
実践女子大学 創立120周年記念館
（設計：大成建設株式会社一級建築士事務所）

都市のランドマークとなる
高層キャンパスのあり方を提示

建築の中心は何と言っても『人』です。

『人』を育てる教育施設との係りにおいて、すべての関係者に向けて、

不明瞭なことを明瞭に、解けなかった難問に解答するような、

想像力を働かせたソリューションを提案します。

竣工時のお客様の笑顔と、任せて良かったと言っていただける作品作りを目指します。

建築設計第二部
上甲孝

教育施設

PROFILE

Takashi Joko

1986
東京理科大学卒業
大成建設　入社
現在 設計本部建築設計第二部長
一級建築士、管理建築士、
APECアーキテクト、ファシリティ
マネジャー、インテリアプランナー

2010
●人間総合科学大学岩槻キャンパス
2011
●皇學館大学伊勢キャンパス新研究棟建設
●実践女子学園 創立120周年記念体育館
  ［掲載］近代建築2014年5月号
2012
●武蔵野大学有明キャンパス
●早稲田大学西早稲田キャンパス
　56・58・65号館耐震改修
  ［受賞］第12回 屋上・壁面・特殊緑化
 技術コンクール 都市緑化機構
 理事長賞 壁面・特殊緑化部門
2013
●麻布みこころ幼稚園
●群馬パース大学2号館
2014
●実践女子大学 創立120周年記念館
  ［掲載］近代建築2014年5月号
  ［受賞］平成26年度PC工学会賞（作品賞）
  ［受賞］2014年第48回SDA賞
 サインデザイン優秀賞
●北海道科学大学・北海道薬科大学
  ［受賞］平成26年度北海道優秀照明施設賞
2015
●成城中学校・成城高等学校新校舎建設
  ［掲載］近代建築2015年７月号

渋谷キャンパスは都心型の高層化されたキャン
パスです。学生のメイン動線となる自然光の入る
９層吹抜けのアトリウムを持ち、そこを回遊する
ことで、多層階に見通せる教室、廊下、ラウンジな
どのシーンからコミュニケーションが広がること
を狙っています。また、白基調のモノトーンなイン
テリアは学生自身が主役として色を添える空間
です。「学生が自らの個性を見出し、磨く場」とし
て、建物の中に、道や広場、学びの活動や学生の
語らいが見える「街のような場」を創造しました。

発注者：学校法人 実践女子学園
所要室：研究室、演習室、講義室、レストラン、図書館、
 法人事務室、駐車場
延床面積：25,999㎡
規模：地上17階／地下1階
構造種別：基礎免震構造／RC造／一部S造

【ボイドスラブによる天井レス架構、ダクトレス工法】
限られた階高の中で、教室サイズに応じた充分な天井高さの
確保を目的とし、天井レスの構造架構を目指しました。ロング
スパン部分の大教室にボイドスラブ架構を採用し、設備機器を
機能的に納めています。

講義室

換気ダクト利用



Projects

武蔵野大学
有明キャンパス
（基本設計：日建設計、実施設計：
大成建設株式会社一級建築士事務所）

発注者：学校法人　武蔵野大学
所要室：研究室、実習室、法人事務室、

図書館、学生食堂、コンビニ
延床面積：26,158㎡
規模：地上13階、地下1階
構造種別：基礎免震構造、RC造

臨海副都心有明地区に
新しいキャンパスを創造
まちづくりの拠点として計画された新
キャンパスです。大きく３つの施設と２
つの広場を連携するように配置し、ま
ちづくり施設を低層部に集約してい
ます。足元を飾る特徴的なアーチ空
間にはまちづくり施設を内包させ、地
域との接点として開かれた大学をア
ピールしています。

群馬パース大学2号館
（設計：大成建設株式会社
一級建築士事務所）

発注者：学校法人　群馬パース学園
所要室：研究室、実習室、駐車場
延床面積：2,835㎡
規模：地上6階
構造種別：S造

既存棟との対比と調和を
意識したデザイン構成
医療系大学の検査技術学科設置に伴
う新校舎計画です。検査技術で取り扱
われる数値の正確さをイメージし、対
比された２色で緊張感あるファサード
を構築しました。また、内部と外部の絡
まりあうEVホール・階段室はDNAの２
重らせんがモチーフとなっています。

重層した３つのアリーナとキャンパス軸を意識した列柱ファサード

実践女子学園 創立120周年記念体育館 （設計：大成建設株式会社一級建築士事務所）

発注者：学校法人　実践女子学園
所要室：アリーナ、サブアリーナ、ギャラリーアリーナ、教師室、他
延床面積：4,258㎡
規模：地上3階
構造種別：RC造、S造

列柱が象徴するデザインを前面にとり入れ、上下に重ね
た性格の異なる３つのアリーナによる巨大なボリューム
を感じさせないよう配慮しています。プロムナードとコンク
リート打放しの列柱による外部廊下は、開学当初の面影
が残る正門まで達するキャンパス軸に合わせ、開放的か
つ、程よく囲われた心地のよい歩行空間を実現しました。

限られた校地を利用した都心型中学高等学校のローリング計画

成城中学校・成城高等学校新校舎棟 （設計：大成建設株式会社一級建築士事務所）

発注者：学校法人　成城学校
所要室：保育室、教室、特別教室、

カフェテリア、職員室、
　　　  体育館他
延床面積：20,220㎡
規模：地上５階、地下１階
構造種別：RC造、一部S造

発注者：カトリック東京大司教区
所要室：幼稚園園舎
延床面積：765㎡
規模：地上3階
構造種別：RC造

創立130周年を記念する校舎の建替事業を、生徒の教育環境を守りながら、５年に渡り推進してきま
した。伝統校のイメージから脱却した新しい外観をもつ校舎は、屋上利用も含めた効率的な高層化と
幼稚園の合築が特徴です。建物面積の集約により生まれたスクールプロムナードと第２グラウンドは
成城学校の新しい顔となりました。

高さ制限内に必要な機能と特徴ある形状を壁式構造で実現

麻布みこころ幼稚園 （設計：大成建設株式会社一級建築士事務所）

都心部住宅地にある有名幼稚園の建替えPJです。カトリック麻布教会に隣接した既存園舎を利用
しながら、残りの土地に最大のボリュームを確保するべく、室内に柱型の出ない壁式構造としました。
日影規制を避けるため建物高さを10ｍ以下とし、1、2階の保育室や遊戯室は箱型デザイン、3階のス
タッフ室は傾斜した金属屋根でアクセントとしています。

お問い合わせ先 営業推進本部 企画推進部 プロモーション室  TEL：03-5381-5127（ダイヤルイン）

学部・学科の再編マスタープランと機能集約に答える
自由度の高い校舎計画

北海道科学大学 前田キャンパス再編計画（保健医療学部棟、他） （設計：大成建設株式会社一級建築士事務所）

発注者：学校法人　北海道尚志学園
所要室：研究室、実習室（保健医療学部、薬学部とも）、法人事務室、学生食堂、コンビニ
延床面積：36,410㎡
規模：地上5階
構造種別：RC造、一部S造

研究実習棟２棟と共用校舎棟１棟からなる校舎群は、キャンパス・マスタープランのⅠ期前半計
画です。冬期を避けた施工のためのＰＣ化や機能別の施設構成を将来に渡り実現するため
の標準化を図り、その技術やデザインは、気候や積雪を意識した北海道ならではの校舎の実
現に繋がりました。研究実習棟は、実験や実習に合わせフレキシブルな空間を可能とするポ
スト柱を加え超ロングスパン化された構造フレームとエクステンド方向に導入された共通モ
ジュールにより構成しています。共用棟は中央に開放的な４層吹抜けのアトリウムを配置し、
学生のスムーズな移動と新たな出会いや活発なコミュニケーションの促進を意図しています。
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