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これから活躍してゆく若い皆さんへ
─

衣食住という人間の営みの根幹に直結する建築は、人と生活に関わる社

会からの要請に的確に応えることを使命とする、大切な学問・実践領域で

す。建築は、美しく心地よい家や町をデザインする建築意匠や建築・都市計

画、安全で安心な空間を確保する建築構造・材料、快適な住・都市空間を

提供する建築設備・環境を筆頭に、さまざまな分野に展開しています。また、

これら多分野に縦割りではなく包括的に取り組むことが建築の特徴です。

要するに、建築は、人類の営みに大きな貢献を果たすことができる「やりが

いのある分野」であり、また皆さんがもつ多様な興味に柔軟に応えること

ができる「やって楽しい分野」なのです。

日本建築学会は、実務者、研究者、行政者、大学院生を始めとする、建築

に関わる多様な人材が集う場で、現在約34,000人の会員から構成されて

います。日本建築学会は、建築に関わる情報の提供と交換を事業の中核と

し、建築の最近動向を論じる雑誌の発行、建築の研究や技術開発に関わ

る論文誌の発行、会員相互が発表し研鑽しあう発表会の実施、建築デザイ

ンや技術の先端を周知するための講習会やセミナーの提供等に勤しんで

います。建築をめざす皆さんが、建築をもっと知り、建築の多様性に触れ、

そして自らの思いを伝える絶好の場を、建築学会は提供しています。

地球規模で見れば人口が増え経済活動の活性化に伴い多くの開発が進

む一方で、わが国においては、成長型社会から成熟型社会へと大きな転

換期を迎えるという状況下、私達は、人類の持続的発展をこれからどう維

持するかという究極の問題に向き合わなければなりません。人類の持続的

発展には新しい生き方を思考することが求められますが、その過程におい

て、人と生活に直結する建築が果たすべき役割には多大なものがありま

す。建築を基盤としてこれから活躍してゆく若い皆さんには、建築学会に入

会し一層の切磋琢磨を通じて、これからの時代を引っ張っていただきたい

と願っています。
第54代日本建築学会会長／京都大学防災研究所教授 中島正愛
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レベルアップ（研修、自己研鑽、資格等）

地域ボランティア等

良質な知識や情報を得たい
─

本会は、約130年にわたって蓄積してきた貴重な学術・技術の情報をふまえ

て、毎年150を超える講習会、シンポジウムなどの実施、あるいは毎年20点

程の規準・仕様書等の出版物をとおして、建築学を構成する各専門分野の

最新情報を提供しています。講習会やシンポジウムではそのテーマに関す

るテキストや資料集が発行されます。テキスト、資料集には参考文献が紹介

してあり、より深い知識や周辺の情報へアクセスできるように配慮されてい

ます。さらに図書館には、国内外の建築に関わる約20万冊の蔵書があり、

会員は利用することができます。

このように本会は情報の宝庫となっており、ホームページをとおして会員限

定の情報を提供しています。また、毎月発行の『建築雑誌』では、建築周辺

を含む幅広い特集記事を掲載して、知的好奇心を刺激するような情報を提

供しています。 

 ［2016年『建築雑誌』特集例］

●　未来をつくる
●　建築を愉しむ―未来を変える力
●　災害対策研究の新しい起点
●　創立130周年記念特集号

 学会の過去と未来
●　1＋1＝2.1のデザイン
●　生活を変えるニューテクノロジー

●　大型木造宿泊施設の過去と未来
●　気候変動対策：緩和と適応
●　建築業における国際化の論点整理
●　建築のファスト・アンド・スロー
●　建築系ビッグデータの

 実装・運用における課題整理
●　グローバル時代の建築教育と研究

成果を発表したい
─

新しい発見や良い仕事をしたら、本会のさまざまな発表の場を活用してくだ

さい。研究成果なら支部研究発表会・大会学術講演会・論文集、新しい技

術を開発したら技術報告集、よい作品をつくったら大会建築デザイン発表

会や作品選集に発表することができます。そのほか英文論文集という手段

もあります。いずれも公開デ一タベースに登録され、万人の知的共有財産

となり建築の発展に寄与できます。また、新たに建築作品を対象とした「建

築討論web」を創設しました。

設計や技術を競いたい
─

設計の論理性、社会性に重きをおいた課題による設計競技を、毎年、意匠

系と技術系でそれぞれ実施しています。自分がどれほどの設計技量を持っ

ているか、全国レベルで比較できる良い機会です。意匠系の設計競技は歴

史も古く、多くの著名な建築家がこの設計競技の入選者として名を連ねて

います。技術系の設計競技では第一線の技術者・建築家がアイデアを競っ

ています。

高い評価を得たい
─

自信のある業績を達成したときは、学会賞（論文、作品、技術、業績の各部門）、教

育賞、著作賞、奨励賞（論文）、作品選奨、作品選集新人賞の各賞に応募する

ことができます。また、学生には優秀卒業論文賞・優秀修士論文賞の顕彰

事業があります。厳しい審査を経て優れた業績と認められれば、たいへん

な誇りと名誉が得られます。

社会に貢献したい
─

キャリアを積んだ会員は、司法支援、住まい・まちづくり支援、子ども教育支

援の各建築会議をとおして、自らの経験・知識・技術を直接社会に生かすこ

とができます。

司法支援
建築会議
─

裁判所に対して調停委

員や鑑定人を推薦して

います。

住まい・まちづくり支援
建築会議
─

市民や行政等に対する

助言・情報提供等を通

じて住まい・まちづくり

活動を支援します。

子ども教育支援
建築会議
─

小・中・高の学校等に子

どもの住まい・まちづく

り教育に関する支援を

行います。
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［日本建築学会とは］
─

日本建築学会は、

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。

1886年（明治19年）に創立されて以来

今日にいたるまで、

わが国建築界において

つねに主導的な役割をはたしてきました。

─

現在、会員は3万4千名余にのぼり、

会員の所属は研究教育機関、

総合建設業・設計事務所をはじめ、

官公庁・公社公団・建築材料・

機器メーカー・コンサルタント・学生など

多岐にわたっています。

本会は、その目的を達成するため、

調査研究の振興、情報の発信と収集、

教育と建築文化の振興・業績の表彰・

国際交流・提言・要望などの事業を

幅広く実施しています。

また、全国に9つの支部と36の支所を設けて、

それぞれの地域に即した活動を

展開しています。

1 学会大会はもちろん、講演会、ワークショップ、展覧
会など、多種多様なイベントが開催されていること
です。各調査研究委員会を含め、これほど活発に
活動している学会は日本でも珍しいでしょう。貴重
書や雑誌のバックナンバーなども揃う日本建築学
会図書館を利用できるメリットも大きいです。日本建
築学会への入会は、日本の建築学の知的インフラ
に接続する権利を手に入れることを意味します。

2 日本建築学会は、日本最大級の会員数を誇る学会
で、大学、設計事務所、企業、官公庁など、様々な職
種の人たちが所属するネットワークのハブです。私
の専門が社会学であるように、人文科学、社会科学、
自然科学など、様々な分野の人たちと協働すること
ができます。

3 第一線で活躍する人たちが、建築を取りまく現在
の諸問題を多角的に論じる『建築雑誌』が、毎月送
られてくることです。『建築雑誌』は買うと１冊1,300

円するのに対して、年会費は12冊の購読料込みで

12,000円（準会員だと半額）。社会学系の学会だと、会
誌は年1冊─4冊程度。いかに日本建築学会は良心
的かがわかります。

1 大学や年齢、専門や立場も違う先生方や実務の方
とお知り合いになれたことです。わたしの場合は、主
に委員会活動や学会大会での質疑応答などを通し
てですが、所属する組織や年代の異なる方と知り合
い、意見交換をしたり書籍の執筆をしたりといった
経験を得られ、視野やネットワークの拡がりが本務
にも役に立っています。

2 委員会活動や学会主催の見学会などを通して、普
段はなかなか入りにくい医療・福祉施設の事例見
学、調査などもさせていただいています。こうした中
で建築業界以外の様々な方とのコネクションもで
きます。学会の名前をお借りしての訪問や調査です
ので居住まいを正さねばという思いがきちんとした
仕事をさせてくれます。

3 学会や学会内の委員会が主催する様々なシンポジ
ウムや研究会に参加させていただき、特定のテー
マでの深い議論や最先端の動向、将来展望などを
伺う機会があり、大変良い勉強になっています。研
究者や多方面の実践者、行政関係の方など幅広い
情報を得る機会があります。建築雑誌も同様の情
報修得機会です。

4 論文誌、学術講演大会梗概集は、個々の論文を拝
読して知や経験を共有させていただく手段のみな
らず、建築業界／学術分野全体としての興味関心の
所在や、研究者・企業の興味関心の動向を知るツー
ルになっています。このような情報が、研究やプロ
ジェクトのパートナーを見つけるきっかけになって
います。

5 大学や院などを卒業後、社会に出てから勤め上げ
る年数は学校で学んだよりもはるかに長い期間で
す。その時間の中で、知識も技術も積み上がり続け
ますし、学校で教わることも（本質は不変ですが）常に
刷新されていきます。学会での活動は、時代遅れの
技術者や学者にならないための、リカレント教育の
機会になっています。

1 建築学会には、建築の歴史・意匠、環境工学、構造
といった建築学の代表的な分野だけでなく、都市計
画、農村計画、災害、建築法制度、建築教育など、「建
築」に関わる幅広い多様な分野の研究委員会が設
置されています。建築学会に入会することで、こうし
た委員会への参加の機会が得られるとともに、最
新の研究成果を、建築学会大会の研究協議会やパ
ネルディスカッションで得ることができます。

2 建築学会には、研究者だけでなく、実務を行ってい
る民間会社等の学会員も多いため、研究と実務の
観点から総合的な議論が行えます。特に、学会から
毎月送られてくる機関誌「建築雑誌」は、実務と研究
の相互の観点か練りこまれたテーマや内容となっ
ており、建築界の幅広い情報や視点が得られます。

3 建築学会では、東日本大震災復旧復興地域まちづ
くりのための提言や、取り壊されそうになっている歴
史的建造物の保存活用に関する要望書などのとり
まとめの際、建築学会から会員にメールでその内
容が周知されるだけでなく、会員からも広く意見を
受けつけており、一会員であっても、意見を寄せる
ことができるようになっています。一般的には、一個
人では真剣に受けとめてもらえない提言や要望で
あっても、建築学会という組織だからこそ広く世間
に受けとめてもらえ、発信できる点がメリットと感じ
ています。

1 構造設計者として社会貢献をすることを意識して仕
事をしていますが、個人としての活動は時として社
会全体への発言力が乏しく感じることがあります。
学会には社会全体へ働きかけることが可能な活動
の場が用意されています。学会の活動に参加するこ
とで、社会活動の幅を広げられると思いませんか？

2 学会には多くの研究論文が集められています。論
文には連綿と続く研究テーマがあり、その歴史と経
験にもとづく知の積み重ねは奥行きを感じさせるも
のです。その深度とは対照的に月一度送られてくる
論文集には新鮮な論文が集められています。自分
の設計を客観的に見直すためにも、深度と鮮度の
論文に触れられるということが素敵なことだと思い
ませんか？

3 日本の建築の歴史を語り続ける学術的母体がある
ということが、直接的な恩恵を受けることはなくて
も喜ばしいことだと思いませんか？

1 統合芸術といわれる建築において、様々な分野の
専門家が共に参加する舞台が数多く用意されてい
る建築学会の役割は重要です。学会の催し等に積
極的に参加して、多くの専門家と交流を深めること
で、建築に関する幅広い知識を得ることができると
思います。

2 建築学会には、学会発表された学術論文や建築関
連の書籍をはじめ、これまでに発表された建築作
品や歴史的建造物に関するデータなど、膨大な情
報のストックがあります。研究や実務において、困っ
たときに役に立つ情報が必ず見つかる場所です。

3 建築学会は、その時々の建築界のトピックスを敏感
に拾い上げ、それに対する見解や要望などを発す
ることで、建築界をリードしていく組織だと思いま
す。定期的に発行される学会誌等で、最新の動向
を常に知ることができることは、学会の大きなメリッ
トの一つだと思います。

1 巷で販売されている建築専門誌ではまず取り上げ
られないであろうコアな情報が毎月配送される「建
築雑誌」から得ることが出来ます。この誌面自体が、
編集委員や多様な分野で活躍する方々のボラン
ティアに近い働きにより成り立っており、営利目的の
媒体では得られない、多種多様な活動、情報を知
る事ができます。

2 さらに幅広いカテゴリー、幅広い世代、各々の地域
の取り組みも知る事ができ、建築に関する知の関
係性の大きさ、複雑さが実感出来るとともに、その
月のテーマに沿ってまとめられ、それぞれの概要
を知ることが出来るので、叢書としてはとても便利。
自分の専門分野に没頭していると得られない情報
が手軽に得られます。

3 場合によってはそういった研究会、委員会活動に
直接参加することもできます。本当に生きた情報や
知恵は、媒体でなく人に帰属しているので、興味が
あることのトップランナーに直接関わる機会が得ら
れることは貴重と思います。

4 個人事務所や組織事務所、ゼネコン設計部など業
態のカテゴリー、建築物の用途を問わず、全国の数
多くの建築が総覧出来る「作品選集」も面白いで
す。雑誌などでは編集の文脈によってそれぞれの
建築の位置づけがページ数、順序によって示唆さ
れてしまいますが、そういった色がなくほぼカタログ
化されているので、それぞれのインテリジェンスを
率直に見て取ることが出来ます。

1 会員になると建築関係の蔵書が豊富な図書館が
使えるのは、大学などに所属しておらず公立の図
書館しかつかえない立場の私にとっては非常に便
利で助かっています。

2 論文等のデータベースが使えること。『建築雑誌』や
論文集の掲載論文など、 CiNiiでは有料コンテンツ
になっているものも会員ならば閲覧できるので、メ
リットをかなり感じます。

3 入会のメリットとは少し違うかもしれませんが、委員
会活動などを通じ、さまざまな専門分野の方と知り
合い、建築学の幅広さを学ぶことができたのは収
穫です。

日本建築学会
 ［総務グループ］
〒108-8414 東京都港区芝5-26-20  

Tel: 03-3456-2055｜Fax: 03-3456-2058
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