大の演習に M2 浅
野・大森のふたりが TA として参加しています！

▲ Old town in Malaysia

Working as a TA at MACHI-DAI! Congratulations on Your Wedding!
祝！王さんご結婚

佐原 PJ 現地調査


