日本建築学会

に参加しませんか

日本建築学会は︑
年︵明治 年︶
に創立された
会員相互の協力によって︑
建築に関する学術・技術・芸術の
進歩発達をはかり︑
もって社会に貢献することを
目的とする学術団体です︒
現在︑研究教育機関︑
総合建設業・設計事務所を
はじめとする専門家から
学生まで 万 千名余が
在籍しており︑
さまざまに活動しております︒
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年に
日本建築学会の
表彰を受けた
会員から︑
学会の魅力や
意義について
コメントを
の概念を切り拓く場
いただきました︒﹁建 築﹂
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（作品）
日本建築学会賞

Photo: Sadao HOTTA

ての認知が高い反面、
これは建築なのか？との疑問も多かったと思いま

建築文化考 2021｜シンポジウム「都市の・そのさき」
トウキョウ建築まち歩き2021｜見学会「上野・谷中」

日本建築学会教育賞

学生ワークショップ 2021｜ワークショップ
「君とRe:design 〜家具から都市までの再編〜」
（第 26回）
構造デザインフォーラム2021
｜
「
『建築と構造が融合したデザイン』
を再考する」

「建築」
に携わるさまざまな世代や多様な専門性が集う本会は、横断的な
価値に出会える場であると感じています。同じものでも見方によっては異な
る価値を与え、
さらに新たな繋がりを促してくれる心強いネットワークです。
今回受賞した教育賞は、家族や生業、周辺地域と表裏一体の循環系
のなかで形を留める生き物としての
「建築」がテーマでした。多様な社会
課題が目まぐるしく登場する変革時代に生きる私たちにとって、
その柔軟な

で、
この作品は建築なのか建築でないのか？さらには建築とは何か？とい

レジリエンシーや助け合い・支え合いを表象する
「建築」の持つ社会関係

う活発な議論が繰り広げられ、私にとって何よりも貴重な体験となりました。

資本、意匠性や構築システムに至る横断的で持続的な価値がこれから

また、今回の受賞は
「建築はいつ作品として完成するのか？」
という問いに、

の新たな希望となるように考えています。

（作品）
日本建築学会賞

学会賞（論文／作品／技術／業績）

2021年
各賞

「建築保全標準（鉄筋コンクリート造建築物）
」講習会

1月
9月

教育賞

10月
8月

著作賞
作品選奨

5月
10月

奨励賞
賞に
応募したい

5月
12月

後藤武｜

［ワークショップ｜応募］

学生サマーセミナー2021｜応募作品締め切り
建築文化週間｜学生グランプリ
「銀茶会の茶席」
｜応募作品締め切り

2021年日本建築学会著作賞に、私の著書『鉄筋コンクリート建築の考

社会へと普及啓発することに寄与
した仕事を顕彰することを趣旨と
する日本建築学会著作賞に選出
されたことを、
とてもうれしく思ってい

多層的にゼロ・ウェイストを追求した姿勢が評価されたのだと思います。こ

究が共存できる場であり続けてほ

の小さな活動にスポットライトを当てていただいたことで、業界への問題提

しいと思っています。

社会への影響力という点において、私たち設計者はこれまで以上に学会
の中で議論を深め、一致団結して問題に取り組む、行動力が求められる
と思います。大量生産・大量消費・大量廃棄に代表される拙速な資本
が持つ職業倫理や哲学を仲間と共に醸成し、社会に光を指し示していく
必要があると思います。

有波裕貴｜

新潟大学 助教

日本建築学会奨励賞

し認めて頂けたのかと身が引き締まる思いです。学生時代からお世話に
なっている先生方にはもちろんのこと、学会で議論させて頂いた先生方、
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存じます。

建築学会が135年の長きに渡って様々な知見を蓄積してきたことをみれば、

が活発に活動されており、議論や発表の場として、世界的に見ても多種

私たちが今なおその先端で建築文化の継承の途上にあることの切実さ

多様な交流ができると考えられます。
是非、学生の皆さんも躊躇わずに刺激と議論の場に飛び込んでみては

ぬまま、私たちは日々この古さの上に新しい層を重ねていくほかはなく、重ね

いかがでしょうか。

建築学会は図書室のようなものです。多様な分野の情報が集結しており、
日々入荷する新刊で技術開発のトレンドを知ることができます。私は
「現場
の通信網構築に関する技術開発」
において、2021年建築学会賞（技術）
という名誉ある賞を頂きました。この世界に飛び込んで間もなく
「地下・高
層階で携帯が繋がらない」課題に着目し、解決に一心に取り組んでこれ
たのは、
それが未だ蔵書されていないことをここで知れたからだと思います。

日本建築学会奨励賞

ロボット施工、職人育成などの周辺領域でも協業することが増えました。
新しい領域への取り組みには、学会の大会・支部発表や論文集の検索

うキーワードを通してゆるやかに他の領域とつながっていることをいつも再
確認できます。これが教育・研究を楽しくしています。日本建築学会奨励
賞の受賞論文でもデータベースを活用しました。建築学会には様々なアー

建築学会の大会は、発表を通して、毎年、自分の研究内容を確認し、
時々の学生と共に進めてきた研究成果を披露する場でもある。しかしなに
「建築設計ワークショップ」
よりもこの10年、本学 2年生の選択科目である

（274題）

東海支部研究発表会

（159題）

北陸支部研究発表会

（137題）

近畿支部研究発表会

（371題）

中国支部研究発表会

（254題）

四国支部研究発表会

（60題）

九州支部研究発表会

（471題）（）
は2020年度発表題数

6月
6月
3月
2月
7月
6月
3月
5月
3月

シンポジウム／講習会
［シンポジウム］

音声伝送性能評価指標としての STIを有効活用するために
─その概要・注意点と活用事例の紹介

1月

基礎構造と相互作用

1月
1月

医療機器における電波利用に関する建築ガイ
ドライン作成への取り組み

視環境評価の現状と課題
東日本大震災10周年を機に頻発する複合災害を考える
建築電磁環境技術に関する教科書作成の目的、
意義と特徴

展覧会／ワークショップ

3月

排煙設備のあり方を再考する

3月
3月

光環境のシミュレーション・制御・評価と設計

2021年度支部共通事業「第 62回全国大学・高専卒業設計展示会」
アーキニアリング・デザイン展 2021
「
『建築とエンジニアリングの融合』
を再考する」

伊藤一秀｜九州大学 教授

出版物｜Japan Architectural Review

学術成果が世界標準に沿って評価される現状を踏まえ、我が国の建築
学に関する学術・技術・芸術の全領域の成果を英文で世界に向けて発
信するため、本会ではWiley社の電子出版プラットフォームを利用して国
を発行しています。
際英文ジャーナルJapan Architectural Review（JAR）
JARは本会最高峰のジャーナルであり、
オリジナル論文の他、本会論文
集に掲載された和文論文の翻訳論文や、
建築作品をデザインレビューとし
て投稿することが可能です。JARはオープンアクセスジャーナルで全ての論
文が無料で閲覧できますので、
是非、JARに掲載されている良質の論文を
ご覧ください。皆様の素晴らしい研究成果の投稿をお待ちしております。

調査／研究
［調査研究委員会］

材料施工委員会
建築歴史・意匠委員会

建築計画委員会

建築熱環境を考える：これまでの50 年とこれからの50年

DX の時代：建築･都市分野の最先端 XR 2021
脱炭素社会への環境建築

11月
11月

海洋建築委員会

建築防水分野における新たな取り組み

11月
11月

災害委員会

11月

最新の地盤震動研究を入力地震動に活かすための課題
─地盤応答計算の高度化に向けて

11月

第14回複合・合成構造の活用に関するシンポジウム

11月
12月

情報・システム・利用・技術シンポジウム
中大規模木造の構造設計のための最新の知見
災害フォーラム南海トラフ地震への対策・対応を改めて問う
［セミナー］

常置

構造委員会

9月
10月

オランダ・スウェーデンにおける 居心地の良いくらし に学ぶ
─共生の住まいコレクティブ・ハウスから学べること

月刊

https://medium.com/kenchikutouron

建築教育委員会

建築社会システム委員会
建築法制委員会
都市計画委員会
農村計画委員会
情報システム技術委員会
地球環境委員会

支援
［司法支援建築会議］

司法支援建築会議全体会議シンポジウム
「住宅の建築紛争事例に見る専門家の説明責任」

5月

司法支援建築会議講演会
2月
「建築紛争の現状と課題（その6）─大阪地方裁判所における建築裁判から」

12月
12月

［住まい・まちづくり支援建築会議］

事前復興シンポジウム｜東日本大震災からの復興事例から学ぶ

12月
12月

親と子の都市と建築講座「けんちく広場─
子どもの建築ワークショップ 未来の家はどんな家」

子どもと
建築を考えたい

2月
6月

日本建築学会の考える技術者倫理事例について
建築士倫理と技術士倫理

7月
9月

「建築教育」
じゃ
楽々建築・楽々都市＠名古屋「
学べない！子どもとケンチクから考える学びの多様性」

大学における建築倫理教育ツールについて

12月

子ども教育支援建築会議全体会議

［公開研究会・その他］

公開研究会｜イギリスの都市と住まいの現在
─グローバル化する社会の生活基盤を考える

1月

研究会｜災害タイムラインと避難行動計画

2月
3月

第12回ワークショップ｜建築施工に有効な作業ロボッ
トの活用と
今後展望について

3月

研究会｜変容するシェアハウス─ニューノーマルな生活と空間に向けて

6月
6月

2021年学会賞（作品）受賞者記念講演会「作品を語る」
第 21回 環境心理生理チュートリアル
「# キモチの可視化〜質的データ分析の作法と技法〜」

7月
7月
9月
10月
10月

研究会｜建築・都市の空間五感─五感で感じる空間の魅力

第5回 グローバル化人材育成プログラム「世界で建築をつくるぞ！
8月
─グローバルな建築デザイン・マネジメント・エンジニアリング分野への入門」

公開研究会｜フィールドワーク×デザイン：
フィールドワーク技術の展開先としての デザイン を考える

10月

第16回住宅系研究報告会

12月
12月

研究会｜
トイレを超えるトイレ─機能性＋αのトイレ空間とは

建築夜楽校 2021｜
10月
シンポジウム
「脱成長時代の建築・建築家論─ポストコロナ時代の建築」

［講習会］

第 2回 地域再生・活性化の建築力｜
シンポジウム「これからのこども園を考える」

10月

「日本建築学会環境基準 スピーチプライバシーの評価規準と
設計指針（AIJES-S0003-2021）
」講習会

1月

トークイベント「Learning from
パラレル・セッションズ 2021｜展示・
Architecture − Parallel Projections Archive 2016／2021」

10月

「鉄筋コンクリート構造保有水平耐力計算規準」
改定講習会（期間限定オンデマンド配信）

2月

11月

［子ども教育支援建築会議］

2021年 JABEE 建築分野受審・審査セミナー
With コロナ時代における災害時の避難とその後の避難生活

学生サマーセミナー2021「集積あるいは変化するストラクチュラル・アート」 7月

［建築文化週間］

適時

7月
8月

第 39回地域施設計画研究シンポジウム

第16回コロキウム構造形態の解析と創生 2021

［ワークショップ］

JASS 改定版

環境工学委員会

博士を取ったらどんないいことあるの？─若手教育タスクフォース企画

年 3回
隔月

［web版「建築討論」
］

5月
5月

構造最適化の最近の発展と設計への応用事例

月刊

3月
適時

防火委員会

研究会｜少人数社会のかたち #03：集落のルールを共有する
─「集落の教科書」
の実践に学ぶ

5月
11月

英語の論文を
発表したい

日本建築学会各種規準・仕様書・指針新刊・改定版発行

4月
5月

第 67回構造工学シンポジウム

遠隔授業と対面授業のハイブリッ
ド時代における建築教育

［展覧会］

3月
3月

大橋諭が語るザハ・ハディ
ド建築と光
─コンピュテーショナルデザインに見る環境デザインの新しい世界

公開研究会｜環境行動研究からみた近年の「まちの居場所」

［日本建築学会｜2021年｜活動一覧］

11月
12月

［出版物］

子どものまち・いえワークショップ提案コンペ

いつまでも建築を学ぶ

カイブスがあるので、今後も活用していきたいと思っています。

Exhibitions, Workshops

自分自身の今を見つめ切磋琢磨する場

それらを見ながら新しいアイデアを考えることができます。そして、
「建築」
とい

他者の研究から刺激を受ける場である。また、学生を鼓舞しつつ、
その

（94題）

再考 設計のための建築環境学

データベースが役立ちます。関係する内容の成果が必ず報告されており、

日本建築学会教育賞

東北支部研究発表会
関東支部研究発表会

大振幅地震動に対する耐震性能評価
─実験データに基づく建築物の損傷予測：
部材フラジリティと修復コストのＤＢ化を目指して

構造・材料を主な研究対象としていますが、歴史的建物の保存・再生、

9月

作品選集

地域プロジェクトと建築教育

われています。

石川恒夫｜

（オンライン見学会）
都市の文脈とまちづくり活動から見つめる

ウイルスと換気対策

ちなみにこの図書室は私語厳禁ではなく、情報交換の会話が活発に行

前橋工科大学 教授

④

第 36回建築生産シンポジウム

村本真｜京都工芸繊維大学 准教授

特集 21 祝祭のゆくえ

JAR(International Journal of Japan Architectural Review for 年 4回
Engineering and Design)

Support

（技術）
日本建築学会賞

アイデアを触発するアーカイブス的存在

情報が飛び交う生きた﹁図書室﹂

西野高明｜竹中工務店 技術研究所研究主任

（対談）
身体感覚から読み解く

住宅の建築紛争事例に見る専門家の説明責任

を実感させられます。建築が今後どこへ向かうという明確な見通しの持て

喜びに感じています。

（対談）
歴史建築から紐解く

③

Research

建築学は、意匠、構造、都市計画、環境など様々な学問領域から構成

）
（通称：京都市京セラ美術館）
という形でご評価頂きましたことは、
この上ない

②

2月
3月

究の一面とは異なった見え方が閃光のようにもたらされることがあります。多

8月

JAABE(Journal of Asian Architecture
and Building Engineering)［日中韓共同］

建築の色彩教育はどうあるべきか

の近い方、遠い方からの指摘、議論を通じて、自らが認識しているその研

特集 20 不確実な時代のプレ・デザイン
後編─設計・施工・運営関連の発注

［英文論文集］

（対談）
医療現場と教育環境から見据える

くの分野で研究は他者との議論によって進展するものではないでしょうか。

されています。日本建築学会は文系、理系にとらわれない多様な研究者

そ、
そのような観点から栄えある建築学会賞作品賞（2021年に京都市美術館

（オンデマンド配信）

なからずあるのではないでしょうか。学問には色々な分野がありますが、多

に繋がります。
くの場合、
その刺激は自身の研究課題の進化（深化）

られた層の厚みから指針を探し出すしかないのかも知れません。だからこ

記念行事「ニューノーマルの建築観：身体・距離・時間・領域」

2月
2月

もちろん一人でもできないことはないのかもしれません。しかし、専門分野

7月

技術報告集

9月
9月

BIM の再定義─ BIMって何でしたっけ？
建築構造物の性能設計実現に向けた
中長期ロードマップに関するシンポジウム

さて、学生の皆さんにとって、研究は一人で黙々と行うもの、
という印象が少

© TAKERU KORODA

建築文化の継承をめざして

論文の執筆に当たり査読をして頂いた先生方に感謝を申し上げたいと

3月
4月

特集 19 不確実な時代のプレ・デザイン
前編─建築的課題に対する企画

論文集

日本建築学会大会｜学術講演会・建築デザイン発表会

北海道支部研究発表会 （100題）

この度は奨励賞を賜りまして望外の喜びとともに、一人の研究者として少

1月
2月

5月
6月

建築生産をアップデートする

［論文集・技術報告集］

［大会］

［支部研究発表会］

Symposium, Seminar

主義が行き詰まりを見せている中で、建築という長い時間を扱う我々だけ

刺激と議論の場

起により繋がればと願っています。

特集 13 コロナ禍の建築・都市
特集 14 建築の豊かさを問い直す─ローコスト建築の諸相

特集 24 都市のイノベーションは可能か？

世界標準の良質な英文ジャーナル

て、時空をこえた多様な建築研

［建築雑誌］

特集 23 変化する建築教育と国際化のこれから

大会／発表会

①

ます。歴史研究という時空を横断

きました。建築とごみの問題に向き合い、構造や住民による建材提供など

出版物

特集 22 人新世の建築・都市論─ SDGs、
コモンズ、脱成長をめぐって 10月

（東京大学出版会、2020年）
を選出
古学−アナトール・ド・ボドーとその時代』

してくださいました。とてつもなくマニアックなこの著書が、広く建築文化を

12月

特集 17 暑くなる日本─蒸暑アジアからの挑戦

7月
8月

9月

「高流動コンクリートの材料・調合・製造・施工指針」改定講習会

特集 16 デザインと権利

5月
6月

3月
3月

11月
11月

特集 15 復興の10年─日本建築学会・土木学会 共同編集

3月
3月

2月
2月

「保育施設における 避難安全のバリアフリーデザインの手引き」講習会

特集 18

日本建築学会 設計競技｜応募作品締め切り

日本建築学会著作賞

る組織です。その懐の大きさによっ

会い、切磋琢磨する場である。

大賞

日本建築学会 技術部門設計競技｜応募作品締め切り

後藤武建築設計事務所 代表取締役

「上勝ゼロ・ウェイストセンター」が 2021年日本建築学会賞（作品）
をいただ

んだ。喜びでしかない。日本建築学会は自分自身の今を知り、世界と出

3月
3月

「鋼構造接合部設計指針」改定講習会（既刊本）

「小規模な高齢者福祉施設の火災時の安全を考える」講習会（既刊本）

優秀修士論文賞｜応募論文締め切り

社会との繋がりを実感させてくれ

名を超える学生たちのひたむきな作業に支えられ、教育賞という実りを結

「鉄筋コンクリート組積造（ＲＭ造）建物の構造設計・計算規準」講習会

2020年度支部共通事業「鉄筋コンクリート造配筋指針」改定講習会
「日本建築学会環境基準
医療機関における電波利用機器に配慮した建築ガイ
ドライン・同解説
─医用テレメータ編（E0005-2021）
」講習会

優秀卒業論文賞｜応募論文締め切り

と生み出され続ける建築文化や

賞の授与を受けた。取り組んできた私の50代の教育実践は、延べ 300

3月

11月

［優秀卒業論文賞・優秀修士論文賞］

て日本建築学会は、今ここで刻々

築教育への新たな貢献の可能性を見出し、
このほど日本建築学会教育

［各賞］

文化賞

した孤独な世界に生きる者にとっ

で版築を制作し、手探りの状態から出発し、知見が集積されるなかで建

「木造住宅外皮の防水設計・施工指針および防水設計・施工要領」
講習会

表彰／コンペティション

作品選集新人賞

Presentation

撮影：藤井浩司（TOREAL）

建築的な時間の感覚を社会へ

中村拓志｜NAP建築設計事務所 取締役社長

多様な研究・文化が共存する組織

とを願います。

（作品）
日本建築学会賞

10月
10月

「鋼管充填コンクリート調合設計施工指針」講習会

［設計競技］

を切り拓く議論がなされる場でもあり、
その議論に多くの方が参加されるこ

西澤徹夫｜西澤徹夫建築事務所 代表取締役

「鉄筋コンクリート柱・鉄骨梁混合構造設計指針」講習会

カルチベートトーク2021｜トークイベント「なぜ建築とデザインを分けるのか」 10月

す。実際、建築学会賞の現地審査会においては、審査員みなさまの間

一つの回答を示していると思います。建築学会はあらたな
「建築」の概念

10月
10月

Publications

瀬戸内国際芸術祭の拠点の一つとしてつくられました。芸術祭作品とし

学生グランプリ2021｜
「銀茶会の茶席」

新雄太｜東京大学 特任助教

Awards, Competitions

2021年日本建築学会賞作品賞を受賞した「島キッチン」は、2010年に

領域横断的な価値に出会えるネットワーク

安部良｜安部良アトリエ一級建築士事務所 代表

2月
6月
9月
11月

田辺新一｜第57代日本建築学会長｜早稲田大学 教授
会長からのメッセージ

本当に忙しい時代になっています。通信手段が速くなっている分、自分の
考えるスピードも速くなっていると錯覚しているのではと思っています。
しかし、
そんなに早く考えられないのに、少しでも間違えると厳しく怒られる。一方で
建築は命と財産を守る重要な使命を持っています。また、脱炭素社会実
現でも世界の二酸化炭素の1/3を占める建築分野の役割は増していま
す。日々の仕事に追われると、時間貧乏状態になり新しいことを学ぶ時間
が減少します。時間があると思われている大学の教員ですら、2002年度
に勤務時間の46.5%の研究時間が確保されていましたが、2018年度
には32.9％と13.6％も減少したと文部科学省が公表しています。学会に
入会するのはその忙しさに拍車をかけるのではないかと心配されるかも知
れません。他の人に仕事を任せることをアウトソーシングといいますが、
それ
ができない3つのことがあります。それは、睡眠、遊び、学びです。この3つの
時間を削ってはいけません。建築学会に入会することは、継続的に建築
を学ぶ時間を確保することに繋がります。私自身も現在も学会活動で多く
を学んでいます。

