東京都市⼤学建築学科 同窓会・如学会

東京都市⼤学 第 14 回「建築 100 ⼈展 2021・浅草展」

【募集・出展要領】
拝啓
時下益々御健勝のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き⽴てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、本年は如学会会員皆様の活動を集った「建築 100 ⼈展 2021」を開
催しますのでお知らせ致します。新旧にかかわらずご出展下さいますよう
お願い申し上げます。
例年は⼤学展、浅草展の開催ですが、今年は⼤学祭が中⽌・オンライン
開催のため 2021 年は浅草展と VR 展⽰を開催します。 12 ⽉４⽇から
12 ⽇までの 9 ⽇間、隅⽥公園リバーサイドギャラリーにて展⽰します。
また、VR 展⽰は 12 ⽉ 11 ⽇から翌 1 ⽉ 31 ⽇まで御覧いただけます。
建築 100 ⼈展は如学会会員皆様の交流の場、発表・議論の場、他の⼤学
にはなかなかない特別な場だと思います。中⽌が２回続き、建築 100 ⼈
展を⾒たことがない学⽣の⽅々もおられます。この特別な場をこれから
社会に出る⽅々にも伝え、活⽤していただくためにも、ぜひ皆様のご協
⼒・ご参加をお願い申し上げます。
敬具

隅⽥公園
ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ
ｷﾞｬﾗﾘｰ

■ 主催：如学会
共催：東京都市⼤学建築学科
後援：東京都市⼤学校友会
■ 浅草展開催⽇程
会 場
： 隅⽥公園リバーサイドギャラリー
展⽰期間 ： 2021 年 12 ⽉ 4 ⽇(⼟)〜12 ⽉ 12 ⽇(⽇) 11:00〜17:00(⼊場無料)
（新型コロナ感染拡⼤状況により変更の場合があります。）
■ 出展料

： 7,000 円

■ プリント代（A1 版、カラー）： 1,000 円（1 枚）
お申込み後に出展料とプリント代（応募⽅法参照）の請求書をお送りします。
振込にてご⼊⾦いただきます。
■ お申込み

：Web 申込みでお願いします。下記 URL よりお申込み下さい。
https://form.jogakkai.jp/apply-100ninten2021/

※ 如学会 HP ホーム画⾯右側の「建築 100 ⼈展出展申込み」からもお申込みできます。
※ご不明点・ご質問などございましたら下記メールにて受付ます。
建築 100 ⼈展委員⻑
浅井 百合
メールアドレス 100ninten2021@jogakkai.jp
■ 申込締切り： 2021 年 11 ⽉ 1 ⽇（⽉）
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■ 応募⽅法
出展の応募は、(1)「出展申し込みフォーム」⇒(2)「展⽰物・銘板送信フォーム」の２段階の
お申し込みになります。
(1)「出展申し込みフォーム」：まずは、こちらに記⼊・送信をお願い致します。
⇒11 ⽉ 1 ⽇（⽉）締切りです。
(2)「展⽰物・銘板送信フォーム」
：次に、①の出展申し込みが完了した⽅には、(1)で⼊⼒された
メールアドレスに「展⽰物・銘板送信フォーム」案内が届きます。こちらに必要事項を⼊⼒
し出展応募は終了となります。
⇒11 ⽉ 12 ⽇（⾦）締切りです。

■ 応募フォーム詳細説明
(１)「出展申し込みフォーム」
①出展者情報、展⽰物の枚数（A1×枚数）をご⼊⼒下さい。
今年は、設営時の感染対策のため、展⽰物をデータでお送りいただき、有償(1000 円/枚)で、
上質紙にプリント出⼒し、スタッフが会場に展⽰します。
②模型、絵画、書籍、論⽂（紙⾯）の展⽰を希望される⽅は、作品数と⼨法（模型サイズな
ど）
、設置⽤の展⽰台(⾼さ 700mm)の要否をご⼊⼒下さい。また、その作品の搬⼊について
は、(３)その他 をご覧ください。
なお、新型コロナウイルス感染症対策として、スイッチ等がついている模型や書籍等の紙
類の展⽰に於きましては、展⽰品の横に消毒⽤アルコールと案内板『お⼿に触れる前に、消
毒をお願い申し上げます』を設置いたしますことをご了承願います。
③出展申し込みフォーム受領後、出展費,印刷費が確定した時点で、如学会より請求書をお送り
しますのでご送⾦願います。（ご送⾦⽅法は、請求書に記載）

(２)「展⽰物・銘板送信フォーム」
①銘板（作品横に展⽰します）情報として、出展者略歴、作品概要の⼊⼒をお願いします。
また、顔写真は、「ファイルの選択」をクリックし、写真ファイルを選択して下さい。
以下②〜⑤までは、展⽰パネル別に⼊⼒して下さい。
②展⽰パネルデータについて
提出データのファイル形式は、PDF データに限定します。
※『⾼品質印刷』設定で PDF 作成を願いします。
③展⽰パネルデータの送付⽅法
・展⽰パネルは、３枚まではこのフォームで送付可能です。4 枚以上の場合は「テーマ展⽰該当」
が同じものをまとめて圧縮ファイルにするか、複数ページの PDF ファイルとして送付して下さ
い。
・送付⽅法は、1 ファイルの⼤きさにより異なります。
A）200MB 以下の場合

：フォーム内の「ファイルの選択」をクリックし、⼀つファイルを
選択して下さい。

B）200MB を超える場合：ギガファイル便、データ便、Dropbox などファイル送信サービ
スを利⽤して送って下さい。そして、取得した『ダウンロード
URL』を、フォーム内の「データ URL」欄にコピーして下さ
い。如学会側でフォーム受信後、ダウンロードします。
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【注意】社内セキュリティにより送信⽅法 A),B)がご利⽤できない場合
会社の PC をお使いの場合、社内セキュリティの都合で、送信⽅法 A),B)がご利⽤できない
場合があります。その際は、社内ファイル送信ツールを使⽤していただき、送付先メールア
ドレスに 100ninten2021@jogakkai.jp をご指定して下さい。そして、フォーム内の
「データ URL」欄には、
『社内ファイル送信ツール使⽤』と⼊⼒して下さい。

④「VR 展⽰の可・不可」について
今年の 100 ⼈展では、VR 展⽰（バーチャル展⽰・オンライン）を⾏う予定です。
如学会 HP とリンクされたバーチャル展⽰空間を作ります。
2021 年 12 ⽉ 11 ⽇（⼟）から 2022 年 1 ⽉ 31 ⽇(⽉)まで⾃由に閲覧できる展⽰です。
また、VR 展⽰空間では、それぞれの作品にリンクが貼られ、会場と同様に詳細な説明⽂章や
説明動画、複製ができない程度に解像度を下げた展⽰パネルを⾒ることができます。
そこで、フォームでは貴⽅様の作品を VR 展⽰しても良いかの確認をさせていただきます。
・必ずフォーム内の「VR 展⽰」欄の VR 展⽰の可・不可を選択して下さい。
・VR 展⽰に関するお施主様等のご承諾は、出展者ご⾃⾝でお願いします。
・VR 展⽰の可・不可の状況が変わりましたら、実⾏委員会までご連絡お願い申し上げます。

⑤「テーマ展⽰該当」について
今年は、展⽰会場内に下記のテーマ展⽰コーナーを設けます。建築作品（新築・改修共）
、
メーカープロダクト（各種建材、照明、家具等）
、都市計画・まちづくり等、幅広い分野から
の展⽰を集めるという試みです。テーマに沿った展⽰は、それぞれのつながりを知るきっか
けになるかもしれません。また、この展⽰は学⽣・若い世代からの要望でもあります。ぜひ
ご参加をお願いします。作品毎にフォーム「テーマ展⽰該当」欄で選択して下さい。
【テーマ】１．
「住宅」
２．
「店舗」
３．
「教育施設」
⑥「説明動画」
（提出は必須ではありません。希望者のみです）
展⽰パネル紹介の動画（2 分程度）をお送り下さい。銘板内にリンクの QR コードを載せ、
展⽰作品と合わせて来場者にスマホ等でご覧いただけるようにいたします。
また、VR 展⽰でも作品と合わせて⾒られるようにいたします。④と同様に VR 展⽰の可・
不可を選択して下さい。
・動画データ：MP4 データ形式で 10ＭＢ以下とします。
※上記データサイズは、会場で来場者が QR コードから読み取って再⽣するまでの時間を
短くするために設定しています。もし、データサイズを⼩さくする⽅法やデータ形式
が不明な場合は、そのままお送りください。③のデータの送付⽅法でお願いします。
⑦「プリント出⼒した作品の返送」
100 ⼈展終了後にプリント出⼒した作品の返送をご希望の⽅は、フォーム内の「印刷した A1
の返送希望」の欄で「返送希望」を選択して下さい。⾓筒に⼊れ着払い宅急便にて送付しま
す。
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(３)その他
①データ化できない作品（模型など）の搬⼊は、設営⽇の 12 ⽉ 3 ⽇にご⾃⾝で搬⼊・設置して
いただくことになります。⾞で搬⼊される⽅は、事前に実⾏委員会までメール
100ninten2021@jogakkai.jp でご連絡ください。当⽇は⾞搬⼊⼝の鍵を外しますので、搬⼊
30 分前までに、担当者(丹⽻-080-1056-4594)に連絡して下さい。

「建築 100 ⼈展 2021」開催における新型コロナウイルス感染症対策ポリシー
【新型コロナウイルス感染症対策について】
１．来場者の検温を⾏い、37.5 度以上の発熱のある⽅、咳・のどの痛みなどの症状が
ある⽅、息苦しさや強いだるさのある⽅は利⽤を⾒合わせるように要請します。
２．30 分に１回、数分程度南北２か所の出⼊り⼝を全開にして換気を⾏います。
３．消毒⽤アルコールを出⼊⼝とその他必要な個所に設置します。
４．運営者はマスクを着⽤し、また、来場者に対してマスクの着⽤を依頼し、咳エチ
ケットの徹底を⾏うように注意喚起を⾏います。
５．来場者が密集する環境にならないよう、対⼈距離を最低１ｍ確保するよう、注意
喚起を⾏います。
６．使⽤した備品（テーブル、いす、筆記⽤具など）は消毒を⾏います。
７．利⽤⽇毎に新型コロナウイルス感染症対策チェックリスト（区書式・利⽤団体
⽤）をリバーサイドギャラリー管理⼈に提出し、利⽤者名簿については施設利⽤後
１か⽉間、実⾏委員会で保管します。
8．必要に応じて、保健所等の公的機関へ提出するお願いをする場合があり、参加者へ
も事前にその旨を周知いただくよう努めます。
９．区が必要と認めて⾏う予防策等の指⽰に従います。

【建築 100 ⼈展実⾏委員会より】
コロナ禍ということもあり、例年と異なる試みも含めた展⽰会となっており、
出展者の皆様にご協⼒をお願いする場⾯が多く恐縮ですが、何卒、よろしくお願
い申し上げます。
建築 100 ⼈展実⾏委員会：浅井百合、⽯川朔⺒、⼩林杏、岡本圭吾、栗⽥祥弘（主査）
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