
�
JSSD NEWS

No.189

J APANESE S OCIETY FOR S CIENCE OF D ESIGN NEWS日本デザイン学会報

No.189 2009 年 3月 31日

 発行人：青木弘行　 編集人：阿部眞理　 発行所：日本デザイン学会　東京都杉並区西荻北 3-21-15 ベルフォート西荻 703
                                                                                                             http://jssd.jp

平成20年度第5回理事会議事録

日      時：平成 20 年 11 月 1 日（土）

     12：20 ～ 13：30

場      所：東京藝術大学美術学部

　　　　　　中央棟　小会議室

出　席　者：青木 (弘 )，尾登，青木

　　　　　　(史 )，阿部，五十嵐，伊

　　　　　　豆，岡田，岡本，勝浦，

　　　　　　河原林，君島，工藤，國本，

　　　　　　久保，小林，田村，長谷，

　　　　　　梨原，古屋，野口，村上，

　　　　　　國澤，寺内，小野，氏家

　　　　　　幹事

委任状出席：蓮見，青木 (幹 )，荒井，

　　　　　　黒川，杉山，生田目，坪郷，

　　　　　　降旗，松岡，宮崎，渡辺，

　　　　　　山中

欠　席　者：原田

1. 会長挨拶

青木会長より挨拶がなされた。

2. 平成20年度第4回理事会議事録の承認

（寺内本部副事務局長）

　平成 20 年度第 4 回理事会の議事録案

　が示され，原案通り承認された。

3. 研究部会設立ついて

（青木 (史 )理事）

　青木 ( 史 ) 理事より，プロモーショ

　ンデザイン研究部会の新設に関連し

　て部会の趣旨や活動運営計画，概要

　などの資料が示され，詳細な説明が

　なされた。審議の結果，プロモーショ

　ンデザイン部会の新設が承認された。

4. 会員の移動について

（小野本部事務局幹事）

　本部事務局に提出された書類を回覧・

　審議した結果,［入会：正会員14名（う

　ち外国人 2名），賛助会員１件］と［退

　会：正会員 4名］が承認された。

5. 学生プロポジション表彰選考要領と

　　選考委員会について

（松岡学会各賞選考委員会担当理事

（代理）工藤理事） 

　松岡学会各賞選考委員会担当理事の

　代理として，工藤理事より日本デザ

　イン学会秋季企画大会での学生プロ

　ポジション表彰の選考要領が示され，

　説明がなされた。

6. デザインシンポジウム 2008 進捗状況

（松岡担当理事（代理）氏家幹事）

　松岡担当理事の代理として，氏家幹

　事より資料に基づいてデザインシン

　ポジウム 2008 の進捗状況が詳細に報

　告された。

7. 第 5 支部発表会について

（田村第５支部副支部長）

　田村第 5 支部副支部長より，10 月 25

　日に開催された第５支部の平成 20 年

　度研究発表大会について報告があっ

　た。この際，同研究発表会の概要集

　が配布され，発表件数や運営方法に

　ついて詳細な説明がなされた。

8. IASDR( 国際デザイン学会連合 )

　 理事会報告

        （杉山担当理事

(代理 )國澤本部事務局長）

杉山担当理事の代理として，國澤本

部事務局長より，10 月 23 日に開催　

された IASDR(国際デザイン学会連合 )

の理事会についての報告が，資料に

基づいて詳細になされた。また会長

より IASDR2009 へ投稿された論文の

査読協力依頼がなされた。

記録：寺内

【審議事項】

【報告事項】
平成20年度第6回理事会議事録

日      時：平成 20 年 12 月 20 日（土）

　　　　 15：00 ～ 17：00

場      所：首都大学東京　秋葉原サ

           テライトキャンパス　

           Ａ＆Ｂ会議室

出　席　者：青木 (弘 )，蓮見，尾登，

　　　　　　五十嵐，河原林，君島，

　　　　　　工藤，田村，生田目，野口，

 　　　　  古屋，國澤，寺内，小野

委任状出席：青木 (幹 )，青木 (史 )，

　　　　　　阿部，荒井，伊豆，岡田，

　　　　　　岡本，勝浦，國本，久保，

　　　　　黒川，小林，坪郷，長谷，

　　　　　　梨原，降旗，松岡，宮崎，

　　　　　　村上，山中，渡辺

欠　席　者：杉山，原田

1. 会長挨拶

青木会長より挨拶があり，大平智弘

氏の逝去に伴い，学会から弔電や生

花などをお送りした旨の報告がなさ

れた。

2. 平成20年度第5回理事会議事録の承認

（寺内本部副事務局長）

平成 20 年度第 5 回理事会の議事録案

が示され，原案通り承認された。

3. 平成 21 年度春季大会について

       （國本実行委員長

(代理 ) 國澤本部事務局長）

國本実行委員長の代理として，國澤

本部事務局長より，第 56 回日本デザ

イン学会春季研究発表大会の案が示

され，資料に基づいて詳細な説明が

なされた。これに対し，古屋研究推

進委員から，金曜日に多くの方に参

加してもらえるよう企画を立てるな

ど，日程を工夫してはどうかとの意

見が挙げられた。審議の結果，研究

推進委員会と企画委員会で企画を検

討することとなった。

【審議事項】



�
JSSD NEWS

No.189

【報告事項】4. 第 56 回春季研究発表大会のテーマ

　　　　　　　セッションについて

　　　　　　　　 （古屋研究推進委員）

古屋研究推進委員より，第 56 回春季

大会では，研究部会でなくともテー

マセッションが開催できるようにし

てはどうかとの提案がなされた。審

議の結果，研究部会の枠にとらわれ

ずにテーマセッションを開催できる

ことが了承された。

5. 第 56 回春季研究発表大会の発表概

要の連名者数について

      （工藤概要集編集委員会委員長）

工藤概要集編集委員会委員長より，

現在 15 名となっている研究発表大会

における連名者数の上限を引き下げ

ることが提案された。審議の結果，

連名者の上限を 10 名とすることが了

承された。

6. 名誉会員について

                        （青木会長）

青木会長より，故大平智弘氏のこれ

までの学会への貢献を考慮して，名

誉会員としてはどうかという提案が

なされた。審議の結果，故大平智弘

氏を名誉会員とすることが了承され

た。

7. チラシの同梱について

              （國澤本部事務局長）

國澤本部事務局長より，東京都美術

館で開催される企画展「生活と芸術

－アート＆クラフト展」のチラシを

学会誌に同梱してほしいとの依頼が

されている旨の報告があった。審議

の結果，チラシを同梱することが了

承された。

8. 会員の移動について

              （小野本部事務局幹事）

本部事務局に提出された書類を回覧・

審議した結果 ,［入会：正会員５名 (う

ち外国人 2名 )］，［退会：正会員９名，

年間購読会員１件 ]が承認された。

9. 教育・資格委員会報告

    （蓮見教育・資格委員会委員長）

蓮見教育・資格委員会委員長より，

第 1 回の教育・資格委員会を開催し

た旨の報告があり，資料に基づいて

詳細な説明がなされた。委員会で

は，CPD(Continuous Professional 

Development) を機能させるために

は , 目標 ( 資格 ) が必要であり，そ

のために資格と学位を一体的にとら

えて社会構造化することが重要と考

えている旨の報告があった。また國

澤本部事務局長より，日本機械学会

から資格制度について問い合わせが

あった旨の報告なされた。

10. 第 56 回春季大会研究発表大会の準

   備状況について

      （工藤概要集編集委員会委員長）

工藤概要集編集委員会委員長より，

第 56 回春季研究発表大会の準備状況

について報告があった。2 月上旬に

テーマセッションを公開する予定で

あること，大会発表登録期間を 3 月

11 日から 25 日とすることなどが報

告された。

11. 第五支部活動「九州デザイン大学

    合同卒業・修了優秀作品展(仮称)」

    について

     （田村第五支部副支部長）

田村第五支部副支部長より，3 月 24

日から 4 月 28 日まで間，九州産業大

学美術館において，九州デザイン大

学合同卒業・修了優秀作品展 (仮称 )

を開催することを検討している旨の

報告があった。

12. 横幹連合・会員学会会長懇談会に

    ついて

                        （青木会長）

青木会長より，12 月 4 日に開催され

た横幹連合・会員学会長懇親会につ

いて報告があった。懇談会では，横

幹連合から各学会へのヒアリング調

査の結果が示され，その後会員学会

の要望内容の実現に向けて活動して

いる旨の説明があった。最後に各学

会に横幹連合への協力依頼がなされ

た旨の報告がなされた。

13. デザインシンポジウム 2008 報告

    （松岡担当理事 (代理 )青木会長）

松岡担当理事の代理として，青木会

長より，11 月 21 日，22 日に慶應義

塾大学理工学部で開催されたデザイ

ンシンポジウム 2008 について，資料

に基づいて報告がなされた。

14. デザイン理論・方法論研究部会活

    動報告

                         （松岡主査）

松岡主査の代理として，青木会長よ

り，11 月 23 日，24 日に開催された

デザイン理論・方法論研究部会につ

いて，資料に基づいて報告がなされ

た。

15. デザイン誌 AXIS の企画について

                （國澤本部事務局長）

國澤本部事務局長より，デザイン誌

AXIS の編集長が，「五感のうち視覚

を除いた感覚とデザインの関係」の

特集を企画している旨の報告があり，

関連する研究をされている方を紹介

してほしい旨の依頼がなされた。

                       記録：寺内
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献本御礼

◆寄贈図書

・脳活！漢字遊び，馬場雄二，NHK出版生

活人新書

・デザインの原像～かたちの詩学Ⅱ～，

向井周太郎，中公文庫

・デザインサイエンス～未来創造の“六

つ”の視点～，デザイン塾監修，松

岡由幸編著，丸善

・最適デザインの概念，松岡由幸 / 宮

田悟志，共立出版（株）

・造形デザインのための 注意のスイッチ 

観察・思考・創案にむけて，吉原直彦，

（株）昭和堂

◆機関誌

・たまびNEWS Winter2009 No.52，多摩美

　術大学広報第52号

・KUMAGAI UPDATE（熊谷組技術協力 フ

ジテレビ開局 50 周年記念番組「黒

部の太陽），（株）熊谷組 ,2009

・FUKUI CONVENTION EXPRESS vol.9，

（財）福井観光コンベンション協会，

2009

・PACIFICO（[ パシフィコ横浜広報誌 ]

コンベンションニュース）vol.43，

パシフィコ横浜，2009

・響都（京都文化交流コンベンション

ニュース）vol.9，（財）京都文化交

流コンベンションビューロー，2009

・J-STAGE NEWS No.18，科学技術振興

機構 ,2008

・J-STAGE NEWS 特別号，科学技術振興

機構 ,2008

・JABEE NEWS 第 8 号，日本技術者教育

認定機構，2008

◆予稿集・論文集・報告書

・四国大学紀要，四国大学，2008　

・長野県工業技術総合センター研究報告

No.3，長野県工業技術総合センター，

2008

・北海道立工業技術センター研究報告

No.10，（財）函館地域産業振興財団，

2008

・神戸芸術工科大学紀要 芸術工学2008，

神戸芸術工科大学，2008

・デザイン理論53号，意匠学会，2008

・Art Design Produce 2008（「アート・デ

ザイン教育による3C力の育成-大学

を開き，地域を活かすプロセス参加型

実践教育プログラム」活動記録），筑

波大学，2008

◆平成 20 年度第 6回理事会承認

　2008.12.20

＜新入会＞

＊正会員　5名（内、外国人　2名）

　岡田　絵梨奈　　竹之内　博史

　濵田　貴行　　　金　潤秀

　陳　俊甫

＜退会＞

＊正会員　9名

　青木　照護　　　安東　美緒

伊藤　結香　　　大江原　容子

尾崎　圭　　　　菅谷　幸太

高木　岑生　　　竹田　里美

田中　淳　　　

＊年間購読会員　1件

一誠堂書店

◆平成 20 年度第 7回理事会承認

　2009.01.31

＜新入会＞

＊正会員　7名（内、外国人　3名）

　池上　奨　　　　杉本　美貴

友岡　秀秋　　　星野　准一

李　貴連　　　　Hui-Jiun Hu

Pei-Fen Wu

＜退会＞

＊正会員　10 名

　浅沼　塁　　　　石田　和雄

泉　賢二　　　　伊藤　かおり

上田　麻紀子　　大抜　久敏　

加藤　高茂　　　加持　ゆか

仙石　克己　　　野田　圭太

＊賛助会員　2件

トヨタ自動車（株）

JRA システムサービス（株）

＊年間購読会員　1件

豊田合成（株）

会員の移動
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堂講　スパンャキ種千北学大立市屋古名  ：  場会
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