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日本建築学会 名誉会員等一覧 

（敬称略） 

名誉会長・名誉員・名誉会員 

1886年～1958年（明治 19年～昭和 33 年） 

推挙年 名誉会長 名誉会員・名誉員 

1886年 Josiah Conder 青木 周蔵  肥田浜五郎  平岡 通義  渡辺 洪基 

1887年  佐々木高行  佐野 常民  堤  正誼 

1888年  森  有禮  山尾 庸三 

1889年  榎本 武揚  九鬼 隆一  鍋島 直大  浜尾  新  山高 信離 

1892年  杉 孫七郎 

1893年  荘田平五郎 

1894年  大鳥 圭介 

1913年  徳川 頼倫 

1918年 辰野 金吾  

1921年 曾禰 達蔵  

1925年 中村達太郎  

1929年 塚本  靖  

1931年 横河 民輔  

1938年  伊東 忠太  片岡  安 

1940年  佐野 利器 

1941年  清水 釘吉 

1942年  大熊 喜邦  松井 清足 

1943年  内田 祥三  中村 伝治 

1945年  桜井小太郎 

1947年  内藤 多仲 

1951年  笠原 敏郎  古宇田 実 

1958年  小倉  強  小林 政一  下元  連 

                                                 （名誉会員 1886年～1913年 名誉員 1938年～1958年） 
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1960年～2022年（昭和 35年～令和 4年） 

推挙年 名誉会員 

1960年 北沢 五郎   竹腰 健造   竹中藤右衛門 

1961年 阿部美樹志   加納 久朗   岸田日出刀   戸田利兵衛   坂  静雄   森井 健介   山下 寿郎 

1964年 伊藤  滋   置塩  章   佐藤 武夫   島本 源徳   松田 昌平   森本長太郎   吉田五十八 

1966年 石原  巌   今 和次郎   渡辺  節 

1967年 村野 藤吾 

1968年 石井  桂   今井 兼次   二見 秀雄   武藤  清   村田 治郎 

1970年 木村幸一郎   棚橋  諒   中沢誠一郎   松田 軍平 

1972年 
葛西 重男   狩野 春一   古茂田甲午郎   田辺  泰   谷口  忠   東畑 謙三   浜田  稔 

堀口 捨己 

1973年 谷口 吉郎 

1974年 鶴田  明   平山  嵩   藤島亥治郎   藤田金一郎   前川 国男 

1976年 五井 孝夫   高山 英華   坪井 善勝   前田 敏男   森田 慶一 

1978年 大野 和男   関野  克   谷  重雄   仲  威雄   西山 夘三   野村 孝文   鷲尾 健三 

1980年 
浦辺鎮太郎   太田博太郎   加藤 六美   金子 正則   佐藤 重夫   竹山謙三郎   堀井 啓治 

丹下 健三 

1982年 大江  宏   太田 和夫   塚本 猛次   成田 春人   横山 不学 

1984年 加藤  渉   川口喜代枝   田口 武一   横尾 義貫   吉武 泰水 

1986年 
高橋 武雄   竹内 盛雄   西  忠雄   伴   潔   藤岡 通夫   本田 久雄   松下 清夫 

吉村 順三   Joseph Penzien   Gerard Blachere      載  念慈 

1988年 芦原 義信   小堀 鐸二   福山 敏男   林  慶豊   梅村  魁   清家  清   堀江 悟郎 

1990年 浅野  清   大島 久次   谷  資信 

1992年 井上 宇市   木下 茂徳   志賀 敏男   藤本 盛久   George William Housner 

1994年 
岸谷 孝一   洪  悦郎   佐治 泰次   田中  尚   村松貞次郎   葉  如棠＊  金  真一 

呉  良鏞＊  Nicolaas John Habraken＊ 

1996年 内田 祥哉   小林陽太郎   勝田 高司   若林  實 

1998年 
池原 義郎   大崎 順彦   大谷 幸夫   柴田 拓二   田村  恭   中村 恒善＊  林  昌二 

本城 和彦   宮野 秋彦   山口  廣   山本 忠司 

2000年 
青木 正夫   五十嵐定義＊  尾島 俊雄＊  大高 正人   太田 利彦   太田  実   岡本 舜三 

金井  清   佐野 正一   斎藤 平蔵   田治見 宏   平井  聖＊ 

2002年 
青木 志郎   池田 武邦   榎並  昭   近江  栄   岡田 恒男＊  鈴木 成文   巽  和夫  

田村  明   藤井 正一   槇  文彦＊  松岡  理   李  明浩＊ 

2004年 
青山 博之＊  飯田喜四郎＊  石井 聖光＊  加藤  勉   木村  翔＊  白山 和久   仙田  満＊  

西村 敏雄   松浦 邦男   椋代 仁朗   山田孝一郎＊ 

2006年 
秋山  宏   石田 頼房   川上 英男＊  川上  貢   佐藤  巧   篠原 一男   多田 英之   

内藤  昌   平山 善吉＊  山田  稔   渡部 貞清   

2008年 
相川  浩   李  利衡＊  筧  和夫   木村 俊彦   久我 新一   小原 二郎   冨井 政英   

北後  寿   堀内 清治   村上 周三＊  横山 公男 

2010年 
和泉 正哲＊  岡田 光正   岡田 新一   笠井 芳夫   金多  潔＊  上村 克郎＊  菊竹 清訓   

黒正 清治   斎藤 公男＊  田中彌壽雄   谷口 汎邦   穂積 信夫＊  Mete A. Sozen 

2012年 
荒谷  登   安藤 忠雄＊  板本 守正＊  川口  衞   木村 建一＊  佐藤  滋＊  柴田 明徳＊  

鈴木 計夫   高梨 晃一＊  戸沼 幸市＊  友澤 史紀   松井 千秋＊  山本 長水＊ 

2014年 
伊藤  滋＊  桐敷真次郎   佐藤 邦昭   谷川 正己   長倉 康彦   中原 信生＊  西川 幸治＊  

原  広司＊  船越  徹   前川 純一   矢野 克巳＊  和田  章＊ 
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推挙年 名誉会員 

2016年 
石山 祐二＊  小倉 善明＊  小谷 俊介＊  加藤 邦男   住田 昌二＊  辻  文三＊  松井 徹哉   

松藤 泰典＊  松本 光平   三村 浩史＊  吉野  博＊  若木  滋   渡邉 定夫＊ 

2018年 
磯崎  新   伊東 豊雄＊  絵内 正道＊  小野 徹郎＊  川崎  清   重村  力＊  志水 英樹＊  

新宮 清志＊  高橋 鷹志   中川  武＊  中島 正愛＊  楢崎 正也＊  渡邉 史夫＊ 

2020年 
岩田  衛＊  上谷 宏二＊  嘉納 成男＊  神田  順＊  鈴木 嘉吉   高橋 康夫   谷口 吉生＊  

萩島  哲＊  藤森 照信＊  古谷 誠章＊  三橋 博三＊ 

2022年 
市之瀬敏勝＊  近江  隆＊  香山 壽夫＊  杉本 俊多＊  竹下 輝和＊  竹脇  出＊  長谷見雄二＊  

布野 修司＊  鉾井 修一＊  緑川 光正＊  安岡 正人＊ 
＊現名誉会員 79 名（2023 年 4 月 17 日現在） 


