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長年の活動による建築教育に関する業績

• 大学教育において、建築教育で構造安全を根付かせるため、1996年に視覚型体験授業
「力と形」（半期2コマ）を創成し、初学者のための構造教育プログラムを実践し、教
材の開発を行った。力学を可視化できる立体トラスキットの教材も開発し、2004年には
一般販売され多くの教育の場で活用できるようになった。これらの一連の視覚型体験学
習については2009年に日本建築学会教育賞（教育貢献）を受賞しているが、その後
2020年3月までの長い期間に渡って教育プログラムや教材の改革、マルチメディア機器
の使用改善を積極的・継続的に行ってきた。1)2)

• 本会の教材として、『構造用教材』3)4)、構造部材を可視化する『構造パースペクティ
ブ』5)、初学者のための構造入門教材としての『ちからとかたち』6～9)などの教材開発
に主体的に携わった。構造用教材は現在第3版まで改訂されているが、時代の流れや学
生教育のニーズの変化を意識しつつ、教師からの要望の多かった「解説編」を新たに設
け、より使いやすいものとした4)。また『ちからとかたち』は対象学生の状況に応じ、
『はじめてまなぶ ちからとかたち』8)『絵でみる ちからとかたち』9)と多くの学生ニー
ズに対応出来るように展開してきた。韓国語版も出版されるなど、日本の建築構造教育
のグローバル化にも寄与してきた。



• 1995年の阪神・淡路大震災を機に、構造安全性については専門家だけに任せるのではな
く、市民も積極的に関与する必要性や自己責任の観点、説明責任など、建物に関わる多
くの人の意識啓発に取り組んだ10～12)。リスクコミュニケーション、市民教育、構造設計
者の説明責任、リスクマネジメントなどの実践に向け具体的な教育ツールの開発、その
ための教材作成に従事した13～15)。

• 2001年に日本女子大学生涯学習総合センターを設立した際には、リカレント教育システ
ムとオンデマンド教材の開発を行い，オンラインとオンサイトのハイブリッド授業にも
取り組むなど、20年前からオンライン授業を先駆けた取り組みを行ってきた16)17)。この
頃より、教育用教材についても、紙媒体という枠を脱して、「初学者のための ビジュ
アル版 総合教材－木造住宅の一生－」18)などのDVD＆Webコンテンツ教材の作成を行
い、2006年には日本建築学会の創立120周年記念事業として実施されたeラーニング講習
会の創設にも携わった。

• 2005年以降は建築界における耐震偽装などの様々な瑕疵担保に関わる問題が社会的に注
目されるようになった。そこで、市民啓発・教育だけでなく、建築専門家に対する技術
者倫理にも着目し、建築に対する技術倫理のあり方やその教育手法さらには教材開発等
をも主導した19～22)。さらに建築教育を幅広い視点で意識し、各教育機関で開発された独
自の教材、新しい教育システムなど、特色ある建築教育の事例を学会で集約し、お互い
活用できるプラットフォームとして、「教材の共有化」23)を本会オンライン上に設け実
践するなど、社会貢献活動も行ってきた。

• 本会では、建築教育委員会や教材委員会、住まい・まちづくり建築支援会議にも参加し、
委員、委員長・幹事を歴任するなど、学生教育にとどまらず、市民啓発活動に積極的に
取り組んできた。



https://www.aij.or.jp/books/categoryId/681/productId/590245/
https://www.aij.or.jp/books/categoryId/681/productId/590254/
https://www.aij.or.jp/books/categoryId/681/productId/590247/
https://www.aij.or.jp/books/categoryId/681/productId/590246/


総合的な観点から建築教育の発展への寄与

• 本賞の対象に関わる業績としては、大学教育、建築構造教育におけ
る見えない力の可視化・体験型教育プログラムの導入による教育改
革、市民教育・市民啓発、専門家教育、研究者育成と幅広い範囲で
活動を積み重ねてきた。まずは大学の教育システムの刷新・改革に
関わるもの（JABEE等）、建築を学ぶ学生への構造安全教育の視覚
体験型授業に対する継続的な変革とそれらに関わる思考力・発想力
を育む新たな教材の開発、幼児から高齢者までを対象とした防災教
育、構造技術者あるいは教育従事者等専門家を対象とした啓発教育、
さらにはこれらの活動をより広げることになる研究者育成等である。

• また現在本会で行われているeラーニング講習会の初代システムの構
築、教材のデジタル化等については、事務局と連携しつつ候補者の
知見を具現化したものである。本会教育活動の一翼を担ったものと
自負している。



１）構造力学原理を可視化しマルチメディア機器を活用
した視覚型体験学習授業の創設と継続的な改革

• 授業では主に教員から学生への一方通行の情報伝達である講義形式
が多く、学生の主体的学びの重要性が問われているが、授業内での
教員と各学生との双方向のやりとりを活性化することは現在でも十
分とはいえない。教員と学生ひとりひとりの間で対話し、お互いが
理解しながら実験や実習を進めることを可能にする授業形式を工夫
することで、その当時にはほとんどなかった生活に身近な道具を用
いて、力学モデル化した実験器具を用いた実験を実施することで教
育手法の刷新を行った。具体的には、各回実験から考察する過程を
導入し、テーマに応じて実験→解説→考察を繰り返す。学生が理解
しにくい点について、マルチメディア機器を駆使して、その場で実
験器具の詳細や細部まで拡大し、中継しながら説明し、実験とその
結果に対する学生の理解を深めた。毎回の学生レポートに付した授
業評価アンケートを参考に教育プログラムを継続的に改革し、新た
な教材開発も行っており、学生の評価も高い。





２）教材の出版とデジタル化

• 本会出版物『構造用教材』は構造教育に不可欠な教材で年間の
販売部数も学会出版物の中でトップクラスであるが、この内容
は20年以上改訂されてこなかった。2014年にこの改訂4)を手が
けるとともに、本会で初めてのデジタル教材の開発にも積極的
に取り組み、『構造用教材』の内容をデジタル版として教師が
授業時にコンテンツを容易に投影できるシステムの開発を行い
実現することができ、現在広く頒布している。

• 本会会員向け冊子「建築雑誌」において、1987年から４年にわ
たり、構造パースペクティブ特集を掲載するとともに、当時め
ずらしかった構造体のコンピュータ・グラフィツクスに設計者
解説と構造評論を添えた『構造パースペクティブ』を本会から
初のカラー教材として出版した5)。
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３）建築教育教材の共有化プラットフォーム
の創設とｅラーニングシステムの導入

• 近年の学生の文章力の低下や表現力の欠如、理数系離れの顕在化などを背景として、
大学等の教育現場において学習意欲を喚起する必要が生じており、様々な学習・教育
の場面において、魅力ある教材の作成や効果的な教育システムの開発等々の工夫が求
められるようになっている。しかしながら、これらの優れた建築教育への取り組みの
多くが、それぞれの実践者とその方と近しい少数の関係者の間でのみしか認知され共
有されておらず、我が国における建築教育全般の向上には、必ずしも寄与していない
のが現実である。そこで、各教育機関等で実践されている建築教育について事例を公
開して共有化することにより、今後の建築界の発展と建築教育の更なる充実と活性化
を目指し、本会に『教材・教育システムの事例公開プラットフォーム』

URL: https://www.aij.or.jp/jpn/dlibrary/educ/educ_info_top.htm

を創設した23)24)。

• 日本女子大学生涯学習総合センター設立時に開発したe-learningシステムの知見を活
かし、本会創立120周年記念事業eラーニング講習会の初代講習会システム導入に寄
与し、調査研究委員会の研究成果を普及するための一翼を担った。

URL：https://www.aij.or.jp/jpn/eg/
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４）大学における教育改革

• 日本女子本学の建築教育改革の一環として建築JABEEの受審を
決断し、大学内をとりまとめ審査書類作成に尽力した。同時に
JABEEに建築教育分野が加入する際の規準作りにも参画しその
認証制度を整えた。日本女子大学は、受審の試行校ともなり、
日本初（2001年）の認定校3大学のうちの1校となった25)。

• さらに、2008年UNESCO-UIA建築教育認定を受けるための審
査において、審査対象校のひとつの大学として積極的に役割を
果たした。その結果、国際標準の認定を受けることに貢献した。





５）建築技術者の倫理教育の現状について
の縦断的調査と教育プログラム立案

• 建築技術者倫理に関わる多様な教材としてweb教材や書籍の執
筆に携わった。『日本建築学会の技術者倫理教材』（2014年）
19)、「倫理教育プログラム開発のためのガイドブック」等21)22)

をとりまとめた。高等教育機関・企業・組織における技術者倫
理教育のあり方を模索するなかで、全国の教育機関・企業・組
織を対象にアンケート調査を行い、今後の倫理教育プログラム
のあり方、教育プログラム設置支援の指針策定を行った。



社会への顕著な教育貢献
１）生涯学習総合センターの創設とe-learning学修システムの構築

• 2001年の日本女子大学生涯学習総合センターの創設
に主導的に関わり、生涯学習といえば大学内での教
室を用いた講座が主流であったが、それに加えて全
国および世界とインターネットを通じてつながり、
講座を配信するシステムを新たに構築し、特に日本
国内においては、札幌、福岡にサテライトを設けた
ネットワーク型オンライン教育を実施した。ここで
は、オンデマンド型の講義を可能にしており、現在
社会が直面しているコロナ禍でのオンライン授業の
遙か前から、世界のどこからでも、いつでも、どこ
でも教育を受けることができるデジタルネットワー
ク型の学習システムを確立した。そのなかでも白板
を使ったオンデマンド型の独自システムを産学協働
で開発し、遠隔教育に活用したところに新規性があ
る。16)17)



２）市民防災力の向上をめざして

• 市民向けの構造安全・防災教育を展開
した結果、幼少期からの防災教育が特
に重要であるとの結論に至り、防災教
育教材の開発を行った。特に学齢期に
応じた内容に留意するとともに、右図
に示すように年齢に応じ、絵本、漫画、
カルタ、紙芝居、総合学習で使えるテ
キストなどその媒体にも工夫をこらし
た。そのなかの幾つかは、研究室の
ホームページから無償で閲覧、ダウン
ロードできるようになっており、広く
義務教育や社会で利用されている24)。



３）東京都『安全教育プログラム』26)の策定
• 東京都教育委員会の「危機を予測し回避する能力と、他者や社会の
安全に貢献できる資質や能力を育てる」に基づく『安全教育プログ
ラム』の３つのうちのひとつ「防災」の初代座長、とりまとめ役と
して本プログラムを策定した。防災に関する教育プログラムであり、
現在も改訂を重ね使われている。本プログラムは、都内の全ての公
立幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校に配布され、
利用されている。

• これを契機に、都内の学校教育分野で防
災教育が一層展開し教材が用意されるだ
けでなく、実際に防災教育が教室で行わ
れるようになり、学校教育と東京消防庁、
大学での防災研究者などの、防災教育に
関わるネットワークが形成されるきっか
けとなった。



４）アカウンタビリティ、リスクコミュ
ニケーションの建築構造界への導入

• 建築の専門家に対する教育としてそれまであまり注目されてこなかった
「アカウンタビリティ」や「リスクコミュニケーション」に着目し、それ
らを構造設計者を中心に導入し、専門家と発注主や居住者等が対話を行う
手続きを標準化すべく、リスクコミュニケーション技術を探求し、2006年
より５年間活動を実施、建物ユーザーのニーズ把握や設計者への現状調査
を実施しながら、構造設計者への普及をめざして活動した。その成果は本
会技術報告集への論文27)や、大会パネルディスカッション14)15)でも発表し
ている。

• 本会住まい・まちづくり建築支援会議では、住まい・まちづくりに関する
テーマで市民との接点を探り、さまざまな活動を行っているが、そのなか
で、情報事業部会長、支援会議の運営委員を経て、現在は運営委員長とし
て、建築学会がもつ専門的な情報・知識を如何にわかりやすく市民に提供
できるかを模索しており、「住まいのすごろく」マップ、「液状化被害の
基礎知識」などを市民向けに公表し活用されている。

URL: http://news-sv.aij.or.jp/shien/s2/sugoroku/

URL: http://news-sv.aij.or.jp/shien/s2/ekijouka/index.html
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