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追　　悼

岩田州夫先生を偲んで

 公立はこだて未来大学 岡本　誠

本学会名誉会員であり公立はこだて未来大学名誉教授でもあ

る岩田州夫先生は、2017年 4月20日にご逝去され、早いもの
で 1年が経ちました。在りし日の岩田先生を偲び、ここに先生
との思い出を記します。

岩田先生は、2015年に公立はこだて未来大学を退職された
後、冬は温暖な広島の自宅で、春から秋にかけて函館近郊の大

沼の別荘で暮らしておられました。昨年の初春、半年ぶりに未

来大に立ち寄られ、いつものように満面の笑みで私の部屋に

入って来られました。お互いの近況を報告しあい、翌週あたり

にお酒でも飲もうと話をして、部屋を後にされました。ところ

がその日の夜、体調が急変し、永遠のお別れになりました。あ

まりに突然の別れに、未来大の教職員や先生の教え子達は深い

悲しみに包まれました。

岩田先生は、昭和19年に松江市にお生まれになり、高校まで
は松江で過ごされました。千葉大学大学院工学研究科を修了さ

れ、昭和44年から、東洋工業株式会社（現マツダ株式会社）の
デザイン部署で活躍されました。マツダでは、インテリアデザ

インやデザインマネージメントを担当されたと聞いています。

2000年に未来大学が開学した際に、岩田先生は教授として
着任されました。着任後は、デザイングループの立ち上げや、

デザインの教育の基本設計などに熱心に取り組まれました。マ

ツダでのデザインの経験を生かして、情報表現基礎の授業では

色彩の基礎や情報環境における色彩のデザインを、また現代デ

ザイン論ではプロダクトデザインの歴史やデザインプロセスに

について授業をしていただきました。先生の授業は、デザイン

の意義や責任、デザイナの姿勢を若い人に伝えたいという気持

ちに溢れていました。

未来大学には、プロジェクト学習という授業があります。岩

田先生は、この授業のスタートの時に「病院プロジェクト」を

立ち上げられ、退職されるまで10年以上、地域医療や医療の
情報化について学生と一緒に考えて来られました。このプロ

ジェクトは、利用者（患者さん、患者さんの家族、医療従事者

など）の視点を重視し、更に地域特性や情報技術を考慮した医

療サービスをデザインするものでした。岩田先生と学生は、良

く医療現場に調査に出かけ、現場をとても大切にされていまし

た。提案されたサービスは、患者さんや医療関係者の視点を重

視したもので、細かいところまで気を配ったデザインが印象的

でした。2005年には、このプロジェクト学習の成果をグッド
デザイン賞に応募し、グッドデザイン賞新部門賞を受賞されま

した。大学の授業の成果がグッドデザイン賞を受賞すること

は、あまり例がないことと思います。

2008年には、日本デザイン学会春季大会を未来大学で開催し
ました。岩田先生は、大会実行委員長として学会と未来大学と

の橋渡しをしていただきました。函館は遠いので集客を心配さ

れていましたが、先生のご尽力で沢山の学会員に参加していた

だきました。当時はまだ未来大を知らない方も多かったので、

宣伝やイベントに凄く力を入れておられたのを覚えています。

函館山の頂上のレストランで行った懇親会も沢山の方が参加さ

れ、ぎゅうぎゅう詰めの会場でにこやかに挨拶されていました。

2012年に未来大学が法人化する時に、岩田先生は副理事長
に就任され、大学法人を軌道に乗せるために様々なご尽力をい

ただきました。大学法人の組織や制度設計などをご担当されま

したが、特に教員の海外研修制度に関して率先して環境を整備

されました。当時海外研修に行かないか、と声をかけてもらっ

たのですが、博士の指導を理由に断ってしまいました。今から

考えると、もったいなかったです。

岩田先生は、函館市の地域活動に積極的に参加されていまし

た。函館市都市景観審議会会長、函館市景観アドバイザー、広

島市パブリックカラー研究会会員などを歴任され、地域にデザ

インを根付かせるために、これらの仕事も精力的にこなしてこ

られました。また、函館日仏協会理事や函館市立病院経営改革

懇談会長なども務められ、多様な分野で地域に貢献してこられ

ました。これは、先生の外交的で明るいお人柄や博学で良識的

な判断ができる能力に裏打ちされたものだと思います。　

先生は、とにかく明るい性格でした。会議や飲み会ではいつ

も大きな声で話し、笑い声や白い歯が印象的でした。会議で議

論が硬直したときには、発言者の間に立ち、うまくまとめてく

ださいました。先生と学生たちは卒業後も定期的に集まり、誕

生日会を東京で毎年開き、多くの卒業生が集まりお祝いをして

いました。お葬式の時は、未来大学や函館市の関係者からの花

輪もたくさんありましたが、それにも増して卒業生からのたく

さんの花輪が並んでいたのが印象的でした。

私が岩田先生の追悼文を書いているのは、なんだか不思議な
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気持ちがします。ご遺族からお借りした写真を見ていると、ま

たひょいと部屋を訪ねてこられるのではないかと思えてきま

す。この文章を書きながら、あらためて先生の足跡をたどって

みると、大学や地域に、そして多くの学生達にデザインのマイ

ンドをたくさん残していただいたのだと実感します。岩田先生

のお導きに感謝するとともに、謹んでご冥福をお祈りします。

訂　　正

日本デザイン学会誌　No. 220号 p. 1. に掲載の、「高山正喜
久先生を偲んで」に記載の「ご経歴」に誤りがありました。お

詫びして、下記の通り訂正いたします。

（誤） 1972年（昭47）東京教育大学教育学部芸術学科工芸専攻
助教授 

（正） 1965年（昭40）東京教育大学教育学部助教授（工業デザ
イン） 

（誤） 1973年（昭48）東京教育大学教育学部芸術学科構成専攻
教授

（正）1972年（昭47）東京教育大学教育学部教授（構成学）

2018・2019年度代議員選挙 結果

 選挙管理委員会

2017年11月に、2018・2019年度代議員選挙が行われ、 5地区
で計135名の会員が選出されました。当選者（辞退者に伴う繰
り上がり当選者を含む）ならびに投票率は下記のとおりです。

当選者

第 1地区

伊藤　真市 岡本　　誠 酒井　　聡 原田　　泰 
福田　大年 細谷　多聞 両角　清隆 柚木　泰彦 
横溝　　賢 若林　尚樹

 （代議員定数10名）

第 2地区

青木　史郎 浅香　　嵩 蘆澤　雄亮 阿部　眞理 
安藤　昌也 五十嵐浩也 井口　壽乃 井上　征矢 
植田　　憲 植村　朋弘 大島　直樹 岡崎　　章 
小野　健太 加藤　健郎 加藤　三喜 金井　宏水 
上綱久美子 川上　元美 清水　泰博 工藤　芳彰 
國澤　好衛 久保　光徳 小池　星多 小泉　雅子 
小林　昭世 小山　慎一 佐々　牧雄 佐々木美貴 
佐藤　公信 佐藤浩一郎 佐藤　弘喜 下村　義弘 
白石　照美 白石　　学 杉下　　哲 須永　剛司 
田中　一雄 田中佐代子 田中みなみ 玉田　俊郎 

土屋　雅人 常見美紀子 寺内　文雄 長尾　　徹 
中林鉄太郎 永見　　豊 永盛　祐介 生田目美紀 
萩原　将文 橋田　規子 八馬　　智 原　　忠信 
平松　早苗 古屋　　繁 松岡　由幸 村上　　存 
森　　香織 柳澤　秀吉 山崎　和彦 山田　弘和 
山中　俊治 山中　敏正 山本　早里 李　　昇姫 
渡辺　慎二 渡邉　　誠 綿貫　啓一 渡　　和由

JAIME TARCISIO ALVAREZ RAMIREZ 
 （代議員定数69名）

第 3地区

池田　岳史 禹　　在勇 江口　倫郎 加藤大香士 
木村　一男 木村　　徹 木村　　光 國本　桂史 
黄　ロビン 佐々木尚孝 水津　　功 高山　靖子 
滝本　成人 谷川　憲司 永井由佳里 中島　　聡 
長山　信一 西尾　浩一 廣瀬　伸行 本田　　敬 
森下　眞行 和田　　功

 （代議員定数22名）

第 4地区

赤井　　愛 岡田　　明 岡田　栄造 面矢　慎介 
川崎　和男 岸本　侑子 木谷　庸二 櫛　　勝彦 
久保　雅義 曽和　具之 高木　由典 塚本カナエ 
寺島　正之 長尾　　誠 長坂　一郎 平田　一郎 
藤本　英子 前泊　秀徳 益岡　　了 三原　宏和 
柳田　宏治 山内　　勉 山岡　俊樹

 （代議員定数23名）

第 5地区

池田美奈子 井上　貢一 伊原　久裕 尾方　義人

河地　知木 清須美匡洋 古賀　　徹 佐藤　　優

田北　雅裕 田村　良一 森田　昌嗣

 （代議員定数11名）

投票率

　 合計数 第1地区 第2地区 第3地区 第4地区 第5地区
有権者数 1,376 109 695 220 235 117
総投票数 281 27 132 49 40 33
有効投票数 281 27 132 49 40 33
無効票 0 0 0 0 0 0
投票率 20.4% 24.8% 19.0% 22.3% 17.0% 28.2%
辞退者 10 0 4 1 4 1

代議員定数 135 10 69 22 23 11
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2018・2019年度役員候補者選挙 結果

 選挙管理委員会

2018年 3月10日に拓殖大学文京キャンパスにおいて、
2018・2019年度の役員候補者選挙が行われ、会長候補者、代
議員選出副会長候補者、地区理事候補者、全国区理事候補者、

監事候補者が選出されました。

2018・2019年度 日本デザイン学会 役員候補者選挙 当選者

会長候補者 松岡　由幸

代議員選出副会長候補者 小林　昭世

支部長候補者 副支部長候補者

地区理事
候補者

第 1地区 横溝　　賢 原田　　泰
第 2地区 平松　早苗 工藤　芳彰
第 3地区 黄　ロビン 國本　桂史
第 4地区 久保　雅義 岡田　栄造
第 5地区 田村　良一 池田美奈子

全国区理事候補者

井口　壽乃 池田　岳史
大島　直樹 岡崎　　章
小野　健太 加藤大香士
加藤　健郎 加藤　三喜
上綱久美子 久保　光徳
小山　慎一 佐藤浩一郎
佐藤　弘喜 杉下　　哲
永井由佳里 生田目美紀
細谷　多聞 森田　昌嗣
両角　清隆 山中　敏正

監事候補者 國澤　好衛 佐々木美貴

○会長候補者選挙

会長候補者選挙は、代議員投票第 1回目で有効投票の過半数
を得た者がいなかったため、上位 2名で 2回目の投票を実施し
た結果、松岡由幸会員21票、小林昭世会員14票で、最多数を
得た松岡由幸会員が会長候補者に選出されました。

○代議員選出副会長候補者選挙

代議員選出副会長候補者選挙は、代議員投票第 1回目で有効
投票の 3分の 1以上を得た者がいなかったため、上位 3名で 2
回目の投票を実施した結果、小林昭世会員26票、國澤好衛会
員 6票、須永剛司会員 3票で、最多数を得た小林昭世会員が代
議員選出副会長候補者に選出されました。

○地区理事候補者選挙

第 1地区の地区理事候補者選挙では、横溝賢会員と原田泰会
員が同票で最多得票となりましたが、役員候補者選挙当日は第

1地区からの出席がなく、 2回目の投票が実施できませんでし
た。そのため抽選を行った結果、横溝賢会員が支部長候補者

に、原田泰会員が副支部長候補者に選出されました。

第 2地区の地区理事候補者選挙では、平松早苗会員が最多得
票で支部長候補者、工藤芳彰会員が 2位で副支部長候補者に選
出されました。

第 3地区の地区理事候補者選挙では、黄ロビン会員が最多得
票で支部長候補者に選出されました。同票で 2位の國本桂史会
員、池田岳史会員で 2回目の投票を行い、國本桂史会員が副支
部長候補者に選出されました。

第 4地区の地区理事候補者選挙では、益岡了会員が最多得票
でしたが、連続 3期に該当するため、同票で 2位の久保雅義会
員、岡田栄造会員で行われた 2回目の投票の結果に基づき、久
保雅義会員が支部長候補者、岡田栄造会員が副支部長候補者に

選出されました。

第 5地区の地区理事候補者選挙では、田村良一会員が最多得
票で支部長候補者に選出されました。同票で 2位の池田美奈子
会員、森田昌嗣会員で 2回目の投票を行い、池田美奈子会員が
副支部長候補者に選出されました。

○全国区理事候補者選挙

全国区理事候補者選挙は、代議員投票第 1回目で、井口壽乃
会員、池田岳史会員、大島直樹会員、岡崎章会員、小野健太会

員、加藤大香士会員、加藤健郎会員、加藤三喜会員、上綱久美

子会員、久保光徳会員、小山慎一会員、佐藤浩一郎会員、佐藤

弘喜会員、杉下哲会員、須永剛司会員、細谷多聞会員、両角清

隆会員、山中敏正会員の18名が全国区理事候補者に選出され
ました。同票で19位の水津功会員、永井由佳里会員、生田目
美紀会員、森田昌嗣会員で 2回目の投票を行い、永井由佳里会
員、生田目美紀会員の 2名が選出されました。その後、須永剛
司会員が辞退されたため、次点の森田昌嗣会員が当選となりま

した。

○監事候補者選挙

監事候補者選挙では、代議員投票第 1回目で、國澤好衛会
員、佐々木美貴会員の 2名が同票で最多得票となり監事候補者
に選出されました。

以上の理事候補者（会長候補者・代議員選出副会長候補者・

支部長候補者・副支部長候補者含む）及び監事候補者は、

2018年 6月に開催される総会において役員候補者として提案
されます。
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2017年度学会各賞選考結果報告

 2017年度学会各賞選考委員会
 委員長　青木弘行

本年度の学会各賞選考結果を、下記のようにご報告いたします。

【推薦状況（各賞候補件数）】

会員、論文審査委員会、作品審査委員会、本選考委員会より

推薦された候補件数［功労賞： 3件、学会賞： 1件、年間論文
賞： 3件、年間作品賞： 1件］であった。
【選考結果】

・功労賞：西川潔氏、工藤卓氏、河原林桂一郎氏

　　事由： 長年にわたる学会活動、及び学会運営における多大
な貢献に対して。

・特別賞： 青木幹太氏、佐藤佳代氏、井上友子氏、星野浩司氏、
佐藤慈氏、荒巻大樹氏（共同受賞）

　　事由： 「プロジェクト型デザイン教育と地域産業プロモー
ション活動に関する一連の共同研究と実践」におけ

る顕著な功績に対して。

・年間論文賞：川上比奈子氏

　　　　　　　 アイリーン・グレイが学んだ菅原精造の日本漆
芸の背景（Vol.63, No.6, pp.57-64, 2017）

　　事由： デザイン学研究において貴重な研究成果であると同
時に、今後の展開が多いに期待できる。

 2017年 9月 9日
 2017年度学会各賞選考委員会
 委員長　青木弘行

 委　員　庄子晃子

 杉山和雄

 原田　昭

 松岡由幸

 宮内　悊

 宮崎　清

 森　典彦

 山中敏正

 審査協力　寺内文雄（論文審査委員会委員長）

 須永剛司（作品審査委員会委員長）

2018年度春季研究発表大会のお知らせ

 大会実行委員長 赤井 愛
第65回春季研究発表大会を下記の通り開催いたします。
■大会テーマ：“デザイン” の時代

■会　　　期：2018 年 6月22日（金）～24日（日）

■会　　　場：大阪工業大学　梅田キャンパス

　　　　　　　〒535-8585　大阪市北区茶屋町 1番45号
　　　　　　　JR「大阪」駅から徒歩 5分
　　　　　　　阪急「梅田」駅から徒歩 3分
■プログラム概要

6月22日（金）
・基調講演（14：30‒16：00）
　テーマ：“捨てる” をデザインする
　　　　　―循環を前提としたモノのトレーサビリティ―

　演者：中台　澄之氏

　　　　（株式会社モノファクトリー代表取締役）

・特別セミナー（16：10‒17：00）
　テーマ：デザイン開発とデザイン保護

　　　　　―これから必要になる知的財産との付き合い方―

　講師：山田　繁和氏

　　　　（大阪工業大学 大学院知的財産研究科 特任教授）
6月23 日（土）
口頭発表／ポスターセッション／オーガナイズドセッション

懇親会／企業展示／企画展示

6月24 日（日）
口頭発表／ポスターセッション／オーガナイズドセッション

企業展示／企画展示／閉会式

■大会サイト：http://www.oit.ac.jp/rd/jssd2018/
■問い合わせ：jssd@oit.ac.jp／06-6147-6830

【事前参加登録のお願い】

①参加登録期間（割引適用）

2018 年 5月 1日（火）～ 5月31日（木）
②参加登録期間（割引無し）

2018 年 6月 1日（金）～ 6月15日（金）
＊ 入金前に必ず事前に幹事校サイトより申し込み登録をお済ま
せください。「参加受付番号」（Ａから始まる 5桁の番号）が
発行されますので、払込取扱票に記載をお願いいたします。

＊ 6月 1日以降に申込まれた方は割引が適用されませんので、
送付した払込取扱票を使用される際は、金額を通常価格に書

き換えてください。

＊申込期間終了後は、会場受付にて現金をお支払いください。

2017年度秋季企画大会報告

 大会実行委員長　岡本　誠

2017年度日本デザイン学会秋季企画大会は、公立はこだて未
来大学を幹事校として、2017年10月13日（金）から10月15日
（日）の日程で、函館市地域まちづくりセンター等函館市内各
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所で開催し、約200名の参加があった。これまで秋季企画大会
は、主に首都圏で開催されてきたが、今大会からは新しい取り

組みとして地方で開催することになった。地方で開催すること

の意義を、デザイン研究の裾野を広げることと理解し、地方で

デザインに関連する勉強や仕事をしている人が参加しやすい学

会の環境作りを目指した。また、地方の大学は、大会を支える

人員や予算に限りがあるので、手間や経費のかからない大会運

営に心がけた。また、デザイン学会第一支部大会の開催日程と

かぶるため秋季大会と共催することとした。

大会のテーマは、「共創・当事者デザイン」─当事者と共に

デザインすることの意味 ─ 、とした。近年、参加型デザイン

や共創に関心が高まっているが、共創の認識は定まったもので

はなく、多様な人の実践の紹介や議論から共創の意義を深めて

いく必要がある。今大会では、共創に関心のある研究者や活動

家が発表をおこない、あるいはワークショップで身体と脳を動

かし、「共創・当事者デザイン」について議論を深めた。

主なプログラムは、以下であった。

①各賞表彰及び授賞式：各賞表彰及び授賞式を行った。

②企画テーマ討論会：企画テーマ「共創・当事者デザイン」の

シンポジウム。北欧、日本や函館の事例を当事者や研究者の

視点で紹介し、活発な議論が行われた。登壇者は、安岡美佳

（IT University of  Copenhagen）、髙田傑（建築家、函館市）、
鈴木辰徳（八百屋すず辰、函館市）、上平崇仁（専修大学）、

司会　岡本誠（公立はこだて未来大学）。

③第 1支部大会討論会：「ガクガク連携」札幌市立大学の異分
野の学問交流、市民との連携などについて他の専門分野との

連携を効果的に進める上での工夫について議論した（詳細

は、第一支部大会報告の項を参照）。

④企画テーマセッション：企画テーマに沿った研究発表をライ

トニングトーク（発表 5分）形式で実施した。20数件の発
表がマシンガンのように行われ、多いに盛り上がった。司会　

原田泰（公立はこだて未来大学）。

⑤企画テーマワークショップ：企画テーマに沿った街ぶらワー

クショップ。30名を超える参加者があった。身体と頭で「共
創・当事者デザイン」を考える企画。ファシリテータ　原田

泰（公立はこだて未来大学）。

⑥学生プロポジション：デザイン学研究の普及を目的に、「学

生プロポジション」展覧会（ポスターや成果物の展示による

インタラクティブ発表）を実施した。全国15校から参加し
た68名が前後半に別れてポスター発表をおこない、活発な
質疑応答が続き、大盛況であった。厳正なる審査の結果、今

年度は68件の発表のうち、20件に優秀賞を授与することと
なった。担当：工藤芳彰、永盛祐介、安井重哉、美馬義亮、

小林昭世。

⑦研究部会研究会：研究部会の研究会を開催した。

■大会実行委員長　岡本誠、副実行委員長　柳英克、木村健一、

実行委員　美馬義亮、原田泰、安井重哉、伊藤精英、

南部美砂子、姜南圭、学生実行委員　三野宮定里、川島奨大、

斎田萌、木下誠子（以上全て、公立はこだて未来大学）

■2017秋季大会website：http://www.fundesign.jp/jssd2017f/

2018年度総会のご案内

一般社団法人日本デザイン学会第 2回定時社員総会を、下記
のように開催いたします。会員各位におかれましては、ご出席

くださいますよう、ご案内申しあげます。

記

■日時： 2018年 6月22日（金曜日）　 13：00～14：00  
（受付開始11：00）

企画テーマ討論会：「共創・当事者デザイン」

企画テーマに沿った街ぶらワークショッ
プの成果物（経験の屏風）

企画テーマに沿った 5分の研究発表（ラ
イトニングトーク）、市民の発表の様子

学生プロポジション：情報系等関連分野の学生も多数参加



6JSSD NEWS
No.221

■ 会場：大阪工業大学梅田キャンパス　 3 F　常翔ホール
　　　　〒535-8585　大阪市北区茶屋町 1番45 号
　　　　大会ホームページ：http://www.oit.ac.jp/rd/jssd2018/
■ 総会内容

1．総会成立の確認ならびに開会宣言
2．会長挨拶
3．議事
・第 1号議案：2017年度理事会・事業報告
・第 2号議案：2017年度決算報告、会計監査報告
・第 3号議案：2018、2019年度役員の選任
・第 4号議案：2018年度事業計画
・第 5号議案：2018年度予算案

4．学会各賞記念講演
5．閉会挨拶

2018年度日本デザイン学会秋季企画大会会告

2018 年度日本デザイン学会秋季企画大会を、下記要領にて
開催することとなりましたので、ご案内申し上げます。自由な

研究交流が行えるイベントに加え、第 5支部の主催による支部
研究発表会も同時に企画しました。初秋の福岡にぜひお集りく

ださい。

■日程：2018年10 月12 日（金）～ 10 月14 日（日） 
■会場：九州大学　大橋キャンパス

・最寄り駅：西鉄天神大牟田線 大橋駅、JR九州 竹下駅
・詳細情報：秋季大会特設サイトが完成次第、順次、更新し

ていきます。

■オンライン参加登録開始： 
8月初旬を予定 

■企画テーマ： 
 「平成のデザイン／次代のデザイン」 
平成期が終わろうとする現在、20世紀が積み残してきた

社会の多様で複雑な諸課題を解決するためには、諸課題の要

因やニーズ、そして解決の糸口を多方面の視野から俯瞰的に

探り、具体的な解決の方向を導き、提案・検証する本来のデ

ザインの役割、つまり創造プロセスのすべての段階において

デザインが有効な方法となり得ると認識されてきています。

本大会では、平成のデザインを総括して未来（次代）のアク

ションに向けたデザイン教育・研究、そして実践のためのア

プローチについて、パネルディスカッション、ライトニング

トークなどを通じて考えていきたいと思います。

■主なプログラム： 
① 基調講演
（ア） 下川一哉氏（株式会社 意と匠研究所 代表、元・日

経デザイン編集長）  
「講演タイトル（未定）」

② パネルディスカッション
（ア） 企画テーマ「平成のデザイン／次代のデザイン」に

ついて、実務者、教育・研究者、参加者のみなさん

とともに議論を行います。

（イ） 話題提供者：検討中。
③ ライトニングトーク
（ア） 企画テーマ「平成のデザイン／次代のデザイン」に

関連したテーマを中心に、広く発表を募集します。

（イ） 発表時間は 5分程度と短いですが、多様な話題を共
有することができます。研究成果、活動紹介、研究

コンセプトの紹介等、多様な発表を募集します。

④ 学生プロポジション
（ア） 学生の研究成果を発表する場です。発表形式は、ポ

スターと作品を用いた対話型発表です。優秀者には、

幾つかの賞が授与されます。

（イ） 詳細はWeb等で案内します。
⑤ 研究部会研究会
（ア） 研究部会の研究会の場を提供いたします。発表形式、

テーマなどは、部会で自由に決めていただいて結構

です。

⑥ 第 5支部研究発表会
（ア） 本年度は秋季企画大会の一つのプログラムとして実

施します。

デザイン学研究・作品集 23号（2017）の概要

 作品審査委員会

「デザイン学研究・作品集 23号（2017）」が電子ジャーナル
としてインターネット上の J-Stageに掲載されました。ここに
J-Stage掲載についてと、23号の概要を示します。

J-Stageでの掲載公開について

作品集の電子ジャーナル出版は作品集20号（2014）より始
まり、21号（2015）までの 2刊は印刷物と並行出版してきま
した。昨年度発刊の22号（2016）より、デザイン学会誌「デ
ザイン学研究・作品集」の印刷物、およびそこに付録添付され

た「作品集DVD」の発行が廃止され、本号も電子ジャーナル
としてのみの出版です。J-Stageに掲載公開されることにより、
電子化作品論文・作品ムービーとして、世界中どこからでもア

クセスが可能となっています。
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J-Stage上の「デザイン学研究・作品集」は「本文pdf、抄録、
引用文献、電子付録」の項目で構成されています。作品論文は

「本文pdf」から、作品ムービーは「電子付録」から閲覧でき
ます。なお、作品ムービーは、各作品論文の「書誌事項」ペー

ジのタブ「電子付録」から閲覧できます。下のURLから閲覧
できます。

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/adrjssd/23/0/_contents/-
char/ja/

　刊行物の書誌情報（著者名、表題など）の閲覧と本文のダウ

ンロードが、どなたでも無料で利用できます。ID、パスワー
ドの要求画面が表示されます。そのまま「サインイン」をク

リックしてください。

＊注 ：J-Stageは、国立研究開発法人科学技術振興機構 （JST） 
が構築運営している「科学技術情報発信・流通総合システ

ム」であり、学会誌などの無料公開システムです。

デザイン学研究・作品集 23号（2017）目次

滝本 成人
簡易型血管機能計測装置のデザイン開発

Takimoto Narihito
Design and development of  simple device for measuring 
vascular function 

木村 圭汰
背もたれ中折れ式車いすのデザイン提案

Kimura Keita
Proposal on Design of  the Wheelchair with Forward Tilt 
Function 

梅田 悟司
あととりむすこ：求人広告とパッケージの融合

Umeda Satoshi
Atotorimusuko: Development of  rice with job advertisement 
as its packaging 

田中 佐代子
サイエンスアゴラ2011-2016のキービジュアルデザイン
Tanaka Sayoko
Key Visual Designs for Science Agora 2011-2016 

阿部 眞理
弾性スギ圧縮木材による人にやさしい家具の試作　［作品ムー

ビー添付］

Abe Mari
Prototype of  Human-Friendly Furniture by Compressed Sugi 
with the Elasticity 

上平 崇仁
FIELD MUSEUM：地域協働のデザインによる体験型自然科
学学習キット

Kamihira Takahito
FIELD MUSEUM: Designing of  experience-based learning 
kit for natural science utilizing cooperation with local 
community 

駒宮 祐子
デジタル複合機のユーザインタフェースデザイン開発　［作品

ムービー添付］

Komamiya Yuko
User Interface Design Development of  Multi-Function 
Peripheral 

八城 朋仁
プラグラミング：子どもたちの協調作業のためのプログラミン

グツール［作品ムービー添付］

Yashiro Tomohito
Plugramming: a Tangible Programming Tool for Children’s 
Collaboration 

工藤 芳彰
とんとんならべ：昔話を題材としたボードゲーム型総合学習

ツール

Kudo Yoshiaki
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Tonton-narabe: Board Game Type Tool for Integrated Studies 
based on Old Tales 

今泉 博子
Crevice：全身運動により登り降りを楽しむ遊具の開発
Imaizumi Hiroko
“Crevice”: Climbing up and down the playground equipment 
using the whole body 

横溝 賢
市民に開かれた学会活動のデザインプロセス－在るがままに在

るデザイン

－第 7回日本デザイン学会第１支部大会を事例として
Yokomizo Ken
The Design Process of  Academic Activities Opened to 
Citizens
─Designing “As It Is”─ , A Case Report on 2016 Annual 
Conference of  The First Branch of  JSSD 

安 浩子
最新のアクセシビリティに配慮した企業のウェブサイト

Yasu Hiroko
Achieving the latest accessibility for corporate website 

石井 晴雄
犬山観光情報のビジュアルアイデンティティのデザイン

Ishii Haruo
Visual Identity Design of  Inuyama Tourists Information 

大姶良 義将
Pamin：痛みの強さと周期を表現できる評価ツール［作品ムー
ビー添付］

Oaira Yoshimasa
Pamin: Evaluation tool that can express the “intensity of  pain” 
and “pain cycle”. 

三野宮 定里
HACOSTA：工芸品職人のための製造コスト見積もり計算ア
プリケーション［作品ムービー添付］

Sannomiya Yasunori
HACOSTA: Cost Computing Appliciton for Craftsman 

勝部 里菜
heartbeat：心拍の変化を活用したエンターテインメントシス

テム［作品ムービー添付］

Katsube Rina
heartbeat: An entertainment system utilizing changes in user’s 
heart rate 

水津 功
AGNI HUTTE：森を救う薪ストーブ
Suizu Isao
AGNI HUTTE: Wood stove rescues the forest

杉本 美貴
産学連携による学生用ノートデザイン開発

Sugimoto Yoshitaka
Product Development of  a Student Notebook in an Industry-
University Collaboration

注）本文pdfの
・著者名横の記号■は日本デザイン学会正会員、□は非会員、

●は学生会員、○は学生非会員を示す。

・タイトル上の記号は作品の種類「ａ：具体化され社会的認知

を得ている作品」か「ｂ：研究的あるいは実験的な提案とし

ての試作品」を示す。

2017年度の作品集づくり

日本デザイン学会が最初の作品集を発刊したのは1995年度。
通巻 1号の巻頭言に当時の森紀彦学会長の言葉「デザイン学研
究において、理論の研究と実際の設計・制作はいわば車の両輪

である。…作品集は単に優れた作品の結果だけを集めたもので

はなく、デザイン実現化の過程でどんな研究・開発あるいは思

考プロセスがあったのかを発表する」がある。また、同号巻末

の経過報告には、さかのぼること1990年に、当時稲次敏郎会
長と出原栄一副会長によって「作品を論文と同等に扱う」こと

を検討することが始まったと西沢健理事の言葉が記されてい

る。これらを源とする20年余にわたる作品集編纂の流れを継
承し、学会発刊を紙の雑誌からWeb（J-Stage）への転換を昨
年度完了している。作品集も昨年度22号から J-Stage上のみの
発行となっている。2010年より始まった作品ムービーは、
J-Stage上の「デザイン学研究・作品集」の各作品論文の「書
誌事項」ページのタブ「電子付録」から閲覧できる。

作品集はデザインの優れた成果物を示すとともに、そのデザ

インのプロセスにおける創造的で構成的な思考を外化し、それ

をデザインの知として論述し、それらを学会員が共有し交換す

るメディアである。本号を発刊するにあたり次の方々の努力に

感謝します。優れたデザイン作品創作の知恵を論述し、デザイ
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ンされた姿の魅力を伝えるムービーを制作された作品応募・投

稿者のみなさま、複数回の審査に参加いただいた専門審査委員

の方々、そして応募から最終審査と編集までのプロセスを担っ

た本委員会の委員と幹事のみなさま、ありがとうございまし

た。（作品審査委員長 須永剛司）

募集・審査・発行の経緯

今年度は、厳正な作品審査を経て優れた作品18件の掲載が
可能となった。内 6件に作品ムービーが添付されている。採択
率は49%である。応募投稿・審査・編集・発行の流れを以下
に記す。

・作品募集の告知：2017年 6月30日（学会メール通知、春季
研究発表大会でチラシ配布）

・作品応募投稿受付 ： 8月31日（応募受付： 38件、後日 1件
取り下げあり合計37件）
第 1回審査会： 9月 8日（金）

・第 1次審査： 9月11日から10月14日
第 2回審査会：10月19日（木）
審査結果通知：10月20日（第 1次審査結果：条件付き
採択　23件、不採択　14件、辞退　１件）

・著者による修正：10月25日～11月20日（修正原稿受付：11月
20日（月））
・第 2次審査：11月22日～12月 8日

第 3回審査会：12月15日（金）
審査結果通知：12月21日（木）（第 2次審査結果　採録
（一部修正依頼）：18件、不採録： 5件）

・著者による訂正：12月22日～ 1月 7日（訂正原稿受付： 1月
7日（日））

・審査委員会より学会本文事務局へ著者の会員非会員の確認依

頼：12月
・審査委員会で編集目次立て作業： 1月上旬
・載録作品論文・ムービーのリストを正文社へ送付： 1月中旬
・正文社より著者へ最終原稿の送付依頼： 1月24日（水）ま
でに送付のこと

・学会事務局より著者に掲載料請求： 2月上旬
・正文社より著者に著者校正： 2月中旬から下旬

専門審査委員

出原立子　伊原久裕　植村朋弘　高台泳　佐々木里史　垂見幸

哉　寺田健太朗　中井川正道　中島瑞季　長谷高史　長濱雅彦　

西岡仁也　橋本和幸　原忠信　原田泰　福田大年　堀江政広　

森優子　両角清隆　山本政幸　山本美希　横溝賢　若林直樹

デザイン学研究・作品集 23号（2017）奥付

日本デザイン学会

2017年度　作品審査委員会
委員長　　須永剛司

委員　　　清水泰博　田中佐代子

幹事　　　上平崇仁　永盛祐介　丸山素直　青沼優介

2017年度　学会雑誌編集委員会
委員長　　井口壽乃

委員　　　伊原久裕　黄ロビン　田中佐代子

幹事　　　児玉幸子　近藤存志

日本デザイン学会誌

デザイン学研究作品集　23号　2017
発行日　2018年 3月31日
発行者　日本デザイン学会会長　松岡由幸

本部事務局　　　　　　　

〒167-0042　東京都杉並区西荻北 3 -21-15
ベルフォート西荻 703
TEL　03-3301-9318　FAX　03-3301-9319

作品審査委員会事務局

〒110-8714　東京都台東区上野公園12- 8
東京藝術大学　美術学部 デザイン科　須永剛司
e-mail：jssd.sakuhinshu@gmail.com

印刷所

〒260-0001　千葉市中央区都町 1 -10- 6
株式会社　正文社

TEL　043-233-2235　FAX　043-231-5562

2018年度作品集 第24号 作品募集

 作品審査委員会

2018年度作品集に掲載する作品を募集します。作品集は、
デザインの優れた成果物を示すとともにそのデザインのプロセ

スにおける創造的で構成的な思考を外化し、それらをデザイン

の知として共有し交換するメディアです。

「作品集」は「作品論文」と作品内容を示すデジタルコンテ

ンツやインタラクションの動画映像である「作品ムービー」で

構成されています。「作品論文」のみの応募も受け付けます。

また、J-stageサイトで掲載する電子媒体でのみ発行となり
ます。紙冊子での発行はありません。

掲載する論文は 4頁あるいは 6頁、映像の尺は 3分以内で
す。ふるってご応募ください。
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尚、応募作品で公開されているものは、原則として応募の締

め切り日より過去 2年以内に発表されたものが対象になります。
環境デザインなど、デザインの熟成や完成に時間がかかる作

品等については、この原則を適用しない場合がありますので、

お問い合わせください。

　2018年度 作品審査委員会事務局
〒164-8678　東京都中野区本町 2 - 9 - 5
東京工芸大学 芸術学部 デザイン学科 杉下哲 気付
e-mail：jssd.sakuhinshu2018@gmail.com

投稿にあたっては、日本デザイン学会webサイトの「論文・
作品集／作品投稿案内」（jssd.jp/papers-and-works）を参照し
てください。

【締切り】2018年 8月31日（投稿期間は 8月20日から31日）
作品の審査結果報告は10月下旬の予定です。

日本デザイン学会2017年度第2回運営委員会議事録

 日時■2017年 9月 9日（土曜日）14：30～17：00
 場所■ 慶應義塾大学　三田キャンパス（田町）北館

会議室 3（地下 1階）
   出席者■ 松岡、國澤、井口、井上（征）、工藤、久保

（光）、須永、寺内、山本、柳、山中、佐藤

（弘）、小野、佐藤（浩）、加藤

 委任状出席■内山、岡崎
 欠席■大島、岡本、小林

1．会長挨拶
松岡会長より挨拶がなされた。

2．2017年度第 2回理事会議事録の確認（佐藤本部副事務局長）
2017年度第 2回理事会の議事録が確認され、本議事録も含

めて、次回理事会前に電子メールにて理事へ配布して事前確認

を行うこととなった。

【審議事項】

3．2017年度総会の振り返りについて（松岡会長）
松岡会長より、2017年度総会当日に一部の一般会員に総会

資料が配布されていなかったとの報告がなされ、次年度以降は

受付の配布体制を見直して再発防止に努めることとなった。

4．2017年度学会各賞選考結果について（久保（光）担当理事）
久保（光）担当理事より、2017年度の学会各賞選考結果に

ついて説明がなされた。選考の結果、功労賞 3件、特別賞 1
件、年間論文賞 1件の報告がなされた。

5．学会各賞「特別賞」受賞要件に関して（久保（光）担当理事）
久保（光）担当理事より、学会各賞「特別賞」受賞要件につ

いて説明がなされた。2017年度特別賞においては非会員に対
する授賞は行わないこととするが、候補者から入会の申し出が

あった場合には速やかに受賞者として準備を進めることとなっ

た。また、今後の受賞要件については、継続審議することと

なった。

6．2017年度秋季企画大会について（岡本担当理事（代）柳実
行委員）

柳実行委員より、2017年度秋季企画大会について具体的な
プログラム内容について説明がなされた。13日に組み込まれ
ている第 1支部大会との会計処理を明確に分けることが確認さ
れた。

7．2017年度役員選挙実施方法について（國澤法人化対策特
別委員長）

國澤法人化対策特別委員長より、法人化に伴う「役員等選挙

規程」の改定事項について説明がなされた。定款に記載のない

選挙に関する規定（会長や副会長などの選出方法、連続選任の

ルール等）を新たに規程に加える方向となった。また、今後は

選挙後の旧体制から新体制への引き継ぎといった運用方法の具

体的な案を策定していくこととなった。

8．選挙管理委員会について（井上選挙管理委員長）
井上選挙管理委員長より、委員長を含む 5名の選挙管理委員
の提案がなされ、確認がなされた。

9．年間スケジュールの変更について（佐藤本部副事務局長）
佐藤本部副事務局長より、2017年度年間スケジュールの変
更について説明がなされた。変更点に関する議論の結果、 2月
開催予定であった理事会と代議員選挙を 3月10日に変更する
こと、2018年度 5月の理事会を26日に変更することが案とし
て提示された。

10．2019年度春季大会ついて（國本先生／松岡会長）
松岡会長より、2019年度春季大会の名古屋市立大学開催を

検討しているとの説明がなされ、具体的な日程や内容について

は引き続き検討を進めていくこととなった。
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11．J-STAGEの作品集掲載方法について （須永作品審査委員長）
須永作品審査委員長より、永盛祐介氏を幹事として追加する

件と J-Stage掲載に伴う欠落情報への対応方法について提案が
なされた。提案内容の確認がなされ、掲載手続きを進めていく

こととなった。

12．J-STAGEの公開完了予定時期について（佐藤本部副事務
局長）

佐藤本部副事務局長より、J-STAGEの公開完了予定時期に
ついて11月下旬に設定するとの提案がなされ、この日程を前
提に移行作業を進めることとなった。

13．デザインアーカイヴ研究活動について（井口理事）
井口理事より、学会での管理が検討されていた勝見勝アーカ

イブは多摩美術大学にて管理することになったとの報告がなさ

れた。すでに学会に保管されている資料については、一時的に

学会にて保管することとなった。また、今後想定される会員か

らの蔵書等の寄贈への対応についても検討していく必要がある

との説明がなされた。

14．次期Designシンポジウムについて （松岡会長）
松岡会長より、次期Designシンポジウムの幹事学会が JSSD
であるとの報告がなされた。現時点では、2019年に慶應義塾
大学にて開催することを検討しており、JSSD秋季企画大会や
デザイン関連学会シンポジウムとの連携も視野にいれていると

の説明がなされた。

15．学生会員の会費徴収について（佐藤（弘）本部事務局長）
佐藤（弘）本部副事務局長より、学生会員の会費徴収状況の

説明がなされた。今後、会費の改定や徴収方法（単年度制）の

改善等について、変更前後のメリットとデメリットを明確にし

ながら議論していくこととなった。

16．会員の移動について（佐藤（浩）本部副事務局長）
事務局に提出された書類を回覧した結果、

入会： 正会員15名（内外国人 1名）、学生会員 6名（内外
国人 3名）

退会： 正会員 6名（内外国人 1名）、学生会員 7名（内外
国人 1名）、賛助会員 1件

休会：正会員 1名
が確認された。

17．会員の著作について（佐藤（弘）本部副事務局長）
佐藤（弘）本部副事務局長より、会員の著書について 1件の

登録申請があるとの説明がなされ、掲載が承認された。

【報告事項】 
18．デザイン関連学会シンポジウムについて（松岡会長）
松岡会長より、2017年 9月30日（土）にデザイン関連学会

シンポジウム「バウハウスとデザイン思想」が京都工芸繊維大

学にて開催されるとの説明がなされた。

19．特集号の進捗状況について（井口学会誌編集・出版委員長）
井口学会誌編集・出版委員長より、 2冊分の特集号の準備状

況について報告がなされた。第25巻 1号は近日中に会員のも
とへ郵送され、第25巻 2号分の原稿がすべて提出されている
との説明がなされた。

20．第二支部見学会について（山本第二支部長）
山本第 2支部長より、11月24日（金）に第 2支部企画「空

港におけるユニバーサルデザイン─2020東京オリンピック・
パラリンピックに向けて」が行われるとの説明がなされた。

 記録：佐藤（浩）

日本デザイン学会2017年度第2回理事会議事録

 日時■2017年 6月30日（金曜日）11：30～12：45
 場所■ 拓殖大学　文京キャンパス（茗荷谷）A館 3

階　第 2会議室
 出席者■ 松岡、小林、國澤、井口、伊原、大島、岡

崎、岡本、柿山、清水、工藤、久保（雅）、

久保（光）、黄、佐々木、滝本、田中、田村、

寺内、益岡、村上、森田、山本、赤井、佐藤

（弘）、小野、佐藤（浩）、加藤

 委任状出席■ 井上（征）、井上（貢）、内山、櫛、須永、生
田目、柳澤、柚木

 欠席■五十嵐、尾登、永井、山中

 名誉会員■ 加藤、君島、中嶋、永田、長谷、野口、日
原、杉山、井上

1．会長挨拶
松岡会長より挨拶がなされた。

2．名誉会員の紹介
9名の名誉会員より、挨拶と近況報告がなされた。
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3．2017年度第 1回運営委員会議事録の承認
2017年度第 1回運営委員会の議事録が示され、原案通り承

認された。

【審議事項】

4．2017年度秋季企画大会について（岡本担当理事）
岡本担当理事より、2017年度秋季大会の準備状況について
説明がなされ、新しい情報についてはwebページに掲載して
いくとの報告がなされた。

5．2018年度春季研究発表大会について （赤井大会実行委員）
赤井大会実行委員より、2018年度春季研究発表大会のテー
マや会場等についての提案がなされた。開催日時は 6月22日
（金）～24日（日）、テーマは「デザインの時代」で進めるこ
ととなり、基調講演やエクスカーションについて今後検討して

いくこととなった。

6．2018年度秋季企画大会について（田村担当理事）
田村担当理事より、九州大学での2018年度秋季企画大会開

催に関する提案がなされ、承認された。

7．作品集投稿規定および発送作業について（須永作品審査委
員長（代）清水作品審査委員）

清水作品審査委員より、作品主の J-Stage掲載にともなう投
稿規定の改定案について提案がなされた。審議の結果、改定案

は承認された。J-Stage掲載後は、掲載内容を学会のメーリン
グリストで告知することとなった。遅延している22号の刊行
は 7月中旬程度となる予定であり、各賞受賞の期限を延期する
ことも検討することとなった。

8．選挙管理委員の委嘱について（佐藤本部事務局長）
佐藤本部事務局長より、筑波技術大学の井上征矢先生を今年

度の選挙管理委員長に推挙するとの提案がなされ、承認された。

委員については井上先生に選出していただくこととなった。

9．会員の移動について（佐藤（浩）本部副事務局長）
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 7名（内外国人 1名）、学生会員 6名（内外
国人 3名）

休会： 正会員 1名
退会： 正会員 6名（内外国人 1名）、学生会員12名（内外

国人 2名）、年間購読会員 4件
が承認された。

10．その他
・2018年度理事会の日程変更について（松岡会長）
松岡会長より、総会準備のために2018年度 5月の運営委
員会を拡大理事会へ変更するとの提案がなされ、承認され

た。日程の修正を佐藤本部副事務局長が行うこととなった。

・会員の著書への掲載承認について（内山広報委員長、大島広

報委員）

大島広報委員より、申請のあった会員著書の情報が 1件示
され、回覧した結果、掲載することとなった。

【報告事項】 
11．論文集（英文ジャーナル、デザイン学研究）の進捗状況
について（寺内論審委員長、佐藤（浩）論審委員）

佐藤（浩）論審委員より、刊行に遅延が発生している国際誌

『Journal of  the Science of  Design』が 7月中旬に公開される
との報告がなされた。

12．特集号の進捗状況について（井口学会誌編集・出版委員
長）

井口学会誌編集・出版委員長より、96号の発送が完了し、
昨年度分の発刊が完了したとの報告がなされた。リニューアル

後の特集号についても順次発刊していくとの説明がなされた。

13．ホームページの更新状況について（内山広報委員長、大
島広報委員）

大島広報委員より、承認された会員の著書を公開するととも

に、今後も掲載する著書を募集していくとの報告がなされた。

14．会報の進捗状況について（井口学会誌編集・出版委員長、
田中委員）

田中委員より、95号と96号の特集号に会報を掲載したとの
報告がなされた。

15．藝術学関連学会のシンポジウムについて（小林担当理事）
小林担当理事より、藝術学関連学会シンポジウムが 6月10日
に開催され、100名ほどの参加者があったとの報告がなされた。

16．第 2回デザイン関連学会連携シンポジウムについて （松岡
会長）

松岡会長より、第 2回デザイン関連学会連携シンポジウムが
9月30日に開催されるとの報告がなされた。
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17．横幹コンファレンスOS応募状況（村上担当理事）
村上担当理事より、第 8回横幹コンファレンスにおけるOS

応募状況（計14件）の報告がなされた。

18．日本工学会・事務研究会・大学におけるに安全保障輸出
管理（村上担当理事）

村上担当理事より、安全保障輸出管理に関するトピックの紹

介がなされた。

 記録：佐藤（浩）

日本デザイン学会2017年度第3回理事会議事録

 日時■2017年10月14日（土曜日）12：00～13：30
 場所■函館ビヤホール

 出席者■ 松岡、國澤、伊原、・大島、・岡崎、岡本、柿
山、工藤、國本、久保（雅）、久保（光）、

黄、滝本、田村、寺内、益岡、森田、・山本、

赤井、佐藤（弘）、小野、佐藤（浩）、加藤

 欠席■ 小林、五十嵐、井口、井上（征）、井上（貢）、
内山、尾登、清水、櫛、佐々木、須永、田

中、永井、生田目、村上、柳澤、山田、山

中、柚木

1．会長挨拶
松岡会長より挨拶がなされた。

2．2017年度第 2回理事会議事録の承認
2017年度第 2回理事会の議事録が示され、原案通り承認さ

れた。

3．2017年度第 2回運営委員会議事録の承認
2017年度第 2回運営委員会の議事録が示され、原案通り承

認された。

【審議事項】

4．2018年度春季研究発表大会について （小野本部副事務局長）
小野本部副事務局長より、2018年度春季研究発表大会の準備
状況について説明がなされた。日程（2018年 6月22日（金）～
24日（日））と開催場所（大阪工業大学梅田キャンパス）の確
認がなされ、基調講演や特別講演等は引き続き検討していくと

の説明がなされた。

5．2018年度秋季企画大会について（田村担当理事）
田村担当理事より、2018年度秋季企画大会の準備状況につ
いて説明がなされた。日程案として、10月の第 2週週末を第
1候補として進めることとなり、テーマなどの具体案について
は次回の理事会に提案することとなった。

6．2019年度春季研究発表大会について（國本先生）
國本先生より、2019年度春季研究発表大会の名古屋市立大

学開催に関する提案がなされ、承認された。また、2020年東
京パラリンピックに向けた展示イベント「Activity Design 
Show Case」への日本デザイン学会後援が承認された。

7．2020年度春季研究発表大会について（益岡理事）
益岡理事より、2020年度春季研究発表大会を岡山県立大学

で開催する準備を進めているとの報告がなされた。引き続き、

学内調整を進めていくとの説明がなされた。

8．2017年度役員選挙実施方法について（國澤法人化対策特
別委員長）

國澤法人化対策特別委員長より、新役員等選挙規定案の提案

がなされた。法人化前の規定との違いとして、理事の選任が総

会決議事項であること、会長と副会長の選任が理事会決議であ

ることとの説明がなされ、提案された規定案は承認された。

9．2017年度学会各賞授賞要件について（久保（光）担当理事）
久保（光）担当理事より、学会各賞授賞に関する規定案が提

示された。変更点として、特別賞の表記を要件とともに追記、

授賞対象者の明確化（学会特賞・学会賞・研究奨励賞：会員、

年間論文賞・年間作品賞：会員（連名者は非会員でも可）、功

労賞・特別賞：個人もしくは団体）、選考結果の運営委員会で

の承認が説明され、承認された。また、学会各賞選考委員会が

学会組織図に表記がないため、担当理事の部分に追記すること

となった。

10．Designシンポジウムの開催について（松岡会長）
松岡会長より、次期Designシンポジウムの幹事学会が JSSD

であるとの説明がなされ、承認された。開催に際して、2019
年慶應義塾大学での開催、秋季企画大会やデザイン関連学会シ

ンポジウムとの連携を検討しているとの説明がなされた。

11．学生会員の会費徴収について（佐藤本部事務局長）
佐藤本部事務局長より、学生会員制度の見直しについて提案

がなされた。学生会員の会費徴収率の向上や事務手続きの効率

化等を考慮した場合の制度案として、学生会員の単年度化が示
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された。引き続き、単年度化案の方向性も含めて継続審議して

いくこととなった。

12．会員の移動について（佐藤（浩）本部副事務局長）
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
退会：正会員 2名
が承認された。

【報告事項】 
13．第47回機械工業デザイン賞「日本デザイン学会賞」の報
告（松岡会長）

松岡会長より、第47回機械工業デザイン賞の「日本デザイ
ン学会賞」を21世紀型普通旋盤 VERSEC（株式会社　サイ
ダ・UMS）が受賞したとの報告がなされた。

14．論文集（英文ジャーナル、デザイン学研究）の進捗状況
について（寺内論審委員長、佐藤（浩）論審委員）

佐藤（浩）論審委員より、刊行が遅延しているVol.64の
No.2は11月中、11月刊行予定号についても年内に発行できる
よう調整していくとの説明がなされた。

15．特集号の進捗状況について（井口学会誌編集・出版委員
長（代）佐藤本部事務局長）

佐藤本部事務局長より、特集号第 2号は10月末に刊行され
る予定、次年度の特集号の企画として「慮るデザイン」を検討

中であるとの報告がなされた。

16．会報の進捗状況について（井口学会誌編集・出版委員長
（代）佐藤本部事務局長）

佐藤本部事務局長より、会報は10月末に刊行される予定と
の報告がなされた。

17．ホームページの更新状況について（松岡会長）
松岡会長より、最新の定款をホームページに掲載することや

各支部・委員会のページの各自メンテナンスのお願いがなされ

た。

18．第 2回デザイン関連学会連携シンポジウムについて （松岡
会長）

松岡会長より、2017年 9月30日（土）にデザイン関連学会
シンポジウム「バウハウスとデザイン思想」が京都工芸繊維大

学にて開催されたとの報告がなされた。

19．第 2支部見学会について（山本第 2支部長）
山本第 2支部長より、11月24日（金）に第 2支部企画「空

港におけるユニバーサルデザイン─2020東京オリンピック・
パラリンピックに向けて」への参加案内がなされた。

20．第 3支部研究発表会について（滝本第 3支部長）
滝本第 3支部長より、2018年 2月25日（日）に第 3支部研
究発表会が開催されるとの説明がなされた。

21．第 4支部活動について（益岡第 4支部長）
益岡第 4支部長より、 5大学ポートフォリオ学生交流会の開

催、2018年 2月に研究支部会開催検討、道具学会での講演予
定（12月 9日・10日）、意匠学会での講演予定（2018年 8月）
についての説明がなされた。

 記録：佐藤（浩）

日本デザイン学会2017年度第4回理事会議事録

 日時■2017年12月16日（土曜日）15：00～18：00
 場所■ 慶應義塾大学　三田キャンパス（田町）北館

会議室 2（ 1階）
   出席者■ 松岡、小林、國澤、井口、井上（貢）、井上

（征）、内山、大島、工藤、國本、久保（雅）、

須永、滝本、田中、寺内、生田目、益岡、山

田、赤井、小野、佐藤（浩）、加藤、△櫛、

△佐々木、△永井

 欠席■ 五十嵐、伊原、岡崎、岡本、尾登、柿山、清
水、久保（光）、黄、田村、村上、森田、柳

澤、山中、山本、柚木、佐藤（弘）

1．会長挨拶
松岡会長より挨拶がなされた。

2．2017年度第 3回理事会議事録の承認
2017年度第 3回理事会の議事録が示され、原案通り承認さ

れた。

【審議事項】

3．2018年度春季研究発表大会について （赤井実行委員）
赤井実行委員より、2018年度春季研究発表大会の準備状況
について説明がなされた。具体的には、実行委員構成、大会ス

ケジュール案、チラシ案、および基調講演案が提示された。実

行委員構成について、議論の結果、大会委員長に宮岸幸正先
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生、実行委員長に赤井実行委員という案が提示され、委員会で

検討することとなった。また、大会スケジュール案、チラシ案

および基調講演案については現状の提示された案で検討を進め

ていくこととなった。

4．2018年度春季大会オーガナイズドセッション募集につい
て（工藤総合企画委員長）

工藤総合企画委員長より、2018年度春季大会オーガナイズ
ドセッション募集手順について確認がなされた。例年の手順を

踏襲することとなり、理事会提案 2件と会員提案 2件の募集を
1月下旬締め切りで行い、その後メールにて審議することと
なった。また、審議の際にはテーマセッションについても同時

に審議することとなった。

5．2018年春季研究発表大会概要集について（永井概要集委
員長（代）井上（征）委員）

井上（征）委員より、2018年春季研究発表大会概要集の準備
状況について説明がなされた。Confit Submission（大会用発表
登録サイト）の使用料と概要集の J-Stageへの登載費用に関す
る見積りが提示され、承認された。なお、Confit Submission
における原稿チェック機能の導入有無については概要集委員会

に一任することとなった。また、昨年と同様に、USB形式の
概要集を発行することとなり、制作個数については幹事校と相

談して決定することとなった。

6．2017年度役員選挙について（井上（征）選挙管理委員長）
井上（征）選挙管理委員長より、現状の代議員候補者につい

て報告がなされた。2018年 3月10日の選挙実施に向けて、 2
月の中旬に名簿と投票用紙を送付するとの説明がなされた。

7．理事会の運営位置づけについて（國澤・小野法人化対策委
員）

國澤法人化対策委員長より、理事会の運営位置づけと理事会

運営細則について提案がなされた。議論の結果、理事会（旧：

拡大理事会）の中に運営委員会（旧：運営理事会）を設けるこ

ととなった。また、理事会運営細則について、運営委員会への

名称変更に伴う表現の見直しを行う必要があるが、方針は承認

された。なお、2018年 4月に予定されていた理事会は運営委
員会へ変更となった。

8．若手会員の活動活性化と表彰制度設定について （松岡会長）
松岡会長より、新たな奨励制度の名称、規定、および審査方

法案が提示された。議論の結果、名称（会長賞）、規定（受賞

対象者の要件を一部修正）、および審査方法（一部表現を修正）

について承認された。

9．2018年度 5月理事会日程の変更について（松岡会長）
松岡会長より、2018年 5月開催予定の理事会について日程
変更の提案がなされた。議論の結果、 6月 2日に変更すること
となった。

10．特集号論文の中国論文集への掲載について（松岡会長）
松岡会長より、石川重遠先生からの依頼である特集号論文の

中国論文集への掲載について説明がなされた。議論の結果、転

載の記述を明記することを条件に掲載が承認された。

11．学会員年会費と学生会員単年化制度について（財務委員
会・本部事務局）

加藤理事より、学会員年会費と学生会員単年化制度に関する

検討結果の説明がなされた。学生会員の年会費は現状維持が望

ましいとの説明がなされ、承認された。また、学生会員の単年

化制度については、単年化の有無を学生に選択させる選択制と

して次年度から試行することとなった。

12．会員の移動について（佐藤（浩）本部副事務局長）
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 3名、学生会員 6名（内外国人 3名）
退会：正会員10名
休会：正会員 1名

が承認された。

13．会員の著書への掲載承認について（内山広報委員長、大
島広報委員）

大島広報委員より、申請のあった会員著書（井口壽乃編、山

口勝弘著）の情報が 1件示され、回覧した結果、掲載すること
となった。

【報告事項】 
14．2018年度秋季企画大会について（田村担当理事（代）佐
藤（浩）本部副事務局長）

佐藤（浩）本部副事務局長より、2018年度秋季企画大会の
準備状況について説明がなされた。日程は、10月の第 2週週
末に決定し、会期（ 2日間もしくは 3日間）については検討中
との報告がなされた。

15．2017年度春季研究発表大会会計報告について（工藤実行
委員）

工藤実行委員より、2017年度春季研究発表大会会計報告に
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ついて説明がなされ、承認された。

16．特集号の進捗状況について（井口学会誌編集・出版委員長）
井口学会誌編集・出版委員長より、2018年 5月刊行予定の

第26巻 1号「慮るデザイン」の準備状況の報告がなされた。
また、第26巻 2号の内容としては、2017年度秋季大会「共創
デザイン」が候補として挙げられるとの説明がなされた。な

お、今後の原稿募集方法や同一号での複数テーマ掲載の可能性

などの検討事項についても示された。

17．論文集（英文ジャーナル、デザイン学研究）の進捗状況
について（寺内論審委員長、佐藤（浩）論審委員）

佐藤（浩）論審委員より、発行が遅延しているVol.64の
No.2は12月中、No.3とNo.4については年度内に発行するよう
調整しているとの説明がなされた。また、国際誌『Journal of  
the Science of  Design』のNo.2についても年度内（ 2月予定）
の発行を予定しているとの報告がなされた。

18．作品集の進捗状況について（須永作品審査委員長）
須永作品審査委員長より、2017年度の作品集審査経緯につ

いて報告がなされた。今年度は審査工程に大きな遅延が発生し

たが、2018年 3月には J-Stageへ掲載する予定であるとの説明
がなされた。

19．ホームページの更新状況について（内山広報委員長）
内山広報委員長より、アクセス状況の報告がなされた。各支

部、委員会への最新情報への更新のお願いがなされ、特に、デ

ザイン学研究と作品集に関する情報を更新していただきたいと

の説明がなされた。

20．研究部会報告（小林研究推進委員長）
小林研究推進委員長より、2017年度の活動報告と次期計画

の執筆を各部会へお願いする予定であるとの説明がなされた。

あわせて、各部会の活動の有無についても把握していくとの報

告がなされた。

21．藝術学関連学会報告（小林担当理事）
小林担当理事より、新会長と次年度のシンポジウム企画につ

いて説明がなされた。2018年より藤田治彦会長となり、2018
年 6月 2日（土）に慶應義塾大学日吉キャンパスでの開催（幹
事：演劇学会）が決定したとの報告がなされた。

22．学会刊行物の J-Stage移行作業完了について（佐藤（浩）
論審委員）

佐藤（浩）論審委員より、CiNiiに掲載されていた作品集、
特集号、および春季大会講演論文集の J-Stageへの移行作業が
完了したとの報告がなされた。

23．デザイン関連学会シンポジウムについて（井上（貢）第
5支部長）
井上（貢）第 5支部長より、2018年度デザイン関連学会シ
ンポジウムについて説明がなされた。2018年 5月20日開催を
予定（芸術工学会の春季大会も兼ねることを検討）しており、

テーマについて検討中との報告がなされた。

24．第 5支部学生デザイン展リーフレット紹介（井上（貢）
第 5支部長）
井上（貢）第 5支部長より、第 5支部学生デザイン展リーフ
レットの紹介がなされた。

 記録：佐藤（浩）

日本デザイン学会2017年度第5回理事会議事録

 日時■2018年 3月10日（土曜日）10：00～12：00
 場所■ 拓殖大学　文京キャンパス（茗荷谷）A館 3

階　会議室 3
   出席者■ 松岡、小林、國澤、井口、井上（貢）、井上

（征）、伊原、内山、大島、工藤、久保（雅）、

久保（光）、黄、佐々木、滝本、田中、田村、

寺内、生田目、柳澤、山田、山中、山本、赤

井、小野、佐藤（浩）、加藤

 欠席■ 岡崎、岡本、尾登、柿山、清水、櫛、須永、
永井、益岡、村上、森田、柚木、佐藤（弘）

1．会長挨拶
松岡会長より挨拶がなされた。

2．2017年度第 4回理事会議事録の承認
2017年度第 4回理事会の議事録が示され、軽微な修正を除

き、原案通り承認された。

【審議事項】

3．2018年度春季研究発表大会について （赤井実行委員）
赤井実行委員より、大会webサイトの立ち上げ、チラシと
ポスターの印刷・発送等の準備状況について説明がなされた。
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また、セミナー企画（「デザインと知的財産の今」）、協賛企業

の募集、およびエクスカーション（「落語家と行く なにわク
ルーズ」）に関する提案がなされ、承認された。

4．2018年春季研究発表大会概要集について（永井概要集委
員長（代）井上（征）委員）

井上（征）委員より、2018年春季研究発表大会概要集の準
備状況について説明がなされた。概要集（USB形式）の発注
数は発表数を鑑みて決定することとなった。また、USB形式
概要集の作成期間がCD形式と比較して長いことから、原稿投
稿期間を 4月 9日（月）までとすることになった。

5．2018年度秋季企画大会について（田村担当理事）
2018年度秋季企画大会の準備状況について説明がなされた。
組織体制が決定し、10月の12日から14日を検討しているとの
報告がなされた。企画案についてはディスカッションを重ねて

いる段階で次回の運営理事会にて具体的な案を提案することと

なった。また、研究発表を企画にいれる場合には春季研究発表

大会と異なる位置づけでの企画を検討していただきたいとの意

見があった。

6．Designシンポジウム2019について（小林Designシンポジ
ウム2019担当理事）
小林理事より、2019年開催予定のDesignシンポジウムの組
織体制案について説明がなされ、提案の通り承認された。

7．会員の移動について（佐藤（浩）本部副事務局長）
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13名、外国人学生会員 1名
退会： 正会員14名、学生会員 3名（内外国人 1名）、年間

購読会員 1件
が承認された。

8．役員活動費について（國澤法人化対策委員長）
國澤法人化対策委員長より、次年度以降における役員活動費

の運用方法について説明がなされた。議論の結果、交通補助金

などの名称や具体的な運用方法について、次回の運営理事会に

て案を提示することとなった。

【報告事項】 
9．2018年度春季大会オーガナイズドセッション募集につい
て（工藤総合企画委員長）

工藤総合企画委員長より、メール審議にて承認された 4つの
OS企画と実施日程について説明がなされた。

10．2018・2019年度役員選挙について（井上（征）選挙管理
委員長）

井上（征）選挙管理委員長より、辞退者を含めた最終的な代

議員選挙当選者が示された。

11．会長賞の募集について（松岡会長）
松岡会長より、会長賞の対象者や規定等が確認され、 3月よ
り募集するとの報告がなされた。

12．2017年度秋季大会会計報告（岡本実行委員長（代）小野
本部副事務局長）

小野本部副事務局長より、2017年度秋季大会会計報告につ
いて説明がなされ、一部の語句の修正を除き、承認された。

13．特集号の進捗状況について（井口学会誌編集・出版委員長）
井口学会誌編集・出版委員長より、2018年 5月刊行予定の

第26巻 1号「慮るデザイン」における掲載記事の題目や原稿
提出予定などの準備状況の報告がなされた。

14．論文集（英文ジャーナル、デザイン学研究）の進捗状況に
ついて（寺内論審委員長、佐藤（浩）論審委員）

佐藤（浩）論審委員より、遅延が発生している『デザイン

学研究』Vol.64のNo.2、No.3と『Journal of  the Science of  
Design』Vol.1のNo.2の発行がなされたとの報告がなされた。
また、Vol.64のNo.4については 3月中に発行されるとの説明
がなされた。さらに、2017年度における『デザイン学研究』と
『Journal of  the Science of  Design』の論文審査状況と J-stage
でのアクセス状況の説明がなされた。

15．ホームページの更新状況について（内山広報委員長）
内山広報委員長より、ホームページの更新状況について報告

がなされた。各支部、委員会などに配布されているIDとパス
の再発行、会員の著書ページへの記載内容の募集、ホームペー

ジ上に記載がある「ログイン」を「管理者ログイン」へ変更な

どの更新状況の説明がなされた。

16．藝術学関連学会報告（小林担当理事）
小林担当理事より、2018年 6月 2日（土）に慶應義塾大学
日吉キャンパスで開催（幹事：演劇学会）されるとの説明がな

され、 3月末に詳細が決定されるとの報告がなされた。 

17．国際会議の案内（松岡会長）
松岡会長より、10月17日（水）から 3日間の日程で開催予

定の国際会議 ISIDC2018（韓国全州）の紹介がなされた。
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18．デザイン関連学会シンポジウムについて（井上（貢）第
5支部長）
井上（貢）第 5支部長より、2018年度デザイン関連学会シ
ンポジウムについて説明がなされた。テーマは「人工知能×デ

ザイン」で2018年 5月20日（日）に九州産業大学にて開催さ
れるとの報告がなされた。

19．IASDR役員交代について（山中 IASDR担当理事）
山中 IASDR担当理事より、IASDR会長にLin-Lin Chen氏、

副会長にDavid Durling氏、事務局長に自身が就任したとの報
告がなされた。

 記録：佐藤（浩）

2018年度学会各賞候補推薦のお願い

本学会が授与する学会各賞の選考は、広く会員各位からのご

推薦を受けて、その作業を進めることになっております。つき

ましては、学会ホームページに掲載の「各賞授賞に関する規

定」ならびに「各賞授賞候補推薦要領（覚え）」をご参照のう

え、「日本デザイン学会2018年度学会各賞候補推薦書」にご記
入いただき、2018年 7月31日までに、下記までご回答くださ
い。学会賞授賞にあたっては、学会賞授賞選考委員会におい

て、各位からご推薦のあった会員および研究を対象として慎重

に選考・審査し、本年度の秋季企画大会において授賞のはこび

にしたいと考えております。よろしくお願い申しあげます。

2017年度 日本デザイン学会 第1支部活動報告

第 8回第 1支部大会は、秋季企画大会との共催で2017年10
月13日（金）に函館市地域まちづくりセンターにて、 1時間
の討論会形式で開催した。秋季企画大会に組み込むことで、他

イベントと連動して、デザイン学が他分野と効果的に連携する

工夫についての議論の活性化を目指した。前半はデザインと看

護の 2学部制として異分野の学問の連携を模索してきた札幌市
立大学の「ガクガク（＝ 学部、学問）連携の成功と失敗」を、
当事者の立場から事例紹介した。紹介内容は、連携教育・研究

の概要（細谷）、連携研究例（スーディ・柿山、村松・三谷）

である（司会：福田）。後半は、ネットのアンケートサービス

で来場者（投稿者数：31）の感想・意見を収集し、「これから
のデザインガクガク連携」を来場者と一緒に共有・議論した。

以下、投稿と回答の一部を紹介する（一部要約して掲載）。

問：「ガクガク連携の成功と失敗」の事例に関する、質問、意

見、感想をお寄せください。

＜投稿 1＞他学科の人の知識や意見は、納得ができない場合
や、他人に分かってもらえないことがあります。＜回答 1＞
領域をまたぐと知識・考えが共通することは稀ですが、それ

がまた連携の魅力です。

＜投稿 2＞デザイン学部生の進路の多様性で、想定内、想定外
のことはありますか？＜回答 2＞学生の就職先企業から、コ
ミュニケーション能力・プロジェクト推進力への評価が増え

きました。デザイン専門職に限らず、総合職や一般職の就職

先でも同様の評価が得られるようになり、卒業生の就業分野

が拓かれ始めていると感じています。看護学部でもデザイン

の着眼を備えた卒業生が増え、相乗効果が生まれることを期

待しています。

＜投稿 3＞看護学部の時間割・実習期間との調整はどのように
解決しているのでしょうか？＜回答 3＞一番「ガクガク」し
ている点です。特に看護実習との調整が難題です。本学で

は、大学全体で継続的に協議しつつも、授業計画をデザイン

学部が看護学部に合わせて進めています。

＜投稿 4＞グループ内での役割分担などは学生たちが行ってい
るのでしょうか？＜回答 4＞学生18名（看護 9名＋デザイ
ン 9名）と教員 2名（各 1名）が１ユニットで動いていま
す。ここ数年は地域課題への取り組みをテーマとしています

から、全体討議で複数の課題設定を行ったあと、役割分担を

学生が話し合いの中で決めて、ユニットの中で 2グループに
別れて取り組み、成果発表をユニット全体でするという流れ

になっています。

＜投稿 5＞臨床（看護）と計画（デザイン）の接点がとりにく
く、研究でも全く違うタイプの論文が出ると予想される。D
×Nは教育領域としては興味深く独自性が高いが、論文と
しては出しにくいのではないでしょうか？＜回答 5＞異分野
連携を成功させる上で重要なことは連携者それぞれの専門分

野がフェアに生かされる体制づくりと姿勢を代表者の責任の

一つとして取り組む必要があります。

＜投稿 6＞連携を目的として作られたというのが非常に面白い
成り立ちと思いました。その背景にある目的意識はどのよう

なものだったのでしょうか？＜回答 6＞社会で求められるア
ウトカムを生むには異分野連携は必須ですし、異分野連携は

社会の縮図でもあり、一分野のみではニーズを満たせないと

考えています。

＜投稿 7＞デザイン学部生が他の専門領域と組むとデザインが
下請になりがちです。デザイン学と看護学は絶妙な組み合わ

せと感じました。＜回答 7＞その危険性は常に秘めている案
件が少なくありません。研究者同志の事前合意とフェア性を

失いそうな時には「立ち止まって話し合う」「おかしい！」

という勇気は必要だと思っています。
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大会実行委員長：細谷多聞（札幌市立大学デザイン学部）、実

行委員：安齋利典・若林尚樹・三谷篤史・柿山浩一郎・福田大

年（以上、札幌市立大学デザイン学部）、ゲストスピーカー：

スーディ神崎和代（いわき明星大学［札幌市立大学看護学部名

誉教授］）・村松真澄（札幌市立大学看護学部）

討論会の様子

討論会のReal Time Documentation

2018.05.07　第 1支部長　岡本 誠（はこだて未来大学）

2017年度 日本デザイン学会 第2支部活動報告

第２支部では、デザイン学の上で “旬” の場所を見学させて

いただく会を企画してまいりました。2017年度は、2020年東
京オリンピック・パラリンピックを控えて注目されている「成

田国際空港」の見学会を企画し、様々なお客様が利用される施

設のため、国際性やユニバーサルデザインをテーマとしました。

見学会名称： 成田国際空港第一ターミナル南ウィングを中心に
した施設見学会「空港におけるユニバーサルデザ

イン－2020東京オリンピック・パラリンピック
に向けて－」

日　　時：2017年11月24日（金）10時～16時
参加者数：19名
協　　力： 成田国際空港株式会社（NAA）、全日空空輸株式会

社（ANA）、ANA成田エアポートサービス株式会
社（NRTAS）

概　　要： 当日は集合後に会議室での諸説明を受けた後、施設
見学を行い、その後ワークショップを行い終了しま

した。

施設見学では、参加者は利用者と同じ目線でそれ

ぞれ仮定した経路で施設内を回り、よい点や改善点

などを確認していきました。具体的には参加者は三

班に分かれ、まず電車、自家用車、バスで空港に着

いたと仮定し、それぞれの出発点から搭乗手続きや

出国審査、搭乗口まで進み、次に外国から成田に到

着したと仮定して、入国審査、手荷物受取、最寄り

の交通機関までの施設を見て回りました。

ワークショップでは、班ごとに経路を振り返りな

がら気づいた点を出し合い、その後全体での意見交

換を行ったうえで、最終的に専門家の意見としてま

とめ、NAA様他に提出しました。例えば「サイン・
言語・色」の統一が必要である、空間演出は本格的

にやった方がよい、音の設計も必要である、などの

意見が出されました。

UDやサインなどの専門家の方々に多くご参加い
ただき、意見や質問も活発に出され、大変有意義な

機会となりました。参加いただいた皆様には御礼申

し上げるとともに、何かしら参考になりましたら幸

いに存じます。

なお、セキュリティ上、また利用者が多数である

施設のため、NAA様、ANA様、NRATS様とは何
度か事前に打合せを行い、現地での見学経路のリ

ハーサルにもお付き合いいただきました。見学時や

ワークショップにおいても同行・同席いただき、説

明・質疑に対応いただきました。なかなか一般には

できない見学会を企画することができ、ご協力いた

だいた皆様方に厚く御礼申し上げます。
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写真１　見学風景

写真２　ワークショップ風景

2018.04.27　第 2支部長　山本早里（筑波大学）

2017年度 日本デザイン学会 第3支部活動報告

第 3支部では会員交流と活動の活性化に加え、平成29年度
は学生会員の拡大も目標として、下記の事業を実施しました。

1．第 3支部研究発表会・懇親会
目　　的： 第 3支部会員の活動・研究を相互に知り合い、懇親

会にて交流を深めます。

発表内容： デザインに関係したあらゆるテーマが発表対象で
す。発表者自身が行ってきたデザイン学研究､今後

のデザイン学研究の方向性・発展性などについて、

発表形式にとらわれず、自由な発想と､方法とに

よって発表していただきます。

開催日時：2018年 2月25日（日） 10時50分 ～17時30分
内　　容：口頭発表、ポスター発表、表彰、懇親会

会　　場：愛知産業大学

参 加 者：57名（会員19名、学生：31名、一般 7名）

住所不明で戻ってくる郵便物が

増えております．

住所変更は確実にお願いします．

届出は文書にてお願いします．

転居される方は、FAXまたは

綴じ込みの「入会届け」に

朱書きで「変更届け」と書き添えて、

事務局までご連絡ください．

ホームページ 

http：//jssd.jp/files/change_regular.pdにも

様式が掲載されておりますので

ご利用ください．

退会等の届出も必ず文書にて

お願いします．  本部事務局

住
所
変
更
は
お
済
み
で
す
か
？
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発　　表：35件（口頭11件、ポスター24件）
概　　要： 13回目となる本研究発表会は、愛知産業大学が会

場となりました。今年度は過去最高の発表件数とな

り、口頭発表の会場を 2会場で実施しました。研究
発表会の各概要は、ISSNを取得した第 3支部研究
発表会概要集に収録され（ISSN2188-479X）、国立
国会図書館に収録されています。学生表彰につきま

しては、第 3支部研究発表会においての優秀な研究
発表、ポスター発表を対象とした「優秀発表賞」を

設け、平成25年度よりスタートさせています。今
年度の受賞者は以下の 8名です。

 ■スタッス ポンパン（福井工業大学）
Comparison of  Lampang Ceramic and Echizen Ceramic

■楠 大和（福井工業大学大学院社会システム学専攻）
握る杖

■江里口 裕紀（名古屋市立大学芸術工学部）
次世代ハイブリッド手術室におけるサージェリーテーブルの

デザイン

■谷上 昂（名古屋市立大学芸術工学部）
患者に対する病室内の音環境に関するデザイン

■鈴木 美帆（名古屋市立大学芸術工学部）
ハイブリッド手術室対応型の電気メスのデザイン

■赤松 一輝（福井工業大学）
MEUCH ～触覚を取り入れたリハビリテーションゲームの
提案～

■田中 隆司郎（福井工業大学大学院社会システム学専攻）
継手仕口から展開する新しいジョイントの研究

■張 羽桐（愛知県立芸術大学）
濠のリデザイン ～グリーンインフラストラクチャーと歴史
まちづくり～

2．日本デザイン学会奨励賞第 3支部
学生表彰制度につきましては、各所属機関（大学、大学院、

短期大学）において優秀な研究、制作活動を行った学生・大学

自
動
引
き
落
と
し
手
続
き
の
お
願
い

当学会では、会費の自動引き落としが義務付
けられております．すでに、半数以上の会員
の方にご利用いただいておりますが、 まだ登
録がお済でない会員の方は、 登録手続きをさ
れますよう、お願い申し上げます．また、口座
引き落とし依頼書がお手元にない方は、本部
事務局へご請求ください．

本部事務局
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院生を対象とした「奨励賞」を、2013年度よりスタートさせ
ています。

目　　的：表彰制度による学生の研究、制作活動に対する評価

対　　象： 日本デザイン学会第 3支部会員（教員）在籍の大学
院、大学、短期大学において、特に優秀な研究、制

作を行った学生、大学院生

人　　数： 学部枠 2名、大学院前期課程（修士）枠 2名、後期
課程（博士）枠 2名／各所属機関

選考方法： 各所属機関に所属するデザイン学会会員による選考
表　　彰： 第 3支部から賞状データをメール送付し、各機関に

て印刷し行う。奨励賞受賞者は以下の19名です（推
薦書提出順）。

■藤田 和秀（福井工業大学大学院工学研究科）
沿岸地域における避難誘導に関する研究

■田中 隆司郎（福井工業大学大学院工学研究科）
継手仕口の技を取り入れた新しいジョイントのデザイン

■外山 香帆（金城学院大学生活環境学部環境デザイン学科）
共生のかたち ～篠島グランピング計画～
■店橋 良仁（愛知産業大学造形学部デザイン学科）
紙による立体制作の研究

■小田 亜未（愛知産業大学造形学部デザイン学科）
イラストレーションによる社会問題の視覚化

■中田 泰子（北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術研究
科博士後期）

イノベーション創出のための連動型コミュニティデザイン研

究

■由田 徹（北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科
博士後期）

感性情報に基づく景観デザインの主観評価法の提案

■清野 聖人（北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術研究
科修士）

気づきを誘発するグループワーク活動支援システムのデザイ

ン

■Chiang Hua Ko（北陸先端科学技術大学院大学先端科学技
術研究科修士）

Impact of  ECS Design Features on the Performance of  
SMEs

■阿部 有里（椙山女学園大学生活科学部生活環境デザイン学科）
片手でコンタクトレンズ

■梅原 愛美（椙山女学園大学生活科学部生活環境デザイン学科）
片手でミニドレッサー

■佐橋 菜月（名古屋学芸大学大学院メディア造形研究科）
名古屋伝統工芸染色を用いた服飾表現

■錦見 淳子（名古屋学芸大学大学院メディア造形研究科）

服装造形におけるラッフルに関する研究

■弟子丸 哲也（名古屋学芸大学メディア造形学部デザイン学科）
LINEAR-触覚UIの IoTヘッドフォンの研究と提案

■小澤 ことは（名古屋学芸大学メディア造形学部デザイン学科）
22歳のなかみ（卒業制作）
■奥村 健一朗（名古屋工業大学工学部建築・デザイン学科）
くらしを分つムラ

■吉田 夏稀（名古屋工業大学工学部建築・デザイン学科）
カバタのすゝめ

■鈴木 美帆（名古屋市立大学産業イノベーションデザイン学科）
ハイブリッド手術室対応型の電気メスのデザイン要件の研究

■谷上 昂（名古屋市立大学産業イノベーションデザイン学科）
患者に対する病室内の音環境に関するデザイン要件の研究

2018.03.31　第 3支部長　滝本成人（椙山女学園大学）

2017年度 日本デザイン学会 第5支部活動報告

第 5支部では毎年継続している「学生デザイン展」と「研究
発表会」の 2つの事業を実施しました。結果を以下のとおり、
ご報告いたします。

1．第 9回 九州沖縄地区 学生デザイン展
会場：九州芸文館大交流室・エントランスギャラリー

　　　（福岡県筑後市大字津島1131）
日程：2017年10月19日（木）～28日（土）
　　　作品プレゼンテーション28日（土） 13時～16時（予定）
共催：NPO法人芸術の森デザイン会議、九州芸文館

第９回目となる学生デザイン展、九州沖縄地区会員の教育成

果の共有を目的に、昨年同様に九州芸文館を会場として開催し

ました。九州各地の 7大学から77点の作品がエントリー。最
終日には出品者の大半が作品のプレゼンテーションを行うとい

う活気ある展覧会となりました。10日間の一般来場者は993名
と前年比で約150%に増加し、地域方々にも着実にデザインの
魅力が伝わっていると感じます。毎年「優秀賞」と「作品賞」

を選定しており、その結果は http://afdn9.com/SDE/ に掲載
しています。

2．2017年度 第 5支部研究発表会
会場： 九州芸文館 教室工房 3、４、６ （福岡県筑後市大字津

島1131）
日程：2017年10月22日（日）

2017年度の第 5支部の研究発表会は、学生デザイン展の会
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期中の一日、10月22日（日）に同会場内の研修室で行うとい
う初の試みでした。主催校は九州大学。今年も大学院生を中心

に36件の研究発表が行われました。JR筑後船小屋駅から徒歩
１分の会場で、交通の便の良さから遠方からの研究発表や聴講

参加もあり、活発な意見交換がなされました。若い研究者の視

点から新たな問題提起を行う場として、安定的に運営の継続が

なされています。

第 5支部　支部長　井上貢一

講演募集

ヒューマンインターフェースシンポジウム2018

2018年 9月 5日（水）～ 9月 7日（金）、筑波大学
主催：特定非営利活動法人ヒューマンインターフェース学会

研究発表の方法：一般発表・対話発表

講演参加費：学会員・協賛学会員 13,000円、一般21,000
発表の申込方法：2018年 6月18日（月）までに以下のホーム
ページからお申し込みください。

http://www.his.gr.jp/sympo/his2018.html
原稿締切：2018年 7月17日（火）
シンポジウム事務局・問い合わせ先：

Tel：075-315-8475　Fax：075-326-1332
E-mail：his-symp@his.gr.jp

献本御礼

◆機関誌

・平成29年度 工学教育研究講演会 講演論文集、日本工学教育
協会、2017年 8月

・第33回ファジィ システム シンポジウム講演論文集、2017年
9月、日本知能機能情報ファジィ学会

・タイポグラフィ学会誌10 号、2017 年10 月
・木の文化 forum、木の文化フォーラム編集委員会、第14号、

2017年
・日本オフィス学会誌 Japan Society for Office Studies、第 9
巻・第 2号、日本オフィス学会、2017年
・デザイン理論71 号、2017年、意匠学会
・TAMABI News 75、2017年、多摩美術大学
・シリーズ 安全保障と天文学、Vol.110、No.11～Vol.111、

No.3、2017年、日本天文学会
・GK Report No.33/2018、特集クリエイティブエンジニアリ
ング、 2018年 3月、株式会社 GK デザイングループ

・多摩美術大学研究紀要、第32号、研究紀要委員会編、2018
年 3月、多摩美術大学

◆図書

・社会シミュレーション 世界を「見える化」する、横幹〈知
の統合〉シリーズ編、2017年 9月、東京電機大学出版局

・対称性 不変性の表現（サイエンス・パレット035）、Ian 
Stewart著、河辺治之訳、2017年 9月、丸善出版
・抵抗と創造の森アマゾン 持続的な開発と民衆の運動、小池
洋一・田村梨花編、2017年11月、現代企画室

・質的イノベーション時代の思考力、田浦俊春著、2018年 2
月、勁草書房

◆展覧会図録

・ADMC （Asian Digital Modeling Contest） 2017 Catalogue、
2017年10月、Japan Society for Graphic Science（JSGS）
・JIDA Design Museum Selection Vol. 19、2018 年

会員の移動

◆2017年度 2回運営委員会確認　2017.09.09
新入会

正会員15名（内海外会員 1名）
阿野　晃秀 江本　聞夫 柴田　吉隆 島貫　　陽 
髙橋　一誠 中田　士郎 永野　佳孝 西村　美香 
服部　　元 濱川　和洋 森　　豊史 山口　　隆 
山﨑　宗世 渡辺　隆行 Tumurkhaduur Uulen

学生会員 6名（内海外会員 3名）
勝部　里菜 北野　清晃 佐藤真利恵 張　　丹荷 
張　　　瑩 Huang, Shi-Mei

退会

正会員 5名（内海外会員 1名）
奥山　健二 玉木　伸秀 寺　　朱美 山﨑　堯右 
洪　　正杓

学生会員 7名（内海外会員 1名）
今村　文弥 岩田祐佳梨 岡﨑あかね 高橋　侑里 
土田　佳歩 矢口真理子 Chen Ya Wen

賛助会員 1件
（株）マーケットエン
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◆2017年度 3回理事会確認　2017.10.14
入会

正会員 4名
遠田　紗恵 竹俣　一也 田中　久隆 中村　泰之

退会

正会員 2名
大田　尚作 田浦　俊春

◆2017年度 4回理事会確認　2017.12.16
入会

正会員 4名
四辻　裕文 大石　容一 下村　　萌 古川園智樹

学生会員 7名（内外国人 3名）
景山　直恵 立野　光梨 藤井　悠野 Li-Chun Huang 
戴　　　瑩 TAO RAN

退会

正会員10名
荒井　脩人 大塚　裕史 木村　　浩 黄　　慶浩 
関口　　彰 津田　光弘 平尾　和洋 藤原　美樹 
松村　真宏 山貝　征典

◆2017年度 5回理事会確認　2018.03.10
入会

正会員13名
石﨑　　幸 太田　文明 オオニシタクヤ 
亀梨亜弥華 川島　洋一 桑波田　謙 杉浦　良輔 
角田　千枝 二宮　咲子 丹羽　紀文 橋本みゆき 
平社　和也 三輪　正幸

退会

正会員13名
大島　康彰 金澤　律子 黒田　宏治 澤谷由里子 
武田　竜弥 戸塚　泰幸 浜田　真理 浜地　孝史 
原田　　一 伴野　信彦 宮之下さとみ 森田　　喬 
山口真由美

学生会員 4名　（内外国人 1名）
齋田　　萌 丹羽みずほ 小田原多加乃 姜　　　超

年間購読会員１件

兵庫県立美術館


