
 

社会工学類 都市計画主専攻における 

建築士受験資格取得のためのカリキュラムについて 
 

 建築士試験の受験資格は，平成 30 年 12 月 8 日に成立した改正建築士法により，国土交通大臣が指定する建築

に関する科目（「指定科目」）を修めて卒業した者に変更されました。詳細は表１のとおりです。社会工学類の

都市計画主専攻においては，表２の指定科目に対応する開設授業科目を所定の単位数以上を修得することにより，

早ければ 2020 年の試験から，卒業後直ちに《一級／二級・木造》建築士試験を受験することができます。ただし，

免許登録には，試験合格に加え建築に関する実務として国土交通省令で定めるもの（「建築実務」）の経験が《所

定の年数》年以上必要になります。（具体的な年数については、表１に記載された年数となる見込みですが、正

式には今後、政省令において規定されることとなります。）なお，他学類・専門学群の開設授業科目については，

関連科目の自由科目として，卒業要件のためのカウントに使用できます。受験資格取得を希望する学生は，表２

に掲げるカリキュラムにしたがって履修計画を立てるようにしてください。 

 

〔表１〕建築士試験受験資格を得るために必要な指定科目の単位数及び免許登録に必要な実務経験年数（見込み） 

指定科目 一級建築士試験 二級・木造建築士試験 

建築設計製図 ７単位 ５単位 ５単位 ５単位 

建築計画 ７単位 

７単位 ７単位 ７単位 建築環境工学 ２単位 

建築設備 ２単位 

構造力学 ４単位 

６単位 ６単位 ６単位 建築一般構造 ３単位 

建築材料 ２単位 

建築生産 ２単位 １単位 １単位 １単位 

建築法規 １単位 １単位 １単位 １単位 

必修科目の総単位数(a) ３０単位 ３０単位 ３０単位 ２０単位 ２０単位 ２０単位 

必修科目以外の総単位数(b) 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜 

(a)＋(b) ６０単位 ５０単位 ４０単位 ４０単位 ３０単位 ２０単位 

建築実務の経験 ２年 ３年 ４年 ０年 １年 ２年 

 

 

 

 

 

最低限これくらいは 

目指してください 

60単位を目標に

してください 



 

〔表２〕理工学群社会工学類 都市計画主専攻の指定科目に対応する開設授業科目 

指定科目の分類 
本学における開設授業科目（標準履修年次） 単位数 開設学群・学類 

一級 二級・木造 

建築設計製図 

（７単位以上） 

建築設計製図 

（５単位以上） 

住環境計画実習（3～4） ２ 社会工学類 

基本製図（2） １ 社会工学類 

設計演習Ⅰ（2） ２ 社会工学類 

設計演習Ⅱ（3～4） ２ 社会工学類 

建築計画 

（７単位以上） 

建築計画， 

建築環境工学 

又は建築設備 

（７単位以上） 

空間デザイン論（2～4） ２ 社会工学類 

住環境計画概論（2～4） ２ 社会工学類 

都市計画の歴史（2～4） ２ 社会工学類 

建築計画論Ａ（3） １ 芸術専門学群 

建築計画論Ｂ（3） １ 芸術専門学群 

建築設計論（3） ２ 芸術専門学群 

建築史（2） ２ 芸術専門学群 

住宅地計画論（3） ２ 芸術専門学群 

建築環境工学 

（２単位以上） 

建築環境工学（2～4） ２ 工学システム学類 

建築環境計画論（3） ２ 芸術専門学群 

建築設備 

（２単位以上） 
建築設備（3～4） ２ 工学システム学類 

建築設備計画論（3）／ 2019 年度まで ２ 芸術専門学群 

構造力学 

（４単位以上） 

 

構造力学， 

建築一般構造 

又は建築材料 

（６単位以上） 

材料力学基礎（2） １ 工学システム学類 

応用材料力学Ⅰ（2） １ 工学システム学類 

応用材料力学Ⅱ（2） ２ 工学システム学類 

構造力学Ⅰ（2） ２ 工学システム学類 

構造力学Ⅱ（3～4） １ 工学システム学類 

振動工学（2） ３ 工学システム学類 

土質力学（3～4） ２ 工学システム学類 

地盤工学（3） １ 工学システム学類 

構造力学（2～4） ２ 芸術専門学群 

構造計画（2～4） ２ 芸術専門学群 

建築一般構造 

（３単位以上） 
鉄筋コンクリート構造学（3～4） １ 工学システム学類 

建築制振技術特別講義（3～4） １ 工学システム学類 

防災工学（3～4） １ 工学システム学類 

鋼構造学（3～4） １ 工学システム学類 

建築構法論（2～4） ２ 芸術専門学群 

建築構法論演習（3～4） １ 芸術専門学群 

建築材料 

（２単位以上） 
コンクリート工学（3～4） ２ 工学システム学類 

材料学基礎（2） １ 工学システム学類 

応用材料学（2） １ 工学システム学類 

複合材料学（3～4） ２ 工学システム学類 

建築材料論（2～4） ２ 芸術専門学群 

建築生産 

（２単位以上） 

建築生産 

（１単位以上） 
建築経済（2～4） １ 社会工学類 

建築生産（2～4） １ 社会工学類 

建築法規 

（１単位以上） 

建築法規 

（１単位以上） 
建築関連法規（2～4） １ 社会工学類 

 



 
その他 

（適宜） 

その他 

（適宜） 

 

現代まちづくり論（2～4） ２ 社会工学類 

都市計画情報演習（2） ３ 社会工学類 

都市計画原論（2～4） ２ 社会工学類 

都市緑地計画（2～4） ２ 社会工学類 

都市防災計画（2～4） ２ 社会工学類 

土地利用計画（2～4） ２ 社会工学類 

都市・地域・環境を探るⅠ(総合科目)（1～2） １ 社会工学類 

都市・地域・環境を探るⅢ(総合科目)（3～4） １ 社会工学類 

社会工学特設講義(つくばの景観を考えよう)

（1～2） 
１ 社会工学類 

工学者のための倫理（3～4） １ 工学システム学類 

ランドスケープデザイン論（2～4） ２ 芸術専門学群 

建築デザイン概論（1） １ 芸術専門学群 

環境デザイン概論（1） １ 芸術専門学群 

世界遺産学入門（2） １ 芸術専門学群 

デザイン史概説 B（1） １ 芸術専門学群 

都市デザイン論（3～4） ２ 芸術専門学群 

社会のなかの建築デザイン（総合科目） １ 芸術専門学群 

 


