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建築学科同窓会誌
如学会の今年度後半の主な行事は
下記の通りです。多くの会員の皆
様のご参加をお待ちしております。

jogakkai

●第 1 部

世田谷キャンパス

事業別仕事紹介

13:00-15:45

会場：5 号館 1 階「小講堂」
OB･OG の講師の方々から専門領域の概略をお話しいただきます。

●第 2 部

企業別仕事紹介

16:00-17:30

会場：建築学科棟 1 階「グランドギャラリー」
OB･OG の方々と直接お話をしていただきます。

●第 3 部

懇親会

17:30-19:00

会場：1 号館 4 階「ラウンジ ･ オーク」
立食形式の懇親会で、参加無料です。自由にご参加下さい。

会費・支援費納入のお願い
是非とも旧友、先輩、後輩にご連絡いただき、会費納入の促進
にご協力いただけるようにお願いします。そして、積極的に如
学会活動にご参加下さい。仕事にキャリアにも多くのメリット
があります。会費・支援費のご納入いただいた方々は、如学会
NEWS に添付の納入者リストにご芳名を掲載させていただいてお
ります。

会費：3,000 円 (1 年分 ) ／ 10,000 円 (4 年分 ･ 割引料金 )

納入頂ける方は必ず「内訳」をご記入の上、振込頂くようお
願い致します。如学会 NEWS に同封の専用の振込用紙を用いな
い場合は下記口座をご利用ください。

如学会

郵便振込以外の方法を紹介（詳しくは如学会ＨＰ）

定期総会 ･ 講演会・懇親会
2019.06.02 [土] 15:30-20:00
15:30
16:30

●
●

定期総会

ホームページのご案内

●
●

講演会

●
●

丹羽

情報委員長
露木

松成

和夫

酒井

孝博

勝又

英明

山口

裕照

鈴木

浩

エディトリアルデザイン
山岡

嘉彌

制作
浩

はやと企画
発行

（講演者：未定）

※詳細はメールマガジンで追ってお知らせします。
ＨＰもご覧下さい。

博視

編集顧問

株式会社

懇親会

譲治

制作・印刷

●渋谷エクセルホテル東急

休憩

18:00
20:00

編集長

鈴木

休憩

16:45
17:45

Bulletin
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嘉彌

編集委員

支援費：5,000 円／一口

郵便局 払込取扱票 No.00160-0-174206

山岡

■ URL: jogakkai.jp
■リニューアルポイント
1. ホーム画面・メニューを一新しました。
2.「お知らせ」、
「如学会メールマガジン」を過去分も含め、
ホームページから見ることができます。
3.「会員サービス」を新設し、登録住所及び会費・支援
費の納入状況の確認を自分でできます。

東京都市大学建築学科如学会
東京都世田谷区玉堤 1-28-1
〒 158-8557

発行日
2018 年 10 月 15 日

「新 6 号館」

遠藤克彦建築研究所

場所・東京都市大学

撮影：日暮雄一（H05 卒）

遠藤克彦 氏 講演会

※詳細は、メールマガジン、如学会 HP にてお知らせします。
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「近作について（大阪新美術館計画案ほか）
」を語る

発行人

浅草→レインボーブリッジ→浅草

20

「夏期特別講義」 人の卒業生が充実した講義
「軍艦島をはかる」

E-mail
jogakkai.info@jogakkai.jp

3. オープニングパーティ 18:00-20:00（会員：5,000 円）
会場：クルーズ船貸切（東京都観光汽船）

進路ガイダンス 2018
2018.11. 21 [水] 13:00-19:00

21

総務局長
小林秀憲

パネラー：山岡三治氏（上智大学名誉教授／イエズス会日本管区長補佐）
矢野和之氏（S44 卒／文化財保存計画協会）
岩波智代子氏（三沢フォトライブラリー）
・
日暮雄一氏（H05 卒／写真家）ほか

11

16

号棟連結建物）をはかる

各事業の申し込み
問い合わせ先

日給社宅（ ～

オープニングイベント 2018 年 12 月 1 日［土］14:00-20:00
1. 100 人展 ･ 展示鑑賞 14:00-16:00（時間は自由）
2. 記念講演会 ･ シンポジウム 16:00-17:30

青光

三宅敏郎 先生 を偲ぶ会

特別企画：世界文化遺産
「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」
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東京都市大学世田谷キャンパス
新６号館竣工記念シンポジウム

会場：隅田公園リバーサイドギャラリー

世田谷キャンパス再編の一環事業として

2018.12.01 [土] -12.09 [日]
11:00-19:00 入場無料
浅草展

特別企画・世界文化遺産

■ＯＢ、ＯＧによる「100 人展」及び、在校生の 3 研究会に
よる研究発表、及び 2 年生課題発表などがあります。

「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」

会場：建築学科 1 階グランドギャラリー

「新 建
･ 築一〇〇人展二〇一八」
「大学展・浅草展」 出展者・参加企業募集

今年の特別講義は講師 14 名全員
平成卒世代となりました。平成 27
年から 3 年までで平成 17 年、18 年、
19 年が半数以上を占めました。時
限内にレポート作成時間を設定した
のも功を奏し、講義に集中する姿が
見られました。
建築 100 人展は 13 回目となる大
学展と 3 回目の浅草展になります。
浅草展は、特別展示としてユネスコ
の世界文化遺産に登録された「長崎
と天草地方の潜伏キリシタン関連遺
産」に関するイベントを催します。
12 月 1 日の初日に文化財保存計画
協会の矢野和之氏 (S44 卒 ) と写真
家日暮雄一氏 (H 05 卒 ) の講演を計
画しています。講演後はオープニ
ングパーティとして隅田川クルー
ズを計画しています。奮ってご参
加下さい。
2018 年春号インタビュー記事に
ご登場頂いた西田勝彦氏 (S45 卒 )
が 逝 去 さ れ ま し た。2 月 に イ ン タ
ビューで事務所に伺った時はとて
もお元気で、創作活動を継続する
様子でした。ご冥福をお祈り申し
上げます。
丹羽譲治

記念講演会 シ
･ ンポジウム ク
･ ルーズ船貸切パーティ
オープニングイベント参加者募集

2018.11.03 [土] -11.04 [日]
10:00-18:00 入場無料
大学展

編集後記

「赤レンガ卒業設計展二〇一八」
「女流ファイル」ＰＡＲＴ ･
「古滝屋原子力災害考証館プロジェクト」
二〇一八年度 如
･ 学会新組織図
定期総会・講演会・懇親会報告
決算報告・予算案

東京都市大学「新 ･ 建築 100 人展 2018」/ 大学展＋浅草展

「進路ガイダンス二〇一八」 月 日開催案内
「ドバイ ア
･ ブダビ都市建築ツアー」
軽井沢 建
･ 築見学と文化講座ツアー
「ウエハラコマチ」内覧会
技術見学会「コクヨ ニ
･ ューオフィス」

如学会恒例の最大イベントである「100 人展」も 12 年間連続し干支を一巡、新たに衣替えをして再発進していきます。

■学生動向

この 6 月の定期総会にて、如学会会長として再選され、

2018年4月に入学した学部生は124名と、ほぼ例年通

3 期目をつとめることになりました。微力ながら、更
なる如学会の発展と、大学、建築学科教室、在校生へ

28.2％となり昨年度より少し減少しました。ただ、

の貢献を目指して、役員の方々や会員の皆様とともに、

建築学科の在籍者総数は479名（内女子158名）とな

活発なる活動を展開していきたいと考えております。
常任理事が活動の中心となっておりますが、活発化す

り、建築学科全体の女性比率は32.9％、ほぼ1/3が女

るにつれ人手不足となっております。如学会は、それ
ぞれの幅広い分野で経験を積んだ人材が豊富です。是

性となりました。
昨年度、1年生の入学者は139名でしたので、今年度

非共に活動して下さる OB、
OG のご応募をお願いします。

124名と減少しましたが、これは「東京23区内大学の

■衣替えして「新 ･ 建築 100 人展」を開催予定

定員抑制」と「入学定員の厳格化」が原因です。大学

大学展：11/3-4、浅草展：12/1-9

ます。
■世田谷キャンパスの再開発進行中

しく働いております。

世田谷キャンパスA地区の東側C地区に新6号館が今年

■浅草展では、世界文化遺産登録された「長崎と天草
地方の潜伏キリシタンの関連遺産」を特別展示
世界文化遺産決定に陰で大きなチカラとなったふたり
の如学会の仲間である写真家・三沢博昭氏（S42 卒）
と日暮雄一氏（H05 卒）による美しい数々の写真展
示と、同じく如学会の仲間である文化財保存計画協会
の矢野和之氏（S44 卒）を交えての講演とシンポジウ

4月に竣工したことは既にお伝えしましたが、現在A
地区の7号館、B地区の8、17号館の解体が終了し、更
地になりました。キャンパスの風景が変わりました。
年度内には、A地区の6,15,16号館の解体が行われる予
定です。これらの敷地には今後、新校舎が建設されま
す。さらに世田谷キャンパスの南側に2019年4月に開
設を目指して国際学生寮が建設中です。世田谷キャン
パスの再開発が目に見えてきています。

勝又英明

（S55 卒）

建築学科の近況

遠藤 克彦 氏
1992 年 武蔵工業大学工学建築学科卒
業 1995 年 東京大学大学院工学系研
究科建築学専攻修士課程修了（東京大学
生産技術研究所 原広司研究室） 1997
年 遠藤建築研究所設立 1998 年 同
大学院博士課程退学 2007 年 ㈱遠藤
克彦建築研究所に組織変更 現在 東
京工芸大学工学部建築学科 非常勤講師、
日本大学理工学部建築学科 非常勤講師

6 月 2 日、渋谷エクセルホテル東急（東京・
渋谷）で開かれた 2018 年度定期総会の後、
「大
阪新美術館」の公募型設計コンペで最優秀案に
選ばれた遠藤克彦氏（H04 卒）が「近作について」
をテーマに講演した。60 メートル角の黒く四
角い箱という印象的な外観を構想した遠藤氏は
「（四角い箱は）シンプルに見え、分かりやすい。
だが単純なものの向こう側に複雑性を持ってい
るのが現代だ」と主張。さらに「構想がコンペ
段階から変わっていない。逆に言えば構想を変
える力が表れなかった。建築家冥利（みょうり）
に尽きる」と語った。
大阪市が新美術館を構想したのは 35 年前に
遡る。大阪市出身で、夭折した洋画家の佐伯祐
三（1898-1928 年）の貴重な作品が 1983 年に
寄贈された。これをきっかけに公開に向けた構
想が始動。市ではその後、イタリア人画家のア
メデオ・モディリアーニ（1884-1920 年）、前
衛美術グループ「具体（GUTAI）」などの作品
を収集し、現段階で約 5600 点のコレクション

を所蔵しているという。
市は新美術館の建設地として、国立国際美術
館や大阪市立東洋陶磁美術館などが集積してい
る中之島を選定。魅力を重ねていくことで文化・
芸術の都を創出するという市の構想を踏まえ、
遠藤氏は「（コンペでは）歴史的な建物がたく
さんある場所で、どんな建築をつくるかが求め
られた」と振り返った。
「現役世代の活力を生み出していく」
「来館者
の安全性だけでなく美術品の保存や継承」など
市が挙げた四つの課題に対し、遠藤氏は「美術
館に求められる社会的、機能的な要件を統合し
つつ、次の世代につながる先見性を持った建築
を創造する必要がある」との考えを示した。
計画案の作成に当たり、非常勤で教える日大
の学生たちをインターンシップとして迎え、敷
地と周囲の美術館のリサーチを実施。学生たち
はその後 3 週間で 40 案をつくった。遠藤氏は
「結
論から言うと学生の案はすべて良くない。でも
これは非常に重要な過程であり、ぜんぜん良く
ないことには理由がある。それを拾い上げてい

東京都市大学
建築学科主任教授

如学会会長

■「100 人展」に「企業出展」枠、「大学院学生出展」
枠、「シード枠」を設置
また昨年より「企業出展」枠を設け、11 月 21 日に開
催される「進路ガイダンス」にもつなげる工夫をして
おります。
大学院学生は「卒業生」であり、とりもなおさず如学
会会員でもあります。
同期で社会に出た卒業生の作品や活動に競合して、大
学、
大学院での作品、
活動を報告できるようにしました。
また、100 人展大学展を鑑賞する大学生は年々変わっ
ていきます。そうした中、永く学生の鑑賞に耐える作
品群に対して「シード枠」を設け、如学会で預かると
共に「永年保存」として例年展示するコーナーを設け
ます。例えば、新建築学科棟（岩崎堅一名誉教授設計・
日本建築学会賞）などです。永年保存作品の選定は、
「100 人展委員会」が行ないます。
■「技術見学会／コクヨ ･ ニューオフィス」、「如学会
員作品見学会／ウエハラコマチ」、「ドバイ・アブダビ
都市建築視察ツアー」の実施
これらの事業は、本誌に報告がありますのでご覧下さ
い。如学会主催「ドバイ ･ アブダビ都市建築ツアー」
は、約 30 名の参加者で 10 月 18 日（木）～ 22 日（月）
の 3 泊 5 日で多忙な会員の皆様のために短時間で充
実した都市と建築の視察ツアーを実施、次号の「如学
会 NEWS・2019 年春号」（2019 年 3 月 19 日発行）で
報告いたします。
■第 6 回目を迎える「進路ガイダンス」/11/21
年々増加する企業数と共に、学生に如何に各企業を周
知させるかも工夫し、ブレーンストーミングを繰り返
しております。「建築 100 人展」では、昨年より「企
業出展」枠も設けると共に、ガイダンスの前に、学生
へのメール等の事前配信、配布資料には各企業の情報
が QR コードを読みとることができるように準備し、
事前に学習、周知しておくことができるように工夫し
ております。今後とも皆様のご協力及びご指導、ご鞭
撻をお願い申し上げます。

■工学部にAO入試が復活
以前は行われていたAO型入試が平成31年度入試から
復活します。入学試験の内容は、調査書、志望理由
書、自己アピール申請書、活動記録票、適性検査、面
接と多方面から適性が審査されます。建築学科は、か
なりな志願者があり、非常に人気となっています。ど
のようなユニークな（学力と伴った）学生がこの入学
試験を経て入学してくるか楽しみです。
■学部再編検討中
世田谷キャンパス工学部・知識工学部の学部構成の再
編が検討中です。詳しいことはまだ言えませんが、建
築学科が学部再編の一つの核となるかもしれません。
次号の如学会NEWSでご報告できるかもしれません。
少々お待ちください。
■建築学科「非常勤講師の皆様との懇親会」開催
今年の6月に数年ぶりに非常勤講師の皆さんと専任教

『閉じた空間』
『開いた空間』一体の美術館
くと、やってはいけないことが見え、その向こ
うにはやらなくてはいけないことが見えてく
る」と持論を展開。
さらに「今の学生に教えなければいけないの
は、手を動かすこと、量を重ねること。それに
よって求められていない案をあぶり出し、省い
ていく」と実務に基づく建築教育論を披露。大
学院時代の師である原広司氏（東京大学名誉教
授）を引き合い、
「（原氏は）延々とものを考える。
答えに辿り着けないことを前提に、スタディー
をしているようにも見えた。これしかないとい
う案にはなかなか辿り着けないが、どうやった
ら近くに寄れるかどうか。このことは非常に重
要だと今も感じている」と語った。

員の懇談会を行いました。この会の目的は、建築学科
の教育について情報交換を行い、より良い教育を行う
ためです。当日は20名の非常勤講師の皆様に出席し
て頂きました。
建築学科の教育には多くの非常勤講師の皆さん協力を
得ています。建築学科の非常勤講師の人数は36名で
本学他学科と比べて多くなっています。（他大学建築
学科も同様の傾向です。）これは建築学の分野が非常
に広範囲であることと設計の授業で少人数教育を行っ
ていることにあります。今後も皆さんの協力を得て建
築学科をより良くしていきたいと思います。皆さんの
ご協力を（将来、非常勤講師になっていただく方も含
めて）お願い致します。

遠藤氏は、コンペの 1 次審査、2 次審査、基
本設計、実施設計と、重ねたスタディーの変遷
を解説した。学生の 40 案を踏まえ、エスキスを
延々と繰り返していき、徐々に 5 案に絞られて
いった。
「共通していたのは、開発などが決まっ
ていない西側に対し、どう準備しておくかとい
うことと、南海トラフ地震にどう備えていくか
ということ。建物のボリュームを一つにまとめ
て裏をつくらず、2 階をエントランスにして３
～５階に美術品を置く。この構想は、コンペ案
から実施設計まで変わっていない」と強調した。
遠藤氏は浮いた一塊のボリュームに対し、ボ
リュームを引いていく（くり抜いていく）こと
を思考。「展示のための空間から、市民が普段
使う空間を引く。美術を見せる所も、市民が普
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Message

ムを計画しております。
更には、シンポジウム後には、貸切りのクルーズ船に
場を移し、船上のオープニングパーティを開催します。
これらには、学外の多くのゲスト（建築関係、大学関
係、メディア関係等）をお迎えしております。

如学会の活動報告

「近作について／大阪新美術館計画案ほか」

験はかなり難関となり、偏差値も上昇傾向となってい

に取り組んでいきたいと、担当の役員、委員共々、忙

講演

遠藤克彦建築研究所

と比べると微増ですが、本学の及び建築学科の入学試

今回は新たに様々に刷新、衣替えをして、新たな企画

於：渋谷エクセルホテル東急

遠藤 克彦 氏

プしました。建築学科の志願者は元々多いので昨年度

2006 年の第 1 回から数えて昨年で 12 年、干支を一
巡して今年は 13 年目を迎えます。

山岡嘉彌

TOPICS

全体の志願者は昨年度と比べて151％となり大幅アッ

如学会の年間行事で最大のイベントである「建築 100
人展」も新 ･ 建築学科棟の竣工を記念して開催した

（S46 卒）

如学会講演会

りの人数でした。ただ女性が35名で、1年生全体の

Topics

■如学会会長として 3 期目へ

レポート●山口 裕照（H10 卒）
日刊建設工業新聞社
段歩く所も両方とも公共空間だ。閉じた公共空
間と開いた公共空間が、一体となった美術館を
つくれないかということを考えた」と説いた。
開かれた公共空間が大きな意味を持つことに
なるのが「パッサージュ」だ。これはコンペの
要領で提示された概念で、具体的な形態などは
設計者に委ねられていた。遠藤氏は「基本設計
段階からパッサージュをもっと積極的に使うこ
とにした。市民が歩くだけの空間でなく、レス
トランや周囲（国立国際美術館や広場などに向
かう歩行者デッキ）とダイレクトにつなげるこ
とを計画した」と解説した。
その上で「単純な建物の内部に複雑さをいか
に作り込めるかどうか。この建物はパッサー
ジュという複雑性を内包している。内部の複雑
さが持つ可能性とは何かを検討している」と述
べた。
コンペ段階から構想が変わっていないことに
ついて、遠藤氏は恩師である原氏の言葉を振り
返りながら、
「構想が強度を持って勝手に進ん
でいるイメージがある。もはや建築家がこれを
やりたいというより、構想自体が強度を持って
前に進んでいくことが非常に重要だ」と力を込
めた。
今後の設計活動について遠藤氏は「新居（千
秋）先生の下でプロポの特性を学び、プロポの
時代に即した建築家になることを自覚した。い
まプロポを主戦場にしている。多くの先輩たち
と出会う機会があり、胸を借りるつもりで今後
も取り組んでいきたい」と語った。

「三宅敏郎先生を偲ぶ会」
ルヴェ ソン ヴェール本郷にて
2018.06.30［月］

東京都市大学建築学科同窓会・如学会主催

参加者
募集

「進路ガイダンス 2018」11 月 21 日［水］開催
第 6 回 ･ 進路支援プログラム

□実施日時：
□場所：

野村春紀（S48 卒）

東京都市大学世田谷キャンパス

□開催の主旨： この企画は「就活に当り OB・OG と学生の皆さんとが本音で語り合う “ コミュニケーション ” の場」であり、「学生個々人と大
学 OB・OG との繋がりを大切にしてきた本学の精神の表現の場」でもあります。就職を希望する学生の皆さんが、様々な分野

元 ･NTT ファシリティーズ常務取締役建築本部長

三宅敏郎氏

2018 年 11 月 21 日 [ 水 ] 13:00-19:00
に進まれ活躍する OB・OG の方々と直接本音の話ができる場として、昨年に引き続き開催することと致しました。
学生の皆さんにとって「幅広い建築の実業社会を知る絶好の機会」であり、また「一人では不安な就職問題について大学 OB・
OG が親身になって相談に乗ってくれる場」でもあります。是非積極的に参加してください。

主催者挨拶の内田先生

ご挨拶の新居先生と沖塩先生

歓談中の山岡会長、勝又先生、新居先生

歓談中の沖塩先生 (左)、
内田先生 (中)、
筆者と松成氏 (右)

※学生の方は平服でご参加ください。いわゆる「リクルートルック」である必要はありません。

□実施プログラム（予定）

第1部

業種別仕事紹介

13:00-15:45

5 号館 1 階「小講堂」

学科教室の先生から就職の流れ、大学院への進学手順の説明の後、以下の業種について
OB・OG の 14 人の講師の方々から概略をお話しいただきます。
[ 業種名 ]

第2部

[ 企業名 ]

[ 担当者 ( 卒業年 )]

１

官公庁等

川崎市役所

斎藤史人 （H25）

２

アトリエ系設計事務所

栗田祥弘都市建築研究所

栗田祥弘 （H10）

３

エンジニアリング系設計事務所

造研設計

三好敏晴 （H10）

４

組織設計事務所

石本建築事務所

富宇加潤 （H14）

５

総合建設会社（設計）

戸田建設

戸田千春 （H26）

６

総合建設会社（施工）

清水建設

星

７

環境・設備関連

太平エンジニアリング

関口晋太郎（H19）

８

ハウスメーカー

大東建託

伊藤達彦 （H25）

９

インテリア・ディスプレイ

丹青社

藤麻貴博 （H22）

10

技術・材料関連

不二サッシ

西本直史 （H03）

11

鉄道・不動産・ディベロッパー関連

ＪＲ東日本都市開発

皆川寛章 （H24）

12

エネルギー

東京ガス

鎌田寛人 （S62）

13

マスメディア・情報関連

NTT データ

高橋

翼 （H22）

14

海外留学・海外就職

スイス留学

根市

拓 （H26）

企業別仕事紹介

16:00-17:30

千紘 （H25）

4 号館建築学科棟 1 階「グランドギャラリー」

OB・OG の方々と直接お話をしていただきます。これは学生の皆さんにとって生の情報を
得られる貴重な場となると思います。なお、各ブースはできるだけ多くの OB・OG と交流を
いただくために最大 10 分程度毎の入替制を予定しています。

（五十音順 )

官公庁 等

アトリエ設計事務所

荒川区、川崎市、台東区、UR 都市機構、横浜市
手塚建築研究所、三上建築事務所

エンジニアリング設計事務所 建築構造研究所、造研設計、ピーディシステム
組織設計事務所

石本建築事務所、NTT ファシリティーズ、久米設計、東急設計コンサルタント、
東畑建築事務所、日建設計、日本設計、三菱地所設計、松田平田設計、安井建築事務所、

総合建設会社

山下設計
安藤ハザマ、大林組、大本組、奥村組、鹿島建設、川口土木建築工業、五洋建設、佐藤工業、
清水建設、西武建設、生和コーポレーション、銭高組、大成建設、大成ユーレック、
髙松建設、竹中工務店、鉄建建設、東急建設、戸田建設、飛島建設 , 巴コーポレーション、

環境・設備関連
ハウスメーカー

西松建設、長谷工コーポレーション、藤木工務店、フジタ、三井住友建設、若築建設
新菱冷熱工業、西原衛生工業所、大気社、太平エンジニアリング、東洋熱工業、須賀工業
積水ハウス、大東建託、大和ハウス工業、東急 Re･ デザイン、ナイス、長谷川萬治商店、三井ホーム

インテリア・ディスプレイ イリア、丹青社、ディー ･ サイン、乃村工藝社、三越伊勢丹プロパティデザイン
本学関連出席者（敬称略）
＜本学教授＞
新居千秋 (S46)、勝又英明 (S55)、大橋好光（内田研
出身）
、手塚貴晴 (S62)
＜電電・ＮＴＴ＞
益 田 敏 夫 (S35)、 末 永 浩 康 (S38)、 森 山 峻 (S39)、
日吉一彦 (S42)、古澤忠正 (S42)、花岡紘二 (S43)、
續 誠 (S45)（同夫人）
、野村春紀 (S48)（同夫人）、
新田敏武 (S63)、酒井憲司 (H05)、北口英紀 (H06)、
菊谷一貴 (H13)、豆田晃一 (H14)
＜本学出身＞
矢野和之 (S44)、岩下繁昭 (S44)、山岡嘉彌 (S46)、
松成和夫 (S50)

技術 ･ 材料関連

旭ビルウォール、三晃金属工業、不二サッシ、ノザワ

エネルギー

東京ガス、東京電力フュエル＆パワー

鉄道・不動産 ･ ディベロッパー関連 伊藤忠アーバンコミュニティ、鈴与三和建物、スターツ CAM、住友不動産、東急電鉄、森ビル
マスメディア・情報関連
海外留学 ･ 海外就職

第3部

懇親会

17:30-19:00

NTT データ、建築資料研究社 / 日建教育奉仕会、総合資格、トランス ･ コスモス
杉本拓海、十河彰、根市拓

1 号館 4 階「ラウンジ・オーク」

立食形式の懇親会で、参加無料です。第 2 部でお話し足りなかったことを更にフランクな形で
質疑応答を続けることが出来ます。
お問い合わせ：如学会進路ガイダンス委員会委員長

斉藤博（S44） Mail：toshibunka@t-lx.co.jp

Notice

影響を受けました。私が建築学会作品賞
他、種々受賞出来たのも三宅先生の教え
があればこそで、その後本学から何人も
建築学会作品賞を受賞していますが、こ
うしたディテールの考え方等が、代々脈々
と受け継がれ生きているからだと思いま
す。」との貴重なお話を頂きました。
ここで、ご長女桂子さん（スイス在住）
から本会へのお礼のご挨拶と、趣向を凝
らした多くのスライド映写がありました。
三宅さんの幼少期から海軍時代、晩年迄
の家族写真や趣味で描かれた多くの水彩
画、また孫娘さん（カナダ在住）からの
「jittan」との心温まる思い出を綴った英文
メールの紹介があり、家庭人としての三
宅さんの一面に、ほのぼのと心和む感が
ありました。
その後も歓談が続きましたが、久々に
再会された方も多く、写真パネルなどの
展示物で当時を振り返り話に花が咲いた
ようです。これらの展示物は、建築学会、
本学図書館、個人より拝借した資料を北
口英紀氏らがとりまとめ、手作り加工し
たものですが好評であり、如学会山岡嘉
彌会長から「建築 100 人展」への出展を
要望されています。現在、本学建築学科
出身のＮＴＴ現役社員は、約 60 名おり、
今回の準備等でもこの層の厚さは大変心
強いものでした。改めてご尽力頂いた後
輩の皆さんに感謝すると共に、種々のご
助言やご出席頂いた本学関係の方々にも
厚くお礼申し上げます。
開会準備を含め 4 時間近くが過ぎた頃、
私の閉会の辞となりましたが、多くの方々
から「良い会でしたね。」とのお声や、沖
塩先生からも「武蔵工大の人がいなかっ
たらこの会は出来なかったよ」。とのお言
葉を頂きました。
今回、ご縁のある方々が一同に会し、
語らい、交流がさらに深まり広がった事
を、三宅さんもきっとお喜びのことと思
いますし、私達もこの「偲ぶ会」を通じて、
偉大な先輩の足跡を改めて知る貴重な機
会となりました。
今一度、三宅さんへの追悼と感謝の念を
胸にご冥福をお祈りいたします。

5

集合写真

4

Report

「中国電電ビル」建築学会作品賞受賞

2017 年 6 月 28 日にご逝去されてから 1
年、「三宅敏郎さんを偲ぶ会」が開催され
ました。本会は、内田祥哉東京大学名誉
教授と沖塩荘一郎東京理科大名誉教授（お
二人は東大・電電公社御出身）のご発案で、
お声掛け頂いた私も発起人となり、三宅
さん最後の教え子世代である、北口英紀
氏（Ｈ６卒）をはじめ、本学出身のＮＴ
Ｔファシリティーズ社の皆さんに協力を
お願いしました。当初の想定をかなり上
廻る 50 名近い方々が集い、ご遺族と共に
三宅さんの業績やお人柄を懐かしむ和や
かなひとときでした。
三宅さんの略歴等は、本誌昨秋号で勝
又英明先生が寄稿されていますが、「中国
電電ビル」で本学出身初の建築学会作品
賞受賞、電電公社時代には、「大阪万博電
気通信館」等多くの設計を手掛けられる
一方、本学講師を平成 7 年迄、約半世紀
に渡り続けてこられました。
電電退官後は、「エリザベス・サンダース
ホーム」「澤田美喜記念館（免震認定第 1
号）」「ねむの木学園」「大賀典雄邸」「遠
藤周作邸」等の設計や、雑誌「ディテール」
の執筆・編集等、幅広く大きな業績を残
された方です。
「偲ぶ会」は沖塩先生の開会の辞で始ま
り、この会の開催経緯、会場に掲示した
写真パネルを中心に、三宅さんの略歴・
功績やご自身との関わり等を紹介されま
した。
「一緒に設計コンペに応募した時は、
毎晩遅くまで三宅邸玄関脇で図面を描き
ました。」「電電時代の一時期、設計から
離れていましたが、三宅さんから～設計
チーフで戻って来い～とお誘いを受け、
以来電電では設計畑を歩きました。この
お誘いがなければ、私の人生は大きく違っ
ていたと思います。」など濃密な時間を共
にされた印象深いお話を伺いました。
続いて、内田先生の主催者挨拶と献杯。
「電電の前身、逓信省入省の頃、三宅さん
には鉛筆の削り方から教わり、そのお仕
事ぶりを見て建築家として育った気がし
ます。
」「三宅さんの大きな功績は、個人
の技量に頼らない建築の標準化・工業化
ですが、ご自身は私の隣で、矩計をどん
どん描かれる技量の高い方でした。」など
古き良き時代の思い出をユーモア交じり
に話され会場を和ませて頂きました。
内田・沖塩両先生は、学会・協会等の
要職に就かれ多くの人材を世に輩出され
る、まさに建築界の重鎮であられます。
両先生はお若い頃より三宅さんから大き
な影響を受け、その後も晩年まで三宅邸
を度々訪問される等、絆を深められたよ
うで、ここにお互いのリスペクトの心や、
三宅さんの大きく豊かな人間力が偲ばれ
感銘を受けた次第です。
しばし歓談の後、本学新居千秋先生が
ご登壇し「三宅先生とルイス・カーンに
教えられたディテールの考え方に強い

中村陽一

明治日本の産業革命を支えた世界文化遺産

「軍艦島をはかる 」

第 3 回テーマ：日給社宅（16

主催：東京都市大学

～ 20 号棟連結建物）をはかる
講師：濱本卓司、中村陽一

協力：せたがや e カレッジ

2018 年 3 月 24 日 二子玉川ライズ「夢キャンパス」

レポート：青年委員会

中村 陽一（NAKAMURA Youichi）
1938 年 札 幌 市 で 生 ま れ、 終 戦 後 の
1945 年一家で樺太より引き揚げ、端
島（軍艦島）へ移住。父親が端島の三
菱砿業株式会社の鉱長であったため、
中学一年まで端島で過ごす。昭和 38
年武蔵工業大学建築学科を卒業され、
清水建設、住友不動産において設計か
ら工事監理にて活躍。現在は、世界文
化遺産に指定された第２の故郷である
軍艦島の功績を語りついでいる。

三好敏晴（H10 卒）

18 ～ 20 号棟を 6 階建てで建設、そして 18 号棟、19 号棟は上層に
3 層増築して、9 階建てとなった。

19
18

20 号棟はもっとも新しいが、防潮廊下から飛び出した部分があるた

17

め、他の棟よりも劣化の進行が見られる。岩盤の平地部分を利用し

16

ながら建てられており、岩山から這い出すような形状をしている。

日給社宅（中庭）

柱や梁も直接岩盤に固定している。故に、建物は上階ほど大きく、
トップヘビー（建物上部の荷重が大きいこと）となっている。岩盤
側の建物との隙間をうまく利用して、階段や棟を繋ぐ廊下が設けら
れており、立体的な回遊性が生まれている。
ここで、近接する 56 号棟の話が挿入された。濱本先生の気になっ
ている建物らしい。最初の小学校跡地に建てられた三菱職員の社宅
で、ゆったりとした間取りになっており、敷地からはみ出た部分は
京都清水寺の舞台のように、柱と梁によって支持されている。その

日給社宅屋上

柱と梁は、顕著な劣化が進行している。また、日給社宅と島内最大
の 65 号棟をつなぐ位置にあり、階段や渡り廊下が複雑に立体交差
し、それが軍艦島の中でもより魅力的な空間をつくり出していると
感じた。

日給社宅（廊下）

日給社宅
「軍艦島建築群の中でもっとも気に入っているのが日給社宅で
す」。第３回目（最終回）となった “ 軍艦島をはかる ” は、濱本先生
のラブコールから幕を開けた。１年前の 2017 年 3 月 25 日に第１回
目、そして、2017 年 9 月 30 日に第２回目を終え、今回は、16 号
棟～ 20 号棟が廊下で連結された「日給社宅」に焦点を当てる。
まずは、
ドローンの映像により日給社宅の位置を確認。島の北西（外
海側）の中央あたりに海に対して平行に配置された廊下で連結され
た５棟の住宅棟群である。第１回目で紹介した 30 号棟の次に建設
されたとても古い建物になる。

20 号棟の屋上には木造の消防団の独身寮があり、19 号棟の屋上に
は弓道場があった。狭い島内では屋上の有効利用が重要で、屋上農
園も ” 緑なき島 “ では貴重な場所だった。
室内には竈、廊下には貯水用の水槽が見えた。木造の間仕切り、戸
は朽ちて崩壊し、室内・廊下に散乱している。

濱本 卓司（HAMAMOTO Takuji ）
本学建築学科の教授として、平成 28
年 3 月まで、建築構造学の教育・研究
の分野で活躍。建築学科の主任教授を
９年務めた。日本建築学会では、いく
つもの委員会の委員長・主査を務める。
平成 11 年には、
「海洋シェルと大規模
浮体の流力弾性応答に関する一連の研
究」で日本建築学会賞（論文）を受賞。

56 号棟

56 号棟

緑に覆われた日給社宅の屋上に、モニタリングシステムのエネル
ギー源となる太陽光パネルが 2 台設置されている。そこから延ばし
た電源・通信ケーブルが、劣化した建物の内部に入り、空中ケーブ
ルとなり隣接する棟を抜けて電気と計測データを送っている。
外部の調査はドローン、内部の調査はヘルメットに取り付けたウェ
アラブルカメラにより行う。柱と梁の劣化状況を部材ごとに確認し
ていき、建物の健全状態をシミュレーションするデータを蓄積して

東京都市大学 名誉教授

そして、5 棟の建物が海から波風によって、直接的な被害を受けな
いように、廊下は防潮廊下としての役割を担っている。
前回までに紹介してきた建物と同じように、日給社宅も増改築を繰

「今日はとても良い天気ですね。桜の下で一杯やっていてもおかし
くないのに、わざわざ来てくれてありがとう。
」中村さんらしい語
り口調で、3 回に渡る軍艦島の最終講演第２部が始まった。

端島とは
150 年前、世界が求めたエネルギー ･･･ 黒い石。青空農園、ＴＶの
普及率 100%（同時期東京で 10% 程度）
。災害、自然の暴威、護岸
の決壊、海上都市 ･･･ そして、終わりの時、1971 年閉山 ･･･ 端島（軍
艦島）の一生を凝縮した 10 分程度のＤＶＤが上演された。前回ま
での講演の記憶が甦ってきた…。

り、これらを適切に保存・活用することが、端島が世界文化遺産で
あるための原則である。長崎市がまとめた修復・整備活用計画によ
ると、
2018 年から 30 年間を 3 段階に分けて、
徐々に整備する計画で、
護岸と炭鉱施設が最優先で、島の最頂部に位置する 3 号棟の維持を
優先する考えである。しかし、3 号棟は 1959 年に建てられた最も
新しい高層 4 階建てアパートで、30 号棟や日給社宅の方が、歴史的、
技術的にもはるかに価値がある。どうやら、3 号棟が島の最頂部に
あるため、その劣化崩壊が軍艦島としてのシルエットに影響をおよ
ぼすことを心配しているようである。
端島の維持には莫大なコストがかかり、どのように捻出するかが最
大の課題である。端島自体が稼げる島になる必要がある。そこで、
高島にビジターセンターを建設し、そこで観光客はレクチャーを受
けた上で、端島を見学する。見学ルートも現在の限られたコースで
はなく、島一周のコースを整備すれば、稼げる島になるはずである。
第１回目から、常に課題とその解決案をもって、軍艦島の保存にエ
ネルギーを注ぐ中村陽一さんの姿に熱くなった ･･･。

日給社宅とは

濱本卓司

島が鉱山として活発だったころ、軍艦島は “ 緑なき島 ” と呼ばれて
いたが、現在は建物の間や、屋上には草木がはびこり緑の島となっ
ている。建物の窓枠、手すり、仕切りなどに木材を多用している。
塩害につよい木材も徐々に劣化していき、建物から落下し、腐食・
分解され土に返っていった。そして、鳥などにより運び込まれた種
子はその土壌に根をはり、島に緑をもたらした。屋上には島外から
土壌を持ち込んで農園がつくられていたため、その土壌の上に植物
が繁茂している。
日給社宅は重層構造で、上層は住環境がよいが、下層は日光も届か
ず風通しも悪い。このため、少しでも下層に日光を届けようと、上
層にいくほど、わずかであるがセットバックした構造にしている。

軍艦島

明治から閉山までの各時期の炭鉱に関わる遺構・遺物が遺存してお

いった。

部材の劣化損傷
ウェアラブルカメラにより記録した画像データベースをもとに、柱
と梁の損傷状況を 5 段階（赤＞紫＞黄＞緑＞青：青が健全）に色分
する。それによると、中間層（4 階～ 6 階）の損傷が進んでいるこ
とが分かる。5 階、6 階には最も損傷度合いの激しい赤で示された
部位もあった。自重崩壊と地震崩壊の可能性を解析した結果では、
自重で崩壊する可能性は低いが、地震崩壊の可能性を予測するため
に行ったプッシュオーバー解析によれば、震度 5 程度で崩壊の危険
性があることが示された。しかし、軍艦島では 100 年過去まで遡っ
ても、震度 4 以上の地震は 1 度しか起こっていない。熊本で震度 7
が観測されたときでも、軍艦島は震度 3 程度であった。それが今で
も劣化が進行した軍艦島の建築群が何とか形をとどめている理由で
もある。

振動センサー
落雷や度重なる風雨などの影響によりセンサーの故障頻度は高く、
修理や改良の作業のために何度も上陸しているらしい。最近ではそ
れも徐々に安定化し、貴重なデータが自動的に大学に送られてきて
いる。その成果の一例として、連結した５棟の建物がどのように揺
れているのかというアニメーションが示された。

島には木造平屋の棟付き長屋が主流だったが、出炭量が増加に伴い
炭鉱夫が増えた。狭い島内で様々な工夫がなされてきたが、いよい
よ木造建築では対応できなくなった。
そこで、炭鉱長がシカゴの高層鉄筋コンクリート造を視察し、端島
に高層住宅が必要であると判断した。そして、西洋の建築技術を学
んだ技術者によって、
米国式カーンシステム（カーンバーとリブバー
を組み合わせた米国式異形鉄筋システム）が採用され、30 号棟や日
給社宅が建設された。故に、日給社宅は、島内で 2 番目に古い鉄筋
コンクリート造 9 階建ての鉱員アパートである。日給で労賃を支払っ
ていたことに由来して、日給社宅と命名された。5 棟を並列に配置
し全棟の西側（外海側）に廊下棟を配している。廊下は防潮廊下と
呼ばれ、長さ 60 ｍ巾 3.4 ｍで炊事洗濯、共用空間として使われて
いた。共有空間率は 40% と大きく、大正末期の同潤会アパートの
倍近くあった。住戸にはテレビ、冷蔵庫等もあり、島の生活水準が
高かったことがわかる。住戸総数 254 戸、１階には、書店・質屋・
酒屋・倉庫・ビリヤード・食堂・小料理屋・集会所があった。炭坑
竪坑のエレベータ以外、島内建物にはエレベータはなかった。

この島の生命線・護岸について
当初、草木のない小さな島にすぎなかったが、採掘技術の発達と共
に、島の周りを６回にわたって埋め立てている。その都度、長年に
わたる海との壮絶な戦いから島を守る護岸堤防の拡張を繰り返し、
現存する島の形となった。長崎地方独特の接着材（赤土と石灰の混
合物）を用いた天川（あまがわ）護岸の跡を見ることもできる。

戦時朝鮮人徴用で誤解が世界に拡大
軍艦島の世界文化登録が行われると、
2017 年 7 月に韓国映画
「軍艦島」
が封切られた。
「軍艦島は地獄島・監獄島」世界各国で、この捏造映
画が放映されている。その後も、事実に反する書物や絵本の出版が
相次ぎ、元島民は端島の名誉に反するとして、
「真実の歴史を追究す
る端島島民の会」を発足させた。三菱社は、大正 6 年、高島・端島
に 150 名の朝鮮人を炭鉱夫として雇った。彼らは家族と共に暮らし、
その子供たちは小学校で一緒に学んでいたという記録がある。
軍艦島の真実【https://www.gunkanjima-truth.com】をご覧頂きたい。
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Symposium

日給社宅（16 ～ 20 号棟）

軍艦島のあるべき姿について提案

Symposium

20

軍艦島を世界遺産にする会 理事

S38 卒
り返している。最初に 16 号棟、17 号棟を 9 階建てで建設し、次に

屋上に林立するテレビアンテナ

あまがわ護岸

軍艦島をはかり続ける意味（濱本名誉教授）
第１回～３回で、島内でも代表的な 10 棟程度の建物を取り上げて
きた濱本先生が、講演の最後にどうして軍艦島をはかり続けるのか、
講演を振り返りながら話された。
「はかる」と題して、映像（視覚）
・音（聴覚）
・振動（触覚）を人
間の五感に例えて、軍艦島の朽ちゆく建物を捉えてきた。人間の脈
を測るような技術を建築分野に導入しようと考え、振動計測を主と
して建物の健康状態を診断する研究を 30 年以上してきた。しかし、
それは専門家にしか分からない情報のため、誰もが分かる “ 見える
化 ” した技術として開発する必要性を感じていた。そこで、従来の
振動（触覚）に加え、映像（視覚）
・音（聴覚）を取り入れてモニ
タリングすることを考えた。建築物の長寿命化のためにも、誰もが
わかる技術で、ライフタイムモニタリングを行えば、適切な時期に
適切な補修・補強を行うことができる。
ＷＴＣのテロによる崩壊、東日本大震災の津波は、建物が密集する
街区や町を破壊した。これまでの建物単体を対象とする診断技術で
はなく、建築を群として捉えることの重要性を感じていた。そんな
時に如学会のツアーで軍艦島に上陸し、それまで考えてきたことを
研究できるフィールドとして軍艦島が最適だと直感した。
首都直下型地震や南海トラフ巨大地震に備え，今後は建築群として
大局的な観点から捉えたビックデータを活用して、想定外事象に対
処することが重要である。
軍艦島の建築群は、人間でいうところの終末期。終末期の建築問題
を取り上げていくことがこれから必要である。2020 年東京オリン
ピックが終わると、超高齢化社会を迎える日本。私たちの身近に、
軍艦島が経験した建築群のスラム化、さらに廃墟化が現実になる危
険性が見え隠れしている。そんな近未来に備える技術を目指して、
研究を続けたいと思う。

東京都市大学 建築学科・如学会 共催

2018 年度 特別講義「建築の実務」／

2018.8.5［日］－ 8.9［木］

１時限（13:00~14:20）
１日目
August

5
Sunday

教室：21C教室

日建設計

相模女子大学

濱田祐也氏（H18 卒）

桑原 茂氏（H06 卒）

2006

武蔵工業大学工学部建築学科卒業
（手塚研究室）
2008
武蔵工業大学大学院工学研究科
建築学専攻修了（手塚研究室）
2009
㈱ 松田平田設計入社
総合設計室建築設計部
2015㈱日建設計入社
設計部門 3D センター室
［テーマ］ デジタルから建築をつくる

１時限（13:00~14:20）
２日目
August

6
Monday

教室：312教室

Report
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2 時限（14:30~15:50）

1991
1993

1999
2000
20072009

［テーマ］

関 友亮氏（H12 卒）

廣谷純子氏（H07 卒）

武蔵工業大学工学部建築学科卒業
（近藤研究室）
2000
丸紅設備㈱ 入社
（東京支店工事部）
（給排水衛生・空調・ガスの現場管理）
2005東日本旅客鉄道㈱ 入社
施設部東京建築センター設計科、
工事科、安全企画室、建築課を経て
2018東京支社営業部 上野駅 設備助役

Wednesday

教室：312教室

2008
2010
2011-

3 時限（16:00~17:20）

2006

武蔵工業大学工学部建築学科卒業
（岩崎研究室）
2009
東京藝術大学大学院 修了
2011TERRAIN architects( テレインアーキテクツ )
を樫村芙実と共同設立
2012
SD レビュー入選

１時限（13:00~14:20）
５日目
August

9
Thursday

教室：21C教室

1999
2001
2002
現在

『世界と自分』
左記 3 名による討論会

4 時限（17:30~18:10）

環境の日
討論会

ワークショップ

『建築環境の過去・現在・未来』
左記 2 名による討論会
司会：小笠原 岳（H11 卒）

3 時限（16:00~17:20）ワークショップ

横浜市役所

羽生 晃子氏（H19 卒）
2007

武蔵工業大学工学部建築学科卒
（住吉研究室）
2007
長谷川順持建築デザインオフィス㈱ 入社
2010
横浜市役所 入庁
2010-13 建築局住宅部住宅整備課
2014都市整備局都心再生部都心再生課

［テーマ］ 地方公務員とまちづくりの仕事

2 時限（14:30~15:50）

中田 理恵氏（H18 卒）
2006

武蔵工業大学工学部建築学科卒業
（手塚研究室）
首都大学東京 大学院建築学専攻卒業
2008
2008-13 日建設計 勤務
2013中田製作所
2013
SD レビュー入選
2018
東京建築士会 これからの建築賞

3 時限（16:00~17:20）

今村 雅泰氏（H11 卒）

崔 井圭氏（H06 卒）

鈴木 敏志氏（H06 卒）

2011

2011
2012
2013-

武蔵工業大学大学院工学研究科
建築学専攻博士前期課程修了
（濱本研究室）
武蔵工業大学大学院建築学専攻
博士後期課程満期退学
（濱本研究室）
東京都市大学建築学科客員研究員
東京都市大学建築学科特別研究員
㈳レトロフィットジャパン協会

［テーマ］ 建築物の健康診断

まちづくりの日
討論会

『 これからのまちづくり』

左記 3 名による討論会
司会：川上竜（H25 卒）

［テーマ］ エコタウン事例について

愛知工業大学

2007

4 時限（17:30~18:10）

中田製作所

レトロフィットジャパン協会

［テーマ］ PC・PCa・PCaPC

討論会

「まちづくりの日」の 1 時限

ピーエス三菱

武蔵工業大学工学部建築学科卒業
（望月研究室）
武蔵工業大学大学院工学研究科
建築学専攻修了 ( 望月研究室）
㈱ピー・エス（現：ピーエス三菱）入社
㈱ピーエス三菱
建築設計 PC 建計設計グループ所属

国際の日

［テーマ］ 箱型模型を用いたモデル実験から建物の外皮と熱のふるまいを学ぶ

2 時限（14:30~15:50）

最後にご尽力ご協力いただいた 卒業生講師の皆様、特別講義委員会
メンバーの皆様に感謝申し上げます。来年以降も引き続き、卒業生か
ら学生への「建築の楽しさ！」を伝える講義の場でありたいと思います。
ご協力いただける卒業生の皆様、是非、お声かけください。
nakata.architects@gmail.com

［テーマ］ アフリカでつくる

ワークショップ
［テーマ］ 手作りで街や建築を作ること

4 時限（17:30~18:10）

壇いただく。また、体感として熱のふるまいについて、理解するため
に箱型模型を用いたワークショップを企画した。建築とエネルギーの
問題について、知るきっかけとなった。
まちづくりの日：まちづくり手法もマスタープラン方式だけでなく、
ボトムアップの小さな手法も近年みられるようになってきた。今回は
対照的なアプローチ、立場からまちづくりに取り組むお二人に声をか
けた。どちらか一方ではなく、これからは総合的なアプローチが求め
られるということへの気づきになれば良い。
エンジニアリングの日：構造に関わるエンジニア、研究者の 3 方に登
壇いただく。学部の 2 年生でなかなか、理解できない内容も多かった
ようだが、構造分野の面白さに気づき、志す学生が出てくれると嬉しい。

司会：栗田 祥弘（H10 卒）

武蔵工業大学工学部建築学科卒業
（宿谷研究室）
1995野沢正光建築工房勤務
2005
武蔵工業大学環境情報学研究科修了
2005-11 オーガニックテーブル㈱
2005 「こどものためのオープンハウス」
のメンバーとして活動開始
2011
みっつデザイン研究所 創業
2014㈱みっつデザイン研究所 設立

加藤 渓一氏（H18 卒）
2008

『BIM（モデル）の多元的活用』

［テーマ］ デジタルツールとの付き合い方

1995

Handi House project

武蔵工業大学工学部建築学科卒業
（手塚研究室）
武蔵工業大学大学院工学研究科
建築学専攻修了（手塚研究室）
MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO 所属
studioPEACEsign 設立
HandiHouse project 共同設立

討論会

左記 3 名による討論会

2 時限（14:30~15:50）ー 3 時限（16:00~17:20）ワークショップ
みっつデザイン研究所

１時限（13:00~14:20）

8

君たちの可能性を世界と
つなげよう！

東日本旅客鉄道

2000

2006

武蔵工業大学工学部建築学科卒業
武蔵工業大学大学院 工学研究科
建築学（宿谷研究室）建築環境学
修士修了
梓設計で設備設計に従事
HHS プランナー＋アルヒテクテン /
ドイツ・カッセル
ガーターマン＋ショッスィヒ・ウント・
パートナー / ドイツ・ケルン
一級建築士事務所 エネクスレイン /
enexrain 開設
ケルン工科大学建築学科修了

BIM の日

司会：露木博視（S55 卒）

小林 一行氏（H18 卒）

東日本旅客鉄道 (JR) における
［テーマ］
建築の仕事

August

2017-

小室 大輔氏（H03 卒）

武蔵工業大学工学部建築学科卒業
（岩﨑研究室）
東京藝術大学 大学院美術学部建築
科入学 ( 黒川研究室 )
2006 -07 Chur Institute of Architecture
Switzerland 留学
2008
東京藝術大学大学院美術学部建築
科卒業 ( 黒川研究室 )
2008 -16 maurusfrei Architekten
2016 - Hosoya Schaefer Architects

４日目

2017

東京都市大学工学部建築学科卒業
（堀場研究室）
東京都市大学大学院工学研究科
建築学専攻卒業（堀場研究室）
㈱安井建築設計事務所 入社

清水 亨氏（H17 卒）
2005

３

教室：312教室

［テーマ］ BIM 社会におけるデジタルデザイン

浪川稜馬氏（H27 卒）
2015

TERRAIN architects

2005

日目

Tuesday

武蔵工業大学工学部建築学科卒業
（鈴木研究室）
1994-96 南カリフォルニア建築大学大学院
1997
コロンビア大学大学院 卒業
1997-98 Greg Lynn Form 勤務
1998-00 SHoP 勤務
2003桑原茂建築設計事務所 設立
2018相模女子大 教授

4 時限（17:30~18:10）

安井建築設計事務所

エネクスレイン

１時限（13:00~14:20）
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1994

3 時限（16:00~17:20）

ホソヤ･シェーファー・アーキテクツ建築都市設計

［テーマ］「趣味 × 建築」

August

2 時限（14:30~15:50）

少子化といわれはじめて久しく、各分野で人材の取り合いになってい
くことは明白である。今回、特別講義内容を組み立てるにあたり、後
輩達へのメッセージを込めた。それは、
「建築は楽しい！」ということ。
建築の実務と一言にいっても、情報化が進み、価値観が多様化した現
代で建築の実務者に求められる職能は多岐にわたっている。
学部の 2 年生段階で進路を定めている学生はまだ少ない。そこで特別
講師を選任するにあたり、できる限り様々なアプローチから実務に取
り組む卒業生に声かけした。
BIM の日：実務経験がそれぞれ、１年目、10 年目、20 年超の３方に
お越しいただく。目覚ましく変化する建築を取り巻くツール。学生た
ちは、その可能性や選択するポイントを習得できたのではないか。
国際の日：産まれた時からネットがある学生達。情報の中で国境を超
えるのは容易くなっている。が、実務者としての経験談を直接聞く機
会は少ない。今回は、スイス、ドイツ、アフリカで活躍する 3 方に登
壇いただく。建築に対するアプローチが全く違う３方で建築の自由さ
を楽しんで伺った。
環境の日：学生がイメージしにくい設備実務の話を関友亮さんにご登

2005

武蔵工業大学工学部建築学科卒業
（西村研究室）
2007
武蔵工業大学大学院工学研究科建築学専攻
博士前期課程 修了（西村研究室）
2007-08 東急建設㈱首都圏本部 建築事業部
建築技術員
2008-15 東急建設㈱技術研究所 材料・構造
グループ 研究員
2012
武蔵工業大学大学院工学研究科建築学専攻
博士後期課程修了（西村研究室）
2015愛知工業大学 工学部建築学科 講師

4 時限（17:30~18:10）

エンジニアリングの日
討論会

『エンジニアリングの今後の展望』
左記 3 名による討論会
司会：相原俊弘（S40 卒）

［テーマ］ 研究職という仕事

最終日 18:30 〜 20:00 特別講義講師陣と受講学生との懇親会／会場：1 号館 4 階 ラウンジ『オーク』

8月5日(日)

「環境の日」ワークショップ 学生の発表

BIMの日

●1時限「デジタルから建築をつくる」

濱田祐也

「環境の日」ワークショップ

氏（H18卒）日建設計

1.自己紹介：大学、就職、そして転職
濱田氏は、2009年大学院修士課程を修了し、組織設計事務所松田平田
設計に入社。官庁施設や教育施設の設計監理業務を経て、2015年より
日建設計に活動の場を移している。現在の主な業務は、デジタルデザ
インの推進を行うべく、会社戦略や仕組みづくりを担い、或いは、設
計者としてどのようにデジタル活用できるのかを探求している。
2.いま、していること：デジタルと建築を考える
建築業界におけるデジタル化がどのように起こっているのかを説明し
た。今現在では、組織設計事務所としてのスケールメリットを生かす
ため、データのつくり方や標準化を進めている。設計業務では、BIM
をキーワードにシミュレーションや数量概算、パースや動画のプレゼ
ンテーションなど様々な状況に応じて活用し始めているが、少数であ
ると述べる。
建築業界は、他業界に比べてデジタル対応できていない。海外と日本
を比較しても遅れをとっていると指摘する。より良い建築を作るため
には、建築業界全体で協力しあうことが重要であると述べた。
3.ふりかえり：デジタルとの出会い
自分自身がどのようにデジタルと出会ってきたかを振り返った。中
学・高校時代からOfficeソフトを使い始め、大学1，2年生の時には既
にCADやDTPソフトに触れていた。手書きが必要ないということでは
ない。単純に成果物をつくるにはPCやソフトが使ったほうが圧倒的に
速い。つまり、手間のかかる作業時間を短縮するために取り入れてい
た。そして、うまれた時間を効率的に建築の質向につながる検討をす
る。そうしたほうができあがったものの質は高いと考えていた。
デジタル技術を通じて多角的に建築を検討して根拠を明確にしなけれ
ば、納得してもらえない社会へと変化していると当初から意識してい
たという。
4.学生時代にやるべきこと：意識を持つことの大切さ
１つ目は、デザイン力を高めることであり、そのためには、「感性」
「環境」「理論」それぞれから生まれるデザインを意識したほうが良
いと述べた。「感性」とは、直感的に線を描いてよいものが作れるか
ということ。「環境」とは、人の流れや風・光などから得られる周囲の
情報をデザインに取り入れること。そして、「理論」とは、法規制や条

Report

会場：世田谷キャンパス 21C 教室、312 教室

特別講義委員長 中田理恵（H18 卒）

14 人の卒業生が充実した講義を展開

9

「第 13 回 如学会寄付講座」プログラム

第 13 回 如学会寄付講座［特別講義（1）建築の実務］

OB・OG の特別講師
による単位取得講座

件などからも建築形態が定まるという。これらは、街を歩きながら建築
やアート等をたくさんみる、気になる建築があればそのプロセスを勉強
するべきである。２つ目は、デジタルリテラシーを高めることである。
前述したとおり、社会人となればデジタルは必須である。デジタル知識
が足かせとなっては、やりたいことができない時もある。そうならない
ためにも自ら新しい技術やツールに近づき、貪欲に試しながら自分なり
の活用方法を見出してほしいと訴えた。（記：米澤昭）

●2時限「BIM社会におけるデジタルデザイン
ー デジタル環境をいかに使いこなすか ー」

桑原 茂

氏（H06卒）相模女子大学 教授

1．米国大学院で学んだこと、デジタル環境の使いこなすかについての
問題提議
初めに南カリフォルニア建築大学大学院、コロンビア大学大学院、
Greg Lynn Form、SHoPでの学びと仕事について、写真を交えて説明
があった。
留学というと英語が必須と考えがちだが、日本語で基本的な考察が
でき、図や模型を使って考えを伝えられることの方が重要で、コン
ピュータはソフトを操作するというよりプログラム考察の方が重要で
あり、思考の全ての局面で活用しようとする態度が重要であるという
考えが示された。
2．スタディツールとしてのコンピュータ
次いで、コンピュータ利用のうちの事前検討の分野の歴史について説
明を受けた。コンピュータは当初、大砲の命中計算という軍事利用か
ら開発が進められ、戦後、民事利用が進み、現在では目には見えない
ものを可視化するシミュレーションに使われるようになった。
3．生産ツールとしてのコンピュータ
更に高度な使い方である、生産ツールとしてのコンピュータ利用の説
明を受けた。この分野でのコンピュータ利用の例を概観し、今では
図面から加工機へ直接データ伝達する一品生産のコストダウンする漆
器、モックアップ、乾漆、建築ファサード等の例が示された。
4．これからのモノづくりを考える
ケーススタディ2件の紹介があった。1件目は御宿に建つ高齢者夫婦
のための住宅で、「バリアフリー、パッシブ環境の確保」をテーマと
したもので、各種のシミュレーションを駆使したデザインで、このシ
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浪川稜馬

氏（H27卒）安井建築設計事務所

1．自己紹介
浪川さんは、大学と大学院を都市大の堀場研究室を卒業し、安井建築
設計事務所(以下、安井事務所)に入社された、入社1年半のフレッシュ
マンです。安井事務所では、歴史文化施設や芸術大学校舎のプロポー
ザルに参加したり、地方自治体の庁舎や事務所ビルの設計に携わって
こられました。
2．安井事務所について
創立94年の歴史ある事務所で、代表作の野村證券ビルは今でも現役
です。浪川さんは東京事務所の設計部の公共施設・庁舎・官公庁・オ
フィスを担当する部署に属しています。
安井事務所は、我が国でも最も早くBIMを本格導入した事務所で、標
準化等を通じて、BIMの発展に貢献しており、BIMを用いて、VRやパ
ノラマVRによるわかりやすいプレゼンテーションにも取り組んでいます。
3．BIMの様々なメリット
BIMは、構造設計や設備設計との連携するほか、コストや仕上等の属
性情報も統合し1つのモデル（データベース）として管理し、そのモ
デルから①二次元図面の作成、②ビジュアライゼーション展開、③干
渉チェック、④製作の簡便化、⑤シミュレーション展開、⑥FMへの活
用が行えるという6つの長所を有しています。
BIMの6つのメリットは、設計者だけでなく、施工者、クライアントに
とってもメリットをもたらせます。設計者にとっては建築の概念を拡
張するような設計ができ、施工者にとっては施工ミスが減り、クライ
アントにとっては工期短縮の結果として事業費削減、維持管理の運営
面が安心につながります。
4．私の考えるBIMとの付き合い方と今後の期待
BIMはあくまでもツールであり、ミスや手間を減らし効率を高めるた
めものであるが、効率を高めることは創造性につなげることができる
と考えています。従来はスケッチ、2DCAD、3DCAD、CFD解析と進め
てきた工程が、現在では2DからCFD解析までをパラメトリックに行う
ことができ、ツールを活用することで、スタディの精度を上げ、建物
の形はこれまでにない形態になっていくことが考えられます。
「我々のような次世代の建築家はBIMを用いた設計を行うことによっ
て建築の概念が拡張できるようなデザインを創造する責務がある」と
締めくくりました。（記：米澤昭）

●4時限「BIM（モデル）の多元的活用」

討論会

司会：露木博視（S55 卒）

BIMの日討論会「BIM（モデル）の多元的活用」濱田講師、桑原講師、
浪川講師による討論会、司会：露木博視（S55卒）
1．小規模な設計事務所におけるBIMの活用についての説明
BIMの活用方法について、計画段階に行う企画及び設計での活用、施
工段階での活用、維持管理段階での活用に区分し、各段階毎に、どの
ような使われ方があるかの説明があった。
2．アイディアのビジュアル化について
建築士が関係者とアイディアを共有するため、伝統的に建築パースや
模型が用いられてきた。絵姿は、皆に理解を提供するからである。現
在は、この絵姿に変わるものとしてBIMが使われているという問題提
議があった。
建築学科の学生が、ツールを選択するのは、卒業設計の時が多いと思
うが、どのようなツールを使うと効果的か、自分の表現にどのツール
が相応しいか発見してほしい。
3．建築設計に対する取り組み姿勢
大学の姿勢もあり、3Dの使用を認める大学がある一方、認めない大学
もあるという報告があった。講師からも、学生時代にわざわざ3Dを使
うのは疑問だという意見が出た。学生は色々なツールに取り組むこと
が重要だとする考えがあるからだ。
都市大については、模型作りが盛んだが、それだけではなく、手書き
設計にも授業時間をかけていて非常によく、学生は、特定ツールに偏
るのではなく、手書き図面や模型作りも最低限のものは習得しておく
必要があるという意見が出た。
4．建築の学び方について
一般に学校は、枠をはめて学生を教育するが、学生はもっと自由な学

8月6日(月)

国際の日

●１時限「趣味×建築」

清水 亨

氏（H17卒）ホソヤ･シェーファー･アーキテクツ建築都市設計

趣味が長じて建築家となった清水氏。自分の内なる声に正直にした
がって生きてこられた結果として「趣味×建築」の道を続けている。
武蔵工業大学での実学を踏まえ、周りが全てクリエ一ティブな教育環
境の東京藝術大学大学院で刺激を受け、さらに海外留学で世界への扉
を開けて来た。単なる趣味好きなだけでなく多大な努力研鑽を積み上
げてきたものと思慮する。それを苦とせずに趣味というところがまた
憎いと思わないではいられない。
仕事の場として海外を選択されたのは、その環境の居心地の良さ、
日本の物づくりのプロセスの不透明さと比べて、シンプルに設計活動
が行える海外のデザイン事務所のあり方に、彼が趣味と呼ぶ設計への
姿勢=生き方が共鳴しての決断とのこと。
リズム感や即興的対応が求められるDJは、建築設計を進める上でも
大きく役立っていると言う。その場(環境)のインスピレーションを大
事にして、リズムとメロディーを調和させ一つの雰囲気を作り上げて
いく作業は、設計をまとめ上げていく手順と相通じるものがある。い
ろいろなイベントで行うDJ会場のレイアウトは毎回計画し直すとのこ
と。当然DJの中でリラックスできることが一番の目的かもしれないが。
maurusfrei Architekten 事務所でのロケーションを活かしたシンプ
ルな構成の作品つくり、ピーター･ズント事務所での1㎝のこだわり、
ヴァレリオ・オルジアティの出会いを経て、現在はハーバード大学出
身コンビが牽引する建築設計･都市計画･環境分析など、多様な設計
活動を手掛けるHosoya Schefer Architects（HSA）に在籍。趣味のス
キーを楽しみながら完成させた発着口枠取りのレッドカラーが印象的
なゴンドラ乗り場のリノベーション、コンペを勝ち抜いたサンモリッ
ツの空港の全面建て替え計画などが紹介された。
海外生活は、飛び込んでみれば何とかなる。頭で考えるよりは先ず
は行くこと。行って生活してみることが大事だ。学ぶ意欲さえあれば
受け入れてくれる環境がそこにはあり、自分の生き方が見えてくるこ
とを教えてくれた講義であった。HSAはインターンシップも受け入れ
ているので、東京都市大学からもぜひ応募されることを期待したい。
今後も「趣味×建築」の想いをより昇華させて作品作りに励み、その
活躍の軌跡報告を兼ねて再び母校での講義をして頂くようお願いした
い。（記：新居仁）

●２時限「君たちの可能性を世界とつなげよう！」

小室大輔

氏（H03卒）エネクスレイン

久しぶりに同期である小室君に会ったこの日，「職業は何？」と問う
たら，彼は迷わず「人生の旅人！」と答えた。今回の講師で最年長だ
ということで，一番年季が入っている。卒業して四半世紀，彼が何を
してきたのかを知る良い機会となった。
宿谷研の修士課程に在籍していたことは，同じ旧2号館にいたので、
よく顔を合わせていた。そのころからテレビなしの生活をしていた彼
は、卒業後、組織事務所に就職した。それから6年の勤務を経るも、
最後は会社の上司の反対を押し切って，単身ドイツに飛んだらしい。
しかし，ドイツで何をやっていたのかの説明がなかったので、詳しい
ことはわからない。その代わり、窓から見える向かいの家の様子と，
ドイツの「突き抜けた」建築をたくさん紹介してくれた。日本の建築
は，考えすぎなのかもしれない。コンセプトを詰め込みすぎる日本に
比べ，欧州はシンプルに3つまで。1つのコンセプトが力強いので，見
た目もインパクト抜群であるのが「突き抜けた」建築のようだ。彼が
日本に構えた事務所が，開設10周年ということで，日本での設備設計
者らしい仕事も紹介してくれた。彼の事務所の大家さんは広瀬研究室
の先輩なのだが、聞くところによると，彼はあまり事務所（日本）に
はいないらしい。
人生の器には，まず、お金で買えない大きなものを詰め込み、それか
ら現実といった細かいものを詰め込んだほうが，たくさんのもの（経
験）ができる…という話を引き合いに出して講義を終えた。
仕事の遍歴というより，海外へ出るための心得が今回の講義の大半を
占めた。最近の彼の本業（食いぶち）は，どうやら設備設計者である
ようだが，如学会の100人展に，ウクライナから大勢の学生を連れて
きたり，欧州建築見学ツアーのコーディネーターをしたり，幅広い活
動をしている。結局，小室君が何者なのかは，はっきりしなかった。
要は，自分らしく，やりたいと思ったことは躊躇することなく，実行

に移す。思い切って世界に出よう！ということを言いたかったらしい。
最後に，授業の一環であるこの講義で，レポートを提出することに意
義を唱える。小室君は，相変わらず変わった男である…。（記：寺内朋子）

●３時限「アフリカでつくる」

小林一行

氏（H18卒）TERRAIN architects

小林一行氏は本学在学時にアフリカのウガンダに滞在・研究の経験があ
る。東京芸大の大学院修了後の設計事務所勤務を経て、2010年にインド
ネシアで子供たちのための小さな図書館をつくる機会に恵まれる。その
後ウガンダで学生寮（2011－2016）と日本食レストラン（2016－2018）
の設計を手がけ、日本とアフリカを行き来する生活を続けられている。
講義ではこの3作品について解説。何れの作品もたいへんユニークで魅
力的な建築で、その場所の自然環境と現地の人々の生活文化に結びつい
た、オンリーワンの建築と言えよう。●インドネシアでは日本と同じよ
うな「床に座る」という生活スタイルに着目。約8ｍ×8ｍのワンルーム
を4つの空間に分けて、床に段差をつけ様々な座り方ができる場所をつ
くり、全体を方形屋根の小屋裏天井が内部空間を１つに包み込むデザイ
ン。図書館でありながら机や椅子がなく、子供たちが自由に座って本を
読み、語り合っている様子が印象的であった。●赤道直下のウガンダ学
生寮では強い日差しと南北方向に吹く風が建築計画上の環境条件で、現
地で作られる精度の粗悪なレンガが建築をつくる基本材料。これらの条
件から導き出された建築のカタチが、南北に4.5ｍピッチで設定した軸線
上にレンガ壁を立て、片流れの屋根を架けるというシンプルな構成。南
北面はガラス又は開放とし、レンガ壁上部の欄間部分もガラスまたは開
放とすることで、東西レンガ壁のつくる影と欄間からの採光、南北に吹
きぬける風がエアコンなしで過ごせる快適な空間を実現している。●３
作目の建築で特徴的なのは、やはり地元で簡易に入手できるユーカリ材
を使ったフレーミング構造と茅葺屋根のデザイン。Y字形に組んだ木造フ
レームが、まるで樹林のように林立する空間イメージは「詩的」ですら
ある。矩勾配で造られた茅葺屋根の直截な造形は高須賀晋の名作「生闘
学舎」を思い起こさせる。●TERRAIN architectsのTerrainとは「土」とか
「地形」を意味する英語で、氏の建築コンセプトは「TERRAIN + people
+ time」。地域の風土と人々と、その土地の歴史に根ざした建築―とい
うことであろう。ヴァナキュラーであることがインターナショナルに通
じるとも言える小林一行氏の建築。今後の活躍が次代の建築文化の新し
い流れを創っていくことを期待したい。（記・小林捨象）

●４時限「世界と自分」

討論会

司会：栗田祥弘（H10 卒）

「国際の日」として海外で活躍されている講師の方々に、」建築への取り
組み姿勢、プロジェクト紹介、何で私が海外へのレクチャーを受けた。
纏めとしての討論会の司会を担当された栗田さん(2年生後期の設計担
当講師)は、海外留学、海外事務所(オランダ)で働いたのち、隈研吾事
務所でも海外プロジェクトを担当され独立。まさに国際の日の講義討
論会に相応しい司会者であった。
講演者に共通するテーマを3つに絞り討論会を進めて行った。
①選択肢は複数持つ
生き方の選択肢を広げ逃げ場を作ることが必要(小室)、建築をベース
にDJ、相互に影響を与える(清水)、日本と海外、領域を広げる中で客
観的にみられる(小林)、海外に行くと日本のことを訊かれ、日本への
理解が深まる(栗田)
語学も含め複数の環境を通して相互に刺激し合い理解を深めることが
可能(全員)
②場の最適解を求める
空気や光の流れをいかに取り込むのに何が最適化を求める(小室)、観
察行為を通してその場の空気を感じ環境に会った素材や工法を模索す
る(小林)、人の動き、生活を見てその環境を理解する(栗田)、環境が作
られた理由を見つけ出す(小林)、スイスはやる事がないが人間味の再
発見、楽しさといった単純な思いに帰り建築をシンプルに考えられる
(小林)、その場の環境にできるだけ近づけた設備環境を作る（小室）
人がやっていない突き抜けたものを作りたい(小室)
③建築の精度
ロープウエイの発着所の際にロープの誤差が下で数㎝の物が頂上では
数十センチになってしまうことが起きた(清水)、インドネシア、ウガ
ンダでは1㎝の誤差を追及するよりも場の素材・工法技術を駆使して
作り上げたもの。但し図面はまっすぐに書き，スケッチや模型を通し
て求める制度を伝え続けていく(小林)、できない時は笑って終わり、
お互いに作る楽しさを共有することが大切(小林)
総括として、建築を作っていくにはコミュニケーションが大切であ
り、伝達手段としての語学力(複数)、スケッチ、模型等の伝達手段の
研鑽をつむことが必要。2年生としていろいろなことにチャレンジし
ていってほしい。その選択肢の一つが海外ということ。
生き方はという質問に対しては、楽しむことが一番大切という全員の
意見であった。（記：新居仁）

8月7日(火)

環境の日

●１時限「東日本旅客鉄道（JR)における建築の仕事」

関 友亮

氏（H12卒）東日本旅客鉄道

関友亮氏は、当大学建築学科(近藤研究室)を卒業後、丸紅設備株式
会社を経て、2005年に東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)に入社され
た。関氏の講義は、まず自己紹介からスタートし、丸紅設備に勤務さ
れていた際に担当した施工物件の紹介、JR東日本での主な略歴につい
て述べられた。
関氏は在学時代、テニスサークルでの活動と接客業を中心としたア
ルバイトに明け暮れていたとのことである。JR東日本入社後は、駅や
関連施設の維持管理・改修計画や工事監理の職に携わり、現在は上野
駅で設備助役として活躍されている。
講義のなかで、JR東日本における建築の仕事についての説明があっ
た。そのなかで、社会的責任が大きい社会インフラを扱うこと、企画
から工事監理、維持管理に至るまでの建築のすべての業務に関連して
いることなどをポイントとして強調されていた。また、技術者として
必要な力として、①工事をまとめる調整力、②鉄道工事の与条件を決
める力、③工事を進める推進力、について力のこもったレクチャーが
なされた。
講義終盤では、これまでの社会人人生を振り返り、20代はどんな仕
事でも一生懸命こなし、経験を積むことの重要性を説かれた。
建築学科の学生にとっては鉄道会社における建築従事者が果たす役割
を知ることとなり、聴講した学生には良い刺激になったと思われる。
関様、大変ありがとうございました。今後とも、学生の就職など含め
まして、よろしくお願いいたします。（記：小笠原岳）

●２－３時限「箱型模型を用いたモデル実験から建物の外皮と
熱のふるまいを学ぶ」ワークショップ

廣谷純子

氏（H07卒）みっつデザイン研究所

2－3時限目は、廣谷純子氏の担当であったが、当日、急用があり、
急遽、中田理恵氏（H18年卒）、川口佳子氏（H18年卒）、小笠原岳
氏（H11年卒）が担当された。2時限目は中田氏が講義を担当した。
「おばあちゃんち、暑い寒い問題」を皮切りに、日本の断熱事情、省
エネ基準強化の歴史、世界の窓の断熱基準などの紹介があり、世界の
レベルと比べ日本の建物の外皮性能は劣ることが説明された。次にエ
ネルギーの輸入量、エネルギー消費の建物内での割合、ヒートショッ
クでの死亡者数などが説明された。そして断熱とは動かない空気の層
をつくるという仕組みが説明された。以上を踏まえて、パッシブデザ
イン・パッシブ建築のポイント、断熱性能を向上させ冷房・暖房で使
用するエネルギーを削減することの重要性が説明された。3時限目は
実験キットを使って「箱模型を用いたモデル実験から建物の外皮と熱
の振る舞いを学ぶ」というワークショップ形式の授業が行われた。こ
こでは、電球を太陽に、窓のある箱を建物に見立てた。冬モデルは①
何も入っていない箱②蓄熱材としてのタイルが入っている箱③タイル
および断熱材が入っていて窓ガラスが二重の箱、夏モデルは全て箱に
断熱材があり、①カーテンがかかっている箱、②外にすだれがかかっ
ている箱、③タイルが入っていて窓の外にすだれがあり夜は窓を開け
て風を入れる箱の6モデルを用いた。受講生を6班に分け、各モデルの
昼間、夜間を各16分間、さらに昼間を8分間、2分毎に温度計測を行っ
た。結果はグラフにまとめ、班ごとに話し合った結果を発表した。外
皮性能の重要性について実感したとの感想が多く述べられた。最後
に、小笠原氏が改めて外皮をデザインする上でのポイントを説明され
た。受講生は、外皮性能の講義を、実験によって経験でき、発表をま
とめる中で外皮性能の重要性を考えることができた。以上のように
「環境の日」にふさわしい授業であった。（記：藤井研一）

●４時限「建築環境の過去･現在･未来」

討論会

司会：小笠原岳（H11 卒）

討論会は関氏、予定していた講師にご不幸があり、急遽講師をしてい
ただいた中田氏と前日講師として登壇していただいた小室氏に加わっ
ていただいた。司会の小笠原氏の質問で進められた。
■学生時代どのようなことをしていましたか？
中田氏：手塚研から首都大学東京の大学院に進み、首都大学東京では
環境、構造、意匠の先生に同時に指導を受けコンバージョンに興味を
持ち、取り組んだ。
関氏：テニスに明け暮れ勉強はしなかった。アルバイトで厨房システ
ムに興味を抱き近藤研に進み、4年生は置換換気の実験が面白く集中
して研究した。

Report

●3時限「デジタルツールとの付き合い方」

び方に挑戦してよい。
結論を先に決め、使い方は後付けでしたポストイットを例にあげ、本
気になって取り組んだのであれば、例え失敗したとしても、身に付け
応用できるようにしてほしいという意見があった。BIMはこれからの
ツールであり、BIMによる設計もこれからある。学生は後発者優位の
立場を享受しながら、見極め対応するのが肝要であるという意見も出
た。（記：米澤昭）
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ミュレーション・スタディをしたことでオーナーの理解を得られ、実
現につながった旨の説明があった。
2件目は国産間伐広葉樹材の商品開発への活用例で、複雑な形状の材
を組み合わせて椅子を構成する内容である。複雑な形状のため、工場
では治具作りだけで2週間は必要と言われたが、3DCADのデータ、レ
ザーカッターを使うことで、僅か2時間で対応できた。
デジタル時代の今日、デザインは、スタディだけでなく、加工のプロ
ダクトビリティ向上や、更には一品生産しても生産コストは変わらな
いという優位性を活かす必要がある。（記：米澤昭）

●１時限「手作りで街や建築を作ること」

加藤渓一

氏（H18卒）Handi House project

「手作りで建築・都市をつくる」をテーマに自信の体験談を踏まえた
講義だった。「世にある都市・建築には人の手が介する」というモッ
トーに、加藤氏は現在さまざまなプロジェクトを進行している。影響
を受けた思想として、チリの建築家アレハンドロ・アラベナ氏の講演
を例え話にあげ、住宅の供給が追い付かなくなる未来に、「半分は公
的資金・半分は自分で」というスキームの提案の重要性を説いた。
「半分は自分＝ユーザー視点」に共感をし、手作りで施主自身の暮ら
しつくることもを目的に活動している。家づくりは「LIVE」と捉え、
「つくる」を日常に持ち込むことで、「暮らし方＝生き方」を施主と
一緒になって考えていくことを大事にしている。
なぜ、今の思想になったかというと、在学時代にふじ幼稚園（手塚教
授設計）でのワークショップを実施したことが大きく影響している。
そこから、在学時代の友人と、ハンディハウスプロジェクトを立ち上
げ、「妄想から打ち上げまで」を合言葉に活動をしている。アイデア
を生み出し、実際に作って使いこなすところまで、すべて自分たちの
手でつくりあげる。つくることに関わる全ての人が、ハッピーになる
ことが彼らのやりがいである。加藤氏の活動は日本国内にとどまら
ず、東ティモールでコーヒーショップの建築を“現地”で“現地の職人”
と、モノづくりをしてきた。言葉は通じなくても、モノづくりとい
う人間共有の行動原理をコミュニケーションとして活用することで空
間を作り上げていく。加藤氏自身の学生時代の取り組みがもたらした
力作であった。国内では、「日野の家」で、工事真っ最中の現地に施
主が先行して引っ越し、「居ながら工事」を行った。一般的な建築現
場はネガティブな要素も逆転の発想でポジティブに捉えた。毎日現場
で施主とコミュニケーションをとれることが現場にアクセントとなっ
た。急に仕入れた部材であっても、ライブ感をもって、建築にとりこ
む。施主も作業するときは職人に見立ててコミュニケーションをと
る。施主に責任を与えることで、本気なってもらい、建築により愛着
が増すのである。住宅にとどまらず、「松陰PLAT」は駅前再開発のプ
ロジェクトである。施主はその街に住む家族、その街に訪れる人々で
ある。つくる過程もまちづくりととらえ、建築作業期間も情報発信を
続け、住民をまきこんだ。間接的なイベントだけでなく、床塗を一緒
に施工を行い、地域住民が積極的に再開発にかかわっていく関係性が
つくれた。町の人とも建築をつくり上げるプロセスを共有する。そう
することで、街の人が媒体となり、建築の存在が広まるのである。

●２時限「地方公務員とまちづくりの仕事」

羽生晃子

氏（H19卒）横浜市役所

講義のはじめは、羽生氏が建築界に飛び込んだきっかけから始まっ
た。建築学科でも受託課題の講師を務められた「長谷川建築デザイン
オフィス」にインターンシップに行き、住宅設計の魅力を感じたこと
が大きなきっかけである。そこから、女性としての転換期を迎え、学
生時代に住吉研究室で都市計画を学んだきっかけから、横浜市役所で
都市開発に従事している。それまでのプロセスで、海外にホームステ
イをしたエピソードなどを交えながら学生の興味を集めていた。現職
での取り組みを事例として挙げ、現在、横浜市の都市開発のマスター
プランの概略を講義した。普段、学生の学ぶ学術的に都市計画学では
なく、世界的な大都市の「生の声」を述べていただいた。複数の地区
から形成されており、それぞれに特徴的な都市機能を土地性にあわせ
て配置している。明治初期から国際的な窓口としている歴史性を考え
ると納得である。それぞれの特徴をつなぐ、交通ネットワークの整備
も同時進行している。ハードの整備だけでなく、ソフト（取り組み）
も重視している。
また、横浜市役所の移転にともなう跡地活用事業を例にあげた。国
際的な産学連携を行うことがメインテーマで決まっているとのこと。
地域に開かれた都市型キャンパスを新たに設けることで、今現在の大
通公園のイメージを変え、活性化につなげる動きもある。村野藤吾設
計の現庁舎は原則改修して再活用予定だが、今後の事業者によっては
取り壊しの対応も起こりうるという、日本建築業界にとっては悲しい
トピックなども教えてくれた。東京オリンピック開催に向けた横浜市
の取り組みとしては、「交通」と「観光」のジャンクション機能を強
化することで新たな来訪者の獲得を目指している。横浜スタジアム改
修や北仲通北地区再開発事業での複合商業施設などが例に挙げられ
た。民間事業との連携でも、まちづくりを行っている。
建築にも目を向けると、羽生氏が担当した元町・山手地区の事例をあ
げた。地域住民がまちづくりルールを策定した内容に目を向け、これ
に横浜市としてのサポートを行い、推進条例にもとづく認定を行っ
た。行政指導の対象となることで強制力を持たせ、より良い街づくり
につなげている。
多くの機能を要する大都市横浜とは身近な学生が多い中、自分ごと
のように講義に聞き入っていた。建築が集合することで街はできあが
り、そこにはハードだけではなくソフトも必要であるという「現場の
声」は、建築界での活躍を目指す学生にとってとても良いアクセント
になる講義であった。（記：川上竜）

●３時限「エコタウン事例について」ワークショップ

中田理恵

氏（H18卒）中田製作所

中田さんの自己紹介は，学生時代所属した都市計画研究会の楽しそう
な集合写真から始まった。卒業設計は，古いビルを使った街のベン
チ。首都大学東京大学院では，学校改修を研究テーマに。大学院修了
後は日建設計に就職し，熊本空港や東急プラザなど大規模建築に関わ
るかたわら，東日本大震災の被災地で，仮設住宅を即席で断熱してエ
ネルギー効率を上げるプロジェクトのボランティア活動などをされて
いた。結婚を機に，ご主人の中田製作所へ。
本題はエコタウンの事例紹介。電気エネルギーについて，東日本大震
災での原発事故，そして，北海道胆振東部地震で発電所が停止し，大
規模停電を引き起こしたのは，記憶に新しい。日本では再生可能エネ
ルギーの比率がなかなか上がっていない。住宅だけとっても環境先進
国のドイツに比べ，日本に同レベルのエコ住宅がいかに少ないかを示
した。日本でも，ある程度のエコ住宅はつくられているが，エコタウ
ンとなるとなかなかない。まずドイツのまちで，実際に行われている
エネルギー供給システムを紹介。まちでのエネルギー自給自足に加え
て売電もでき，経済的にもうまくいっている好事例であった。その
後，日本の今。再生可能エネルギーの可能性や木材自給率，省エネ基
準などから「高断熱でエネルギーを減らしつつ，再生可能エネルギー
を使うのが正解」という。そして，日本で実践されたエコタウンの事
例を示していただいた。岩手県紫波町では，地域の木材を使うことは
もちろん，地域の工務店が積極的にかかわり，「経済流出を防ぎ健康
増進・エネルギーの節約・林業の復活」で「地域での内需拡大」を獲
得したという。地方の過疎化が進むなか，こういった街が増えること
を願ってやまない。
最後は，中田さんが現在取り組まれていることを紹介された。「断
熱タイニーハウスプロジェクト」「ハンディハウスプロジェクト」
「HEAD研究会」そしてご自身の結婚式もされた「逗子海岸海の家

シーサイドリビング」など。建築を「職業」としてではなく，ご自身
そのものとして楽しんでいる中田さんの，今後の活動に，目が離せな
い。（記：寺内朋子）

●４時限『「これからのまちづくり』

討論会

司会：川上竜（H25 卒）

「これからのまちづくり」と題した討論会，まず，年代がほぼ同じ3
人のが学部2年の時に何をやっていたのかきいた。中田さんは，今の
ご主人と付き合い始めた。加藤さんは，「巨匠になりたかった」の
で，まじめに設計の課題に取り組んでいた。羽生さんは，設計の課題
がないときは，パン屋でバイトをしていた。と，共通していたのは，
製図室に泊まり込んで課題に取り組んでいたということ。これは，数
十年つづく建築学科の風景らしい。
場が和んだところで，この日のテーマでもある「まちづくりについ
て」の今後をどう考えるかをきいた。
加藤さんは，やりたいこと「つくることで都市問題を解決する」。
明治維新前まで日本は，大工がまちをつくっていた。ストック社会に
おいて，そんな仕組みを取り戻したい。すべて用意されたまちではな
く，ひとが主体的にかかわり，それぞれのひとがそれぞれの場所を生
み出していけば，現代の都市問題が解決できるだろうといわれた。
羽生さんは，つくって「どう運用していくか」というエリアマネジメ
ントの重要性が高まると考え，その組織づくりについて，今進めてい
る「北仲マルシェ」を例に挙げてくれた。
中田さんは，建築家のマスタープランのような大きな計画案ではな
く，「どんなまちに住みたいか」「どんな家に住みたいか」という，
小さな欲求から，それを実現できる社会にしてけば，住みやすいまち
が増えていくだろうといわれた。
登壇者の彼らが卒業してからの10年間と，学生たちが卒業してから
の10年間は，まったく違う10年であって，今回の話は，何の参考に
もならないかもしれない。そういう時代の変化に対応していく力が必
要になるので，残された夏休みに，海外旅行でもしてみたらよいので
はないかということで，海外旅行の失敗談やアドバイスをしていただ
いた。また，DIYについては，研究会などで，みんなで取り組んでは
どうか？と勧められたり，女性は大変などと感じずにやりたいことを
やって楽しんでほしい，など，和やかに討論会を締めくくった。
（記：寺内朋子）

8月9日(木) エンジニアリングの日
●１時限「PC･PCa･PCaPC」

今村雅泰

氏（H11卒）ピーエス三菱

今村さんは私が学部を卒業した時に（1964年）既に教鞭をとっておら
れた構造の望月先生の研究室の最後の学生として２００１年に修士課
程を修了している。そして１年間設計事務所などでアルバイトなどを
して我が国でPC構造のトップメーカーの一つである現在の会社に入社
している。そして現在に至るまで建築設計＋PC設計グループの一員と
して設計や学会活動および国際会議への参加など幅広い活動を続けて
いるようだ。
まず学生にも聞き覚えのある有名なシドニーのオペラハウスを紹介し
て、これがプレキャストプレストレストコンクリート構造（PCaPC）
で成立していること及びそれに日本人の構造技術者が参加している事
を説明した。また我が日本の今村氏も設計、製作に参加した最近の実
施例を踏まえながらそれぞれPCやPCaとは何か原論と成り立ちを絵で
示して解り易く説明してくれた。
さらにPC構造を構成する部品が工場でPCa(プレキャスト部材)として
あらかじめ製作され工事現場に持ち込まれてPC鋼材により緊結組み立
てられてPCaPC構造が出来上がっていく様を写真で丁寧に示してくれ
た。そして本構造が一般の鉄筋コンクリート構造に比し優れた特性を
持ち、魅力にあふれた未来思考の構造であることを紹介した。本学で
は通常講座にない授業内容なので２年生には多少レヴェルの高さを感
じる人も居たかも知れないが、大変貴重な意味のある授業になったと
感じている。 (記：相原俊弘)

●２時限「建築物の健康診断」

崔 井圭

氏（H06卒）レトロフィットジャパン協会

崔井圭（チェジョンギュ）さんは、濱本研究室で博士課程を修了さ
れ、2013年からレトロフィットジャパン協会に勤務されている。講義
の前半は、建築物の健康診断に興味を持ったきっかけとして、韓国の
サンフンデパートの崩壊について、建築構造を軽視した、建物の用途
変更・改修工事が、原因であることが紹介された。また、過去の地震
被害についても、特徴的な建物の崩壊を、いくつも紹介し、学部２年
生が理解できるよう、丁寧な補足説明が付けられていた。講義対象が
学部２年生（19～20歳、1998年頃生まれ）であり、1995年の阪神淡
路大震災についても、あまり知らない訳で、傾いたり、転倒したり、
破断したりと建物の崩壊する姿が学生の心のどこかに、届いてほしい

と願った。
そして、いよいよ建築物の健康診断についての講義となった。「構造
ヘルスモニタリング技術」と呼ばれるもので、建築物全体を捕らえ、
損傷領域を絞り込み、損傷程度を予測するものである。医者が聴診器
を用いて、人間の拍動・呼吸の音を頼りに、診断するように、建築物
の振動（常時微動や、地震動による揺れ）を計測し、振動特性（固有
振動数）の変化を用いて診断を行う。この技術により、定期的な健康
診断が行われれば、建築物の傷みに気づき、適切な時期に適切な補修
を行うことができる。
さすがに、後半の講義は学部２年生には難しかったようで、前半の建
築物の崩壊の原因などについて、質疑があった。
構造力学というものが、それほど高度な数学ではなく、算数（＋、
－、÷、×）程度で、あくまでも数字は、その量、大きさを表すため
に活用する言語のようなものだから、あまり抵抗意識を持たないでほ
しいという、話もあった。（記：三好敏晴）

●３時限「研究職という仕事」

鈴木敏志

氏（H06卒）愛知工業大学 准教授

鈴木さんは2007年に本学の大学院博士前期仮定西村研究室を終了し東
急建設の技術部員から技術研究所に入社し平成15年まで研究員として
務めたようです。一方で2012年には本学大学院博士課程を修了して博
士号を取得しています。つまり会社務めと大学院生の2足の草鞋を履
き研究とその論文を書いていたわけで、その大変さは時に筆舌に尽く
しがたいものがあったと、同じような経験のある私には想像がつきま
す。後の討論会で述べていますが自分の信じる道を進んでいる充実感
が苦労を上回っていたのではと想像します。本学出身で大学の研究者
となるのは極めて少数であり、構造分野は特に貴重です。これから後
を目指したい後輩の為にも研究者として発展してほしいとエールを送
りたいと思います。鈴木さんの主たる研究テーマは建築構造の免震装
置の研究開発のようです。地震被害を有効に低減する装置の開発と研
究は目下日本では大いに発展していますが。まだ未知のこともありさ
らに今後の発展が見込まれる
分野でもあります。2年生にはかなり難度の高いテーマでした。それ
でも質疑をくれる学生さんがいて感心したのです。鈴木さんの授業に
刺激を受けて将来後に続く学生が出てくれたら嬉しいと思はずにはい
られませんでした。（記：相原俊弘）

●４時限「エンジニアリングの今後の展望」

討論会

司会：相原俊弘（S40 卒）

特別講義の最終日である、「エンジニアリングの日」の討論会は、司
会を相原俊弘氏（エス・デー・ジー）と私（三好敏晴・造研設計）が
担当し、今村雅泰氏、崔井圭氏、鈴木敏志氏に質問する形で進行し
た。いろいろと難し話もあったが、二つの質問・回答について紹介する。
（どうして構造を選択したのか？）
今村氏：構造というのは、ある程度の条件を与えれば正解がでるシン
プルなもので、シンプルな構造という面から設計をしていくのもおも
しろいと思った。
崔氏：韓国で建築を学んでいる間に、２年間の兵役期間中に軍隊で現
場監督を経験し、建物を設計するには、デザインだけではなく、いろ
いろと分かっていないとダメだと改めて感じたことを記憶している。
構造設計をやりたいと思い大学に入り、意匠設計も格好いいと思いな
がら、現場を経験して、最終的には構造を選択した。
鈴木氏：幼稚園のころ大工さんに憧れていて、建築かなぁ～という感
じで大学に入った。大学で学んでいくうちに、建築はみんな（意匠・
構造・設備）で造るものだと感じた。同期にもデザインをやっている
友達がたくさんいた。そして自分の”やりたいこと”と”やれること”が
違っていると感じた。結果”やれること、得意なこと”を選んだ。
相原氏：私は、当初から構造デザインが気になっていた。サクラダ･
ファミリアの設計者であるアントニオ・ガウディに興味があった。
キャンデラ、トロハは構造デザイナーであり、構造をデザインしなが
ら、建築をデザインする魅力にはまった。みんなも、なにか自分にあっ
た道に進めることが幸せだと思う。道を見付けて、頑張って頂きたい！
（仕事の魅力は？）
今村氏：ＰＣａで攻めたデザインをしてこられることに、構造設計者
として全力で答えたい。建物が完成したとき、「いいものを造ってく
れた」と、言われたときはうれしい。
崔氏：古い設計図書を見ることがとても楽しい。図書になかには、当
時の設計者の思いが込められており、たくさんの事を学べる。
鈴木氏：研究では、未だ発見されていないことを発見できたときはう
れしい。開発では、大学の時から携わってきたものが、実際の建物に
使われているのを見たときは感動した。教育では、学生が頑張って、
単位を取ってくれたときは、とてもうれしく感じる。
そして、建築を取り巻く環境は、日々変化しており、これからも研究
したり、取り組みたいと思えるテーマがたくさん出てくるはずなの
で、今日の話を少しは参考にしていただき、皆さんの発展に繋がると
すばらしいと思うと、相原さんによって締めくくられた。（記：三好敏晴）

Report

8月8日(水) まちづくりの日

加藤氏の思想は、施主自ら積極的に建築に意見を言える環境をつく
り、最終的に施主自ら作る風景を作っていくことでる。施主が、建築
に対して受動的ではなく能動的に行動できるのである。「ただ線を描
くことだけではなく、建築に取り組む姿勢」に多くの学生が耳を傾け
る講義であった。（記：川上竜）
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小室氏：2年間で128単位中120単位近く取得したと記憶している。三
年生のときには、年に10日間くらいしか大学に来なかった。その代わ
り、時給が3,000円や4,000円といったバブル期の高額なアルバイトで
稼ぎ、そのほとんどをスキーにつぎ込んだ。他にバンド活動に熱中し
ていた。4年と大学院で宿谷研に学ぶ。
■印象に残っている先生？
中田氏：手塚研でふじ幼稚園の設計に関われたのが今に生きている。
光環境の小林先生のカップル研究が面白かった。岡山先生は授業以外
でも研究室に通い、雑談を通して得るものがあった。
関氏：環境系に興味があり、近藤先生の熱計算の理論を理解できたこ
とが良かった。
小室氏：研究室を直感で1年生の時に決める。意匠系に行くなら広瀬研
究室、環境系では宿谷先生の研究室と決めていた。自然を取り込むこ
とや、環境とのつながりが建築デザインの根拠になると思い、環境系
の研究室に進んだ。
■研究室選びをどのようにしましたか？
中田氏：意匠系であれば環境、構造も考えなければならないと思い選
択しました。意匠系では組織事務所の岩﨑研とアトリエ系の手塚研が
あり、手塚研を選択した。
関氏：消去法で環境系を選択した。先生と直接話し先輩にも話を聞い
て判断した。
小室氏：宿谷先生との議論を通じて、生命や自然、光や熱の流れの本
質を知ることができた。その影響を強烈に受けたことが、現在の自分
を形成している。今も時折、宿谷先生に相談している。感性を磨き、
直感に従って研究室を選択する。
■学生へのメッセージ
中田氏：根本的には学生時代から変わらない。学生時代に興味の種を
探し育てて10年後20年後に開花させて欲しい。
関氏：インフラをやりたかったので施工会社から転職した。転職に際
しては自分の実績と能力をアピールし会社に役立つことを印象づけた。ま
た、当日の講義に関する学生のレポートに細かく回答していただいた。
小室氏：最初の就職は、価値観、判断基準等、その後の人生に多大な
影響を与える。回り道が、結局は近道であるように思う。悩んでいた
時に宿谷先生が言ってくれた言葉を紹介。「小室くんが探しているこ
とは、世界中のどこへ行っても見つからない。それは、自分でつくり
上げるものではないですか…」と言われたことが大きな転機となった。
学生に役立つ質問と回答であった。時間が足りずテーマについて討論
されなかったのが残念であった。（記：丹羽譲治）

「新 ･ 建築 1〇〇人展 2018・大学展」

共催 : 東京都市大学建築学科、校友会

巡回展を「隅田公園リバーサイドギャラリー」にて開催

卒業生１００人の社会における活動を紹介します
開催スケジュール：2018 年 11 月 3 日［土 ･ 祝］-11 月 4 日［日］

11/1［木］
出展作品郵便 ･ 宅配
搬入日 AM 必着

●着払いは不可

11/2［金］
持込みによる搬入 AM 必着
●大学内への車両の入構は

近隣の有料駐車場をご利用
ください。
近隣のコンビニエンススト
アの駐車場は、ご利用なさ

10:00-18:00 入場無料
■今年度より「進路ガイダンス」に先駆け、
「企業
紹介パネル」のコーナーを新設します。
■
「設計
（2）
」
学園祭演習課題発表展示
（学部 2 年生）
構造デザイン研究会・デザイン研究会・都市計
画研究会よる発表展示

らないで下さい。

■第 8 回ホームカミングデーに参加しよう！
2018 年 11 月 4 日［日］14:30東京都市大学世田谷キャンパス新 6 号館（61C 教室）
（さくらセンター）2 階
12:30学内見学（希望者）受付
12:45-14:15 学内見学
14:00受付
14:30式典
15:00懇親会

11/5［月］
出展作品搬出日
（搬出される方のみ）

●「浅草展」への巡回を希望
されない方は事前にご連絡
の上、この日にお引き取り
下さい。

東京都世田谷区玉堤 1-28-1
東京都市大学建築学科

TCU 祭１日目

11/30［金］ 12/1［土］ 2［日］
出展作品
搬入日
AM 必着

●模型出展希望者
は、その旨を申

3［月］

1.

100 人展 ･ 展示鑑賞

2.

記念講演会 ･ シンポジウム

で搬入して下さ

日暮雄一氏（H05 卒／写真家）ほか

2.

記念講演会 ･ シンポジウム

み着払いで郵送
いたします。

会

場：隅田公園リバーサイドギャラリー
東京都台東区花川戸 1-1
アクセス 東京メトロ銀座線 ・東部伊勢崎線・都営地下鉄浅草線「浅草」
18 番出口より徒歩２分
特別展示講演会：2018 年 12 月 1 日［土］16:00-17:30
オープニングパーティ：2018 年 12 月 1 日［土］18:00-20:00（左ページ参照）
展示期間：2018 年 12 月 1 日［土］－ 9 日［日］11:00-20:00 入場無料
搬入：11 月 30 日［金］
搬出：12 月 10 日［月］9:00-20:00
■応募要項
●出展料：7,000 円
※事前納入を原則とさせていただきます。10 月 19 日 [ 金 ] までに必ずお振込み下さい。
※振込先 口座名「如学会」ジョガクカイ みずほ銀行 自由が丘支店 普通口座：1779875
※出展料は、展覧会運営費・広報費として活用させて頂きます。
●郵送・搬入先：〒 158-8557

東京都世田谷区玉堤 1-28-1

東京都市大学建築学科 4 号館 2F
（鈴木浩 宛）(11 月 1 日［水］着 厳守 )
●問合せ（連絡先）
建築 100 人展実行委員長
天草「崎津教会」
（長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産）

撮影：日暮雄一（H05 卒／写真家）

多くの皆様のご出展とご来場を歓迎いたします

丹羽譲治

E-MAIL：100ninten2018@jogakkai.jp

携帯電話：080-1056-4594

●主催：東京都市大学建築学科同窓会［如学会］
●共催：東京都市大学建築学科教室。東京都市大学同窓会［校友会］
●出展にあたりご留意いただきたいこと
１．代表作、新作の出展、絵画、スケッチ、写真など建築の分野の作品に限ります。
2． 出展パネルは、
「大学展」
「浅草展」ともにサイズ、仕上げは自由ですが、A1 サイズ
を基本として、10 枚まで。大学展ではお預かりしたパネルの中から調整させて頂き
ます。浅草展は会場が広い（770㎡）ので原則的に全て展示可能です。搬入は大学展

日暮雄一氏（H05 卒／写真家）ほか

時にお願いいたします。

18:00-20:00（参加費：5,000 円）

3．模型は、
「大学展」
「浅草展」ともにご自身の搬出・搬入が原則となります。

会場：クルーズ船貸切（東京都観光汽船）

「大学展」から「浅草展」へ転送を希望される方は、丹羽までお知らせ下さい。

途中、船上から花火を鑑賞します。

※詳細は、メールマガジン、如学会 HP にてお知らせします。

用意頂いた方の

■ 開催日程／浅草展

16:00-17:30

浅草→レインボーブリッジ→浅草

※頑丈な箱をご

ＯＢ・ＯＧの方々、出展の皆様も是非ご参加いただき懇親を深めて下さるようにお願いします。

パネラー：山岡三治氏（上智大学名誉教授／イエズス会日本管区長補佐）、
矢野和之氏（S44 卒／文化財保存計画協会）
・岩波智代子氏（三沢フォトライブラリー）
・

3. オープニングパーティ

自らで搬出して
下さい。

多くの方々をご招待します。

■ 浅草展・特別企画 : 世界文化遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」

14:00-16:00（時間は自由）

●模型出展者は、

初日の「オープニングパーティ」には、マスコミ関係、建築家、建築関係者、大学関係者などと理事、顧問など

ておりますので、お申し付け下さい。宅配の際に返送用の送り状を同梱下さい。)

100 人展 ･ 展示鑑賞

是非、鑑賞に足を運んで下さい。

18:00-20:00（ご招待者：無料、会員：5,000 円）

（ 2 日、5 日は大学内への車両の入構は出来ません。お車で搬出入をされる場合は、
近隣の有料駐車場をご利用ください。宅配での搬入、着払いでの返送も受け付け

1.

出展作品
搬出日
（10:00-16:00）

一見の価値ありです。

16:00-17:30

矢野和之氏（S44 卒／文化財保存計画協会）
・岩波智代子氏（三沢フォトライブラリー）
・
3. オープニングパーティ

12/1・2・8・9

10［月］

的な光の効果でプロジェクション。

14:00-16:00（時間は自由）

場：建築学科棟１階グランドギャラリー（製図室）

2018 年 12 月 1 日［土］14:00-20:00

9［日］

小林茂雄本学教授指導による会場への導入路を印象

展示期間：2018 年 11 月 3 日［土 ･ 祝］－ 11 月 4 日［日］10:00-18:00 入場無料
郵送 ･ 宅配：11 月 1 日［木］AM 必着
搬入 ･ 展示：11 月 2 日［金］搬出：11 月 5 日［月］

オープニングイベント

8［土］

● 特殊照明

2018 年 12 月 1 日［土］14:00-20:00

し出の上、自ら
い。

7［金］

オープニングイベント

■ 開催日程／大学展

●特別企画 : 世界文化遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」

6［木］

● 特別企画「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」12/1-9

船上
オープニング
パーティ

TCU 祭 2 日目

本年「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」が「世界文化遺産」に登録されました。
これには我らが東京都市大学（旧・武蔵工業大学）の学友・如学会会員である三沢博昭氏（S42
卒／写真家（1900-2009）10 年前、写真集「大いなる遺産 長崎の教会」を出版）並びに日
暮雄一氏（H05 卒）
・2013 年渋谷ヒカリエで「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」写真展
を開催）というふたりの写真家の作品群と、同じく矢野和之氏（S44 卒・文化財保存計画協会）
の影のチカラが大きく働いたと言えます。
そこで、今年は三人の卒業生の功績を讃え、以下の特別イベントを企画しました。
多くの建築関係者・文化人・一般・メディアの方々をご招待しています。
是非、万難を排してご参加下さい。

5［水］

11:00-19:00 入場無料
※ 12/1［土］は 11:00-17:30

「100 人展」は、卒業生の様々な仕事の成果の発表の場、自己表現の場であるのみならず、同窓の再会の場であり、
お祭りでもあります。他大学に類をみないこのユニークな展覧会に、出展の有無にかかわらずご来場下さい。
作品を鑑賞しつつ昔の友人たちと久々の出会いと親睦を深めましょう。

会

4［火］

会場：隅田公園リバーサイドギャラリー

東京都市大学「新 ･ 建築 100 人展 2018・浅草展」

18:00-20:00

オープンキャンパス

鈴木浩 宛
090-8052-0945

開催スケジュール：2018 年 12 月 1 日［土］-12 月 9 日［日］

会場：クルーズ船貸切（東京都観光汽船）
浅草→レインボーブリッジ→浅草
※詳細は、メールマガジン、如学会 HP にてお知らせします。

卒 業 後 50 年（S43）
、45 年（S48）
、40 年（S53）
、35
年（S58）
、30 年（S63）
、25 年（H5）
、20 年（H10）
、
10 年（H20）
、5 年（H15）の方々にはご案内を発送
いたしますが、他のどの年度の卒業生の方々も自由に
ご参加いただけます。

送付先：〒 158-8557

100ninten

11/4［日］

東京都市大学「新 ･ 建築 100 人展 2018・大学展」

会場展示作業

出来ません。
お車で搬入される場合は、

14

会場：建築学科棟（東京都市大学世田谷キャンパス 4 号館）

11/3［土・祝］

「新 ･ 建築 1〇〇人展 2018・浅草展」

貸切クルーズ船でのオープニングパーティと花火鑑賞

模型の出展を歓迎いたします。

100ninten

共催 : 東京都市大学建築学科、校友会

主催 : 東京都市大学建築学科同窓会 ･ 如学会

15

主催 : 東京都市大学建築学科同窓会 ･ 如学会

澤田伸一氏（S48 卒／竹中工務店・長期ドバイ駐在・如学会国際委員長）同行

週末利用：超多忙な皆様のための海外研修 3 泊 5 日弾丸ツアー

16

Report

参加者一同エントランスホールにて

WORK エリア

空間の中央にコーヒーコーナーを設ける

自身の資料をロッカーから出し作業を行う

STORING（STORY+STRINGS）と名付けた
一枚の紙から始まる浮遊する造形物

参加者リスト
鈴木亨（S46）、山岡嘉彌（S46）、小西正雄（S47）、
丹羽譲治（S48）
、
露木博視（S55）、芝本敏彦（S55）、山極裕史（S59）
、
宮崎英典（S63）
、
宇野充（H13）、竹下加奈子（H18）、柴田由紀、皿海美智、田夛俊基、
多良彩花、吉田周平 （敬称略）
学外参加者を含め全参加者 15 名

少子高齢化に伴う人口の減少、育児や介護との両

る。そのため、都会と田舎の 2 拠点生活をするス

立などで働き方が多様化し、働き方を見直すべく

タイルも増えている。さまざまな働き方がある中

「働き方改革」があらゆる場所でさけばれている。

で、海外の事例を聞くと、時代に合わせて進化し

そのような状況の中、時代の変化とともに進化を
続ける企業のひとつコクヨのライブオフィスを訪
ねた。
1500 坪（90 ｍ× 80 ｍ）のワンフロアーに、文具
部門とファニチャー部門の社員 800 名程が執務し
ている。空間に間仕切りはほとんどなく、周りで
起きていることが把握できるオープン型のオフィ
スである。社員ひとりひとりが毎日働きたい場所
や時間を選択して、自分らしく働くスタイルを実
験的に行っている。
そこで働く社員自身で、日常的に働く環境につい
て考え、その都度フィードバックを行い、より良
いオフィス環境となるようアップデートしてい
く。また、いたる所に社員同士がコミュニケーショ
ンを図れるスペースを点在させ、意図的に対話す
る場を創り出していた。
社内見学の前にまずは、最近の働き方や働く環
境 に つ い て 研 究 し て い る WORKSIGHT 編 集 員 ／
WORKSIGHT LAB. 研 究 員 で あ る 田 中 康 寛 氏 に オ
フィスのトレンドについて、事例を交えながら説
明いただいた。
■ WORK SIGHT
WORK SIGHT は「会社の悩みは環境の工夫で解決
できる」をコンセプトに、世界の先端をゆく組織
の働き方や働く場所を追求し、さまざまな実践知
とソリューションを提供する研究機関であるコク
ヨ株式会社 WORK SIGHT LAB. が発行している、働
く環境を考える企業に向けたワークスタイルの情
報を発信するメディア媒体である。
■企業の「働き方改革」の目的

続ける企業は、社員を第一に考えているように感
じた。社員が働く環境に満足していると顧客も満
足させることができ、社員と会社が良好な関係を
築くことができる。働く環境が充実することはラ
イフスタイルの充実にも繋がるのではないかと感
じた。
■部門間の交流
部門ごとでスペースが分けられていないため、部
門間の交流が図りやすい。交流の場のひとつとし
て、ファニチャー担当の方が、自社の文房具を使
用し、その感想を文具部門にフィードバックする。
身近な意見を元に、より良い商品を開発すること
に繋げていた。
■ユーモアあるネーミングの執務空間
執務空間は、経営陣と入社 3 年目までの若手メン
バーとの対話による意見交換で生まれた。大きく
は「ENTRANCE」「WORK」「PARK」の 3 つの空間
に分けられている。
「ENTRANCE」には受付と来客用打合せスペースが
完備され、一枚の紙から始まったコクヨをコンセ
プチュアルに表現した造形物が来訪者を出迎えて
くれる。
「WORK」スペースは、フリーアドレスとグループ
アドレスに分けられ、各自にノート PC、携帯電話
が配布され、場所や組織に縛られない働き方を導
入している。
「PARK」は、オープンな空間でも集中して仕事が
できるようにテントのような形状の仕切り空間の
ある「TENT( テント )」、イベント、ランチ、プレ
ゼンテーションなど多目的に利用可能なコミュニ

企業の「働き方改革」の目的として生産性の向上
が重要であり、短い労働時間で付加価値（利益）
のある仕事を行うことで、生産性を上げていく。
労働時間を短くするためには、個性を尊重しパ
フォーマンスを高める。付加価値を高めるために

ケーションのハブとなる「POOL」、社員動線の近
くに参会者や資料を目にすることができるよう配
置した打合せスペースの「PICNIC」で構成されて
いる。中心には、社員のさまざまな要望をワンス
トップで受けるコンシェルジュが常駐する「DRIP

は、異なる強みを融和したイノベーションを行う。
そうすることで企業としての生産性を向上させる
ことができるとのこと。
これはとても理想的な考え方であり、頭では理解
できるが、実際に実現していくことはなかなか難
しい。しかし、意識することはできるかもしれな
いと考えさせられた。

＆ DROP」を設け、イベントの開催、コーヒーの
サービスなども行い、社員のお助け隊となってい
る。また、個人の物を収納できるまとまったスペー
スがほとんどないため、週に 1 度だけ業務終了後
にデスク周りを掃除する時間を設け、日常的に整
理整頓を行うことを習慣化していた。

■オフィスのトレンド
世界では、場所と時間を自由に選択する働き方「
Activity Based Working (ABW) 」がトレンドとなっ
ているようだ。ABW は元々オランダで生まれた
ワークスタイルで、オフィス以外の場所で自由に
働く分散型と、オフィス内で好きな場所を選んで
自由に働く集中型に分別される。この働き方はま
だまだ日本には定着しておらず、在宅勤務や固定
のオフィスを持たないコワーキングでも 3 割程
度である。今の時代、パソコンと携帯があればど
こででも働くことは可能であり、都会でないとで
きなかったことが田舎でもできるようになってい

最後に、見学時に社員の方々とすれ違う際、
「い
らっしゃいませ」とのご挨拶に個人的にほっこり
し、働く環境は働き手自身のちょっとした工夫で
変えられること、ちょっとした「ワクワク」が必
要であること等に改めて気づかされ、今私自身が
働いている環境は？とハッとさせられた刺激ある
時間を体験させていただいた。
今回のセミナーと見学は、是非とも会社を経営す
る方にも実際に体感してもらえると、働く環境に
ついて再度見直すきっかけになるのではないかと
思いました。

海と砂漠の近未来都市デザインとルーブル ･ アブダビ見学

2018 年 10 月 18 日［木］－ 22 日［月］

往復羽田発着、エミレーツ航空

視察の目玉は竣工間もない話題作、海に浮か
ぶ「ルーブル・アブダビ」
（ジャン・ヌーベル
設計）に入館し、建築とルーブル美術を堪能、
ドバイの超高層建築「ブルジュ・ハリファ」
（124
階建・828m）では日本製のエレベータで最上
階まで上り、市内を眺望して砂漠に出現した
蜃気楼のような近未来都市の全貌を俯瞰しま
す。ザハ・ハディドのオフィスや未来博物館
の工事現場も観て、モノレールに乗り、ユニー
クなパームのリゾート開発を見学します。有
名なスパイス市場や画期的な競馬場見学やア
ブラ船に乗船して、ベリーダンスも鑑賞。食
文化探訪としては、ダウ船上のビュッフェディ
ナーのほか、アラビア料理、中華料理を食べ、
最終日はドバイの最も華麗な噴水で有名なド
バイファウンテンを見ながら、有名なレスト
ラン「ビーチェ・マーレ」でイタリア料理を
堪能します。これらのレストランとホテルで
はお酒が飲めます。呑兵衛の皆様に念のため。
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Tour

記：竹下加奈子（H18 卒／大成ユーレック）

共催：東京都市大学・校友会、柏三水会

「ドバイ ･ アブダビ都市建築ツアー」

コクヨオフィス見学会
2018 年 10 月 03 日［水］

PARK エリア全貌

主催：東京都市大学建築学科同窓会・如学会

2
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●主に見学する予定の建築群
お蔭様で予定催行人数をはるかに越えた
28 名となり募集を締め切りました。「如
学会 NEWS・2019・春」号で旅行のレポー
トを掲載予定です。

１．ブルジュ・ハリファ／エイドリアン・スミス

８. ザ・パーム・ジュメイラ

２．ドバイ銀行／カルロス・オット

９．ルーブル・アブダビ／ジャン・ヌーベル

３．ドバイ未来博物館／キラ・デザイン（工事中）

10．ルーブル・アブダビ／ジャン・ヌーベル

４．ドバイ国際空港／ダール・アル・ハンダシャ / 施工：竹中工務店

11．ジュメイラ・ビーチ・ホテル／アトキンス

５．ヤスヴァイスロイ・アブダビ

12. オーパス・オフィスタワー／ザハ・ハディド（工事中）

６．ブルジュ・アル・アラブ／アトキンス

13. メイダン競馬場／竹中工務店

７．シェイク・ザイード・グランドモスク
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［実験的オフィス］未来の本社機能のあり方に挑戦

祝

竣工

東京都市大学 新 6 号館竣工記念シンポジウム
世田谷キャンパス再編の一環事業として
2018 年（平成 30 年）7 月 22 日（日）
新 6 号館 1 階ホール
シンポジウムパネラー：堀場

弘
佐藤 淳
小林 茂雄
千葉 貴史

―

東京都市大学教授・シーラカンス K&H ／設計監修

―

佐藤淳構造設計事務所／構造設計

―

東京都市大学教授／照明デザイン

―

建築ピボット／外装計画

レポート：山口裕照（H10 卒）日刊建設工業新聞社
新 6 号館

まうが、隠れてもなお生きるというイメージで構造を考えている。

時の 4 年生に建物全体の照明計画をまとめてもらった。私たちが考え
たのは、大学の施設でありながら、できるだけ暗くしたいということと、

をなくした計画とし、できる限り大きな平面を確保するようにした。

などを統合した理工学系の実験実習棟として計画された。今後予定さ

その結果、回廊状の廊下、対角に配した階段、ラウンジを配置したシ

■堀場

鉄骨柱は 40 センチだが、外寸は 65 センチぐらいになってい

色温度をできるだけ低くしたいということ。色温度が高い 5000 ケルビ

れる世田谷キャンパスの再開発による活用や、自然科学系の拠点とな

ンプルな構成となった。各室はガラスのパーティションを多用して可

る。これは接合部に出てくるダイヤグラムの外側に耐火被覆を吹くた

ンの光は照度が 500 ルクスぐらいないと陰気な感じがする。しかし色

ることが想定されている。将来にわたってさまざまな分野の教育研究

能な限り透明性を確保し、学生が互いの気配を感じられ、交流が生ま

め、外寸が決まってしまうからだ。耐火塗料を使っていれば外寸は 40

温度を低いと、100 ルクスくらいがちょうど良く感じる。暗くすると

活動を受け入れる建築となる。

れる場の提供を意識している。

センチとなっただろう。

いうことと、色温度を低くすることをセットにして考えた。

日々進歩する理工学系の実験・研究施設であることから、今後の研

基本的には天井を張っていないので設備機器やダクト類をすべて見

教室や実験、実習する場は、5000 ケルビンの昼白色で計画した。最

藤淳（構造設計監理）、小林茂雄（照明計画）、千葉貴史（外装計画）

究内容の変化に対応するため大きな無柱空間を目指した。13 メートル

ることができる。建物の高さが制限される中、13 メートルのスパンを

も作業しやすく、緊張感ができるような光となる。それ以外の空間は

の 4 氏による講演・見学会が開かれ、学生たちに新 6 号館の設計意図

の大スパンを 3 列に配して、空間の自由度を高め、将来のレイアウト

実現し、梁下や空間を確保するために天井を張らなかった。理工学系

できるだけ色温度を低くし、リラックスした会話やコミュニケーショ

や見所などを紹介した。

変更にもフレキシブルに対応できるようにしている。

の実験実習棟なので見えることが教育的な意味にもなっている。

ンを生むよう計画した。廊下や階段、ラウンジ、エントランスといっ

7 月 22 日に新 6 号館の整備に携わった堀場弘（設計監理協力）、佐

近隣への配慮として、実験用配管やダクトなどが外周部に極力露出
■堀場

しないよう、建物内部に設備シャフト（メカニカルシャフト）の設置

木のルーバーで自然の揺らぎが実現できるのか、千葉さんに考えてい

を提案した。八つあるシャフトは、構造的に耐震性を高める部分でも

ただいた。

旧 6 号館は科学実験室や物理実験室、機械系製図室など、さまざま

あり、各種実験配管やダクトをスムーズに下階の排水設備または屋上

な用途が混在していた。世田谷キャンパスの再編の一環として、まず

設備機器へ取り回すことを可能としている。メカニカルシャフトには

旧 6 号館の機能を移すことになった。新 6 号館には旧 6 号館を主体に、

自然光が差し込み、暗くなりがちな建物中心付近にある各室、階段、

等々力キャンパスの総合研究所などの機能も一部移転された。今回配

廊下などの共用部に明るさをもたらす役割も担っている。

置された実験室や研究室などは暫定的なもの。キャンパス全体の再編
計画に基づき、今後さまざまに用途が入れ替わっていく。こうしたこ

構造の問題のグレードが高いため、佐藤さんに構造システムについ
て解説していただきたい。

建設地は大学が新たに取得した敷地で民家などに囲まれており、計

■佐藤
今回の構造は極めて

■千葉

いう、タスク・アンビエント照明を提案した。そうすることで作業し

ている方が自然に感じる。これまでの研究で、自然界に存在するさま

ているところの気配を廊下から、より感じられるだろう。

ざまな観測値の変動から揺らぎを検出し、それが「ｆ分の１」（1 ／ｆ）

ている。特徴は設備スペースでもあるメカニカルシャフトと呼ぶコア

ていた。ルーバーの取り付け部材は、175 ミリ間隔と決められており、

加え、さまざまな機能が入るため互いの関係性がある程度築けるよう、

部分だ。13 メートルという比較的大きいスパンの大空間がたくさん必

それぞれの部材によって見付け幅と、その空き間隔が変化する。こう

室内の間仕切りを透明にしてインタラクティブな空間をつくった。

要で、その耐震性をどう確保するかということ。スパンの小さいコア

した条件で、１／ｆの揺らぎが実際にできるのかを検証していった。

メンテナンス以外で設備スペースに入ることはないこのため純ラー

向では、１／ｆのある程度の相関があるようだが、奥行き方向は勾配

面は木のルーバーを用い、東西面は植栽を施し壁面緑化を行った。屋

メン構造でありながら、階の途中を梁でつなぐことができた。このお

が緩くなるほどノイズ的な傾向が表れているものも散見された。最終

外空間を快適な塀のないグリーンスペースとして開放している。西側

かげでコア部分の耐震性を格段に増すことができた。ブレースを入れ

的には、設計者の選択した値から生成された揺らぎパターンで見付け

の道は緑道として公共的に整備し、地域に開いている。

て固いコアにしてしまうと、杭の引き抜き力が大きくなってしまう。

幅方向、奥行き方向とも１／ｆ的な性質の見られるものを採用した。

少し柔らかいラーメン構造で耐震を確保している。
■堀場

目的教室や 200 人の教室、貸研究室、事務室を配し、2 階に一般教養

柱には、熱間成形角形鋼管を使っているのも特徴の一つ。冷間で鉄

系実験室、3 階に機械系実験室・製図室、共同実験室、4 階にエネルギー

板を曲げて角パイプをつくると、角の部分の材料が劣化してしまう。

化学系の研究・実験室と、建物全体を分かりやすくゾーニングした。1

また冷間成形角形鋼管だと柱が太くなってしまう。熱間成形角形鋼管

的に選び、模型をつくったり、エレベーションを書いたりして絞り込

階と 3 階の一部には、今後のキャンパス整備計画を進める上で必要と

を使うことで 40 センチ角の柱になる。4 階建てで 13 メートルのスパ

んでいった。

なる予備スペースを設置している。天井の高い大きな多目的教室は将

ンという規模にしては、かなり細い柱となっている。

風致地区の高さ制限により建物高さが 15 メートルに抑えられた中、

プログラムで揺らぎのパターンを出してもらう。そこから先は恣意

小林先生には照明計画でいろいろとご協力いただいた。

一方、梁はややオーバースペックにして、大量のダクト類を通す穴
を開けている。梁の下を通すという手段もあったが、梁の中間を通す
とトータルで梁せいが小さくなる。柱や梁の鉄骨はほとんど隠れてし

■堀場
小林先生の提案で実現できたのは半分ぐらい。ただ学生と一緒に取
り組んだことが実現したという意味では、大きな成果があったと思う。

いくつかの揺らぎパターンで解析した結果、どの系列も見付け幅方

自然に近いエンベロープ（覆い、外皮）を建物にまとわせてた。南北

定されており、建物の真ん中で平土間となっている。

外構の照明も均等に配置するのではなく、暖色系の光を少し低くし
ている。暖かみが建物から感じられるような計画をさせてもらった。

今回、南北面に配置する木のルーバーで、１／ｆの揺らぎをつくる
ことができるかどうかを検討した。ルーバーは、60 × 70、60 × 90、

との距離をできる限り確保した。フレキシブルな空間をつくることに

来、総合研究所の展示スペースやイベントスペースに変わることが想

均一に明るくするのではなく、実験室エリアはベースの照度を 300 ～
400 ルクスと暗くして、作業するエリアで足りない所に光を加えると

60 × 105、60 × 120 の 4 種類のユニットで構成することが条件となっ

1 階は、多くの人が行き交うことを考慮して 300 人を収容できる多

ガラスのパーティションを使い、学生たちが互いに気配を感じると

すためには、ある程度ばらつきがあったり、微妙に揺らいでいたりし

単純。柱と梁で構成し、筋交いも入っていない純ラーメン構造となっ

部分をつくり、耐震性に効かせようというアイデアとなっている。

ている。

均一や等間隔の状態は不自然を感じる。自然界の柔らかさなどを表

画道路にも面している。建物をコンパクトに集約することで近隣住宅

周辺は一戸建て住宅やマンションで囲まれているので、できるだけ

た公共空間はすべて 3000 ケルビン、会議室は 3500 ケルビンで提案し

いうコンセプトがある。それを暗さと明るさで計画してみた。全体を

であることが報告されている。

とを想定してフレキシビリティーのある建物にしなければいけなかっ
た。

外装については、自然的なエンベロープという考え方を取り入れた。

■小林
2 年程前に堀場先生から照明計画を考えるよう要請された。そこで当

【建築概要】
東京都市大学新 6 号館
構造規模：鉄骨造 4 階建て
敷地面積：4401.00㎡
建築面積：2100.56㎡
延床面積：7909.16㎡
設計監理：学校法人五島育英会総務グループ（施設担当）
、株式会社東
急設計コンサルタント（建築・電気・空調・衛生設備）
、佐藤淳構造設
計事務所（構造）
設計監理協力：東京都市大学堀場研究室（シーラカンスＫ＆Ｈ）
、
ＧＡヤマザキ（植栽）
施工：東急建設株式会社
設計期間：2016 年 2 月～ 2017 年１月
工期：2017 年 2 月～ 2018 年 3 月

Lecture

コスト縮減が必須だったため、掘削土を減らすことを優先して地下階

設「東京都市大学新 6 号館」。旧 6 号館と 18 号館のほか、総合研究所

19

18

Lecture

世田谷キャンパスの教育環境向上プロジェクトで大きな柱となる施

上：竣工記念シンポジウム
下：実験室

ルヴァン美術館「黒川紀章・その声に聞く美学と使命」

「ウエハラコマチ」内覧会

軽井沢日帰りツアー
「美術と文化講座」

設計：栗田祥弘氏（H10 卒／栗田祥弘建築都市研究所）

2018 年 9 月 9 日［日］
記：露木博視（S55 卒／オフィス露木）

構造：三好敏晴氏（H10 卒／造研設計）
記：新居

如学会員作品見学会

仁（S48 卒／元・三菱地所設計）
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ツアー全行程

千住博美術館（新建築より）

飯箸邸

居室内部

小田急線代々木上原駅から徒歩 6 分、上原の商店街を抜け
て住宅街に入ると『ウエハラコマチ』と名付けられた長屋
が立っている。
開発企画は、隣接するウエハラノイエ（新建築 201808：
伊藤博之建築設計事務所 ) を手掛けたアスコット社。
路地上のアプローチの先に本実型枠の立て板で仕上げられ
た打ち放しコンクリートの壁が、来訪者の視線を力強く受
け止めてくれる。
大きな石畳（RC 打ち放し。四周砂利敷き）の中庭を囲ん
でコの字状に住宅が配置され、白い外壁に対比して黒色の
扉が並んでいる。
291.4㎡ (88 坪 ) の敷地に 16 戸を入れ込み、各住戸の快適
性を確保する設計は難しい。
住戸はすべて違うタイプで構成され空間に変化を与えた計

右：栗田祥弘氏

メゾネットタイプの見下げ

画を行い、企画側の要求に応えている。
扉を開けるとキッチン空間、階段、小室、サニタリー等々
と配置を変え、構成 ( 設計 ) の難しさが見て取れる。
斜面地の特性を生かし１階レベルを 80㎝下げ、壁構造、
スラブフラット構造により高度斜線を守りながら 3 階構成
の住戸空間 ( 主に 2 層 ) の各階の天井高さを確保している。
コの字状の住戸配置は東西南北からの光や風を各住戸に招
き入れ、狭小な空間に快適さを与えている。
デベロッパー側の下での設計内容は、段差の処理、サニタ
リー、キッチン、居住域とのバランス検証や、仕上げ材の
扱い等の制約があり、ディテール等に苦労の跡がうかがえる。
この経験を活かし次のステップでは更なる感激が味わえる
ような設計をしてくれることを確信できる良い内覧会で
あった。

■ツアー行程 東京駅 9 時集合、往復は北陸新幹線（東京 軽井沢）を利用し、軽井沢では事前にチャータしたマイク
ロバスで移動した。現地滞在時間 8 時間 30 分という短時間
の中、講演会を聴講し、５施設の見学、加えて高級フレン
チレストランで昼食と、今回も中身の濃い見学会であった。
そのタイムテーブルは左図のとおり。
■千住博美術館（西澤立衛 2011 年 )
千住博氏の約 100
点を所蔵・展示する美術館。外観まわりは、曲面を描くガ
ラス張りとなっていて、外の樹木の緑や光が内部に入り込
んでいるような空間になっている。内部はワンルーム空間
の連続で、白く広い空間の中、独立した１つの壁に１作品
という「独立壁展示」により一つひとつの作品をじっくり
と見ることができる。床は地形のままの緩やかな傾斜となっ
ていて軽い山歩きを想像させられた。残念ながら内部は撮
影禁止で記録に残すことはできなかった。
■飯箸邸 ( 坂倉準三 1941、坂倉竹之助 2007 移築 )
坂倉準三が、パリ万国博覧会日本館の設計でグランプリを
受賞した後、日本へ帰国して最初に手がけた作品（木造住
宅）。偏心した切妻の大屋根と、居間南側の大きな扉が特徴。
2007 年に解体の危機を超えて、東京世田谷等々力から現在
の地、軽井沢へレストラン『ドメィヌ・ドゥ・ミクニ』と
して「活用的移築保存」（移築）された。
建物内に入るとすっきりとデザインに対抗するように床材
などに使用されている木材に重厚さが感じられた。
■ Domaine de mikuni（ドメィヌ・ドゥ・ミクニ）：昼食
建物探索の後、待ちに待ったランチです。お腹もちょうど
いい具合に空いた頃でした。さすがミクニのお料理です。
どれをとっても最高の美味しさでした。特に “ ヴェルヴェー
ヌのアイスクリーム ” は、忘れることができない美味しさ
だった。
■講演「黒川紀章・その声に聞く美学と使命」
会場は、アトリエ・ルヴァン ( 坂倉竹之助 2018) で行われた。
講演は、1974 年 5 月 25 日に開催された文化学院特別公開
講座で録音された黒川氏の音声を再生し、岡山先生がその
解説を行うという形で進められた。デジタル処理された 40
才の黒川氏の声は、目の前で話されているかのようにクリ
アで聞き覚えのある声だった。黒川氏の講義は、ムードの
ある独特の語り口調で、黒川氏の美学と使命、宗教的建築
論を学生に向けて優しく丁寧に話されていた。また、その
講義の内容を解説された岡山先生の話の中にも黒川氏への
熱き想いを感じられた。質疑応答では、先生の解説の効果
もあり、改めて黒川氏への賞賛の声が多かった。
■ルヴァン美術館 ( 西村伊作・移築 1997)
企画展「西村伊作とその子供たち」が開催されていた。西
村伊作は、大正期を代表するモダニストで、絵、陶器、建
築設計など多彩な才能を併せ持っていた。文化学院の創立
者である。西村伊作の次女ユリは、後に坂倉準三氏と結婚
する。
■軽井沢発地市庭 ( 宮本忠長建築設計事務所 2016)
久米勇一（S60 年卒）の作品。軽井沢の食文化発信拠点、
南軽井沢エリアの観光振興の拠点とした農産物直売施設。
建物南北の斜めのランダムな列柱は、うねりのある屋根と
一体となり特徴的な外観をとなっている。
■くつかけテラス ( 宮本忠長建築設計事務所 2012)
同じく久米勇一（S60 年卒）の作品。図書館の他、観光案
内所等を併設した駅複合施設。和洋折衷風な外観が特徴的
である。

如学会・柏三水会関係者参加者：大森康幹 (S33)、
廣田幸子 (S37)、中村陽一 (S38)、山岡嘉彌 (S46)、
大金直人（S48）
、露木博視 (S55)、大藪元宏 (S59)、
三好敏晴 (H10)、古屋歴 (H11)、石田彌 ( 電友会 )、
辻 修 ( 柏三水会 )、大澤方江 ( 武蔵工業会館 )、栗
原女以（大学元職員）（敬称略）
学外参加者 5 名を含め全参加者 18 名

講演：岡山理香准教授

Report

2018 年 9 月 29 日［土］

講演中（アトリエ ･ ルヴァン）
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斬新な求心的長屋の提案

REPORT

講演：岡山理香 先生（東京都市大学准教授）

講演終了後の記念写真（アトリエ ･ ルヴァン）

ルヴァン美術館

軽井沢発地市庭

くつかけテラス

いま、原発事故を考える
福島県いわき・古滝屋「原子力災害考証館」

REPORT

赤レンガ卒業設計展 2018

如学会・青年委員会

「joint」

福島第一原子力発電所は 2011 年 3 月 11 日の東日本大震災の影響により、放射性物質の放出を伴った重大な事故を引き起こしました。そして今、事故から

2018.03.22 － 03.26

７年半が経とうとしています。事故後停止していた全国の原子力発電所のいくつかは、既に再稼働中または再稼働可能な状態にあります。これまで原発に
関する論文や書籍が多数発表され、テレビ等でも特集が組まれ、また公共施設での展示も行われています。皆さんはこの７年間で原発についてどのように

石川 朔巳

知り、どのような考えを持つことができたでしょうか？
記：東京都市大学大学院建築学専攻

手塚研究室

（東京都市大学・手塚研究室）

数藤朱梨

なぜ「旅館」で原発資料館か？
国や県が伝える原発事故と、メディアを通して見る原発事故、そし
て福島に住む方々が語る原発事故とでは、原発に対するアプローチ
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これは古滝屋旅館の一室を原発事故に関する資料室として改修する
プロジェクトです。旅館に来る方々はもちろん、この資料室を目的
に来るわけではありません。この部屋は、客室から温泉へ向かう廊
下でお客さんがたまたま出会う一室です。通りかかったついでにふ
らっと立ち寄ってもらうような資料室で、私たちはまず、この「ふ
らっと」の滞在時間を少しでも長く伸ばすことを目標にしました。
資料室だけど一息もつける、資料室だけど重々しくない、旅館なら
ではの資料室を目指し、もともと畳敷きの和室であることを手掛か
りに畳を一部残し、腰を下ろして観覧してもらう仕組みや、あえて
行き止まりのある動線をつくりました。

墨田工業高校にて、什器製作風景

手を動かしてはじめて気づく

既存空間から出てきた解答

資料室、内観

ありのままを出発点にして

また畳を残したことにはもうひとつ理由があります。震災後、いく
つかの復興プロジェクトに関わらせていただく中で、「残っている」
ということが人々の気持ちに与える影響の大きさを私たちは知りま
した。そして、この資料室についても、この旅館の空間を消してし
まいたくないという思いから、畳をひとつの大きな手掛かりにしま
した。畳を残したまま什器をどう置いたらいいのか設計段階で随分
悩みましたが、スタディを重ねた結果、什器を配置する部分の畳だ
けを剥がし、
「什器をくくる」という解答に辿り着きました。そう
することで什器の手前にもう一段階「層」を追加し、狭い部屋の中
でも什器と人との間に一定の距離感を持たせています。一見、人
が歩くことのできる範囲が狭く窮屈になるのではないかと思います
が、什器は什器、人は人で床の質にメリハリを持たせ、人が居座る
用の場所を確実に用意してあげることで、同じ配置で直接畳に什器
を設置した時よりも、長時間居心地のよい空間にしました。また同
時に、部屋の中に動線の溜まる箇所をつくることも可能にしました。

什器の製作は、東京都立墨田工業高校の建築科の皆さんにご協力い
ただけるということで、私たちも木工のご指導を頂き、ひとつひと
つ手作業で作り上げています。什器の木枠はなるべく細くしたいと
いう私たちの趣旨を伝え、木材の性質等教えて頂き、最終的には私
たちの技量の限界とのバランスを見つつ、25mm 角のタモ材で作っ
ています。具体的な素材や技術が自分の設計に影響してくる体験は、
普段の設計課題とはまた違う刺激的な体験で、建築設計の面白さを
またひとつ知る貴重な機会になりました。木工所の貸し出しや木工
指導をして頂いた墨田工業高校の皆様をはじめ、本プロジェクトに
おいてご支援頂きました如学会の皆様、内装施工・アドバイスをし
て頂いたいわき市職人館の皆様、心より感謝申し上げます。皆様の
ご尽力あって、無事完成させることができました。ありがとうござ
いました。

との交流は、自分にとっても刺激的でかけが
えのないものとなりました。学校では得られ

まで開催されました。第１５回目の今年は、

ない多くの事を経験させていただき、この赤

東京都市大学を幹事校とした１６大学１９学

レンガ卒業設計展に携わっていただいた全て

科が参加し、１３０点以上もの出展がありま

の方々に感謝しております。尚、出展に際し

した。会場が横浜を代表する観光スポットだ

ては如学会をはじめとした関係者の皆様には

けあって、建築関係者だけでなく一般の観光

大変お世話になりました。この紙面をお借り

客も多くつめかけて大賑わいの１週間となり

してお礼申し上げます。本当にありがとうご

ました。

ざいました。

Report

Report

旅館ならではの資料室を目指して

「赤レンガ卒業設計展２０１８」が横浜赤
レンガ倉庫１号館にて３月２２日から２６日

今年のテーマは「joint」というテーマを
掲げ、企画運営を行いました。１５周年の節
目に赤レンガ卒業設計展をいかに多くの人々
に、そしてもっと広い範囲で作品と人を繋ぐ

赤レンガ卒業設計展２０１８

にはどのようにすればよいかを考え企画しま

審査委員長

した。また、出展学生の集大成である卒業設

新居千秋氏 （新居千秋都市建築設計事務所）

計作品が横浜に集まり、素晴らしい作品と多
「赤レンガ卒業設計展 2018」ポスター

くの人々が混じり合い、１５周年重ねてきた

審査委員一覧

レイヤーを繋いでいくという思いを込めまし

猪熊純氏

（成瀬・猪熊建築設計事務所）

た。

光井純氏

（光井純 & アソシエーツ建築設
計事務所）

３月２３日に行われた公開審査会は同会場

藤村龍至氏 （RFA)

「残っている」ということ

の３階大ホールにて行われ、５人の先生方に

この資料室では展示においても、博物館や美術館のように選ばれた

ご出席いただきました。午前中は巡回審査に

ものを「見せる」のではなく、ありのままを「残す」ことに主眼を
置いています。今後も増えていくと予想される資料のために組み合
わせて様々な大きさに対応できる什器とし、また、こちらから何か
強いメッセージを発するのではなく、ありのままを見て、考えて欲
しいという思いから資料室の名前を「原子力災害考証館」としまし
た。福島第一原子力発電所の廃炉作業はまだまだ続いています。計
画ではおよそ 40 年ですが、100 年かかるとも言われています。原
発に関する問題は長期に及びますが、人々の記憶から震災や原発事
故は確実に薄れてきています。「原子力災害考証館」は当時の、そ
してこれからの変わらない記憶を残し続けます。

よる一次審査が行なわれ、２次審査会の１０

表彰者一覧

作品を選出しました。午後は３階の大ホール

最優秀賞

外山純輝（日本大学）

に会場を移し、グランプリを決める２次審査

優秀賞

渡辺顕人（工学院大学）

大西麻貴氏 （大西麻貴 + 百田有希 /o+h）

山田清香（東京理科大学）

会が行なわれました。選出者は５分のプレゼ

公開講評審査会風景

ンテーションを行ない、その後審査員による

新居賞

今埜歩（東京理科大学）

質疑応答へと続きました。限られた時間の中

光井賞

齋藤嵩樹（東京電気大学）

で、発表者自身が卒業設計で考えたことを、

猪熊賞

佐藤耕介（日本大学）

審査員の先生方や観覧の方々に向けて時間一

藤村賞

松井裕作 （日本大学）

杯まで熱弁し、白熱した議論の中でそれぞれ

大西賞

山道崚介 （東京都市大学）

の作品が様々な角度から評価されていきまし
施主：里見喜生 ( いわき湯本温泉 古滝屋 館主 )
設計：目黒周作 ( 東京都市大学大学院 建築学専攻 手塚研究室 )
数藤朱梨 ( 東京都市大学大学院 建築学専攻 手塚研究室 )
設計プロデュース：如学会 ･ 青年委員会
資金援助：如学会
什器製作協力：鈴木健先生 ( 東京都立墨田工業高校 建築科 教員 )
東京都立墨田工業高校 建築科の皆さん
鶴田叡 ( 東京都市大学 四年 )、宜志富紹馬 ( 東京都市大学 四年 )、
橋元一成 ( 東京都市大学 四年 )、藤塚雅大 ( 東京都市大学 三年 )、
池田勇輝 ( 東京都市大学 三年 )、福田一貴 ( 東京都市大学 二年 )、
田夛俊基 ( 東京都市大学 二年 )、塩谷晃平 ( 東京都市大学 二年 )
※学年は製作時当時のもの
内装施工：いわき市 合同会社 職人館

た。４時間にも及ぶ議論の末、結果は右記の

参加大学

ようになりました。

神奈川大学 / 共立女子大学 / 首都大学東京 /
東京工業大学 / 東京電機大学 / 東京都市大学 /

昨年の５月から、準備してまいりましたこ

審査員と学生実行委員による懇親会集合写真

東京理科大学

工・理工 / 日本大学海洋・生産・

の卒業設計展ですが、成功のうちに終わり大

理工 / 日本女子大学 / 法政大学 / 前橋工科大

変嬉しく思っています。協賛企業の方々や審

学 / 横浜国立大学 / 昭和女子大学 / 工学院大

査員の先生方、そして何より他校の建築学生

学 / 宇都宮大学 / 明治大学
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が全く違う、と福島県いわき市に住む里見喜生さんは言います。里
見さんはいわき市で温泉旅館を経営されており、震災後、地元福島
県の復興に積極的に取り組まれてきました。旅館には原発事故へ対
する立場に関係なく様々な人が訪れてきます。そして、そんな「旅館」
という場所が、市民が体験した原発事故のありのままを見てもらう
場所として可能性を持っているのではないか、という里見さんの提
案を受け、今回私たちはそのお手伝いをさせて頂くことにしました。

女流 ファイルー Part18

如学会・2018 年度 組織図

社会の多方面で活躍する女性卒業生を
順次ご紹介しています。

如学会・各委員会の業務
事

顧
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Ladies File

から踏み出した一歩…
file-88 OJT

SAWAGUCHI Kana
2014 年 東京都市大学建築学科 卒業
（手塚研究室）
2016 年 東京都市大学大学院建築学専攻 修了
（手塚研究室）
2016 年 日建設計 設計部門 入社

監
すくよか浴室増築 _2016 年竣工

悲田院保育園 _ 図書スペース 2017 年竣工

日建設計に入社して約二年半になります。入社

ていた、使い手に寄り添った設計思考が実務で活

してから５つのプロジェクトに携わりました。福

かせたように思っています。それは、新人として

祉施設の浴室の増築・改修、保育園の設計、劇場

の数少ない強みであり、拠り所となっていると思

の設計、オフィスビルの申請業務などです。規模

います。

や用途だけでなくフェーズも一貫しておらず、実

また、組織設計では、それぞれの分野に特化し

施設計から携わったり、申請業務のみを受け持っ

た エ キ ス パ ー ト が 多 く 在 籍 し て お り、 構 造、 設

たりもしています。「新しいことに取り組み→苦戦

備、ランドスケープ、都市開発、デジタルデザイ

して→習得する」をひたすら積み重ね、１つずつ

ン、監理、その他にも多様な部署があります。初

できるようになっている最中です。

めて直面する仕事には、今も尚、日々苦戦してい

入社してすぐ、福祉施設の浴室の増築・脱衣諸

ますが、社内の身近なところに様々なエキスパー

室の改修を担当しました。既存の福祉施設を見学

トがいるので、分からないことはすぐに質問や相

し、そこで生活を送る方々の環境を知ることから、

談をして解決に導ける、恵まれた環境にあります。

始めさせて頂きました。規模はとても小さなプロ

組織設計事務所といえども、特段用意された大掛

ジェクトでしたが、社会に出たばかりの当時は、

かりな研修プログラムはありません。設計部では、

大役に感じられました。小さくても、ちょっとし

OJT(on the job training) で仕事を実践しながら習得

たことで日々の生活を楽しくしたり、何か良い変

するスタイルが主流で、私のような新人や若手は

化を生み出すことはできないかを模索して設計に

プロジェクトチームに見守られながら、怒られな

取り組みました。初めての仕事で苦悩も多々あり

がら、研修を受けずともすくすくと育たざるをえ

ましたが、竣工後はクライアントに喜んで貰うこ

ない環境にあります。はじめての現場定例に、上

とができました。その後担当した、保育園の図書

司は不在で、わけもわからず新人一人で送り込ま

スペースの設計でも、保育長の先生から「保育園

れたことも、今となっては大切な思い出です。私

でここが一番好きな場所！」というお言葉を頂き、

はまだまだ経験が浅いので、これからも沢山のこ

とても幸せな体験をしました。入社してから竣工

とを習得し、沢山の可能性を創り出し、これから

したのは、まだこの二つのプロジェクトのみです

待っている未来に期待して、ひたすら前進したい

が、手塚研究室での訓練によって自然と身につい

と思います。

（日建設計）

常任理事会

問

畑和男
木幡裕充
岩﨑堅一
白鳥健二
吉田勝

■

澤口花奈
(H26 卒）

会

査

局長 ： 小林秀憲
副局長 ： 米澤昭

総務局

学生委員

主査

長

委員長
： 芝本敏彦
副委員長 ： 川端彩乃
委員
： 眞田大輔

進路ガイダンス委員会

事

委員長
： 斉藤博
副委員長 ： 石川宣文
委員
： 鎌田寛人
泉山一弘
齋藤潤一

常任理事
職域理事
地域理事

が、自分の強みになっていると感じました。

行っている設計事務所で、勤めたきっかけは大学

次に異動したのは、横浜都心部のまちづくりを行っ

3 年の夏休みにインターンシップでお世話になっ

ている部署です。横浜都心部には、横浜の代表的

たことでした。元々住宅設計に興味があったので

な観光地や歴史ある住宅地など、個性豊かな地区

主査

すが、インターンシップ中に建築中の現場を間近

が集積しており、その地区の特色を生かしたまち

で見て、より強く惹かれたことから就職を決めま

づくりを地域の方々と協働して行っています。窓

した。始めはわからないことばかりで施主の方や

口業務では、既に策定したまちづくりの制度やルー

現場に関わる方たちとの日々のやりとりで苦労も

ルの運用を行っており、実際に建てる建物につい

しましたが、設計に携わった物件が完成した時は、

て設計者の方と景観協議などを行っています。ま

これまでに味わったことのない達成感を味わうこ

た、現在、既存の景観制度を新たな制度に移行し

とができました。物件が出来上がるまでの過程を

ていくための検討や手続きなどの業務も併せて

現場で見て学べたことは、私にとって貴重な経験

行っています。制約をどこまでかけるかなど制度

になりました。

局長 ： 丹羽譲治
副局長 ： 三好敏晴

事業局

如学会選出
校友会
役員

学生理事
大学院修士各学年２名

研究室幹事
各研究室から若干名

その後、「住まいづくり」から、もっと広く「まち

「まちづくり」と一言で言っても、地区によって取

づくり」という視点で人の暮らしに携わりたいと

り組んでいることは様々です。役所では、様々な

研究会幹事

考え、自分の生まれ育った横浜市に入庁しました。

業務を経験し、建築のゼネラリストになることで

各研究会から正･副各１名

最初に配属されたのは市営住宅の整備を行う部署

まちづくりの役に立てることが増えていくのでは

で、既存の市営住宅の耐震改修や住戸改善の事業

ないかと思います。まだまだ勉強することが多い

を担当していました。市役所に入庁しても「住ま

ですが、これからも仕事を通じて成長し、役に立

い」に携わることになるとは思ってもみませんで

てる仕事をしていきたいと思います。

したが、少しでも前職で住宅設計を経験したこと

（羽生晃子）

在学生

HANYU Akiko
2007 年 武蔵工業大学工学部建築学科 卒業
2007 年 長谷川順持建築デザインオフィス 入社
2010 年 横浜市役所 入庁
建築局住宅部住宅整備課
2014 年－都市整備局都心再生部都心再生課

委員長
： 中田理恵
副委員長 ： 鈴木浩
相原俊弘
勝又英明
小笠原岳

建築100人展委員会
委員長
副委員長
副委員長
委員

(H19 卒）

設計は難しくもありますが、やりがいもあります。

： 青柳浩男

特別講義委員会

■ file-89 「住まいづくり」から「まちづくり」
の仕事へ

羽生晃子

： 露木博視
： 鈴木浩
： 松成和夫
： 丹羽譲治
： 勝又英明
中野秀之
白川敬
小笠原岳
山口裕照
古屋歴

事業委員会

学生委員

大学卒業後、最初に就職したのは主に住宅設計を

： 酒井孝博

長
斉藤博
丹羽譲治
露木博視
小林秀憲
三好敏晴

理

： 露木博視
： 武安健
寺内朋子

情報委員会

委員長
副委員長
編集顧問
編集長
委員

山岡嘉彌

会

委員長
委員

委員長
： 小林捨象
副委員長 ： 露木博視
委員
： 中野秀之
上田克行

阿部寧
小辻武

副

財務委員会

会員委員会

役

会

委員長
： 藤井研一
副委員長 ： 伴宣久
委員
： 大森康幹
廣田幸子
相原俊弘
仁科純一
武藤しほ

＊
常任幹事：鈴木 浩

幹事：丹羽譲治
酒井孝博
露木博視
藤井研一

鈴木 浩＊
＊常任幹事は幹事の中から
1名選出

： 丹羽譲治
： 山極裕史
： 片瀬雪乃
： 舟岡努
芝本敏彦
島田 大

産学連携支援委員会
委員長

： 酒井孝博
熱田晴一
寺内朋子
小笠原岳

国際委員会
委員長
：澤田伸一
副委員長 ：小室大輔
委員
： 栗田祥弘
十河彰
杉本拓海
＊ 海外駐在委員
・ 海外出張委員

青年委員会

委員長
： 大井雄太
副委員長 ： 似内康文
委員
： 三好敏晴
栗田祥弘
杉本拓海
基真由美

【如学会の運営に関する統括・管理】
役員会の開催・招集・運営
定期総会の開催・企画・運営
事業計画
各種褒賞の立案 ( 蔵田賞、如学会賞、
如学会特別賞）
学生如学会への助成（トーク、大学祭、
卒業設計展など）
建築学科教室との交流（研修、親睦）
地方支部との交流
他大学 OB 会及び非営利団体との交流
【財務会計管理・会費納入促進・管理】
財務会計の管理・収支予算計画
会費納入状況の掌握・管理
会費納入促進の企画・推進
会員委員会と提携し、個人情報を管理
【会員情報の整備・拡充・活用・管理】
実質正会員 ( 会費納付会員 ) の増強
会員情報の整備と個人情報の管理
会員の社会活動における功績・情報の掌握
職域理事、地域理事、地域会との情報交換と交流
学年幹事、学生理事、研究室幹事の組織化と運営
若年世代会員の増強
【会員の社会活動の動向・情報の収集、
整理、
広報】
会員の社会活動における功績・情報の掌握
情報の整理、エディトリアルデザイン
「如学会 NEWS」の継続発刊
メールマガジンの発信
ホームページ、フェイスブックの拡充
「アーカイブス」創設の検討
都市大校友オンライン

【会員の実績を通じ、会員と交流や技術情報の交流】
会員の実績把握による、社会ニーズにふさわしい企画立案
事業実行による個人知識、技術の継続的向上と旧交醸成
研修旅行の企画・実施
上記の循環による活動拡大と活性化
他大学 OB 会及び非営利団体との交流
その他の事業の企画・実施

【学生への就職・進学・留学支援】
OB・OG による「進路ガイダンス」の開催
OB・OG を通じた「建築実社会を知る」
機会の提供
OB・OG との交流を通じて「人脈形成」
の場作りをはかる
如学会による「学生・大学・OB・OG」
を繋ぐ
「交流環境」
の表現の場
「進路ガイダンス」の実施

【在学生に建築の実践を教育】
建築学科教室への協力
特別講座 ( 寄付講座 ) の企画・運営
学生への単位取得講座の提供
実務教育の浸透
学生と OB・OG との交流
【会員の社会活動の実績を広報・展示】
建築 100 人展大学展・巡回展を企画・開催・運営・広報
建築学科教室との連携・協賛
学生 3 研究会との連携
進路支援ガイダンス企業の出展を促し、
協賛を募る

【大学・建築学科教室との産学連携】
大学・研究者・会員との産学連携の実践事例を選定
大学・建築学科・他学科等と会員の情報交換
産学連携の先行事例の調査・研究
地域産学連携活動の支援
産学連携の事業計画を策定
【大学の国際化に合わせ連携協力】
大学の国際人育成プログラムとの連携強化
委員会構成メンバーの確立
海外都市建築ツアーの企画と実施
海外の情報交換

＊ 中原まり （USA)
薗広太郎
根津幸子 （オランダ）
小林一行
加藤比呂史 （デンマーク） 清水亨

・澤田伸一（UAE･ドバイ）
（タイ）
（ウガンダ） ・小室大輔（ドイツ）
(スイス)

【若年層の開拓と啓蒙、青年としての独自な活動】
被災地への支援活動
会員の若年層と学生とのパイプ役
若年世代会員の発掘と育成

Organization

理

： 青柳浩男

総務委員会
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主査

如学会

如学会 2018 年度 定期総会・講演会・懇親会報告
2018 年 6 月 2 日 [ 土 ]

会場：渋谷エクセルホテル東急

総務局長

2017 年度収支決算及び 2018 年度予算案

如学会 平成29年度（2017年度）収支決算 及び平成30年度（2018年度）予算案

小林秀憲（S57 卒）

財務委員長
露木博視（S55
卒）
財務委員長
露木博視 (S55
卒）
【一般会計】

如学会定期総会は、例年と同様に渋谷エクセルホテル東急にて開催された。
米澤総務副局長より開会の辞が述べられ、山岡会長の挨拶に続き、会長の進行
により議事が執り行われた。第 1 号議案が、小林総務局長より発議され、
「2017
年度事業報告」が承認された。例年より実施してきたそれぞれの事業を発展さ
せる形であるが、特筆として昨年 10 月 7 日より 11 月 5 日まで大学図書館に
て「建築 100 人展 2017 図書館展」の開催があげられる。大学図書館にて父兄
や受験生、一般として約 700 名の来場者があった。第 2 号議案として露木財務
委員長より「2017 年度収支決算報告」がなされ、小辻監事より適正な活動で
あることが会計監査報告され、承認された。第 3 号議案として、
「次期会長の
選出」
。常任理事会より次期会長候補者として山岡嘉彌氏を推薦し、承認された。
第 4 号議案として「顧問の選出」。常任理事会より顧問候補者として吉田勝（前
校友会会長）を推薦し、承認された。第 5 号議案「2018 年度事業計画」、第 6
号議案「2018 年度収支予算」についても承認された。第 7 号議案として「会
則の改正」。新たに事業局を新設し、各事業の調整を図る。また、会費免除制
度の廃止（従前の免除者は継続）が、承認された。

２．講演会
遠藤克彦氏による
「近作について / 大阪新美術館計画案ほか」と題した講演会が、
栗田如学会青年委員会の司会により行われた。
講演の内容については、日刊建設工業新聞社の山口氏の記事を参照願いたい。

会費・支援費納入のお願い

収入の部

㻡㻘㻣㻢㻜㻘㻜㻜㻜

対予算
㻢㻟㻘㻜㻜㻜
㻙㻢㻟㻘㻜㻜㻜
㻡㻥㻘㻜㻜㻜
㻙㻣㻜㻘㻜㻜㻜
㻙㻡㻠㻝㻘㻜㻜㻜
㻙㻞㻡㻘㻡㻜㻜
㻣㻤㻘㻜㻜㻜
㻝㻢㻘㻞㻡㻤
㻙㻠㻤㻟㻘㻞㻠㻞

予算
㻝㻘㻢㻝㻜㻘㻜㻜㻜
㻡㻜㻜㻘㻜㻜㻜
㻡㻞㻜㻘㻜㻜㻜
㻞㻡㻜㻘㻜㻜㻜
㻝㻘㻠㻤㻜㻘㻜㻜㻜
㻟㻜㻘㻜㻜㻜
㻝㻘㻜㻝㻜㻘㻜㻜㻜
㻝㻘㻜㻜㻜
㻡㻘㻠㻜㻝㻘㻜㻜㻜

予算
㻢㻡㻜㻘㻜㻜㻜
㻠㻜㻜㻘㻜㻜㻜
㻝㻘㻜㻡㻜㻘㻜㻜㻜
㻟㻡㻜㻘㻜㻜㻜
㻟㻡㻜㻘㻜㻜㻜

実績
㻢㻠㻟㻘㻡㻢㻜
㻠㻜㻞㻘㻣㻤㻜
㻝㻘㻜㻠㻢㻘㻟㻠㻜
㻟㻟㻥㻘㻜㻡㻠
㻟㻟㻥㻘㻜㻡㻠

対予算
㻢㻘㻠㻠㻜
㻙㻞㻘㻣㻤㻜
㻟㻘㻢㻢㻜
㻝㻜㻘㻥㻠㻢
㻝㻜㻘㻥㻠㻢

予算
㻢㻡㻜㻘㻜㻜㻜 3,000部×2回
㻠㻜㻜㻘㻜㻜㻜 3,400部(2回分) 送料 封筒代含む
㻝㻘㻜㻡㻜㻘㻜㻜㻜
㻟㻡㻜㻘㻜㻜㻜
㻟㻡㻜㻘㻜㻜㻜

㻤㻜㻜㻘㻜㻜㻜

㻤㻞㻝㻘㻞㻠㻣

㻙㻞㻝㻘㻞㻠㻣

㻟㻜㻘㻜㻜㻜
㻞㻡㻜㻘㻜㻜㻜
㻥㻜㻘㻜㻜㻜
㻝㻘㻝㻣㻜㻘㻜㻜㻜
㻝㻘㻞㻢㻜㻘㻜㻜㻜
㻞㻡㻜㻘㻜㻜㻜
㻝㻤㻜㻘㻜㻜㻜
㻞㻤㻜㻘㻜㻜㻜
㻠㻜㻘㻜㻜㻜
㻡㻜㻘㻜㻜㻜

㻠㻞㻘㻤㻟㻟
㻞㻞㻢㻘㻡㻟㻜
㻢㻞㻘㻡㻞㻞
㻝㻘㻝㻡㻟㻘㻝㻟㻞
㻝㻘㻝㻢㻟㻘㻟㻤㻞
㻞㻣㻜㻘㻜㻜㻜
㻝㻢㻣㻘㻡㻤㻠
㻞㻣㻣㻘㻡㻠㻢
㻝㻤㻘㻜㻜㻜
㻜

㻙㻝㻞㻘㻤㻟㻟
㻞㻟㻘㻠㻣㻜
㻞㻣㻘㻠㻣㻤
㻝㻢㻘㻤㻢㻤
㻥㻢㻘㻢㻝㻤
㻙㻞㻜㻘㻜㻜㻜
㻝㻞㻘㻠㻝㻢
㻞㻘㻠㻡㻠
㻞㻞㻘㻜㻜㻜
㻡㻜㻘㻜㻜㻜

㻟㻣㻘㻤㻜㻜

㻜

㻟㻣㻘㻤㻜㻜

㻟㻤㻠㻘㻠㻜㻜

㻟㻣㻞㻘㻟㻥㻞

㻝㻞㻘㻜㻜㻤

ｽｷﾙｱｯﾌﾟ特別講義

㻠㻞㻘㻤㻜㻜

㻜

㻠㻞㻘㻤㻜㻜

定期総会における懇親会
への学生参加プログラム

㻟㻡㻘㻠㻜㻜

㻜

㻟㻡㻘㻠㻜㻜

如学会NEWSの製図室へ
の掲示

㻟㻤㻘㻠㻜㻜

㻟㻘㻤㻤㻤

㻟㻠㻘㻡㻝㻞

す。今年度も多数の会員の皆様から会費、支援費の納入を賜りました。
誌面をお借りして厚く御礼申し上げます。
平成 20 年度から導入された会費 4 年分 10,000 円という割引制度
が、郵便局への為替振込の簡便さもあって、4 年分一括納入の会員
の方が増えています。ただし年度毎に振り込む習慣がなくなるので、
会費切れの会員データシートの会費欄、会費納入者リストをご確認
4 年前に導入された支援費制度も定着してきまして、毎年多数の OB
の皆様からご支援頂いております。支援費につきましては、年度毎
３．懇親会
に会員の皆様の篤志を仰ぐ制度となっております。既に 4 年分の会
費をお納めの皆様も、支援費のご協力についてよろしくお願いいた
します。

会 費：3,000 円（1 年分）／ 10,000 円（4 年分・割引）
支援費：5,000 円 /1 口

支出の部
㻺㻱㼃㻿

会議費

Report
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懇親会は、小林総務局長、川端事業副委員長の司会進行により執り行われた。
山岡会長の挨拶より懇親会が開会された。今年は、ご来賓の方々の挨拶を、皆
川勝東京都市大学副学長、中澤勝東京都市大学校友会会長代理、勝又英明東京
都市大学建築学科主任教授より頂いた。そして木幡如学会顧問の発声により一
同乾杯を行った。
引き続き参加された方々のご紹介を行い、まず角田光男東京都市大学学長特命
ディレクター様よりお話を頂いた。建築学科教室より住吉洋二名誉教授、濱本
卓司名誉教授、西村功教授、天野克也教授、勝又主任教授、堀場博教授、藤井
研一教育講師、鈴木浩様よりお言葉を頂いた。つぎに「如学会 NEWS 女流ファ
イル」執筆 OG として、寺内朋子様、手塚由比様、古屋歴様、川端彩乃様、浅
井百合様、木原沙知様をご紹介した。夏の特別講義の講師の方々として、小室
大輔様、崔井圭様、今村雅泰様、浪川稜馬様をご紹介し一言を頂いた。さらに、
職域理事として大平延行様、熱田晴一様、瀬下耕司様、三田知男様、柳生直彦様、
石川宜文様、富宇加潤様、後藤雄亮様、高橋修一様、藤麻貴博様、斎藤史人様、
山田公平様をご紹介した。
その後、今年度は抽選会を実施し、会場を盛り上げた。
「福島復興支援プロジェクト」として、いわき市の古滝屋原発資料館プロジェ
クトを行った東京都市大学の学生有志メンバーを紹介した。
最後に、斉藤如学会副会長が閉会の辞を行った。

郵便局

払込取扱票

常任理事会
職域理事会
委員会
会議費計
主催事業

No.00160-0-174206

如学会

若手・中堅OG/OB
の発掘事業

来年、2019 年度の定期総会を開催します。本年同様、
「同窓会」
として位置づけており、お誘い合わせの上、多数の OB、OG
の参集を期待しております。

日

会

場

100人展（大学展+巡回展）

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成
特別講座
進路ガイダンス
見学会
産学連携支援

来年度の定期総会・講演会・懇親会のご案内

期

2019.06.01 [土]

渋谷エクセルホテル東急

主催事業計

管理費

木幡裕充如学会顧問による乾杯

出展料90点×７千円、協賛費850千円
3回×20名×500円/人

㻟㻜㻘㻜㻜㻜
㻞㻡㻜㻘㻜㻜㻜
㻣㻜㻘㻜㻜㻜
㻝㻘㻝㻤㻜㻘㻜㻜㻜
㻝㻘㻞㻜㻜㻘㻜㻜㻜
㻜
㻞㻜㻜㻘㻜㻜㻜
㻞㻤㻜㻘㻜㻜㻜
㻝㻤㻘㻜㻜㻜
㻡㻜㻘㻜㻜㻜

主にコピー代
懇親会：50人×5千円
会議室
展示用品費、運送費、懇親会費他
初期開発修了
交通費20名×5千円、懇親会：75千円、他雑費
昨年実績：企業77社、学生参加111名、文具代、懇親会
CPD登録料3回×6千円/回

㻞㻜㻘㻜㻜㻜 2回開催。会議費、ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ謝礼
㻟㻜㻜㻘㻜㻜㻜 久之浜総合学習 冊子印刷代 50千円

伊豆大島プロジェクト 150千円(交通費100千円､材料代50千円)

㻝㻜㻘㻜㻜㻜 印刷代 6回

㻞㻘㻡㻥㻤㻘㻤㻜㻜

㻞㻘㻞㻣㻞㻘㻣㻥㻞

㻟㻞㻢㻘㻜㻜㻤

㻝㻤㻜㻘㻜㻜㻜

㻝㻤㻜㻘㻜㻜㻜

㻜

㻝㻤㻜㻘㻜㻜㻜 赤ﾚﾝｶﾞ卒業設計展30千円

蔵田賞他

㻝㻝㻜㻘㻜㻜㻜

㻝㻝㻜㻘㻜㻜㻜

㻜

㻝㻝㻜㻘㻜㻜㻜 メダル2個(蔵田賞,如学会賞)作成費

㻞㻥㻜㻘㻜㻜㻜
㻡㻜㻘㻜㻜㻜
㻝㻘㻜㻜㻜
㻞㻜㻘㻜㻜㻜
㻟㻜㻘㻜㻜㻜
㻟㻜㻘㻜㻜㻜
㻝㻜㻘㻜㻜㻜
㻞㻜㻘㻜㻜㻜
㻠㻜㻘㻞㻜㻜
㻝㻜㻜㻘㻜㻜㻜
㻟㻜㻝㻘㻞㻜㻜
㻡㻘㻣㻢㻜㻘㻜㻜㻜

㻞㻥㻜㻘㻜㻜㻜
㻤㻜㻘㻜㻜㻜
㻞㻘㻡㻝㻜
㻝㻥㻘㻟㻜㻢
㻥㻡㻘㻝㻣㻞
㻞㻣㻘㻥㻥㻜
㻝㻜㻘㻣㻝㻟
㻜
㻞㻡㻘㻞㻞㻣
㻜
㻞㻢㻜㻘㻥㻝㻤
㻡㻘㻟㻢㻞㻘㻞㻟㻢

㻜
㻙㻟㻜㻘㻜㻜㻜
㻙㻝㻘㻡㻝㻜
㻢㻥㻠
㻙㻢㻡㻘㻝㻣㻞
㻞㻘㻜㻝㻜
㻙㻣㻝㻟
㻞㻜㻘㻜㻜㻜
㻝㻠㻘㻥㻣㻟
㻝㻜㻜㻘㻜㻜㻜
㻠㻜㻘㻞㻤㻞
㻟㻥㻣㻘㻣㻢㻠

㻞㻜㻘㻜㻜㻜
㻝㻜㻜㻘㻜㻜㻜
㻞㻤㻝㻘㻜㻜㻜
㻡㻘㻞㻣㻥㻘㻜㻜㻜

予算
㻡㻘㻣㻢㻜㻘㻜㻜㻜
㻡㻘㻣㻢㻜㻘㻜㻜㻜
㻜

実績
㻡㻘㻞㻣㻢㻘㻣㻡㻤
㻡㻘㻟㻢㻞㻘㻞㻟㻢
㻙㻤㻡㻘㻠㻣㻤

対予算
㻙㻠㻤㻟㻘㻞㻠㻞
㻟㻥㻣㻘㻣㻢㻠
㻤㻡㻘㻠㻣㻤

予算
㻡㻘㻠㻜㻝㻘㻜㻜㻜
㻡㻘㻞㻣㻥㻘㻜㻜㻜
㻝㻞㻞㻘㻜㻜㻜

学生関係計
慶弔費
交通費
通信費
事務用品
支払手数料
荷造運賃
支部出張費
雑費
予備費
管理費計
支出合計

収入合計
支出合計
収入合計-支出合計

参加学生の皆さん

懇親会：50人×5千円

助成金

科目

古滝屋「原子力災害考証館」
（学生作品）の発表／ P.22 参照

70名×7千円、祝金：30千円

㻤㻟㻜㻘㻜㻜㻜 会場費730千円(懇親会費用を含む)､印刷費30千円､パネル運搬費70千円

㻞㻘㻝㻞㻤㻘㻜㻜㻜
３研究会(1・2年生学園祭授業＠20千円､3年生浅草ﾃｰﾏ＠30千円) ,

㻞㻥㻜㻘㻜㻜㻜
㻡㻜㻘㻜㻜㻜
㻝㻘㻜㻜㻜
㻞㻜㻘㻜㻜㻜 主にネット代
㻡㻜㻘㻜㻜㻜
㻟㻜㻘㻜㻜㻜
㻝㻜㻘㻜㻜㻜

【収支】

ご参加いただいた多くの御来賓によるご挨拶
（写真は本学非常勤講師、元 ･ 共同通信社、角田光男氏）

50人×10千円

㻡㻜㻘㻜㻜㻜

主催行事予備費

詳細は「如学会 NEWS」2019 年春号に掲載します。

山岡嘉彌会長挨拶

170人×3千円(１年分)＋110人×10千円(４年分)

福島 古滝屋プロジェクト 100千円(交通費50千円､材料代50千円)

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（青年委員会）

学生関係

定期総会

科目
制作費 春・秋
発送費 春・秋

総会

納入頂ける方は必ず内訳をご記入の上、振込頂くようお願いいたし
口座をご利用ください。

予算
㻝㻘㻢㻝㻜㻘㻜㻜㻜
㻡㻜㻜㻘㻜㻜㻜
㻡㻞㻜㻘㻜㻜㻜
㻞㻡㻜㻘㻜㻜㻜
㻝㻘㻤㻟㻜㻘㻜㻜㻜
㻠㻜㻘㻜㻜㻜
㻝㻘㻜㻝㻜㻘㻜㻜㻜

NEWS計
会員管理費印刷関係
会員管理費計

ます。如学会 NEWS に同封の専用の振込用紙を用いない場合は下記

３．懇親会

科目
会員会費
支援費
総会
職域理事会
100人展
見学会
校友会支援費
その他
収入合計

備考

実績
㻝㻘㻢㻣㻟㻘㻜㻜㻜
㻠㻟㻣㻘㻜㻜㻜
㻡㻣㻥㻘㻜㻜㻜
㻝㻤㻜㻘㻜㻜㻜
㻝㻘㻞㻤㻥㻘㻜㻜㻜
㻝㻠㻘㻡㻜㻜
㻝㻘㻜㻤㻤㻘㻜㻜㻜
㻝㻢㻘㻞㻡㻤
㻡㻘㻞㻣㻢㻘㻣㻡㻤

如学会で催される様々な事業は会員の皆様の回避で賄われていま

頂き、会費切れの方は会費納入の程、よろしくお願いします。また

平成30年度予算
平成29年4月1日～平成30年3月31日

前年度繰越額
一般会計収支
次年度繰越額

㻣㻘㻤㻤㻝㻘㻣㻝㻣
㻙㻤㻡㻘㻠㻣㻤
㻣㻘㻣㻥㻢㻘㻞㻟㻥

Report

１．2018 年度定期総会

平成29年度決算
平成28年4月1日～平成29年3月31日
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年度

2018

建築学科同窓会誌
如学会の今年度後半の主な行事は
下記の通りです。多くの会員の皆
様のご参加をお待ちしております。

jogakkai

●第 1 部

世田谷キャンパス

事業別仕事紹介

13:00-15:45

会場：5 号館 1 階「小講堂」
OB･OG の講師の方々から専門領域の概略をお話しいただきます。

●第 2 部

企業別仕事紹介

16:00-17:30

会場：建築学科棟 1 階「グランドギャラリー」
OB･OG の方々と直接お話をしていただきます。

●第 3 部

懇親会

17:30-19:00

会場：1 号館 4 階「ラウンジ ･ オーク」
立食形式の懇親会で、参加無料です。自由にご参加下さい。

会費・支援費納入のお願い
是非とも旧友、先輩、後輩にご連絡いただき、会費納入の促進
にご協力いただけるようにお願いします。そして、積極的に如
学会活動にご参加下さい。仕事にキャリアにも多くのメリット
があります。会費・支援費のご納入いただいた方々は、如学会
NEWS に添付の納入者リストにご芳名を掲載させていただいてお
ります。

会費：3,000 円 (1 年分 ) ／ 10,000 円 (4 年分 ･ 割引料金 )

納入頂ける方は必ず「内訳」をご記入の上、振込頂くようお
願い致します。如学会 NEWS に同封の専用の振込用紙を用いな
い場合は下記口座をご利用ください。

如学会

郵便振込以外の方法を紹介（詳しくは如学会ＨＰ）

定期総会 ･ 講演会・懇親会
2019.06.02 [土] 15:30-20:00
15:30
16:30

●
●

定期総会

ホームページのご案内

●
●

講演会

●
●

丹羽

情報委員長
露木

松成

和夫

酒井

孝博

勝又

英明

山口

裕照

鈴木

浩

エディトリアルデザイン
山岡

嘉彌

制作
浩

はやと企画
発行

（講演者：未定）

※詳細はメールマガジンで追ってお知らせします。
ＨＰもご覧下さい。

博視

編集顧問

株式会社

懇親会

譲治

制作・印刷

●渋谷エクセルホテル東急

休憩

18:00
20:00

編集長

鈴木

休憩

16:45
17:45

Bulletin
28

嘉彌

編集委員

支援費：5,000 円／一口

郵便局 払込取扱票 No.00160-0-174206

山岡

■ URL: jogakkai.jp
■リニューアルポイント
1. ホーム画面・メニューを一新しました。
2.「お知らせ」、
「如学会メールマガジン」を過去分も含め、
ホームページから見ることができます。
3.「会員サービス」を新設し、登録住所及び会費・支援
費の納入状況の確認を自分でできます。

東京都市大学建築学科如学会
東京都世田谷区玉堤 1-28-1
〒 158-8557

発行日
2018 年 10 月 15 日

「新 6 号館」

遠藤克彦建築研究所

場所・東京都市大学

撮影：日暮雄一（H05 卒）

遠藤克彦 氏 講演会

※詳細は、メールマガジン、如学会 HP にてお知らせします。

14

「近作について（大阪新美術館計画案ほか）
」を語る

発行人

浅草→レインボーブリッジ→浅草

20

「夏期特別講義」 人の卒業生が充実した講義
「軍艦島をはかる」

E-mail
jogakkai.info@jogakkai.jp

3. オープニングパーティ 18:00-20:00（会員：5,000 円）
会場：クルーズ船貸切（東京都観光汽船）

進路ガイダンス 2018
2018.11. 21 [水] 13:00-19:00

21

総務局長
小林秀憲

パネラー：山岡三治氏（上智大学名誉教授／イエズス会日本管区長補佐）
矢野和之氏（S44 卒／文化財保存計画協会）
岩波智代子氏（三沢フォトライブラリー）
・
日暮雄一氏（H05 卒／写真家）ほか

11

16

号棟連結建物）をはかる

各事業の申し込み
問い合わせ先

日給社宅（ ～

オープニングイベント 2018 年 12 月 1 日［土］14:00-20:00
1. 100 人展 ･ 展示鑑賞 14:00-16:00（時間は自由）
2. 記念講演会 ･ シンポジウム 16:00-17:30

青光

三宅敏郎 先生 を偲ぶ会

特別企画：世界文化遺産
「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」

18

東京都市大学世田谷キャンパス
新６号館竣工記念シンポジウム

会場：隅田公園リバーサイドギャラリー

世田谷キャンパス再編の一環事業として

2018.12.01 [土] -12.09 [日]
11:00-19:00 入場無料
浅草展

特別企画・世界文化遺産

■ＯＢ、ＯＧによる「100 人展」及び、在校生の 3 研究会に
よる研究発表、及び 2 年生課題発表などがあります。

「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」

会場：建築学科 1 階グランドギャラリー

「新 建
･ 築一〇〇人展二〇一八」
「大学展・浅草展」 出展者・参加企業募集

今年の特別講義は講師 14 名全員
平成卒世代となりました。平成 27
年から 3 年までで平成 17 年、18 年、
19 年が半数以上を占めました。時
限内にレポート作成時間を設定した
のも功を奏し、講義に集中する姿が
見られました。
建築 100 人展は 13 回目となる大
学展と 3 回目の浅草展になります。
浅草展は、特別展示としてユネスコ
の世界文化遺産に登録された「長崎
と天草地方の潜伏キリシタン関連遺
産」に関するイベントを催します。
12 月 1 日の初日に文化財保存計画
協会の矢野和之氏 (S44 卒 ) と写真
家日暮雄一氏 (H 05 卒 ) の講演を計
画しています。講演後はオープニ
ングパーティとして隅田川クルー
ズを計画しています。奮ってご参
加下さい。
2018 年春号インタビュー記事に
ご登場頂いた西田勝彦氏 (S45 卒 )
が 逝 去 さ れ ま し た。2 月 に イ ン タ
ビューで事務所に伺った時はとて
もお元気で、創作活動を継続する
様子でした。ご冥福をお祈り申し
上げます。
丹羽譲治

記念講演会 シ
･ ンポジウム ク
･ ルーズ船貸切パーティ
オープニングイベント参加者募集

2018.11.03 [土] -11.04 [日]
10:00-18:00 入場無料
大学展

編集後記

「赤レンガ卒業設計展二〇一八」
「女流ファイル」ＰＡＲＴ ･
「古滝屋原子力災害考証館プロジェクト」
二〇一八年度 如
･ 学会新組織図
定期総会・講演会・懇親会報告
決算報告・予算案

東京都市大学「新 ･ 建築 100 人展 2018」/ 大学展＋浅草展

「進路ガイダンス二〇一八」 月 日開催案内
「ドバイ ア
･ ブダビ都市建築ツアー」
軽井沢 建
･ 築見学と文化講座ツアー
「ウエハラコマチ」内覧会
技術見学会「コクヨ ニ
･ ューオフィス」

如学会恒例の最大イベントである「100 人展」も 12 年間連続し干支を一巡、新たに衣替えをして再発進していきます。

