
大学キャンパスのさらなる進化を支援するマネジメント
Construction Management for an Evolving University Campus

帝塚山学院大学 キャンパス統合プロジェクト／神奈川大学 みなとみらいキャンパス  
Tezukayama Gakuin University’s Integration in One Campus Project / Kanagawa University Minato Mirai Campus

多様な人材が活躍できる社会づくりが進むいま、その社会へ羽ばたこうとする学生が学ぶ大学キャンパスも新たなかたちへ進化しています。

今回は日建設計コンストラクション・マネジメント（NCM）がマネジメントで支援した大学のプロジェクトについてご紹介します。

As contributions from diverse human resources become increasingly important in society, 
university campuses are also evolving new forms to prepare students for entering the workforce. 
Here we introduce two university projects that were supported by Nikken Sekkei Construction Management (NCM).

This campus reorganization project was 
one of the largest Kanagawa University has 
ever undertaken. The state-of-the-art urban 
campus layers educational and research 
functions and offers ample opportunities 
for interaction and knowledge-sharing. 
NCM provided construction management 
from basic-concept formulation to campus 
opening. This included comprehensive 
management for primary and additional 
construction works and the launch of  
facility operation and management, adding  
significant value to the new campus within 
the prescribed budget.

NCM

建築主 ： 学校法人 神奈川大学
建築設計 ： 三菱地所設計
所在地 ： 横浜市西区｜延べ面積 ： 50,568m2

Client : Kanagawa University
Architectural design : Mitsubishi Jisho Design Inc.
Location : Nishi-ku, Yokohama｜Total floor area : 50,568 m2

2    「開かれた知の拠点」として、さらなる発展を実現する都市型キャンパス
A Next-Level Urban Campus that Serves as a Hub of Open Knowledge
神奈川大学 みなとみらいキャンパス Kanagawa University Minato Mirai Campus

神奈川大学の過去最大のキャンパス再編の一環

として計画されました。教育研究機能を積層させ

つつ、人と知が交流する仕掛けを随所に施した最

先端の都市型キャンパスです。NCMは基本構想

段階からキャンパス開設までの丸4年間、CMとし

て参画し、本体工事だけでなく、別途工事や施設

管理・運営の立ち上げなどさまざまな付帯事業も

含めた包括的マネジメントを行い、予算内で付加

価値の高いキャンパスの開設を支援しました。

Tezukayama Gakuin University’s 
Osakasayama campus was integrated with 
its Izumigaoka campus, in the city of Sakai. 
For the university library, free flowing cir-
culation routes were created, encouraging 
movement and giving new life to a place 
which, while located at the center of the 
university, had seemed closed and unap-
pealing. The through-passage “Library 
Walk” and increased open spaces encourage 
rich encounters with books, transforming 
the library from a storage place for books to 
a place to mingle with books. NCM provid-
ed schematic design, project management, 
and design supervision to help realize the 
integrated campus.

建築主 ： 学校法人 帝塚山学院
建築設計 ： 鴻池組
所在地 ： 堺市南区
延べ面積 ： 34,610m2

Client : Tezukayama Gakuin University
Architectural design : Konoike Construction Co., Ltd.
Location : Minami-ku, Sakai
Total floor area : 34,610 m2

1   キャンパスに新たな息吹を吹き込む
Breathing New Life into a University Campus
帝塚山学院大学 キャンパス統合プロジェクト Tezukayama Gakuin University’s Integration in One Campus Project

学生の利便性向上、大学運営の合理化を目的

に大阪狭山市のキャンパスを堺市の泉ヶ丘キャン

パスへ集約統合したプロジェクトです。学舎の中

心にありながら閉鎖的だった図書館を、「ライブラ

リーウォーク」として、あえて通過動線にすることで、

「本の倉庫」だった場所を「本に触れ合う空間」と

して開放し、大学に新しい息吹を吹き込みました。

NCMは、基本計画段階からプロジェクト運営やデ

ザイン監修の立場でニューキャンパスの実現を支

援しました。

NCM
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