
  

大会実行委員会 

１． 大会の概要 

大会名称： 日本デザイン学会 第 54 回春季研究発表大会 

テーマ： 「産・学・官とデザイン」 

日本の中心に位置する浜松はモノづくりのまちとして起業精神、先取り精神で多くの製造業（トヨタ、本田、ス

ズキ、ヤマハ、河合楽器、浜松ホトニクスなど）の創業者を輩出してきました。地方都市でありながら世界レベ

ルの技術が集積し、それを形にする高いデザイン力を備えています。最近では、デジタルフォント製作や CAD、CAM

を駆使した金型設計などの IT 関連産業の進展も著しいものがあります。また、静岡県は、ユニバーサルデザイン

先進県として全国に先駆け環境整備を進めており、中でも浜松市は、日本でも有数の外国人比率の高い国際都市

としてユニバーサルデザインを推進していいます。この地域では、活況である自動車、IT 産業の裾野を支える産

業を中心にデザイン人材の育成が急務となっており、デザインを軸に地域や産業の活性化や発展を期す将来を見

据えた動きも見られ、デザインの果たす役割は、産・官・学及び市民を通じて高まっています。こうした背景に

より今回の大会のテーマを「産・官・学とデザイン」としました。 

主催： 日本デザイン学会  

共催： 静岡文化芸術大学  

会期： 2007 年 6 月 22 日（金曜日）から 6 月 24 日（日曜日）まで 

会場： 静岡文化芸術大学 講堂、自由創造工房、総合演習室、中講義室 

  〒430-8533 浜松市中区中央二丁目 1番 1号 

  JR 浜松駅下車 徒歩約 15 分 

 

２． 大会参加のお申込みについて 

別紙の「日本デザイン学会第 54 回春季研究発表大会 参加のお申込み」（学会ホームページでもダウンロードできま

す）にて大会実行委員会事務局宛に FAX または郵送にてお申込みください。事前参加の申込期限は、6月 13 日（水）

です。 

大会参加費： 事前参加登録の場合 （ ）内は当日参加の場合   （概要集代を含みます） 

  事前参加登録の場合は事前配布の郵便振替払込書により振込み願います：6月 13 日締切 

      （事前払込みされた方は大会受付にて郵便振替払込書の払込票兼受領証を提示願います）           

一般会員  6,000 円 （7,000 円） 

一般非会員  7,000 円 （8,000 円） 

学生会員   4,000 円 （5,000 円） 

学生非会員  5,000 円 （6,000 円） 

  大会発表費： 事前払込みの場合 （ ）内は当日支払いの場合 

事前払込の場合は事前配布の郵便振替払込書により払込み願います：6月 13 日締切 

（事前払込みされた方は大会受付で郵便振替払込書の払込票兼受領証を提示願います）  

口頭研究発表 4,000 円 （5,000 円） 

         ポスター研究発表 4,000 円 （5,000 円） 

  懇親会費： 事前参加登録の場合 （ ）内は当日参加の場合 

事前参加登録の場合は事前配布の郵便振替払込書により振込み願います：6月 13 日締切 

       （事前払込みされた方は大会受付で郵便振替払込書の払込表兼受領証を提示願います）  

一般会員  7,000 円 (8,000 円) 

一般非会員  8,000 円 （9,000 円） 

学生会員  3,000 円 (4,000 円) 

学生非会員 5,000 円 (6,000 円) 

エクスカーション参加費：エクスカーション１、２は、事前参加登録のみとなります。 

事前参加登録の場合は事前配布の郵便振替払込書により払込み願います：6月 13 日締切 

（事前払込みされた方は大会受付で郵便振替払込書の払込票兼受領証を提示願います） 

エクスカーション１ 楽器博物館、アクトシティ見学、夕食(うなぎ) 

   参加費：5,000 円  最少催行人員 10 名 

エクスカーション２ 龍潭寺、浜名湖、夕食(フレンチ) 

参加費：12,500 円 最少催行人員 20 名 

エクスカーション３ 静岡文化芸術大学キャンパス見学 

日本デザイン学会第 54 回春季研究発表大会参加のご案内 



参加費：無料  最小催行人員 10 名 

＊ 事前参加登録人数が最小催行人員に満たない場合は、エクスカーション１、２を中止する場合が  

あります。 

 

３．大会のスケジュール 

6 月 22 日(金) 09:00～    受付開始（大会参加者は、最初に受付にて登録が必要です） 

10:30～11:30  総会 

  11:30～12:15  平成 18 年度学会各賞受賞者記念講演 

  12:15～12:55  昼食 

  13:00～13:30  開会式 

13:30～14:30  基調講演（静岡文化芸術大学 川勝平太学長） 

21C の国土のグランドデザイン―「美しい国づくり」に向けて 

  14:40～15:30  特別講演（スズキ株式会社 吉村等デザイン部部長） 

  16:00～18:00 エクスカーション１ 楽器博物館、アクトシティ見学、夕食(うなぎ) 

エクスカーション２ 龍潭寺、浜名湖、夕食(フレンチ) 

エクスカーション３ 静岡文化芸術大学キャンパス見学 

 

6 月 23 日(土)09:00～    受付開始（23 日からの大会参加者は、最初に受付にて登録が必要です） 

  09:30～12:00  口頭研究発表１ 

  13:00～14:00  ポスター研究発表、作品集作品展示･プレゼンテーション、企業展示 

  14:00～16:00  オーガナイズド・セッション１ 

    ｢21 世紀、デザイン教育の再考｣ 

  16:15～18:15  口頭研究発表２ 

  19:00～21:00  懇親会 ホテルコンコルド浜松 海の間 

(立食、ビュッフェ形式、フリードリンク) 

 

6 月 24 日(日) 09:00～  受付開始（24 日からの大会参加者は、最初に受付にて登録が必要です） 

  09:30～12:00  口頭研究発表３ 

  13:00～14:30  ポスター研究発表、作品集作品展示･プレゼンテーション、企業展示 

14:30～16:30  オーガナイズド・セッション２ 

    「東海地区デザイン事情」 

    オーガナイズド・セッション３ 

    「デザイン・インターンシップのゆくえ－大企業におけるメリット･デメリット」 

  16:30～17:00  閉会式 

 

４．ホテルのご予約について 

ホテル予約は、㈱ＪＴＢ中部浜松支店にて受付けます。いずれのホテルも会場より徒歩 10 分圏です。

予約は FAX にて受け付けます。別添の「日本デザイン学会第 54 回春季研究発表大会宿泊･弁当参加申

込書」（学会ホームページでもダウンロードできます）に必要事項をご記入いただき、郵送または FAX

にて 5月 9日（水）までに㈱ＪＴＢ中部浜松支店にお申し込みください。お支払いは、請求書が到着

次第、6月 13 日（水）までに請求書に記載されている指定口座へお振込みください。 

 

  Ａ－１ オークラアクトシティホテル浜松（シングル１名利用 朝食･税・サ込み \12,700 円） 

  Ｂ－１ 浜松名鉄ホテル（シングル１名利用 朝食･税・サ込み \11,500 円） 

Ｃ－１ ホテルコンコルド浜松（シングル１名利用 朝食･税・サ込み \9,500 円） 

  Ｄ－１ くれたけインアクト浜松（シングル１名利用 朝食･税・サ込み \6,800 円） 

 

５．大会までのスケジュール(予定) 

2007 年 3 月 27 日：発表申込み登録締切  

2007 年 4 月中旬 ：大会、懇親会、エクスカーション等参加申込書発送後、参加登録開始  

2007 年 5 月下旬 ：大会プログラム公開、発送 

2007 年 6 月 13 日：大会、懇親会、エクスカーション参加登録締切  

以上 


