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主催：建築トークイン上越実⾏委員会＋岩室の会・岩室塾実⾏委員会
後援：上越市
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フライヤー 建築トークイン上越とは

小熊 隆博
合同会社みちひらき

2008年より「ベネッセアートサイト直島」（香川）にて美術
施設の運営管理に携わったのち秋田にUターン。16年4
月、合同会社みちひらきを設立。人口減少が進む地元・
五城目町の築約100年の空き家を改修し、かつて訪問客
に開かれた客間および土蔵をギャラリー「ものかたり」
（http://mono-katari.jp）として公開。展覧会、ワークシ
ョップ、レクチャー等を開催するほか、書籍、アーティスト
グッズ、地元職人によるオーダー商品等を取扱う。

今村雅樹
日本大学

西澤高男
東北芸術工科大学

宮晶子
日本女子大学

安原幹
東京大学

山代悟
芝浦工業大学

吉田昌幸
上越教育大学

渡辺真理
法政大学

川口とし子
長岡造形大学

木下庸子
工学院大学

坂牛卓
東京理科大学

高橋真
MTA

主催：建築トークイン上越実行委員会＋岩室の会・岩室塾実行委員会
会場：上越市大手町小学校

参加講師
（アイウエオ順）

開催日時：10月12日（金）19:00-
13日（土）9:00-17:30
14日（日）8:30-16:00

建築トークイン上越 2018
「リ・デザインマップ高田」NEXT
-トークイン2017からつなぐ4つのアプローチ-

基調講演



2012 「地⽅から地域へ」

基調講演：池⽥武邦、⼤内浩

2013 「地⽅の課題 -郊外化、⾼齢化、観光」

基調講演：三浦展

2014 「縮⼩社会 -空き家活⽤の可能性」

基調講演：⼩林秀樹

2015 「商店街再⽣ -直江津商店街を考える」

基調講演：⼩松理虔

2016 「⾼校⽣と考える⾼⽥商店街」

基調講演：宮崎晃吉

2017 「リ・デザインマップ⾼⽥」

基調講演：中川敬⽂

2018 「リ・デザインマップ⾼⽥NEXT
-トークイン2017からつなぐ4つのアプローチ-」

基調講演：⼩熊隆博

2009 「地⽅都市を救う建築」

レクチャー：⽊下庸⼦、⼩嶋⼀浩、千葉学、⼭代悟

2010 「⼟地に潜在する⼒」

基調講演：トム・ヘネガン、古⾕誠章

2011 「都市と⽥舎 –ゲームのルールを変えてみよう」

基調講演：北⼭恒、篠原聡⼦
レクチャー：川⼝とし⼦、坂⽜卓、トム・ヘネガン

テーマ⼀覧 建築トークイン上越とは



参加講師

今村雅樹（⽇本⼤学）
川⼝とし⼦（⻑岡造形⼤学）
⽊下庸⼦（⼯学院⼤学）
坂⽜卓（東京理科⼤学）
⾼橋真（MTA）
⻄澤⾼男（東北芸術⼯科⼤学）
宮晶⼦（⽇本⼥⼦⼤学）
安原幹（東京⼤学）
⼭代悟（芝浦⼯業⼤学）
吉⽥昌幸（上越教育⼤学）
渡辺真理（法政⼤学）

過去参加講師

北⼭恒
⼩嶋⼀浩
⾼橋靗⼀
千葉学
トム・ヘネガン
原⾼史
古⾕誠章
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⼤阪芸術⼤学

⾦沢⼯業⼤学
⾦沢美術⼯芸⼤学
共⽴⼥⼦⼤学
近畿⼤学

慶応義塾⼤学
⼯学院⼤学

実践⼥⼦⼤学
芝浦⼯業⼤学
⾸都⼤学東京
上越教育⼤学
信州⼤学

千葉⼤学
東京⼤学

東京藝術⼤学

⻑岡造形⼤学
新潟⼤学
⽇本⼤学

⽇本⼯学院専⾨学校
⽇本⼯業⼤学
⽇本⼥⼦⼤学

⼀橋⼤学
法政⼤学

前橋⼯科⼤学
宮城⼤学

武蔵野美術⼤学

横浜国⽴⼤学

⽴命館⼤学

早稲⽥⼤学

東京⼯業⼤学
東京電機⼤学
東京都市⼤学
東京理科⼤学
東北⼤学

東北芸術⼯科⼤学
東洋⼤学

徳⼭⼯業⾼等専⾨学校
富⼭⼤学
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年間スケジュール 建築トークイン上越活動内容

・企画テーマの検討
・基調講演者の検討
・本番日程の確定
・幹事校決定
・各大学担当係決定

〈広報〉
・フライヤータタキ案作成
・事前WS用のフライヤーも同時
に製作

〈管理〉
・月影の郷への宿泊のアポイント
メント
・ディスカッション会場などの当
日のイベント会場を抑える
・基調講演者へのアポ準備（企画
書作成や昨年度までの活動の報
告など）
・備品管理の引き継ぎ
・備品のリスト化

〈企画〉
・企画テーマの具体的な内容
・基調講演者へのアポ
（先生方にご協力頂く）
・企画内容に応じて当日の全体ス
ケジュールを修正
・事前WSの内容日程も決定
・事前WSでの先生方の参加・不
参加を検討

〈広報〉
・フライヤー掲載のための先生方
の写真や基調講演者の情報
・企画班との連携を取り掲載する
「当日スケジュール」の日程調整

〈管理〉
・フライヤー掲載のためにも当日
スケジュールを早めにつめる
・イベント当日の移動手段の決
定、それに応じた予算算出
・事前WSでの会場も抑える（昨
年度は上教大）
・事前WSでの学生の宿泊場所
など（昨年度はてい山荘）
・スケジュール確定し次第、先生
方へ日程案内
・基調講演者に課題図書の選書を
お願い

〈企画〉
・基調講演者を踏まえた企画内
容の調整
・フライヤーに掲載するための
企画テーマの名称などを決定
・街歩きやディスカッションな
どの具体的な企画の進め方
・事前WSのテーマ案や行うべ
き企画
・上越教育大学、先生方と企画
内容の確認などを行うミーティ
ング（昨年度はスカイプにて行っ
た）

〈広報〉
・フライヤーの記載内容を先生方
に確認と修正
・確認と修正を何度か行い完成さ
せる
・フライヤー完成し次第印刷、各
大学などへ送り告知をお願いする
・事前WSのフライヤーも同様

〈管理〉
・挨拶回りのリスト作成 /アポイ
ントメント
・参加者へ案内のためのメールア
ドレス製作
・備品のリスト化

〈企画〉
・タイムスケジュール調整
・エリア調査など具体的な内容
・事前WSに向けた内容
・事前WSの具体的な動きのシ
ミュレーション

〈広報〉
・WSや本番で使うしおりの作成

〈管理〉
・備品などを含めたシミュレー
ションを行い不足する備品などを
洗い出し、購入
・本番での日程スケジュールの調
整
・最終日の打ち上げ会場のアポ

〈企画〉
・事前WSに向けた企画内容の整
理
・本番へのフィードバックの想定
・参加者先導

〈広報〉
・本番でのしおり作成

〈管理〉
・本番での幹事の日程を再度調整
・本番で必要になる備品などを想
定
・参加者リストを作成
・参加者への案内メール

〈企画〉
・本番での企画における修正点
・当日の弁当や飲み物など具体的
な当日の動きとアポを再確認

〈広報〉
・ワークショップ司会

〈管理〉
・参加費集計
・備品買い出し
・当日の弁当や飲み物など具体的
な当日の動きとアポを再確認

〈企画〉
・本番WSに向けた内容
・本番WSの具体的な動きのシ
ミュレーション
・企画テーマ、概要説明
・参加者の先導

〈広報〉
・報告書のフォーマット作成
・報告書のコンセプトや内容を作成

〈管理〉
・使用した領収書などの整理

〈企画〉
・各グループ内容の整理
・データの収集
・企画ページの作成

5/12　キックオフミーティング 8月　事前ワークショップ

9月　事前ワークショップを踏まえた企画の修正

10月　本番ワークショップ

11月　報告書作成開始

12月　報告書編集会議

1月　報告書入稿

5月　企画テーマ決定

6月　基調講演講師決定

7月　フライヤー完成、参加者募集開始

・報告書編集委員会発足

〈報告書編集委員会〉
・全ページタタキ案作成
・ページレイアウトの修正
・報告書内容修正
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〈企画〉
・本番WSに向けた内容
・本番WSの具体的な動きのシ
ミュレーション
・企画テーマ、概要説明
・参加者の先導

〈広報〉
・報告書のフォーマット作成
・報告書のコンセプトや内容を作成

〈管理〉
・使用した領収書などの整理

〈企画〉
・各グループ内容の整理
・データの収集
・企画ページの作成

5/12　キックオフミーティング 8月　事前ワークショップ

9月　事前ワークショップを踏まえた企画の修正

10月　本番ワークショップ

11月　報告書作成開始

12月　報告書編集会議

1月　報告書入稿

5月　企画テーマ決定

6月　基調講演講師決定

7月　フライヤー完成、参加者募集開始

・報告書編集委員会発足

〈報告書編集委員会〉
・全ページタタキ案作成
・ページレイアウトの修正
・報告書内容修正

年間スケジュール 建築トークイン上越活動内容



1⽇⽬
学⽣交流会

2⽇⽬
街歩き
基調講演
ディスカッション①
中間プレゼンテーション
懇親会

3⽇⽬
ディスカッション②
公開プレゼンテーション
⾷事会

当⽇スケジュール 建築トークイン上越活動内容

基調講演（⼤⼿町⼩学校にて）

⽉影の郷にて



1⽇⽬
学⽣交流会

2⽇⽬
街歩き
基調講演
ディスカッション①
中間プレゼンテーション
懇親会

3⽇⽬
ディスカッション②
公開プレゼンテーション
⾷事会

当⽇スケジュール 建築トークイン上越活動内容

⽉影の郷（旧⼩学校にて）



1⽇⽬
学⽣交流会

2⽇⽬
街歩き
基調講演
ディスカッション①
中間プレゼンテーション
懇親会

3⽇⽬
ディスカッション②
公開プレゼンテーション
⾷事会

当⽇スケジュール 建築トークイン上越活動内容



1⽇⽬
学⽣交流会

2⽇⽬
街歩き
基調講演
ディスカッション①
中間プレゼンテーション
懇親会

3⽇⽬
ディスカッション②
公開プレゼンテーション
⾷事会

当⽇スケジュール 建築トークイン上越活動内容



1⽇⽬
学⽣交流会

2⽇⽬
街歩き
基調講演
ディスカッション①
中間プレゼンテーション
懇親会

3⽇⽬
ディスカッション②
公開プレゼンテーション
⾷事会

当⽇スケジュール 建築トークイン上越活動内容



1⽇⽬
学⽣交流会

2⽇⽬
街歩き
基調講演
ディスカッション①
中間プレゼンテーション
懇親会

3⽇⽬
ディスカッション②
公開プレゼンテーション
⾷事会

当⽇スケジュール 建築トークイン上越活動内容



1.建築トークイン上越とは

2.⼤学連携プロジェクトの特徴

3.建築トークイン上越活動内容

4.⼤学連携プロジェクト事例
・宿泊体験交流施設⽉影の郷
・⼤町町家シェアハウス



廃校となった新潟県上越市⽉影⼩学校を10年かけてリノベーションした宿泊施設

宿泊体験交流施設⽉影の郷 ⼤学連携プロジェクト事例



内観1 / 宿泊体験交流施設⽉影の郷 ⼤学連携プロジェクト事例



内観2 / 宿泊体験交流施設⽉影の郷 ⼤学連携プロジェクト事例



内観3 / 宿泊体験交流施設⽉影の郷 ⼤学連携プロジェクト事例



1.建築トークイン上越とは

2.⼤学連携プロジェクトの特徴

3.建築トークイン上越活動内容

4.⼤学連携プロジェクト事例
・宿泊体験交流施設⽉影の郷
・⼤町町家シェアハウス



トークイン上越から派⽣した⼤学連携町家改修プロジェクト

⼤町町家シェアハウス ⼤学連携プロジェクト事例



提案スタディ / ⼤町町家シェアハウス ⼤学連携プロジェクト事例



チラシ / ⼤町町家シェアハウス ⼤学連携プロジェクト事例



改修前外観 / ⼤町町家シェアハウス ⼤学連携プロジェクト事例

新潟県⽴看護⼤学にてプレゼンテーション

街の⼈へのプレゼンテーション



漆喰塗りワークショップ / ⼤町町家シェアハウス ⼤学連携プロジェクト事例



改修後内観 / ⼤町町家シェアハウス ⼤学連携プロジェクト事例



改修後外観 / ⼤町町家シェアハウス ⼤学連携プロジェクト事例






