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アーカイブする ●
探求する ●
発見する ●
研究を深める ●
交流する ●
伝え合う ●
意見を交換する ●
場をつくる ●
発信する ●
奨励する ●
参加する ●
社会還元する ●
技術を高める ●
仲間を探したい ●
もやっとしたい ●
一人になりたい ●
刺激を受けたい ●
ライバルに差をつけたい ●
自分の現在地を知りたい ●
グローバルな動きを知りたい
社会に出てからも勉強したい
アフターファイブを楽しみたい

大海原の道標として─ 槇文彦｜Fumihiko Maki｜

建築家

建築学会は理性と感性の二つの世界に跨る建築を学ぶ集まりである。
今、建築の理性と感性の世界も大きく揺れ動いている。
例えば建築という学問には環境、構造、歴史、
セオリー、都市学等多くの専門分野が確立している。
しかし最近社会学者の見田宗介氏が文学と社会学に存在する隔たりを批判し、
むしろこの二つの領域は人間学というものに統合すべきではないかと提案している。
同じ事は上に述べた建築系の諸領域についてもいえるのではないか。
但し最近の
『建築雑誌』
は様々な我々にとって関心のあるトピックスをとり上げ、
その領域の専門家だけでなく、
広く学際的な立場の人々にも登場して貰い、議論を広げていくという注目すべき特集を続けている。
もしも同じスピリットでこうした議論が誌上で展開されていくのであれば、
『建築雑誌』
を購入し得るというだけでも学会員になる価値があるのでないかと思う。

●

●

●

一方建築の感性の世界はどうだろうか。古代から建築家に求められた才能とは、
巧妙さといわれる類の独創性のある閃きと学識という、
二つの異なる、即ち理性と感性の資質がなければならないとされてきた。
その提言の有効性は今日まで続いてきた。しかし囲碁、将棋という高度に理性と感性を必要とする世界においても、

AI の登場は人間の才能とは何かという問いに衝撃を与えている。
或いは BIMの登場も設計デザインというプロセスのあり方に大きな影響を与えつつある。
このように、
これから建築を志す若い世代の人々はこうした問題に否応なしに直面せざるを得ないのである。
その時、建築学会がこうした状況に適切に対応した集まりになり得るのであれば、

留学生として、
研究者として

● 論文集｜技術報告集

● 講習会｜シンポジウム

● 大会 学術講演会｜建築デザイン発表会

版﹁建築討論﹂
web

● 支部研究発表会

● 展覧会｜見学会｜公開研究会

●
● 建築文化週間

● 意匠系・技術系設計競技

● 優秀卒業論文賞｜優秀修士論文賞

● 司法支援建築会議

● 子ども敎育支援建築会議

● 住まい・まちづくり支援建築会議

学会との関わりについては、特に自分は
「留学生」
である

これだけ多岐にわたる建築人と直接出会い、交流を図れ

宮城学院女子大学 教授

人々によって構成されています。
年齢や所属にとらわれず、
るというエキサイティングな環境は、他にないのではないで

行っています。本テーマの議論においては、物質・構法、
環境・エネルギー、生活様式・制度・政策、文化・歴史
といった分野横断的で総合的な視点での検証が求め

ドキします。当時の私にとっての
「学会」
はちょっと背伸びし

3─建築が好きで好きで、建築という世界に少しで
も貢献したい、
と考えたとき、建築学会に所属しない手は

て関わりたい、特別な場所でした。今の私にとっての大会

ありません。ひとりでは叶えられないこと、乗り越えられな

築学会は建築学に関連する上記で示した様々な分野

での発表は、初心に帰って、
自分の研究の方向性を見つ

いことも、建築学会を通じて得られる情報や知識、出会う

に関する研究者・実務者が所属する団体であり、全国

め直す貴重な機会です。

人々と協働することで、次の世界への道が拓けていくはず

各地に会員がいるため、このようなテーマを議論する場
として相応しい、と学会大会でのシンポジウムや日々の

● 建築雑誌

● 英文論文集

● 出版物

● 委員会活動

● 作品選集

特集 07：キャリアデザインとしての留学
特集 08：建築の
「働き方」
をめぐる個人と組織のライフデザイン

05 大会 学術講演会｜
建築デザイン発表会

4月

学術講演会研究発表梗概締め切り

4月

建築デザイン発表会発表梗概締め切り

9月

日本建築学会大会学術講演会・建築デザイン発表会

06 支部研究発表会

支部 北海道 （110題） 2018年 6月23日
東北

（84題）

特集 09：パブリックスペースからまちを動かす
特集10：巨大建築でまちをつくる／かえる

関東

（344題） 2019年 2月6日･7日

東海

（190題） 2019年 2月18日･19日

特集11：
「構造の常識」
の過去・現在・未来
特集12：やわらかなビルドデザイン

北陸

（178題） 2018年 7月7日

近畿

（420題） 2018年 6月23日･24日

7月

特集13：観光のアーキテクチャ｜特集14：人新世と都市・建築

中国

（242題） 2019年 3月3日

8月

特集15：日本のすまいと六つの格差
特集16：1981年生まれ世代の建築家像

四国

（71題）

2018年 5月12日

九州

（468題）

2019年 3月2日

9月

特集17：再び手を結ぶ、研究と設計｜特集18：建築書をつくるのは誰か

2018年 6月16日

（）
は2017年度発表題数

07 展覧会｜見学会｜
公開研究会

1月

空間研究小委員会「人口減少時代の都市空間論」
研究会

4月 「地球の声」デザイン小委員会展

11月 特集 21：政策と実務から考える建築環境工学
特集 22：北方文化圏における建築の普遍性と多様性

5月

日本建築学会各賞受賞業績展示会

6月

公開研究会「生きた景観マネジメントの実践」

12月 特集 23：建築のレコード・マネジメント｜特集 24：デジタル・ヴァナキュラー

7月

適時 論文集

2.学会での受賞─尊敬する先輩方が皆さんいただ

です。よりよい社会、
よりよい未来を建築という分野から
構築していくために、建築学会という価値あるネットワーク

委員会活動を通して感じています。また、建築作品の賞

点に立てた気持ちでした。そして、調査の対象としていた

を駆使するかどうかで、
その次元が変わります。建築学会

も、審査員の構成が分野横断的であり、審査の過程で

施設の皆さんがとてもよろこんでくれたことがなによりもうれ

は、建築に貢献したいあなたの情熱の味方です。

総合的な視点から批評をいただける点に価値があると

しかったです。受賞に至るまでに叩き込まれた論文の書き

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

8月

建築計画委員会研究会「カンポンの世界と建築計画」

1月

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

9月

地盤震動地域交流会

JASS6鉄骨工事 改定講習会［全 9支部で開催］

10月 公開研究会「福祉転用による建築・地域のリノベーション」

シンポジウム「居住性能の性能ランクと設計フロー」

いま可能な都市計画への提案」
11月 フォーラム「低炭素・環境の時代、

1月

1月 「建築地盤アンカー設計施工指針」改定講習会

11月 展覧会「アーキニアリング・デザイン展 2018 ─テンション構造はいま」

2月 「木質構造部材・接合部の変形と破壊」講習会

11月 公開研究会「人の自立をささえる北欧の多様な居住環境デザイン」

2月 「鋼構造座屈設計指針」改定講習会

11月 公開見学会「利用者本位の建築デザインとは」

2月

シンポジウム「人を守る最新の防災技術」

2月

シンポジウム「BIMはどこを目指すべきか」

11月 空間研究小委員会
「
『つながる』
と
『はなれる』
から考える新しい
『はたらく場』
の展望」研究会

2月

シンポジウム「東日本大震災から7年
復興公営住宅における取り組みのこれから」

12月 公開研究会
「ラーニング・コモンズのあり方とそのEvidence-based Designを考える」

3月 「火災性状予測計算ハンドブック」講習会
3月 「日本建築学会環境基準 昼光照明規準」講習会
3月

シンポジウム「建築構造における強非線形問題への数値解析による挑戦」

3月

シンポジウム「雨水活用建築ガイドラインの改定と雨水活用の最新情報紹介」

6月

シンポジウム「空間を魅せる光と色 2018」

08 出版物

10 建築文化週間

10月 建築文化週間カルチベートトーク「住宅メーカーのデザイン」

6月

シンポジウム「大規模木質構造の構造設計規準と実験的根拠」

7月

シンポジウム「時を経て移り変わる環境意識にどう向き合うか」

7月

JASS5鉄筋コンクリート工事 改定講習会

9月

シンポジウム「超高齢社会から考える高齢者施設・住宅」

9月

シンポジウム「新キャンパスで実践されたデザイン」

9月

JASS21ALC パネル工事 改定講習会

12 作品選集

13 大賞｜文化賞｜学会賞｜ 8月
教育賞｜著作賞｜
9月
奨励賞｜作品選奨｜ 10月
作品選集新人賞
10月

著作賞候補業績応募締め切り

14 意匠系・技術系
設計競技

6月

［大会会場で公開審査］
日本建築学会設計競技応募作品締め切り

教育賞候補業績応募締め切り
奨励賞候補業績応募締め切り

学生サマーセミナー2018応募作品締め切り

10月 建築文化週間シンポジウム「建築のインターフェイス」

7月

コロキウム構造形態の解析と創生 2018応募作品締め切り

10月 建築文化週間シンポジウム「食空間のイノベーションと都市」

8月

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

ト2018 秋」
10月 建築文化週間学生ワークショップ「建築学生サミッ

10月 建築文化週間学生グランプリ第二次審査

11月 「建築物の震動に関する居住性能評価規準」講習会

15 優秀卒業論文賞｜
優秀修士論文賞

「優秀修士論文賞」
3月 「優秀卒業論文賞」
応募論文締め切り

11月 シンポジウム「地盤構造はどこまで分かるのか？」

16 司法支援建築会議

11月 司法支援建築会議講演会
「宅地地盤の沈下・傾きを巡る建築紛争の実態と対応」

17 住まい・まちづくり
支援建築会議

3月

18 子ども敎育支援
建築会議

2月

親と子の都市と建築講座

6月

子どものまち・いえワークショップ提案コンペ

12月 シンポジウム「将来の大地震に備えて」

6月

子ども教育支援全体会議

12月 シンポジウム「長寿命化建築を目指した外壁目地防水の最先端技術」

11月 親と子の都市と建築講座「坂るた」

12月 シンポジウム「光のスペクトル制御がもたらす新しい照明環境のあり方」

●

12月 シンポジウム「ZEB 時代に向けた建築・設備・人の適応」

注目イベント

全体会議シンポジウム

7月

学生サマーセミナー2018「ワークショップ」
参加申込締め切り

8月

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！」

12月 シンポジウム「近代建築史研究の磁場」

10月 コロキウム構造形態の解析と創生 2018

12月 シンポジウム「ビッグデータ時代の統計と心理」

10月 建築文化週間2018

学会規準・仕様書等の豊富な知識や情報を活用してい
ます。また、規準・仕様書等の制定・改定時に催される

正直に言うと、以前は学会に入会することに好意的では

講習会に参加し、制定・改定の目的と要点を把握するよう

なかった。しかしそれは自分の興味の範疇という狭い視

にしています。学会の規準・仕様書等は、設計・施工の

田中元子｜Motoko Tanaka

建築コミュニケーター／mosaki／株式会社グランドレベル 代表

点であったのは事実で、入会後の興味を超えた情報が

礎となる内容や、
その根拠となる知見が記されており、企

今の自分を成長させてくれていることに気づく。

業で実務を行う上で必要不可欠です。若年時から規準・

思いがけないを意図的に設計するように、自分の射程距

仕様書等、講習会等を上手に活用することで、良質な知

建築学会に入会して感じるメリット

離をより遠くへ、
そんな思いをいまは抱いている。

識と技術力を効率よく蓄積できると思います。

1─建築人としての自分を成長させ続けたいという
挑戦意欲が途切れないことです。建築学会では、年間を

以前に広島の尾道で設計させて頂いたU2の審査をして

さらに、会員であれば、既往の論文等を建築学会の

頂いたことがある。計画・構造・設備・環境・地域・まち

通して大小さまざまな規模の催しがあり、いずれもより質

づくり・・など様々なコメントを頂くことが出来、
これまで以

HP 上で検索・閲覧できるので、信頼性の高い良質な
情報を早急に得ることができ、業務をする上で非常に役

の高いものであろうという努力のもとで企画運営されてい

上に設計段階に考えていくべき事を示唆して頂いた時間

立っています。大会学術講演会や論文集などは、業界

ます。毎年の学会賞や大会の存在も、活動へのモチベー

だった。受賞には至らなかったが、定期的に他者の視点

や他企業の動向を知ることができる、貴重な情報源と

ションを高めてくれます。学び続け、刺激を得られる環境

を介在させる機会によって、
より成長していきたいと思う。

なっています。

に身を置くことは、建築に携わる者としての根本的な構え

https://
www.aij.or.jp/
admission01.html

人類社会の、
大きな未来を築くみなさんへ

2
0
1
9

─

●

無縁ではいられないわが国の建築は、
先端的なセンシン

会をはじめとする、建築に関わるデザイナーとエンジニア

グやシミュレーションの技術に支えられていますし、他方

が一堂に会して、ともに明日の建築を議論する場を増や

で、建築を通じて豊かな地域文化を育むためには、古く してまいります。

建築学は、歴史、
デザイン、建築計画、都市計画、環境、 からの歴史に学び、また広く世界中の多様な文化と知

─

構造、材料、生産、維持管理など、計画から工学全般

り合う必要があります。もとより地球上のすべての人々に

また、建築を広く一般の人々に結びつけるために、様々

にいたる、実に幅広い分野によって構成されています。 とって、建築と無縁に暮らすことはできません。つまり建

な機会をとらえて建築の専門的な議論を広く一般社会

様々な専門分野に分かれていながら、
それらがたったひ

築学は極めて専門的でありながら、一方であらゆる人々

に開いていきたいと考えています。若い世代のみなさん

とつの建築を実現するためにも、
そのひとつの現場です

の暮らしと密接に関わる極めて一般的な学問でもある

にも大いにその力を貸していただきたいと願っています

べての研究の成果が再統合されるという、他の工学分

のです。

ので、是非私たちの仲間になってください。

野とは異なる大きな特徴を持っています。

─

─

─

いま建築を志す多くの若い世代の皆さんには、是非とも

心よりお待ちしています。

建築学とは諸分野の統合と連携の上に成り立つ、極め

日本建築学会に入会し、
こうした建築の将来を担う多く

─

て総合的な学問分野であると同時に、細分化された分

の仲間たちと出会い、交流を深めてもらいたいと思いま

野ごとの研究が、関連する今日の様々な研究分野の最

す。本会では、専門の分野を同じくする仲間との連携は

第 55代日本建築学会長／

先端の知識とも密接に関わる、
すぐれて現代的な学問で

もちろん、分野や領域を超えて現代の様々な英知と出

早稲田大学教授・建築家

あると言えます。地震をはじめとする大きな自然災害に

会う機会を創り出すべく、毎年の大会でのデザイン発表

古谷誠章

わたっています。本会は、
その目的を

役割をはたしてきました。

達成するため、調査研究の振興、
情

日本建築学会は、会員相互の協力

─

報の発信と収集、教育と建築文化の

によって、建築に関する学術・技術・

現在、
会員は3万6千名余にのぼり、

振興・業績の表彰・国際交流・提言・

活動に参加するには─

芸術の進歩発達をはかり、
もって社

会員の所属は研究教育機関、総合

要望などの事業を幅広く実施してい

インターネットから手続きができます。

会に貢献することを目的とする学術

建設業・設計事務所をはじめ、官公

ます。また、全国に9つの支部と36

（明治19年）
に創立
団体です。1886年

庁・公社公団・建築材料・機器メー

の支所を設けて、
それぞれの地域に

https://www.aij.or.jp/event/list.html

されて以来今日にいたるまで、わが

カー・コンサルタント・学生など多岐に

即した活動を展開しています。

─

12月 「フェロニッケルスラグ骨材または銅スラグ細骨材を用いる
コンクリートの調合設計・製造・施工指針・同解説」
改定講習会

https://www.aij.or.jp/admission01.html

学び続け、刺激を
得られる環境

図書館で検索をしていた時のような思いがけない情報に
出会わなくなっている現状とも言える。

国建築界においてつねに主導的な

12月 シンポジウム「都市空間の物質性」

インターネットから入会手続きができます。

によって欲しい情報への距離は圧倒的に短くなったが、 保、生産性の向上に配慮した多角的な検討を行うため、

［日本建築学会とは］

12月 シンポジウム「SDGs の達成に向けた建築・都市の挑戦」

入会するには─

めの道標を与えてくれました。

施工時の多様な課題に対して、構造品質と安全性の確

学会賞候補業績応募締め切り

日本建築学会技術部門設計競技応募作品締め切り

12月 「鉄筋コンクリート構造計算規準」改定講習会［全 9支部で開催］

に出会うことが出来ることではないだろうか。NET の普及

適宜

6月

11月 住宅系研究報告会

る建築計画学の原点を学び、研究者として歩んでいくた

清水建設株式会社 生産技術本部 建築技術部

応募作品締め切り
5月 『作品選集 2019』

6月

11月 シンポジウム「医療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」

移動距離から得ることは、思いがけない場所・情報・人

「銀茶会の茶席」
10月 建築文化週間 学生グランプリ

11 委員会活動

10月 シンポジウム「高層建築物における可燃性外装の燃えひろがりについて考える」

11月 シンポジウム「種々の制度の概観と構造基準の比較」

も必ず参加しました。学際的で、人間・環境学に立脚す

10月 建築文化週間カルチベートトーク「建築─広告からメディアアートへ」

10月 建築文化週間パラレル・セッションズ「プロジェクト・リノベーション」

11月 シンポジウム「知能とデザイン」

広島と東京で活動を始め9年目を迎える。

10月 建築文化週間トウキョウ建築まち歩き見学会「湯島・本郷」

セミナー
「ラチスシェル屋根構造の耐震設計セミナー」

11月 シンポジウム「地球環境時代における建築構造分野の役割」

神谷綾耶｜Aya Kamiya

理学者、社会学者、行政の方も招かれた公開研究会に

適時 JASS 改定版

シンポジウム「デザイン科学数理知能 列挙とデザイン」

10月 シンポジウム「環境建築がひろげるこれからの価値創造」

建築家／ suppose design ofﬁce

「建築討論」 月刊 https://medium.com/kenchikutouron/
09 web版

6月

10月 シンポジウム「湿気の仕組み・制御・評価」

谷尻誠｜Makoto Tanijiri

適時 日本建築学会各種規準・仕様書・指針新刊・改定版発行

6月

9月 「建築地下外防水の設計と施工の考え方」講習会

良質な知識と
技術を
効率よく蓄積

年度新規会員募集中！

農村計画委員会研究会「実践的・内発的農村地域づくりの未来」

感じています。

射程距離を
引き延ばす環境

空間研究小委員会研究会
「ソーシャルアクティビティが生み出す地域の空間再生」

7月

年3回 技術報告集

04 講習会｜シンポジウム 1月

01

特集 05：リノベーションのジレンマ｜特集 06：生き残る郊外の条件

4月

「木造建築の正しさ」
と、
その危うさ
10月 特集19：
特集 20：既成市街地の木造火災から考える

●

02

03

04

05

06

07

3月

6月

03 英文論文集

08

特集 03：みんなのけんちく｜特集 04：共感の時代の専門家の社会参加

5月

02 論文集・技術報告集

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

●

（のように）
特集 01：建築と学び｜特集 02：デジタル
学ぶ

2月

られ、地域的な視点からの検証も求められます。日本建

いた賞なので、奨励賞を受賞して、やっと同じスタート地

ACTIVITY
1月

サステナブル・デザインをテーマとした研究・教育・実践を

しょうか。

在主査を務めている
「福祉施設小委員会」の前身）
でした。心

01 建築雑誌

川島範久｜Norihisa Kawashima

東京工業大学 助教／川島範久建築設計事務所 主宰

1. 学会での研究発表 ─大会での研究発表はこの
分野の専門家の前での発表なので、未だに緊張してドキ

（現
た最初の小委員会は
「痴呆性高齢者環境小委員会

2018年開催より抜粋

分野横断的知の
集積としての学会

ことを意識はしていなかったです。

を受ける場です。オブザーバーとして参加させていただい

の活動スケジュール｜

だけでなく、アトリエ事務所、組織設計事務所、ゼネコン、
また建築を語り伝えるメディアといった、あらゆる属性の

3. 学会での委員会活動─小委員会を含めた学会
活動は、他大学の先生や学生との交流、学術的な刺激

Architectural
Institute of Japan

2─建築学会は、建築に携わるひとの非営利集合
体として国内最大級の規模を誇ります。会員は学術研究

厳爽｜Yan Shuang

方は、研究者としての一生の宝物です。

日本建築学会

に、大きく影響するように思います。

Photo by Chikashi Kasa

それは建築界という大海原に投げ出される若い人々にとって一つの道しるべになってくれるであろう。
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● 建築学会図書館

● 大賞｜文化賞｜学会賞｜教育賞｜著作賞｜奨励賞｜作品選奨｜作品選集新人賞

それは建築デザインという感性と理性のゲームにおいても看過できない問題ではないだろうか。
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の活動とすること／できること
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日本建築学会

一般社団法人

をあの人に聞く

Fumihiko Maki, Yan Shuang, Motoko Tanaka
Makoto Tanijiri, Norihisa Kawashima, Aya Kamiya

Architectural
Institute of Japan

アーカイブする ●
探求する ●
発見する ●
研究を深める ●
交流する ●
伝え合う ●
意見を交換する ●
場をつくる ●
発信する ●
奨励する ●
参加する ●
社会還元する ●
技術を高める ●
仲間を探したい ●
もやっとしたい ●
一人になりたい ●
刺激を受けたい ●
ライバルに差をつけたい ●
自分の現在地を知りたい ●
グローバルな動きを知りたい
社会に出てからも勉強したい
アフターファイブを楽しみたい

大海原の道標として─ 槇文彦｜Fumihiko Maki｜

建築家

建築学会は理性と感性の二つの世界に跨る建築を学ぶ集まりである。
今、建築の理性と感性の世界も大きく揺れ動いている。
例えば建築という学問には環境、構造、歴史、
セオリー、都市学等多くの専門分野が確立している。
しかし最近社会学者の見田宗介氏が文学と社会学に存在する隔たりを批判し、
むしろこの二つの領域は人間学というものに統合すべきではないかと提案している。
同じ事は上に述べた建築系の諸領域についてもいえるのではないか。
但し最近の
『建築雑誌』
は様々な我々にとって関心のあるトピックスをとり上げ、
その領域の専門家だけでなく、
広く学際的な立場の人々にも登場して貰い、議論を広げていくという注目すべき特集を続けている。
もしも同じスピリットでこうした議論が誌上で展開されていくのであれば、
『建築雑誌』
を購入し得るというだけでも学会員になる価値があるのでないかと思う。

●

●

●

一方建築の感性の世界はどうだろうか。古代から建築家に求められた才能とは、
巧妙さといわれる類の独創性のある閃きと学識という、
二つの異なる、即ち理性と感性の資質がなければならないとされてきた。
その提言の有効性は今日まで続いてきた。しかし囲碁、将棋という高度に理性と感性を必要とする世界においても、

AI の登場は人間の才能とは何かという問いに衝撃を与えている。
或いは BIMの登場も設計デザインというプロセスのあり方に大きな影響を与えつつある。
このように、
これから建築を志す若い世代の人々はこうした問題に否応なしに直面せざるを得ないのである。
その時、建築学会がこうした状況に適切に対応した集まりになり得るのであれば、

留学生として、
研究者として

● 論文集｜技術報告集

● 講習会｜シンポジウム

● 大会 学術講演会｜建築デザイン発表会

版﹁建築討論﹂
web

● 支部研究発表会

● 展覧会｜見学会｜公開研究会

●
● 建築文化週間

● 意匠系・技術系設計競技

● 優秀卒業論文賞｜優秀修士論文賞

● 司法支援建築会議

● 子ども敎育支援建築会議

● 住まい・まちづくり支援建築会議

学会との関わりについては、特に自分は
「留学生」
である

これだけ多岐にわたる建築人と直接出会い、交流を図れ

宮城学院女子大学 教授

人々によって構成されています。
年齢や所属にとらわれず、
るというエキサイティングな環境は、他にないのではないで

行っています。本テーマの議論においては、物質・構法、
環境・エネルギー、生活様式・制度・政策、文化・歴史
といった分野横断的で総合的な視点での検証が求め

ドキします。当時の私にとっての
「学会」
はちょっと背伸びし

3─建築が好きで好きで、建築という世界に少しで
も貢献したい、
と考えたとき、建築学会に所属しない手は

て関わりたい、特別な場所でした。今の私にとっての大会

ありません。ひとりでは叶えられないこと、乗り越えられな

築学会は建築学に関連する上記で示した様々な分野

での発表は、初心に帰って、
自分の研究の方向性を見つ

いことも、建築学会を通じて得られる情報や知識、出会う

に関する研究者・実務者が所属する団体であり、全国

め直す貴重な機会です。

人々と協働することで、次の世界への道が拓けていくはず

各地に会員がいるため、このようなテーマを議論する場
として相応しい、と学会大会でのシンポジウムや日々の

● 建築雑誌

● 英文論文集

● 出版物

● 委員会活動

● 作品選集

特集 07：キャリアデザインとしての留学
特集 08：建築の
「働き方」
をめぐる個人と組織のライフデザイン

05 大会 学術講演会｜
建築デザイン発表会

4月

学術講演会研究発表梗概締め切り

4月

建築デザイン発表会発表梗概締め切り

9月

日本建築学会大会学術講演会・建築デザイン発表会

06 支部研究発表会

支部 北海道 （110題） 2018年 6月23日
東北

（84題）

特集 09：パブリックスペースからまちを動かす
特集10：巨大建築でまちをつくる／かえる

関東

（344題） 2019年 2月6日･7日

東海

（190題） 2019年 2月18日･19日

特集11：
「構造の常識」
の過去・現在・未来
特集12：やわらかなビルドデザイン

北陸

（178題） 2018年 7月7日

近畿

（420題） 2018年 6月23日･24日

7月

特集13：観光のアーキテクチャ｜特集14：人新世と都市・建築

中国

（242題） 2019年 3月3日

8月

特集15：日本のすまいと六つの格差
特集16：1981年生まれ世代の建築家像

四国

（71題）

2018年 5月12日

九州

（468題）

2019年 3月2日

9月

特集17：再び手を結ぶ、研究と設計｜特集18：建築書をつくるのは誰か

2018年 6月16日

（）
は2017年度発表題数

07 展覧会｜見学会｜
公開研究会

1月

空間研究小委員会「人口減少時代の都市空間論」
研究会

4月 「地球の声」デザイン小委員会展

11月 特集 21：政策と実務から考える建築環境工学
特集 22：北方文化圏における建築の普遍性と多様性

5月

日本建築学会各賞受賞業績展示会

6月

公開研究会「生きた景観マネジメントの実践」

12月 特集 23：建築のレコード・マネジメント｜特集 24：デジタル・ヴァナキュラー

7月

適時 論文集

2.学会での受賞─尊敬する先輩方が皆さんいただ

です。よりよい社会、
よりよい未来を建築という分野から
構築していくために、建築学会という価値あるネットワーク

委員会活動を通して感じています。また、建築作品の賞

点に立てた気持ちでした。そして、調査の対象としていた

を駆使するかどうかで、
その次元が変わります。建築学会

も、審査員の構成が分野横断的であり、審査の過程で

施設の皆さんがとてもよろこんでくれたことがなによりもうれ

は、建築に貢献したいあなたの情熱の味方です。

総合的な視点から批評をいただける点に価値があると

しかったです。受賞に至るまでに叩き込まれた論文の書き

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

8月

建築計画委員会研究会「カンポンの世界と建築計画」

1月

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

9月

地盤震動地域交流会

JASS6鉄骨工事 改定講習会［全 9支部で開催］

10月 公開研究会「福祉転用による建築・地域のリノベーション」

シンポジウム「居住性能の性能ランクと設計フロー」

いま可能な都市計画への提案」
11月 フォーラム「低炭素・環境の時代、

1月

1月 「建築地盤アンカー設計施工指針」改定講習会

11月 展覧会「アーキニアリング・デザイン展 2018 ─テンション構造はいま」

2月 「木質構造部材・接合部の変形と破壊」講習会

11月 公開研究会「人の自立をささえる北欧の多様な居住環境デザイン」

2月 「鋼構造座屈設計指針」改定講習会

11月 公開見学会「利用者本位の建築デザインとは」

2月

シンポジウム「人を守る最新の防災技術」

2月

シンポジウム「BIMはどこを目指すべきか」

11月 空間研究小委員会
「
『つながる』
と
『はなれる』
から考える新しい
『はたらく場』
の展望」研究会

2月

シンポジウム「東日本大震災から7年
復興公営住宅における取り組みのこれから」

12月 公開研究会
「ラーニング・コモンズのあり方とそのEvidence-based Designを考える」

3月 「火災性状予測計算ハンドブック」講習会
3月 「日本建築学会環境基準 昼光照明規準」講習会
3月

シンポジウム「建築構造における強非線形問題への数値解析による挑戦」

3月

シンポジウム「雨水活用建築ガイドラインの改定と雨水活用の最新情報紹介」

6月

シンポジウム「空間を魅せる光と色 2018」

08 出版物

10 建築文化週間

10月 建築文化週間カルチベートトーク「住宅メーカーのデザイン」

6月

シンポジウム「大規模木質構造の構造設計規準と実験的根拠」

7月

シンポジウム「時を経て移り変わる環境意識にどう向き合うか」

7月

JASS5鉄筋コンクリート工事 改定講習会

9月

シンポジウム「超高齢社会から考える高齢者施設・住宅」

9月

シンポジウム「新キャンパスで実践されたデザイン」

9月

JASS21ALC パネル工事 改定講習会

12 作品選集

13 大賞｜文化賞｜学会賞｜ 8月
教育賞｜著作賞｜
9月
奨励賞｜作品選奨｜ 10月
作品選集新人賞
10月

著作賞候補業績応募締め切り

14 意匠系・技術系
設計競技

6月

［大会会場で公開審査］
日本建築学会設計競技応募作品締め切り

教育賞候補業績応募締め切り
奨励賞候補業績応募締め切り

学生サマーセミナー2018応募作品締め切り

10月 建築文化週間シンポジウム「建築のインターフェイス」

7月

コロキウム構造形態の解析と創生 2018応募作品締め切り

10月 建築文化週間シンポジウム「食空間のイノベーションと都市」

8月

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

ト2018 秋」
10月 建築文化週間学生ワークショップ「建築学生サミッ

10月 建築文化週間学生グランプリ第二次審査

11月 「建築物の震動に関する居住性能評価規準」講習会

15 優秀卒業論文賞｜
優秀修士論文賞

「優秀修士論文賞」
3月 「優秀卒業論文賞」
応募論文締め切り

11月 シンポジウム「地盤構造はどこまで分かるのか？」

16 司法支援建築会議

11月 司法支援建築会議講演会
「宅地地盤の沈下・傾きを巡る建築紛争の実態と対応」

17 住まい・まちづくり
支援建築会議

3月

18 子ども敎育支援
建築会議

2月

親と子の都市と建築講座

6月

子どものまち・いえワークショップ提案コンペ

12月 シンポジウム「将来の大地震に備えて」

6月

子ども教育支援全体会議

12月 シンポジウム「長寿命化建築を目指した外壁目地防水の最先端技術」

11月 親と子の都市と建築講座「坂るた」

12月 シンポジウム「光のスペクトル制御がもたらす新しい照明環境のあり方」

●

12月 シンポジウム「ZEB 時代に向けた建築・設備・人の適応」

注目イベント

全体会議シンポジウム

7月

学生サマーセミナー2018「ワークショップ」
参加申込締め切り

8月

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！」

12月 シンポジウム「近代建築史研究の磁場」

10月 コロキウム構造形態の解析と創生 2018

12月 シンポジウム「ビッグデータ時代の統計と心理」

10月 建築文化週間2018

学会規準・仕様書等の豊富な知識や情報を活用してい
ます。また、規準・仕様書等の制定・改定時に催される

正直に言うと、以前は学会に入会することに好意的では

講習会に参加し、制定・改定の目的と要点を把握するよう

なかった。しかしそれは自分の興味の範疇という狭い視

にしています。学会の規準・仕様書等は、設計・施工の

田中元子｜Motoko Tanaka

建築コミュニケーター／mosaki／株式会社グランドレベル 代表

点であったのは事実で、入会後の興味を超えた情報が

礎となる内容や、
その根拠となる知見が記されており、企

今の自分を成長させてくれていることに気づく。

業で実務を行う上で必要不可欠です。若年時から規準・

思いがけないを意図的に設計するように、自分の射程距

仕様書等、講習会等を上手に活用することで、良質な知

建築学会に入会して感じるメリット

離をより遠くへ、
そんな思いをいまは抱いている。

識と技術力を効率よく蓄積できると思います。

1─建築人としての自分を成長させ続けたいという
挑戦意欲が途切れないことです。建築学会では、年間を

以前に広島の尾道で設計させて頂いたU2の審査をして

さらに、会員であれば、既往の論文等を建築学会の

頂いたことがある。計画・構造・設備・環境・地域・まち

通して大小さまざまな規模の催しがあり、いずれもより質

づくり・・など様々なコメントを頂くことが出来、
これまで以

HP 上で検索・閲覧できるので、信頼性の高い良質な
情報を早急に得ることができ、業務をする上で非常に役

の高いものであろうという努力のもとで企画運営されてい

上に設計段階に考えていくべき事を示唆して頂いた時間

立っています。大会学術講演会や論文集などは、業界

ます。毎年の学会賞や大会の存在も、活動へのモチベー

だった。受賞には至らなかったが、定期的に他者の視点

や他企業の動向を知ることができる、貴重な情報源と

ションを高めてくれます。学び続け、刺激を得られる環境

を介在させる機会によって、
より成長していきたいと思う。

なっています。

に身を置くことは、建築に携わる者としての根本的な構え

https://
www.aij.or.jp/
admission01.html

人類社会の、
大きな未来を築くみなさんへ

2
0
1
9

─

●

無縁ではいられないわが国の建築は、
先端的なセンシン

会をはじめとする、建築に関わるデザイナーとエンジニア

グやシミュレーションの技術に支えられていますし、他方

が一堂に会して、ともに明日の建築を議論する場を増や

で、建築を通じて豊かな地域文化を育むためには、古く してまいります。

建築学は、歴史、
デザイン、建築計画、都市計画、環境、 からの歴史に学び、また広く世界中の多様な文化と知

─

構造、材料、生産、維持管理など、計画から工学全般

り合う必要があります。もとより地球上のすべての人々に

また、建築を広く一般の人々に結びつけるために、様々

にいたる、実に幅広い分野によって構成されています。 とって、建築と無縁に暮らすことはできません。つまり建

な機会をとらえて建築の専門的な議論を広く一般社会

様々な専門分野に分かれていながら、
それらがたったひ

築学は極めて専門的でありながら、一方であらゆる人々

に開いていきたいと考えています。若い世代のみなさん

とつの建築を実現するためにも、
そのひとつの現場です

の暮らしと密接に関わる極めて一般的な学問でもある

にも大いにその力を貸していただきたいと願っています

べての研究の成果が再統合されるという、他の工学分

のです。

ので、是非私たちの仲間になってください。

野とは異なる大きな特徴を持っています。

─

─

─

いま建築を志す多くの若い世代の皆さんには、是非とも

心よりお待ちしています。

建築学とは諸分野の統合と連携の上に成り立つ、極め

日本建築学会に入会し、
こうした建築の将来を担う多く

─

て総合的な学問分野であると同時に、細分化された分

の仲間たちと出会い、交流を深めてもらいたいと思いま

野ごとの研究が、関連する今日の様々な研究分野の最

す。本会では、専門の分野を同じくする仲間との連携は

第 55代日本建築学会長／

先端の知識とも密接に関わる、
すぐれて現代的な学問で

もちろん、分野や領域を超えて現代の様々な英知と出

早稲田大学教授・建築家

あると言えます。地震をはじめとする大きな自然災害に

会う機会を創り出すべく、毎年の大会でのデザイン発表

古谷誠章

わたっています。本会は、
その目的を

役割をはたしてきました。

達成するため、調査研究の振興、
情

日本建築学会は、会員相互の協力

─

報の発信と収集、教育と建築文化の

によって、建築に関する学術・技術・

現在、
会員は3万6千名余にのぼり、

振興・業績の表彰・国際交流・提言・

活動に参加するには─

芸術の進歩発達をはかり、
もって社

会員の所属は研究教育機関、総合

要望などの事業を幅広く実施してい

インターネットから手続きができます。

会に貢献することを目的とする学術

建設業・設計事務所をはじめ、官公

ます。また、全国に9つの支部と36

（明治19年）
に創立
団体です。1886年

庁・公社公団・建築材料・機器メー

の支所を設けて、
それぞれの地域に

https://www.aij.or.jp/event/list.html

されて以来今日にいたるまで、わが

カー・コンサルタント・学生など多岐に

即した活動を展開しています。

─

12月 「フェロニッケルスラグ骨材または銅スラグ細骨材を用いる
コンクリートの調合設計・製造・施工指針・同解説」
改定講習会

https://www.aij.or.jp/admission01.html

学び続け、刺激を
得られる環境

図書館で検索をしていた時のような思いがけない情報に
出会わなくなっている現状とも言える。

国建築界においてつねに主導的な

12月 シンポジウム「都市空間の物質性」

インターネットから入会手続きができます。

によって欲しい情報への距離は圧倒的に短くなったが、 保、生産性の向上に配慮した多角的な検討を行うため、

［日本建築学会とは］

12月 シンポジウム「SDGs の達成に向けた建築・都市の挑戦」

入会するには─

めの道標を与えてくれました。

施工時の多様な課題に対して、構造品質と安全性の確

学会賞候補業績応募締め切り

日本建築学会技術部門設計競技応募作品締め切り

12月 「鉄筋コンクリート構造計算規準」改定講習会［全 9支部で開催］

に出会うことが出来ることではないだろうか。NET の普及

適宜

6月

11月 住宅系研究報告会

る建築計画学の原点を学び、研究者として歩んでいくた

清水建設株式会社 生産技術本部 建築技術部

応募作品締め切り
5月 『作品選集 2019』

6月

11月 シンポジウム「医療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」

移動距離から得ることは、思いがけない場所・情報・人

「銀茶会の茶席」
10月 建築文化週間 学生グランプリ

11 委員会活動

10月 シンポジウム「高層建築物における可燃性外装の燃えひろがりについて考える」

11月 シンポジウム「種々の制度の概観と構造基準の比較」

も必ず参加しました。学際的で、人間・環境学に立脚す

10月 建築文化週間カルチベートトーク「建築─広告からメディアアートへ」

10月 建築文化週間パラレル・セッションズ「プロジェクト・リノベーション」

11月 シンポジウム「知能とデザイン」

広島と東京で活動を始め9年目を迎える。

10月 建築文化週間トウキョウ建築まち歩き見学会「湯島・本郷」

セミナー
「ラチスシェル屋根構造の耐震設計セミナー」

11月 シンポジウム「地球環境時代における建築構造分野の役割」

神谷綾耶｜Aya Kamiya

理学者、社会学者、行政の方も招かれた公開研究会に

適時 JASS 改定版

シンポジウム「デザイン科学数理知能 列挙とデザイン」

10月 シンポジウム「環境建築がひろげるこれからの価値創造」

建築家／ suppose design ofﬁce

「建築討論」 月刊 https://medium.com/kenchikutouron/
09 web版

6月

10月 シンポジウム「湿気の仕組み・制御・評価」

谷尻誠｜Makoto Tanijiri

適時 日本建築学会各種規準・仕様書・指針新刊・改定版発行

6月

9月 「建築地下外防水の設計と施工の考え方」講習会

良質な知識と
技術を
効率よく蓄積

年度新規会員募集中！

農村計画委員会研究会「実践的・内発的農村地域づくりの未来」

感じています。

射程距離を
引き延ばす環境

空間研究小委員会研究会
「ソーシャルアクティビティが生み出す地域の空間再生」

7月

年3回 技術報告集

04 講習会｜シンポジウム 1月

01

特集 05：リノベーションのジレンマ｜特集 06：生き残る郊外の条件

4月

「木造建築の正しさ」
と、
その危うさ
10月 特集19：
特集 20：既成市街地の木造火災から考える

●

02

03

04

05

06

07

3月

6月

03 英文論文集

08

特集 03：みんなのけんちく｜特集 04：共感の時代の専門家の社会参加

5月

02 論文集・技術報告集

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

●

（のように）
特集 01：建築と学び｜特集 02：デジタル
学ぶ

2月

られ、地域的な視点からの検証も求められます。日本建

いた賞なので、奨励賞を受賞して、やっと同じスタート地

ACTIVITY
1月

サステナブル・デザインをテーマとした研究・教育・実践を

しょうか。

在主査を務めている
「福祉施設小委員会」の前身）
でした。心

01 建築雑誌

川島範久｜Norihisa Kawashima

東京工業大学 助教／川島範久建築設計事務所 主宰

1. 学会での研究発表 ─大会での研究発表はこの
分野の専門家の前での発表なので、未だに緊張してドキ

（現
た最初の小委員会は
「痴呆性高齢者環境小委員会

2018年開催より抜粋

分野横断的知の
集積としての学会

ことを意識はしていなかったです。

を受ける場です。オブザーバーとして参加させていただい

の活動スケジュール｜

だけでなく、アトリエ事務所、組織設計事務所、ゼネコン、
また建築を語り伝えるメディアといった、あらゆる属性の

3. 学会での委員会活動─小委員会を含めた学会
活動は、他大学の先生や学生との交流、学術的な刺激

Architectural
Institute of Japan

2─建築学会は、建築に携わるひとの非営利集合
体として国内最大級の規模を誇ります。会員は学術研究

厳爽｜Yan Shuang

方は、研究者としての一生の宝物です。

日本建築学会

に、大きく影響するように思います。

Photo by Chikashi Kasa

それは建築界という大海原に投げ出される若い人々にとって一つの道しるべになってくれるであろう。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

● 建築学会図書館

● 大賞｜文化賞｜学会賞｜教育賞｜著作賞｜奨励賞｜作品選奨｜作品選集新人賞

それは建築デザインという感性と理性のゲームにおいても看過できない問題ではないだろうか。
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