論文集査読委員名の公表について（2018 年度）論文集委員会
日本建築学会論文集の刊行は、建築に関する学術・技術・芸術についての研究開発の成果、有用な知識・情報を収録し、建築学の進歩発展をはか
ることを目的とした本会の重要な事業のひとつであります。
本会では、「著者などに気兼ねなく正当な意見を述べることが出来る」また、「正当な意見を述べても著者などとの間に気まずい関係に陥らない」
などの配慮から、論文集の査読委員名は伏せて査読を実施しております。
他方、査読の「公平さ」
「公正さ」ならびに「透明性」を保つ意味から、査読はこれまでどおり匿名で行うが、
「毎年決まった時期に、査読委員名
を公表」することが妥当であるという結論に至り、1995 年度から実施しております。
査読委員の方々には、ご多用のなか、ご理解とご尽力をいただきました。2018 年度（2018 年 4 月～2019 年 3 月＊）に審査が終了した論文を査読
していただいた方々の氏名を公表し、ここに感謝の意を表したいと存じます。
＊査読者情報は毎月 15 日前後にまとめている都合上、担当論文の採否が今年の 3 月 15 日以降に決定された査読者におかれましては次年度の公表となる場合もございます。

論文集の査読にご協力いただいた査読委員
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田 青蔵／内山 泰生／内海 佐和子／内海 康雄／姥浦 道生／梅宮 典子／梅宮 弘光／梅本 宗宏／浦江 真人／海野 聡／荏本 孝久／頴原 澄子／
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川 久光／加嶋 章博／鹿嶋 俊英／柏 尚稔／片岡 俊一／勝木 祐仁／合掌 顕／勝又 英明／葛 隆生／角 幸博／加藤 研一／加藤 浩司／加藤 大
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亜矢／久保田 徹／窪田 真樹／隈 裕子／熊谷 知彦／熊谷 仁志／熊谷 亮平／隈澤 文俊／倉斗 綾子／倉方 俊輔／倉田 直道／倉田 成人／倉田
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／中山 哲士／中山 茂樹／中山 徹／那須 秀行／名知 博司／鍋島 美奈子／奈良岡 浩二／楢原 太郎／楢府 龍雄／成田 健一／成田 修英／鳴海
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