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 1 調査／研究
［常置調査研究委員会］
材料施工委員会
構造委員会
建築歴史・意匠委員会
防火委員会
建築社会システム委員会
環境工学委員会
建築法制委員会
建築教育委員会
都市計画委員会
建築計画委員会
農村計画委員会
海洋建築委員会
情報システム技術委員会
災害委員会 

地球環境委員会
 
 

 2 大会／発表会
［大会］
日本建築学会大会 
学術講演会・建築デザイン発表会

記念コンサート＋記念講演会 
「時代」としてのバウハウス─モダニズムの1920年代

記念シンポジウム 
次の時代の建築学に向けて─  
情報技術文明の視野と「建築情報学」の視点から

記念展覧会 
JIA-KIT建築アーカイヴス＋KIT工学の曙文庫展

特別シンポジウム 
建築・建設技術の高度化・複雑化と技術者倫理教育の可能性

見学会｜構造デザイン探訪ツアー「金澤21世紀からの建築構造デザイン」
見学会｜金沢城の匠と技 見学ツアー
［支部研究発表会］
北海道支部研究発表会 （136題）

東北支部研究発表会 （88題）

関東支部研究発表会 （322題）

東海支部研究発表会 （150題）

北陸支部研究発表会 （178題）

近畿支部研究発表会 （408題）

中国支部研究発表会 （251題）

四国支部研究発表会 （67題）

九州支部研究発表会 （446題）　（）は2018年度発表題数
 
 

 3 表彰／コンペティション
［各賞］
大賞
学会賞（論文／作品／技術／業績）

教育賞
著作賞
作品選奨
奨励賞
作品選集新人賞
文化賞
［優秀卒業論文賞・優秀修士論文賞］
優秀卒業論文賞｜応募論文締め切り
優秀修士論文賞｜応募論文締め切り
［設計競技］
日本建築学会 技術部門設計競技｜応募作品締め切り
日本建築学会 設計競技｜応募作品締め切り
［ワークショップ｜応募］
学生サマーセミナー2019｜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

 4 展覧会／ワークショップ
［展覧会］
アルヴァ・アアルト生誕120周年記念 国際シンポジウム＆展覧会 
内省する空間─アアルトの図書館と住宅

2019年度支部共通事業「第60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2019「構造技術が拓く建築と空間」
［ワークショップ］
学生サマーセミナー2019「集積あるいは変化するストラクチュラル・アート」
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！」
［建築文化週間］
建築文化週間2019｜トウキョウ建築まち歩き2019： 
見学会「日本橋・本所・深川 まちのタカラ探し」

建築文化週間2019｜カルチベートトーク2019： 
トークイベント「Snøhetta SMALL TALK」

建築文化週間2019｜パラレル・セッションズ 2019： 
ディスカッションイベント「メタなカタ」

建築文化週間2019｜学生グランプリ「銀茶会の茶席」
建築文化週間2019｜シンポジウム「Village in Metropolis─ 
都市内共同体のつくりかた」

建築文化週間2019｜シンポジウム「槇文彦・アーバニズムの今」
建築文化週間2019｜学生ワークショップ「令和元年の建築系研究室」
 
 

 5 シンポジウム／講習会
［シンポジウム］
シンポジウム｜技術・政策・産業化─1960年代 住宅の現実と可能性
シンポジウム｜環境振動設計指針の策定に向けて─設計と計測
建築の自動化技術シンポジウム
シンポジウム｜今後の建築教育の方向─国際化と建築士資格制度変更
シンポジウム｜首都圏での大地震時にどうなるのか？─ 
超高層はどう揺れ、ブラックアウトはどう起きるか

シンポジウム｜立地適正化計画」適正化計画2─ 
都市構造とはなにか、それを制御できるのか

シンポジウム｜BIMによって なくなるもの・うまれるもの
シンポジウム｜幻の建築家たちの教え─フィールドワークと実践をつなぐもの
シンポジウム｜多角的な視点から見た今後の外皮性能のあり方
シンポジウム｜五感を測るワークプレイス
シンポジウム｜G空間社会の形成と地域空間のデザイン（I）： 
GISの高校必修化と教育先進事例

シンポジウム｜水環境における省資源・省エネの定量的評価手法を考える
シンポジウム｜空間の明るさによる照明設計： 
明るさ概念の整理と平均輝度の適用性の検討

シンポジウム｜内省する空間─アアルトの図書館と住宅
シンポジウム｜建築の公共性─誰のためにつくるのか
シンポジウム｜社会の信頼に応える建築の設計者・施工者の選定方式
シンポジウム｜感性×知性＝建築の新たなる可能性を求めて
シンポジウム｜平常時から災害時までのドローン活用最前線
シンポジウム｜アンボンドPC部材の性能評価の現状について考える／
2016年熊本地震PC建築物調査報告

シンポジウム｜自然災害によるライフライン途絶時に求められる 
建築設備機能について考える

シンポジウム｜デザインの実装
シンポジウム｜市民・まちづくり・広場  
1960-70年代の革新自治体と都市・建築のレガシー

シンポジウム｜環境建築設計論
シンポジウム｜画像解析が拓く 輝度ベース光環境設計とその先
地域施設計画研究シンポジウム
シンポジウム｜福祉環境の設計における感覚・知覚
建築生産シンポジウム
シンポジウム｜建築環境工学から考えるBIMの可能性
シンポジウム｜大学キャンパス移転と都市戦略
第29回景観ルックイン 
生きた景観を支える文化─城端における歴史まちづくりと空き家再生

シンポジウム｜施工BIMにおけるマネジメント技術に関するシンポジウム
シンポジウム｜空間を魅せる光と色 2019

シンポジウム｜坂牛卓×加藤耕一が語る光と建築─捏造された白
シンポジウム｜人の環境行動をひきだすバイオクライマティックデザイン
建築論フォーラム 第7回｜福井の地から建築史・建築論を考える  
テーマ「いま建築論に何が出来るのか」

コロキウム構造形態の解析と創生2019

シンポジウム｜BIMのかたち─Society5.0へつながる建築知
シンポジウム｜強震動予測研究と設計用入力地震動─ 
この10年間を振り返り考える

シンポジウム｜バブル・震災・オウム教─1990年代、戦後空間の廃墟から
シンポジウム｜AIJES「スピーチプライバシーの評価規準と設計指針─ 
音声情報漏洩防止」策定に向けて

シンポジウム｜音環境に関する法規制・規格・基準の最新動向について
シンポジウム｜耐衝撃設計の合理化に向けて─ 
現状と新しい流れ、今後の課題

シンポジウム｜『建物の火害診断および補修・補強方法 指針・同解説』の
改定に向けて

シンポジウム｜環境建築がひらく価値創出とComputational Design

シンポジウム｜地域に向かう福祉施設
第8回都市環境デザインフォーラム 
「気象・気候災害に適応できる都市環境デザインの実践」

シンポジウム｜建築防水分野における新たな取り組み
シンポジウム｜空間構造の動的挙動に関する 非線形解析の展望  
今後10年を見据えて

情報・システム・利用・技術シンポジウム
シンポジウム｜振動制御技術の現状─世界における日本の技術
シンポジウム｜都市空間の物質性（マテリアリティ）
［セミナー］
セミナー｜建築生産データ計測の最先端
セミナー｜ラチスシェル構造を中心とした空間構造の座屈と設計法
セミナー｜その４：最適化・エージェント・ニューラルネットワーク入門
セミナー｜構造デザインの世界
セミナー｜IMOGIRI─ジャワ島中部地震からたちなおる 
文化的景観と世界無形遺産「バティック」の12年

［講習会］
「鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査規準」 
改定講習会（追加講習会）

「鉄筋コンクリート構造計算規準」改定講習会（追加講習会）
「日本建築学会環境基準 室内の臭気に関する対策・維持管理規準 
（AIJES-A0003-2019）」改定講習会

「鉄筋コンクリート造建物の等価線形化法に基づく 
耐震性能評価型設計指針」講習会

「日本建築学会環境基準 雨水活用建築ガイドライン 
（AIJES-W0002-2019）」改定講習会

「建築火災安全設計の考え方と基礎知識」講習会
「暑中コンクリート施工指針」改定講習会
「鉄筋コンクリート部材の構造性能評価の現状と将来」講習会
「鋼構造許容応力度設計規準」講習会
「プレキャスト複合コンクリート施工指針」改定講習会
「マスコンクリートの温度ひび割れ制御設計・施工指針」改定講習会
「建築基礎構造設計指針」改定講習会［11・12月に全9支部で開催］
「建築工事標準仕様書 JASS15 左官工事」改定講習会
「ケーブル構造設計指針」改定講習会
 
 

 6 出版物
［建築雑誌］
特集25 ポスト・オリンピック・シティ─臨海部からみた東京の2020年以後
特集26 アーキテクチャを書き換える技術─ 

ポスト・オリンピック・テクノロジー

特集27 人生100年時代の都市と建築─ 
公衆衛生からパブリック・ヘルス2.0へ

特集28 タワーマンションの進化と生態系─ 
マス住宅がつくるまちのライフサイクル

特集29  「仮」すまいの未来
特集30 神戸にみる「都市経営」のこれまでとこれから─ 

開発主義を越えて

特集31 ラボデザインの過去・現在・未来
特集32 新エンジニア─工学で未来を思索する
特集33 瀬戸内テリトーリオの再構築

特集34 アジアの〈組織派〉と〈アトリエ派〉─ 
ジェネリック・シティの生態系を読み解く

特集35 建築法制100周年［歴史編］─現実と理想のあいだで
特集36 建築法制100周年［展望編］─ 

これからの都市と建築の規範を考える

特集37 大学キャンパスとまちのこれから
特集38 設計教育のジレンマ
特集39 社会の羅針盤としての企業研究所─ 

技術研究の意味を考える

特集40 すばらしき工務店の世界─建設ベンチャー今昔
特集41 建築の公共性
特集42 個と集団の創造性─組織と方法の設計
特集43 大阪から考える都市再生の現在─ 

水都・インバウンド・ジェントリフィケーション

特集44 万博から考える関西の未来─大阪の役割・可能性を構想する
特集45  「高流動化」する日本列島─国土と都市・地域のこれから
特集46 外国人／移民とすまい─到着地としての日本
特集47 産学連携のジレンマ─研究と実務のあわいで学ぶ
特集48 建築をめぐる学びのキャリアデザイン─研究・人生・哲学
［論文集・技術報告集］
論文集
技術報告集
［英文論文集］
JAABE(Journal of Asian Architecture  
and Building Engineering)［日中韓共同］

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

［出版物］
作品選集2020

日本建築学会各種規準・仕様書・指針新刊・改定版発行
JASS改定版
［web版「建築討論」］
https://medium.com/kenchikutouron/

 
 

 7 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 
「建築工事における建築主の責任と役割」

司法支援建築会議講演会 
「集合住宅のリフォームを巡る建築紛争の実態と対応」

［住まい・まちづくり支援建築会議］
復興支援シンポジウム 
「震災8年後のいま振り返る復興空間計画・事業の到達点とその課題」

［子ども教育支援建築会議］
親と子の都市と建築講座 
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子ども教育支援建築会議全体会議
親と子の都市と建築講座「吾輩は○○である─なりきりすごろく」
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1
調査研究
Research

リノベーション時代の
時間デザインと
マネジメント

加藤耕一
東京大学 教授

─
時代は建築それ自体の少子高齢化社
会に突入した。出生数（新築着工数）は減
少傾向にあり、社会に占める高齢者（既
存ストック）の割合はますます増えている。
この時代、出生率を上げる努力も重要
だが、高齢者のウェルネス、QOLを高
め、魅力的に生きることを可能にする試
みの重要性が増している。それは建築
に置き換えれば、メンテナンス、マネジメン
ト、リノベーションということになるだろう。
従来の建築学は新築を中心に発展し
てきた。だが、こうした時代に求められる
建築の時間デザインを実現するために
は、建築学の各分野を横断的につな
ぐ根本的に新しい専門知が必要にな
ることだろう。建築学会はそのため
の重要なプラットフォームとなって
くれるに違いない。

3
表彰／コンペティション
Awards, Competitions

［奨励賞］

若手構造系
研究者にとっての

学会
浅田勇人
神戸大学 助教

─
奨励賞受賞について─先輩方がこ
の受賞を糧にさらに飛躍していった姿
を目の当たりし、一層身の引き締まる思
いです。何よりも、受賞に至るまでお世
話になった先生方に研究の進め方、
その成果をアウトプットする論文執筆
を徹底的に叩き込んでいただいたこと
が、研究者として一生の財産です。
他本会活動について─私は構造を
専門としていますが、建築は構造だけ
でなく計画・環境などの様々な専門領
域で構成されており、建築に関わる課
題も多様な分野に跨ることが少なくあり
ません。また、構造だけを取り上げても、
その分野は多岐に亘り、自分の専門
分野だけでなく、その周辺の情報収集

3
表彰／コンペティション
Awards, Competitions

［作品選奨］

これからの建築の姿を
探し求める場

大西麻貴＋
百田有希
o+h

─
建築学会は、幅広い取り組みを通し
て、建築をとりまく状況を横断的に捉
え、皆の知恵を生かすことによって、これ
からの時代の建築の姿を探し求める
場であると思います。私たち事務所で
は、取り組んだプロジェクトを作品選集
などに応募することにより、多角的な視
点で建築を評価していただき、頂いたア
ドバイスを次の建築をつくる際の糧に
しています。つくったものを的確に批評
していただける場があるのは、建築とい
う分野の素晴らしいところであり、学
会の大切な取り組みの一つで

はないでしょうか。

3
表彰／コンペティション
Awards, Competitions

［技術部門設計競技］

非日常から得る経験

笹岡賢佑
鹿島建設 建築設計本部

─
建築設計という仕事は、物理的な法
則・法規による制限・経済的な限界と
常に隣り合わせである。実際に建設さ
れないアイデアコンペは、これらを度外
視して考えることが往々にして行われて
おり、それがオモシロさである反面、意
匠設計以外の人間から毛嫌いされて
いる理由の一つだと思っている。取り組

が問題解決に不可欠であると感じてい
ます。建築学会は、建築学に関連する
様々な分野を網羅しており、良質な情
報を効率よく収集することを可能にして
くれます。また、建築に携わる多様な分
野の方が学際的に交流できる国内最
大の学会であり、学会大会・シンポジウ
ム・委員会活動などを通じて、非常に専
門性の高い建築人との専門分野を超
えた刺激あるコミュニケーションの場、
建築を専門とする研究者としての視
野を広げられる場を提供してくれ
ていると感じています。

んだ技術部門設計競技では、法制度
から事業性・施工方法・完成後の運用
方法まで様 な々視点で検討を重ね、意
匠・構造・設備という設計者の枠に収
まらない提案をそれぞれが心がけてい
た。自身を取り巻く制約を「無視すること
なく、乗り越える」そんなコンペだった。日
常の仕事以上に他者とのコミュニケー
ションをとり、いち設計者としての領域
を超えた部分にまで思考を巡らせたこ
の経験を大切にし、今後も成長し
ていきたいと思っている。

再考方法を目にすることで、同じ「ダンチ」
でも地域独自の解決方法があり、表現
方法も異なることを実感しました。自分
の地域についても見方が変わり、本
当の意味で自分自身を理解す

ることができました。

では決して多くないのが実情です。その
ため、多くの研究成果は日本語で執筆
されます。日本語で論文集に掲載されて
しまうと、それをそのまま英文にすると二
重投稿などの問題が生じます。JARで
はオリジナル論文だけではなく、本会論
文集に掲載された論文を翻訳論文とし
て投稿が可能です。また、建築作品の
論文としての投稿も可能です。Golden 

Open Accessという世界どこからで
も無料でダウンロードできる論文にな
ります。日本だけではなく英文として
も投稿されることをお勧めし

ます。3
表彰／コンペティション
Awards, Competitions

［設計競技］

人々に寄り添う
建築の実現に向けて

中山真由美
名古屋工業大学大学院

─
2019年度日本建築学会設計競技に
おいて、最優秀賞をいただきました。
設計競技では、既存ダンチの住戸を部
屋単位に分解し、サ高住を挿入すること
で、ご近所さんと生涯をともにできるダン
チを提案いたしました。サ高住に入り当
たり前の生活が失われてしまった祖母
を思い、日々 の些細な幸せを享受でき
る建築を目指しました。
人々 に寄り添う建築の実現には、他の
立場の人の思いを知ることが重要だと
考えます。こうした機会を大切にし、
その経験を設計にいかして

参ります。

3
表彰／コンペティション
Awards, Competitions

［設計競技］

設計競技で得た経験

大西琴子
神戸大学大学院

─
2019年度設計競技の全国大会で最
優秀賞をいただきました。その時に得た
経験が現在の私に大きな影響を与え
ています。大会では様 な々分野の先生
方が審査員をされていました。創造性、
新規性、実現可能性などのあらゆる方
向から質疑やアドバイスをしてくださり、
自分の建築の可能性や危うさを知るこ
とができました。また、「ダンチを再考す
る」という課題に対する全国のチームの

4
展覧会／ワークショップ
Exhibitions, Workshops

［建築文化週間］

議論を尽くし問いを
鍛える運動体─

パラレルプロジェクションズ

川勝真一｜RAD

辻琢磨｜403architecture [dajiba]

─
パラレルプロジェクションズは、日本建
築学会というプラットフォームの価値を
最大限に駆使して、建築に関わる人材
を一同に集め、分野や世代、価値観
が並走する複数のセッションを通して、
建築の現在的な意義を共有し、発信
するための全く新しい運動体です。これ
までの四年間で200組を超える参加
者がエントリーしてくださり、ここから多く
の協働プロジェクトも生まれています。
分野や世代を問わず、建築の実践から
私たちが学ぶことを互いに深く議論し、
広く共有することを目的としています。こ
れまでの参加者や議論の内容は「パラ
レル・プロジェクションズ・プラットフォー
ム」にアーカイブされていますの
で、ぜひご覧ください。

6
出版物

Publications

［英文論文集］

JARについて

田辺新一
早稲田大学 教授

─
JARは、正式名称をJapan Archi-

tectural Review – International 

Journal of Architectural Re-

view for Engineering and De-

sign といいます。本会がWiley社か
ら出版する英文誌です。英文で書かれ
た論文が評価されるようになっています。
しかしながら、英文が得意な人は日本

7
支援

Support

［子ども教育支援建築会議］

子どもと建築を学び、
自ら成長する

仲綾子
東洋大学 准教授／

子ども教育事業部会 

部会長

─
子ども教育支援建築会議の子ども教
育事業部会では、次世代に建築のお
もしろさを伝えたいという思いから、学
生を対象とした「子どものまち・いえワー
クショップ提案コンペ」と、こどもを対象
とした「親と子の都市と建築講座」を毎
年開催しています。
「子どものまち・いえワークショップ提案
コンペ」は例年6─7月頃に審査会を行
い、全コンペ案を建築会館ギャラリー
に展示したうえで、最優秀案は秋頃に
ワークショップを実施できるよう部会が
サポートしています。
「親と子の都市と建築講座」は2月頃
に開催しています。100人程度の参加
親子を迎えるにあたり、様々な大学・
大学院から学生・院生がファシリテータ
として協力してくれています。学生・院生
時代にここで活躍された方々が、部会
のメンバーとして企画運営を率いてくれ
ています。ここは、建築やワークショップ
に関心のある方が思いきり活躍で
きる場です。ぜひご一緒に活

動しませんか。

0
日本建築学会

若い皆さんの力で、
新しいレジリエントな
建築・都市を
創造しませんか

竹脇出
第56代日本建築学会長／

京都大学 教授

─
日本の建築学の分野は、他国とは異な
り、建築デザインと建築エンジニアリング
が融合した独自のものです。従って、学
術・技術・芸術のバランスのとれた発展
が分野の持続的発展にとって重要で
す。日本建築学会（以下、本会）は3万6千
を超える会員数を有する日本最大の建
築関係の組織であり、130年以上の長
い歴史を有しています。本会では、優
秀卒論賞・修論賞、卒計による設計競
技、奨励賞、作品選集新人賞など、若
手会員向けの多くの表彰制度が充実
しており、若者にとって魅力のある学会、
若者が光り輝く学会、成果を積極的に
発表しようと思いたくなるような学会を目
指しています。
ご存知のように、最近我が国では、これ
までに経験したことのない大きな災害
が発生しており、皆さんが生活をする住
宅や建物が多くの被害を受けていま
す。若い皆さんの力で、新しいレジリエン
トな建築・都市を創造してみませんか。
レジリエンスを構成する二つの要素とし
て、抵抗力と復旧力があります。それぞ
れにおいて、計画／設計・構造・環境と
いう建築分野を構成する領域が深く関
係しており、レジリエント建築は、まさに
建築のあらゆる分野の力を結集しない
と実現できません。また、レジリエント建
築は、建築以外の広範な分野とも深
く関係するテーマであり、建築界および
本会をあげて取り組むべきテーマと思
われます。

2020年開催予定の東京オリンピック・
パラリンピックとともに、2025年には大
阪で万国博覧会が開催予定です。こ
のような世界的なビッグイベントに備え
て我が国の建築界が果たすべき役割
は極めて大きなものがあります。我が国
の存在感を高めるとともに、災害にもレ
ジリエントに対応できる仕組みを本会と
して全力で取り組んでいきたいと考えて
います。若い皆さんに是非入会していた
だき、一緒に持続可能で光り輝く日本
の建築・都市を創造して行きたいと思
います。入会され、ともに活動できること
を心待ちにしています。
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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
3万6千名余にのぼり、
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。

子どもと
建築を考えたい

学会に
参加したい

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

賞に
応募したい

英語の論文を
発表したい


