日本デザイン学会報

No.224

2019年10月31日

Japanese Society for the Science of Design News
発行人

松岡由幸

編集人

加藤三喜

追

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

た。同じく高等学校教員資格認定試験「デザイン」専門委員の

悼

際にも先生のご指導を受け職務を果たすことができました。
先生は兵庫教育大学退官後（名誉教授）
、東京に戻られ実践
女子大学教授となられましたが、当時私は八王子の東京純心女
子大学に勤務しており身近になった先生の研究室に何回か伺い
ました。研究室の書架には江戸期の貴重な文献も含む膨大な蔵
書が整理され目を見張りました。それらデザイン関連の図書約

1,300冊を2006年に都立大学から新編成された首都大学東京に
システムデザイン学部が設置されるにあたり寄贈されました。
貴重な蔵書は日野キャンパスの図書館日野館に先生の名を冠し
て「日野文庫」として保管されています。先生は多くの方の活
用を希望されてますので大いに利用させていただきたいと願っ

日野永一先生を偲んで

ております。
長年に渡る教職生活を無事終えられたことを記念して最初の

日本デザイン学会名誉会員 君島昌之

赴任校・都立工芸高校デザイン科の卒業生の企画により「日野
『方
永一退職記念作品展」が2005年に銀座で開催されました。

名誉会員の日野永一先生が2019年 2 月 8 日に逝去されまし
た。謹んでご冥福をお祈りいたします。先生の急逝の報は 4 月
末に人づてに耳に入りましたが、信じられませんでした。先生
には昨年の日本デザイン学会デザイン史部会でお話を伺い、今
年の年賀状もいただきお元気で過ごされておられるものと思っ
ておりましたので大変驚きました。

円』−「円と正方形の造形」をテーマとしてアクリル板による
作品で加工も全て先生自身が携われた力作でした。
関西で過ごされた期間が長く「意匠学会」
、
「産業技術学会」
でも活躍されましたがここでは「日本デザイン学会」での活動
成果を紹介します。長らく理事を務められ、平成 8 年度に
「アール・ヌーボーと明治のデザイン運動」で年間論文賞、平

先生は私にとり大学の先輩で学生時代より大変お世話になり

成13年度に功労賞、平成12年度に名誉会員に推挙されました。

ました。身近に接し先生のお人柄に触れる機会も多々ありまし

また日本学術会議第16〜18期芸術学研連委員、前経済産業省

たので振り返りながら先生をお忍びしたいと思います。

産業構造審議会伝統的工芸品産業分科会指定小委員会委員長な

先生は1958（昭和33）年 3 月に東京教育大学芸術学科工芸

ど務められました。

建築専攻を卒業され、東京都立工芸高等学校デザイン科に奉職

兵庫県丹波年輪の里で毎年開催される『丹波の森ウッドクラ

されました。当時の都立工芸高校は戦前からの伝統が色濃く残

フト（木のおもちゃ大賞展）
』では審査委員長を昨年まで長期

された工芸・デザイン教育の中枢としてベテラン教員が多数を

にわたり務められました。2002年設立された『木の文化フォー

占める中、新卒であった先生は苦労されたことを伺いました。

ラム』にも毎年関わっておられ今年の『木の文化フォーラム』

しかし、先生はその厳格な環境の中で日々の教育活動に加え研

では上記の（木のおもちゃ大賞展）の成果を発表される予定

究活動や執筆活動に情熱を燃やされました。

だったそうですが残念ながら日の目を見ることができませんで

私は先生の10年後輩で1968年に卒業後、メーカーでデザイ
ンを担当し 2 年余りで退職後、浪人生活中に紹介され同じ都立
工芸高校デザイン科に奉職し、改めて先生の薫陶を受けること

した。
先生のご著書は多数ありますので一部を紹介します。
『デザインの楽しみ』
（筑摩書房）
、
『デザイン』
（朝倉書店）
、

になりました。先生の研究熱心で几帳面な性格や安易な妥協を

『万国博覧会の研究』
（共著／思
『木工具の歴史』
（第一法規）
、

許さない実直なお姿を隣で目の当たりにしながら、いい加減な

文閣出版）
、
『現代のデザイン』
（共著／勁草書房）
、
『日本タイ

私は緊張の日々を送っていたことが懐かしい思い出となってお

ル博物誌』
（共著／INAX 出版）
先生は昨年10月にご夫妻で「金婚式」を挙げられ、ご家族

ります。
先生は間もなく京都教育大学に栄転され、その後、兵庫教育

の皆さまより祝福を受けられました。その後体調を崩され 2 月

大学に移られましたが東京を離れた関西で豊かな人脈を築かれ

8 日にお亡くなりになられました。病床ではご自分のことより

多方面にわたる研究活動で成果をあげられました。直接お会い

奥さまやご家族の皆さまを気遣い感謝の言葉を述べられたとお

する機会は少なくなりましたが文部省関係の仕事で再び先生に

聞きして先生の誠実で思いやりの気持ちが伝わってきました。

ご指導を仰ぐことになりました。文部省発行の高等学校教科書

未だ教えていただきたいことが沢山ありましたが、多くの方に

「デザイン史」の執筆を委嘱された際には日野先生はじめ専門

慕われ充実した人生を送られた先生に感謝の気持ちを込め追悼

の先生方よりデザインの歴史について多くのことを学びまし
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1

日本デザイン学会2018年度第 5 回理事会議事録
日時■2019年 3 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

西校舎 1 階

514教室
出席者■小 林、 佐 藤（ 弘 ）、 蘆 澤、 石 川、 井 口、 池 田
（岳）、池田（美）、岡崎、加藤（大）、加藤（三）
、
上綱、工藤、國澤、久保（雅）、久保（光）、國
本、黄、杉下、永盛、生田目、平松、村上、両
角、山中、横溝、田村、小野、佐藤（浩）
、加
藤（健）
欠席者■松岡、大島、岡田、柿山、小山、佐々木、永井、
原田、細谷、森田、柳澤

（土）15時20分のフィールドワークから10日（日）までを第 1
支部大会と位置付けると説明がなされた。議論の結果、両者の
会計処理を明確に分けることを条件に承認された。

6 ．会長賞の選考について（松岡会長（代）小林副会長）
小林副会長より、会長賞の選考結果について経過報告がなさ
れた。 5 名の推薦がなされたが、追加で推薦したいとの希望が
挙がった。そのため、募集要項にしたがって 3 月中に申請して
いただくこととなった。また、事務局より再度募集案内を送付
することとなった。

7 ．研究部会新設について（小林研究推進委員長）
小林研究推進委員長より、「農業デザイン研究部会」新規設
置に関して提案がなされた。当該部会の幹事候補である石川義
宗氏より説明がなされ、承認された。

1 ．副会長挨拶
8 ．研究部会について（松岡会長（代）小林研究推進委員長）

小林副会長より挨拶がなされた。

小林研究推進委員長より、活動がみられない研究部会の扱い

2 ．2018年度第 3 回運営委員会議事録の承認（佐藤本部副事

について検討を行い、次回理事会までに方針をまとめるとの報
告がなされた。

務局長）

2018年度第 3 回理事会の議事録が示され、原案通り承認さ
9 ．学会各賞選考委員会委員長について（山中担当理事）

れた。

山中担当理事より、次期学会各賞選考委員会委員長の選定が
【審議事項】

難航しており、引き続き検討を行っていくとの報告がなされ

3 ．2019年度春季研究発表大会について（國本担当理事）

た。

國本担当理事より、エクスカーション、オーガナイズドセッ
ション、および展示の準備状況について説明がなされた。オー
ガナイズドセッションの割り振りについては次回理事会にて審

10．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、

議することとなった。

入会：正会員16名（内外国人 3 名）、学生会員 8 名（内外

4 ．2019年春季大会テーマセッションについて（小林研究推

退会：正会員25名、学生会員 9 名

国人 2 名）
進委員長）

が承認された。

小林研究推進委員長より、申請のあったテーマセッション
（ 6 件）について説明がなされた。また、キーノート講演（ 3 件）

11．2019年度春季大会オーガナイズドセッション募集につい

についても承認がなされた。ただし、交通費等の支出について

て（岡崎総合企画委員長）

はオーガナイズドセッションの規定に則ることとなった。講演

岡崎総合企画委員長より、応募のあった 4 つのオーガナイズ

の内容については何らかのかたち（例えば部会のホームページ

ドセッション企画について説明がなされ、承認された。

等）で残るようにすることが望ましいとの意見も挙がった。

12．特集号の進捗状況について（井口学会誌編集・出版委員
5 ．2019年度秋季企画大会について（柚木実行委員長（代）
横溝第 1 支部長）

長）
井口学会誌編集・出版委員長より、今年度分として「QOL+

横溝第 1 支部長より、2019年度秋季企画大会の準備状況に

を考える」
「家具のデザインと技術」を刊行したいとの提案が

ついて報告がなされた。 8 日（金）ならびに 9 日（土）の14

なされ、承認された。また、2019年度分については 1 件の企

時50分までの学生プロポジションまでを秋季企画大会、 9 日

画があり、残りの 1 件分については引き続き募集と検討を進め
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ていくとの説明がなされた。なお、今年度当初予定されていた
企画については原稿の提出が滞っていることから、刊行を見送

20．作品集の進捗状況について（杉下作品審査委員長）
杉下作品審査委員長より、作品集の進捗状況の報告がなされ
た。正文社への原稿の入稿が完了しており、 3 月中に J-Stage

ることとなった。

で公開されるとの説明がなされた。
【報告事項】

13．2019年春季研究発表大会概要集について（永井概要集編
集委員長（代）永盛委員）

21．2018年度春季研究発表大会会計報告（小野本部副事務局
長）

永盛委員より、大会概要集（USB 形式）の準備状況につい
て報告がなされた。原稿の受付期間延長について議論した結

小野本部副事務局長より、訂正版の2018年度春季研究発表
大会会計について報告がなされた。

果、10日間延長することとなった。また、原稿募集に関する
告知をメールにて行うこととなった。

22．第 2 支部企画について（平松第 2 支部長）

14．2018年度秋季企画大会会計報告（田村担当理事）

物を紹介する小冊子の制作」への応募のお願いがなされた。な

平松第 2 支部長より、第 2 支部企画「2018年度の教育成果
田村担当理事より、2018年度秋季大会会計報告について説

お、応募作品の著作権に関する注意事項を再度メールで連絡す
ることとなった。

明がなされ、承認された。

記録：佐藤（浩）

15．第一回ワールド・エコデザイン・カンファレンス【WEDC】
報告（黄理事）
黄理事より、第一回ワールド・エコデザイン・カンファレン

日本デザイン学会2019年度第 1 回運営委員会議事録

スについて報告がなされた。

日時■2019年 4 月 6 日（土曜日）14：30〜17：00
場所■慶應義塾大学

16．Design シンポジウム2019について（小林実行委員長／加

北館 1 階

藤幹事）

三田キャンパス（田町）

会議室 2

出席者■松岡、蘆澤、井口、岡崎、上綱、國澤、國本、

小林実行委員長より、Design シンポジウム2019への積極的

久保（光）、杉下、永盛、生田目、平松、村上、

な参加と発表のお願いがなされた。

柳澤、小野、佐藤（浩）
、加藤（健）
欠席者■小 林、 大 島、 加 藤（ 三 ）
、 工 藤、 小 山、 山 中、

17．藝研連公開シンポジウムについて（小林担当理事）

佐藤（弘）

小林担当理事より、2019年 6 月 8 日（土）に国立国際美術
館で開催（幹事：意匠学会）されるとの説明がなされた。

1 ．会長挨拶
18．デザイン学研究の進捗状況について（久保論審委員長）

松岡会長より挨拶がなされた。

久保論審委員長より、遅延が発生している『デザイン学研
究』Vol.65の No.3は 3 月中に発行され、No.4については 4 月
から 5 月に発行される予定との説明がなされた。また、 3 月時
点での論文審査状況ならびに2018年度における『デザイン学

2 ．2018年度第 5 回理事会議事録の承認
2018年度第 5 回理事会の議事録が示され、原案通り承認さ
れた。

研究』の論文審査状況と J-stage でのアクセス状況の説明がな
【審議事項】

された。

3 ．2019年度学会活動方針（松岡会長）
19．英文ジャーナルの進捗状況について（村上論審副委員長）

松岡会長より、2019年度の活動の柱となる 3 つの方針に関

村上論審副委員長より、 3 月時点での論文審査状況の報告が

する概要の説明がなされた。詳細については次回の理事会にて

なされた。また、2018年度における『Journal of the Science

提案することとなった。

of Design』の論文審査状況と J-stage でのアクセス状況の説明
4 ．2019年度学会組織について（松岡会長）

がなされた。

松岡会長より、2019年度学会組織案が示された。案に基づ
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き、各委員会で検討するとともに、事務局は幹事を含めた組織

名分であるとの報告がなされ、概要集の準備を進めていくとの

表を次回理事会までに示すこととなった。また、支部長・委員

説明がなされた。

長へ2018年度活動報告と2019年度活動計画作成を依頼するこ

12．2019年度秋季企画大会について（柚木実行委員長（代）

ととなった。

小野本部副事務局長）

5 ．2019年度各賞授賞選考委員会・委員長について（山中担

小野本部副事務局長より、2019年度秋季企画大会の準備状

当理事（代）松岡会長）

況について説明がなされた。具体的には、 5 月中に会告用チラ

松岡会長より、2019年度各賞授賞選考委員会・委員長は庄

シを完成させ、春季大会での告知を予定しているとの説明がな

司晃子先生にお願いすることとなったとの説明がなされ、承認

された。

された。

13．研究部会について（小林研究推進委員長（代）蘆澤委員）
6 ．2019年度学会年間スケジュールについて（佐藤本部副事

蘆澤委員より、研究部会の活性化に向けた追加の研究部会細

務局長）

則案が示された。議論の結果、提案のなされた案に基づき、修

佐藤本部副事務局長より、2019年度学会年間スケジュール

正版の細則を次回の理事会で示すこととなった。

案について説明がなされた。議論の結果、理事会日程の修正や
選挙日程の確認等を行い、次回の理事会にて修正版を示すこと
となった。

14．論審体制刷新の進捗状況について（和文：久保論審委員
長、英文：村上論審副委員長）
久保論審委員長より、「報告」論文の位置づけ、投稿者にも

7 ．会長賞の選考について（松岡会長）

査読者にもわかりやすい区分の必要性等の検討、および論文執

松岡会長より、各支部と委員会より 7 名の推薦があったとの

筆アドバイス等の投稿数増加と論文の質向上に向けた検討内容

説明がなされた。審議の結果、推薦のあった 5 名に授賞するこ

について説明がなされた。村上論審副委員長より、エディトリ

ととなった。

アル制の整備に向けて、英文論文における査読体制の整備・充
実の必要性について説明がなされた。これらについては具体的

8 ．2019年度名誉会員の選考について（佐藤本部事務局長（代）

なスケジュールを明示して進めていくこととなった。

小野本部副事務局長）
小野本部副事務局長より、名誉会員の推挙について説明がな

15．第 2 支部企画について（平松第 2 支部長）

された。候補者の先生方に最終的な意思確認を行うこととな

平松第 2 支部長より、第 2 支部企画の現状について説明がな

り、小野本部副事務局長がとりまとめを行い、次回理事会で最

された。議論の結果、特許等の申請に関する注意を追記して対

終決定を行うこととなった。

象者に連絡をすることとなり、修正案については次回の理事会
で示すこととなった。

9 ．2019年度春季研究発表大会について（國本担当理事）
國本担当理事より、2019年度春季研究発表大会における収
支予算案について説明がなされた。テーマセッションの配置等

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・審議した結果、
入会：正会員17名、学生会員22名（内外国人 7 名）

の詳細な日程調整については至急実施することとなった。

退会：正会員11名、学生会員 1 名

10．テーマセッションにおけるキーノート講演案について
（小林研究推進委員長（代）蘆澤委員）

休会：正会員 4 名、学生会員 2 名
が承認された。

蘆澤委員より、テーマセッションにおけるキーノート講演案
について提案がなされた。講演者からの参加費・発表費の支払

【報告事項】

いは不要である旨を追加することとなり、承認された。

17．Design シンポジウムについて（加藤担当理事）

11．2019年度春季研究発表大会演題登録と概要集について

学会からの積極的な発表のお願いがなされた。

加藤担当理事より、講演募集の説明がなされ、日本デザイン
（永井概要集編集委員長（代）永盛委員）
永盛委員より、 4 月 5 日時点で講演論文の投稿完了者は187
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18．デザイン学研究の進捗状況について（久保論審委員長）

日本デザイン学会2019年度第 1 回理事会議事録

久保論審委員長より、『デザイン学研究』Vol.65の No.3は 3
月末に発行され、No.4については 5 月に発行される予定との

日時■2019年 6 月 1 日（土曜日）14：00〜17：00

説明がなされた。また、 4 月 4 日時点での論文審査状況の説明

場所■慶應義塾大学

がなされた。

研究室棟 1 階

三田キャンパス（田町）

B 会議室

出席者■松岡、小林、佐藤（弘）
、蘆澤、井口、池田（岳）
、

19．英文ジャーナルの進捗状況について（村上論審副委員長）

岡崎、加藤（大）
、上綱、國澤、國本、久保（雅）
、

村上論審副委員長より、 4 月 4 日時点での論文審査状況の報

久保（光）
、黄、佐々木、杉下、永盛、平松、村

告 が な さ れ た。 ま た、『Journal of the Science of Design』

上、柳澤、柚木、横溝、森山、小野、佐藤（浩）
、

Vol.3の No.1は予定通り 5 月発行予定であるとの説明がなされ

加藤（健）

た。

欠席者■池田（美）
、大島、岡田、柿山、加藤（三）
、工藤、
小山、田村、永井、生田目、原田、細谷、森田、

20．特集号の進捗状況について（井口学会誌編集・出版委員長）

両角、山中

井口学会誌編集・出版委員長より、昨年度未発行の号の 1 つ
が 4 月末から 5 月上旬に発行されるとの報告がなされた。ま
た、今年度分の 2 冊と昨年度分の未発行 1 冊分の計 3 冊が 5 月
以降に発行される予定であるとの説明がなされた。

1 ．会長挨拶
松岡会長より挨拶がなされた。

21．作品集の進捗状況について（杉下作品審査委員長）
杉下作品審査委員長より、 3 月28日に24号発行されたとの
報告がなされた。また本年度は、J-stage へのアクセス状況を

2 ．2019年度第 1 回運営委員会議事録の承認
2019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。

活用した活動を検討しているとの説明がなされた。
【審議事項】

22．『デザイン科学事典』の編集状況について（加藤担当理事）
加藤担当理事より、『デザイン科学事典』の編集状況につい
て報告がなされた。現在、原稿156件査読完了・未脱稿 5 件で

3 ．2019年度学会活動方針（松岡会長）
松岡会長より、2019年度学会活動方針案が示され、承認さ
れた。

あり、2019年 9 月もしくは10月の出版を目標に内容確認を行っ

4 ．2019年度学会組織について（松岡会長）

ていくとの説明がなされた。

松岡会長より、2019年度学会組織案が示され、承認された。

23．第三支部2018年度研究発表大会開催報告について（國本

各委員会・支部における幹事選出は可能な範囲で総会までに
行っていただき、事務局にメールで連絡することとなった。

副支部長）
國本副支部長より、 3 月10日に開催された2018年度研究発

5 ．2019年度学会年間スケジュールについて（佐藤（浩）本

表大会について報告がなされた。
記録：佐藤（浩）

部副事務局長）
佐藤（浩）本部副事務局長より、2019年度学会年間スケ
ジュール案について説明がなされた。審議の結果、2020年 4
月の理事会日程が11日に変更となり、承認された。

6 ．2018年度決算について（小野本部副事務長）
小野本部副事務局長より、2018年度の決算について説明が
なされ、誤記の修正部分を除き、承認された。

7 ．2019年度予算案について（小野本部副事務局長）
小野本部副事務局長より、2019年度予算について説明がな
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され、誤字等の軽微な修正を除き、承認された。

説明がなされた。今後のスケジュールや著作権規定について確
認がなされ、承認された。

8 ．2019年度名誉会員の選考について（小野本部副事務局長）
小野本部副事務局長より、名誉会員の選考について説明がな
された。審議の結果、 8 名を推挙することとなった。

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・審議した結果、
入会：正会員35名（内外国人 2 名）、学生会員71名（内外

9 ．2019年度総会と議案書について（佐藤本部事務局長）

国人13名）

佐藤本部事務局長より、2019年度総会式次第案と議案書案

退会：正会員12名（内外国人 1 名）
、学生会員 7 名
賛助会員： 1 社

について説明がなされ、承認された。

が承認された。

10．2019年度春季研究発表大会について（國本担当理事）
國本担当理事より、2019年度春季研究発表大会の準備状況
について報告がなされた。エクスカーション準備や企業協賛・
展示等、引き続き準備を進めていくこととなった。

17．論文集の参考文献書式について（松岡会長）
松岡会長より、論文集の参考文献における DOI 表記の書式
について、学会としての推奨フォーマットの必要性について説
明がなされた。次回の理事会において、論文審査委員会から推

11．春季研究発表大会におけるグッド・プレゼンテーション

奨フォーマットについて提案することとなった。

賞の実施と受賞対象者およびその通知方法について（久保論
【報告事項】

審委員長）
久保論審委員長より、グッド・プレゼンテーション賞の実施

18．2019年度春季研究発表大会演題登録と概要集について（永

方法と規定案について説明がなされた。審議の結果、受賞対象

井概要集編集委員長永盛）

者は発表者のみとし、受賞者の公表においても発表者のみを掲

永盛委員より、発表件数は275件（口頭発表：169件／ポス

載することとなった。

ター発表：106件）との報告がなされた。

12．2019年度秋季企画大会について（柚木実行委員長）

19．特集号・会報の進捗状況について（井口学会誌編集・出

柚木実行委員長より、スケジュール等の計画案やチラシ案に
ついて説明がなされた。引き続き、web サイトやチラシの準備

版委員長）
井口学会誌編集・出版委員長より、
「QOL+ を考える」が刊
行され、
「家具のデザインと技術」が10月に刊行される予定と

を進めていくこととなった。

の説明がなされた。また、これらに加えて、今年度中に 2 号分

13．今年度秋季大会における投稿論文区分新設にかかわる討

刊行するよう企画を進めていくとの報告がなされた。

論会「新しい論文かたち（仮題）」実施の提案（久保論審委

20．デザイン学研究の進捗状況について（久保論審委員長）

員長）
久保論審委員長より、今年度秋季大会における投稿論文区分

久保論審委員長より、『デザイン学研究』の進捗状況につい

新設にかかわる討論会開催について説明がなされた。議論の結

て報告がなされた。また、Vol.65の No.4の発行が 6 月上旬に

果、今年度秋季大会において開催する方向で検討を進めていく

なるとの報告がなされた。

こととなった。

21．英文ジャーナルの進捗状況について（村上論審副委員長）
14．研究部会について（小林研究推進委員長、蘆澤委員）
蘆澤研究推進委員より、研究部会の活性化に向けた部会活動
に関する規定案の説明がなされた。審議の結果、終会の方法に

村上論審副委員長より、『Journal of the Science of Design』
の進捗状況について報告がなされた。Vol.3の No.1の発行が 6
月上旬になるとの報告がなされた。

ついて研究推進委員会で引き続き審議し、次回の理事会で示す

22．作品集の進捗状況について（杉下作品審査委員長）

こととなった。

杉下作品審査委員より、応募促進に向けたチラシ作成や会員

15．第 2 支部企画について（平松第 2 支部長）

への発信方法の検討を行っているとの報告がなされた。

平松第 2 支部長より、第 2 支部企画「教育成果集」について
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23．「デザイン科学事典」の編集状況について（加藤担当理事）
加藤担当理事より、すべての原稿が揃い、10月刊行を目指

2 ．名誉会員の紹介
石村名誉会員、酒井名誉会員、須永名誉会員、坪郷名誉会員、
中嶋名誉会員、長谷名誉会員、三橋名誉会員、山田名誉会員よ

して最終の編集作業をしているとの報告がなされた。

り、挨拶と近況報告がなされた。

24．ホームページ更新状況について（大島広報委員長（代）
3 ．2019年度第 1 回理事会議事録の承認

永盛委員）
永盛委員より、現状の広報委員会の体制について説明がなさ
れ、更新作業を促進していくとの報告がなされた。

2019年度第 1 回理事会の議事録が示され、原案通り承認され
た。

25．日本工学会での学会紹介について（佐藤本部事務局長）
佐藤本部事務局長より、 5 月22日に開催された日本工学会

【審議事項】

4 ．2019年度秋季企画大会について（柚木実行委員長（代）

事務研究委員会（@ パシフィコ横浜）で学会紹介を行ったと

佐藤本部事務局長）

の報告がなされた。

佐藤本部事務局長より、チラシの紹介と日程等の確認がなさ
れた。

26．空き家活用とまちづくりを考えるシンポジウムについて
5 ．2020年度春季研究発表大会について（益岡実行委員）

（佐々木監事）
佐々木監事より、2019年 6 月15日（土）開催予定の空き家活
用とまちづくりを考えるシンポジウムについて説明がなされた。

益岡実行委員より、2020年 6 月19日（金）から21日（日）
の日程で準備を進めているとの報告がなされた。最終的な日程
の決定は次回の運営委員会にて行うこととなった。

27．2020年度以降の春季大会・秋季企画大会について（松岡
6 ．キーノート講演について（小林研究推進委員長）

会長）
松岡会長より、2020の秋季企画大会や2021春季大会の開催

小林研究推進委員長より、キーノート講演に関する規定につ

校の検討について担当委員会を中心に進めていただきたいとの

いて説明がなされ、非会員による講演の場合には交通費と謝礼

説明がなされた。

を支出することとなった。また、名誉会員も含めた会員への謝
記録：佐藤（浩）

日本デザイン学会2019年度第 2 回理事会議事録
日時■2019年 6 月28日（金曜日）11：30〜12：30
場所■名古屋市立大学

桜山キャンパス

西棟 2 階

講義室 A
出席者■松岡、小林、佐藤（弘）
、井口、池田（岳）
、大島、
岡崎、柿山、加藤（大）
、加藤（三）
、上綱、工藤、
國澤、國本、久保（雅）
、黄、佐々木、杉下、田
村、永盛、生田目、平松、細谷、益岡、柳澤、小
野、佐藤（浩）
、加藤（健）
名誉会員■石村、酒井、須永、坪郷、中嶋、長谷、三橋、山
田
欠席者■蘆澤、池田（美）
、岡田、久保（光）
、小山、永井、
原田、村上、両角、森田、山中、横溝

礼を支出する際の規定を今後策定することとなった。

7 ．研究部会について（小林研究推進委員長）
小林研究推進委員長より、研究部会の活動に対する規定案が
示され、承認された。

8 ．グッド・プレゼンテーション賞選考について（久保論審委
員長（代）佐藤論審委員）
佐藤論審委員より、グッド・プレゼンテーション賞の選考基
準や選考方法について説明がなされた。また、本年度から受賞
対象者は発表者のみとなった。

9 ．論文集の参考文献書式（DOI 表記書式）について（佐藤
論審委員）
佐藤論審委員より、論文集の参考文献書式（DOI 表記書式）
案について説明がなされた。議論の結果、次回の運営委員会に
て他の JSSD 論文集の現状を確認した上で再度提案することと
なった。

1 ．会長挨拶
松岡会長より挨拶がなされた。
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10．選挙管理委員の委嘱について（佐藤本部事務局長）

18．第 2 支部企画について（平松第 2 支部長）

佐藤本部事務局長より、選挙管理委員長として永盛祐介理事
が推挙され、承認された。

平松第 2 支部長より、2019年度の「教育成果集」について
は全支部を対象とした成果集にする予定であるとの説明がなさ
れた。

11．会員の移動について（佐藤（浩）本部副事務局長）
19．Design シンポジウムの講演募集について（加藤担当理事）

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 8 名（内外国人 3 名）、学生会員 5 名（内外
国人 3 名）

加藤担当理事より、Design シンポジウムの講演募集期間が
延長されたとの説明がなされ、積極的な応募のお願いがなされ

退会：学生会員 3 名（内外国人 1 名）

た。

が承認された。

20．デザイン関連学会シンポジウムについて（松岡会長）
【報告事項】

松岡会長より、デザイン関連学会シンポジウム（幹事学会：

12．デザイン学研究の進捗状況について（久保論審委員長（代）

道具学会）が11月15日に開催されるとの案内がなされた。

佐藤論審委員）
佐藤論審委員より、『デザイン学研究』の進捗状況について

21．2019年度年間学会スケジュールについて（佐藤本部副事

報告がなされた。また、Vol.65の No.4が発行され、メールに

務局長）

て会員へお知らせするとの説明がなされた。

佐藤本部副事務局長より、2019年度年間学会スケジュール
が示された。

13．英文ジャーナルの進捗状況について（村上論審副委員長
22．2019年度学会各賞候補推薦について（松岡会長）

（代）柳澤論審委員）
柳澤論審委員より、『Journal of the Science of Design』の
進捗状況について報告がなされた。Vol.3の No.1が発行され、

松岡会長より、2019年度学会各賞候補推薦のお願いがなさ
れた。

メールにて会員へお知らせするとの説明がなされた。

記録：佐藤（浩）

14．特集号・会報の進捗状況について（井口学会誌編集・出
版委員長）

2019年度日本デザイン学会秋季企画大会・第 1 支部大会速報

井口学会誌編集・出版委員長より、100号として「共創・当

東北芸術工科大学

柚木泰彦

事者デザインについて」が 9 月に刊行予定との説明がなされ

下記の通り、2019年度日本デザイン学会秋季企画大会およ

た。また、次号の会報にて掲載予定の追悼文の執筆者も決定

び2019年度日本デザイン学会第 1 支部大会を開催いたします。

し、準備を進めているとの報告がなされた。

秋の香りあふれる山形に是非ご参集ください。
■会

15．作品集の進捗状況について（杉下作品審査委員長）

場：東北芸術工科大学

■企画テーマ：おいしいデザイン

杉下作品審査委員長より、募集に関する情報を発信してお

■期

間：2019年11月 8 日（金）〜10日（日）

11月 8 日（金）：開会式、基調講演、出版記念講演

り、現在作品を受け付けているとの報告がなされた。

11月 9 日（土）：ライトニングトーク、学生プロポジション、
16．藝術学関連学会連合（学術会議一部）より（小林担当理事）
小林担当理事より、2019年 6 月 8 日（土）に国立国際美術
館でシンポジウムが開催（幹事 : 意匠学会）されたとの報告が

フィールドワーク、討論会、懇親会

11月10日（日）：フィールドワーク成果発表、閉会式
■実 行 委 員：東北芸術工科大学デザイン工学部プロダクトデ

なされた。

ザイン学科（担当：柚木、酒井、藤田、長田）
詳しくは以下の大会サイトをご確認ください。

17．ホームページ更新状況について（大島広報委員長）

https://www.tuad.ac.jp/jssd19f/

大島広報委員長より、支部や研究部会の更新回数が増加して
きているとの報告がなされた。また、幹事等を追加して広報活
動を促進していくこととなった。
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2020度日本デザイン学会春季研究発表大会告知
岡山県立大学

はじめに、松岡由幸会長より挨拶と活動方針の説明がありま
した。2019年度は対象領域の拡大、研究・教育基盤の向上、

益岡了

他団体との連携強化の三つを基本施策として推進していきたい

令和 2 年度春季研究発表大会の日程と会場についてお知らせ

との方針が示されました。次に、第 1 号議案として2018年度

いたします。多数の会員のみなさまのご参加をお待ちしており

事業報告が小林昭世副会長から説明されました。会場からの質

ます。

疑応答を経て議決の結果、承認されました。また第 2 号議案の

■会

場：岡山県立大学

2018年度収支決算報告が小野健太本部副事務局長により説明

■日

程：2020年 6 月26日（金）〜 6 月28日（日）

され、それに対し國澤好衛・佐々木美貴幹事から監査報告がな

※詳細につきましては、準備が出来次第、日本デザイン学会

されました。引き続き、報告事項として2019年度委員会等一
覧（案）、日本デザイン学会組織（案）が示され、続いて2019

ホームページ等にてお知らせいたします。

年度事業計画（案）が佐藤弘喜副会長より説明されました。そ
して、2019年度予算案が佐藤浩一郎本部副事務局長より説明

2019年度総会報告 本部事務局

されました。なお、議案の詳細については会報末に総会資料を

2019年 6 月28日（金）、名古屋市立大学桜山キャンパスさく
ら講堂において、第66回総会が開催されました。司会進行は

掲載いたしましたので、ご参照下さい。
議事終了後、新たな名誉会員として青木史郎会員（101号）
、

佐藤弘喜本部事務局長が行いました。司会より、議決権を持つ

石川善美会員（102号）、石村真一会員（103号）、須永剛司会

代議員の出席者数が会場出席者27名、委任状が77で、過半数

、坪郷英彦会員（105号）
、山内勉会員（106号）
、
員（104号）

（定数134名）により総会が成立することが報告されました。

山田弘和会員（107号）の 7 名に名誉会員証の贈呈が行われま

次に総会の議事録署名人 2 名を会場から募り、田村良一理事と

した。最後に学会各賞選考委員会の山中敏正担当理事より、学

加藤健郎理事が担当することを決定した後に議事に入りまし

会各賞の報告がありました。荒井利春氏、中嶋猛夫氏、長谷高

た。議事は松岡由幸会長を議長として進行しました。

史氏の 3 名が功労賞を受賞されました。

写真１

松岡由幸会長による挨拶

写真２

小林昭世副会長による2018年度事業報告

写真３

小野健太本部副事務局長による2018年度収支決算報告

写真４

功労賞の贈呈
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住所変更はお済みですか？

デザイン関連学会シンポジウム
2019年11月15日（金）13：00（予定）の日程で、道具学会
（幹事学会）、日本デザイン学会、意匠学会、芸術工学会、基礎
デザイン学会の共催によるデザイン関連学会シンポジウムが開
催されます。
このシンポジウムは、Design シンポジウム2019との関係で
開催されます。
会場は、Design シンポジウム2019ホームページ

http://jssd.sakura.ne.jp/ds2019/
詳細が決まり次第、皆様にお知らせいたします。
多くの皆様のご参加をお待ちしています。
（武蔵野美術大学

小林昭世）

Design シンポジウム2019
2019年11月16日（土）〜17日（日）の日程で、日本デザイ
ン学会（幹事学会）
、日本機械学会、精密工学会、日本設計工
学会、日本建築学会人工知能学会の共催による Design シンポ
ジウム2019＠慶應義塾大学が開催されます。
詳細は、Design シンポジウム2019ホームページ

http://jssd.sakura.ne.jp/ds2019/
に掲載しますのでご覧下さい。
多くの皆様のご参加をお待ちしています。
（慶應義塾大学

加藤健郎）

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．		
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本部事務局

自動引き落とし手続きのお願い

第 5 支部活動報告
日本デザイン学会第 5 支部では、下記のとおり第 5 支部発表
会を開催いたします。
■日

程：2019年11月23日（土・祝日）

■会

場：西日本工業大学

■幹

事

小倉キャンパス

校：西日本工業大学

本発表会では、全国区で開催される春季研究発表大会に準じ
た口頭形式／ポスター形式による「研究発表」
、発表練習や聴
講者との意見交換を目的としたプレゼンテーション形式による
「ライトニングトーク」の 2 区分を新たに設けることにしました。
また、前者においては、発表者の投稿作業の容易化、投稿コ
ンテンツの多様化を目的として、これまでの PDF 概要集から
「MediaWiki」の利用を試みることしました。
詳細につきましては、下記のリンクよりご確認ください。

http://design.kyusan-u.ac.jp/jssd5th/index.php/
実行委員会一同、多くの皆様のご発表、ご参加を、心よりお
待ちしております。
（九州大学

田村良一）

献本御礼
◆献本
「Web と著作権」発行：JAGDA 創作保全委員会編
「デザインの知恵」須永剛司著
「視覚文化とデザイン」井口壽乃編
「和田邦坊

デザイン探訪記

東京・香川編」西谷美紀著

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

◆機関誌
「多摩美術大学

第33号

研究紀要

2018」研究紀要委員会編、

の方にご利用いただいておりますが、まだ登

2018年
「工学教育研究講演会

講演論文集

ム 2019」公益社団法人

録がお済でない会員の方は、登録手続きをさ

第67回年次大会プログラ

れますよう、お願い申し上げます．また、口座

日本工学教育協会編

引き落とし依頼書がお手元にない方は、本部

「GK Report 2019 No.35 モノと人の相互進化」GK デザイ
ングループ、2019年 3 月
「TAMABI NEWS

事務局へご請求ください．

81/82」発行：多摩美術大学、2019年 4

2019 年度の年会費引き落としは、5 月 7 日

月／ 7 月

付けにて引落をさせて頂きます．

「第 7 回国際ユニヴァーサルデザイン会議2019 in バンコク報

宜しくお手配くださいます様お願い申し上げ

告書」 一般財団法人国際ユニヴァーサルデザイン協議会編、

2019年 5 月

ます．

「JOS 第11巻・第 1 号」日本オフィス学会編、2019年 5 月
「多摩美術研究

第8号

本部事務局

2019」多摩美術研究編集委員会編、

2019年 6 月
「デザイン理論

意匠学会編 74号」発行：意匠学会編、2019
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年8月

張

羽桐

Wu Chih-Fu

「The JAGDA 194」発行：JAGDA、2019年 8 月
「天文月報−安全保障と天文学（ 3 ）（ 4 ）」 公益社団法人日本
天文学会編、2019年 9 月

会員の移動
◆2019年度 1 回運営委員会

2019.04.06

学生会員71名（内海外会員13名）
相澤

康智

飯塚

柊斗

市川

智子

猪股

祐衣

内海

慧吾

海野

一樹

大久保恭利

王城

向葵

太田

聡海

太田

壮

岡田恵利子

小倉

一将

小野田万粋

門井

幸大

鎌田

吉紀

上山

朝史

川口

響子

菅野

鈴

菊池

紬

北中

浩之

新入会

木下

夕嗣

木村はるな

藏野

夏海

工藤

悦子

正会員17名

小島

千穂

小林

菜摘

近藤

菜緒

櫻井

美歩

祐衣

佐野

萌夏

澤田

幸希

島澤

全

曽我部夏樹

髙橋

浩一

中島

玲奈

中園

唯

絵里子

廣瀬

夏和
恵渚

伊藤

一成

大友

邦子

大淵

和憲

沖田実嘉子

佐藤

小枝

洋平

佐藤

昭則

菅

俊一

辻

康介

島田

絵

嶋田

祥之

長野

和雄

長谷川紫穂

馬場

始三

藤岡

千也

髙山

裕貴

田中

亮

藤原

慶二

町田

松本

光広

八神

寿徳

西

鞠乃

服部

雄紀

山下

活博

小織

藤本

稜

本間しおり

牧野

竜二

松本

水上

夏希

三穂野春彦

都

淳朗

宮原佑貴子

宮前

翔一

望月

琴未

山田

航大

横山

陽子

海野真梨菜

横山

理紗

吉澤

健太

李

銘倫

陳

娟志

学生会員22名（内海外会員 7 名）
池田

原

努

伊藤

優花

岩崎

大谷亮太朗

梶原

千恵

川嵜加奈代

川瀬

彩華

王

健

陳

誼菲

沈

恵園

黄

元鴻

近藤

寒河江厚史

杉戸

亮介

豊福

拓歩

陳

相如

田

娜

柯

永林

崔

壮

前田

吉松

孝

林

恩琪

張

伝揚

LI QIANQIAN

力予

陳

證邱

祐未

細江沙里那

Tsao, Yu Tung 張
陳

博聞

萌
凱棋

張

翔太

Ongon Witthayathada

SHASHA LI

退会
正会員11名（内海外会員 1 名）
阿野

退会
正会員12名
青木

和幸

大平

正

奥村

和則

佐々木里史

佐藤

延男

杉浦

良輔

高山

啓子

塚田

勝之

根之木英二

松本

誠一

山田

大典

冨田奈都美
休会

晃秀

奥脇

加奈

五十殿利治

釜池

光夫

亀梨亜弥華

木本

晴夫

末廣

健一

蔦谷

邦夫

堀江

森

久紘

万

人立

昆野

照美

武史

学生会員 7 名
小笠原直人

川野辺晏実

岸本

大輝

関

中村

横山

翔栄

悠嗣

翼

正会員 6 名
協賛会員 1 件
◆2019年度 1 回理事会

2019.06.01

（株）福井洋傘

入会
正会員34名（内海外会員 2 名）

訃報
出町

克人（ 3 地区）

明田川紗代

石川

寛之

石川勇次郎

貝塚乃梨子

角田

奈菜

片田

汰架

加藤

亮介

釜本

真有

亀田

佳一

北崎

允子

具志堅裕介

栗秋

良子

祐太郎

小橋

佳衣

小橋

圭介

近藤

孝

佐々木康輔

篠田

隆行

高尾

俊介

田丸

和寿

正会員 8 名 （内海外会員 3 名）

中尾

寛

中村

英誉

名古屋友紀

林

秀治

阿久津友宏

後藤

圭介

高安

啓介

徳久

悟

林

瑞恵

平川

和明

平瀬亜由美

村石伊知郎

水谷

陳

寛常

劉

元敬

白

羽

森

照明

森本

康平

山本

油井千佳子

郡

美里
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◆2019年度 2 回理事会

2019.06.28

入会

12

晃啓

学生会員 5 名（内海外会員 3 名）
木越

純

北川

寛明

蔡

宛蓁

Mengxi Chen

Haewsungcharern Pitumon
退会
学生会員 3 名（内海外会員 1 名）
中尾

俊祐

南本

翔

◆2019年度 2 回運営委員会

童

欣路

2019.09.07

入会
正会員 8 名
榎

芳栄

丹羽由佳理

太田

晶

佐藤

有理

中村

俊介

天舟

三好

大輔

森岡

大輔

卜

学生会員 5 名（内海外会員 3 名）
荒木

麻耶

吉田

和人

陳

瀅

Shasha Li

Huang Miao
退会
正会員 7 名
岩瀬

大地

繁延

大

城間

祥之

橋本

和幸

松岡

英気

三橋

幸次

髙橋

祐亮

内記

麻子

西村

渉

学生会員 6 名
梅村

隼多

木塚あゆみ

吉田

周生

吉田

傑

訃報
香川

昌久（ 4 地区）
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定時社員総会
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一般社団法人

日本デザイン学会

2019 年度活動方針
会長：松岡由幸

2016-2018 年度の振り返り

2019 年度活動のエスキース

m 2 ȯҾ Ԉ[ǭĚťл 100 ȯƞk}ԈČrgm
\abЮ͎eԈ̩ĊŷȄη͙śǤƩĚŁȈԈ
̩ĊŷҙО̮Űҁrc}̮ŰpwԊƚt}Ԉ̩Ċ
ŷɐЬʒc}ӿŧƞîǤƩĚлϧpԈēïǶʰpwԊ
i) 体制基盤の構築
ç̩ĊŷǰҙԊ
ç̩ĊŷɐĚŠçєЭǴ̈́ʉriԈқͩî
ʯéҩЬΆpԅϘĚҘОԈͥĂĚɵέƞkw
SKYPE ȈńԆԊ
çĂűȎġŝ 2 ƝġŝŷԊ
ii) 学術基盤の構築
ç͙ӘƗŞʮԊ
çѓʫӘçĤƧӘǰŅ web ŷΣОԊ
çƹӒѓʫӘKJournal of Science of DesignLͻОԊ
çîкƚt}ԈƦʫçЍʫѓʫӘԈǈδЫӪ
ʀΨЭǴʢǴǶʰԊ
ç[À²£åΡǭĂŌ\ϜϦԊ
iii) 活性化策の推進
çЋПȡǭĚԈɪŹǭĚԈҝŋǭĚԈǉΖÀ²£åǭĚ
ƚƜ[À²£åҿҗǭĚ³åÕ´¤Ø\
ʛ˫çǶʰԊ
ç̈˱ȡ˻À²£åѮԅʱŗȡ˻ʮϳΙøĻԆ[ʱ˓
À²£åǭĚѮ\лϧԊ
çЌɻĚƩȄџpwĚһѮŝǴԊ
çĚƩŔ͗͘ωčrÓèØÒè´ґũԊ

ēïԏ{̮Ű΅ʍrԊdԈ2018 ȯȻ̩ĊŷȄ
ηǤƩĚdӿŧƞîǤƩĚȿ̎pԈm̮ŰҔ
ȫͥĂĚçқƯĚљe~Ҙ}aiԊ
(1) 対象領域の拡大
çÙÀ¢¡Ԉ£åºß³ÞåԈUX ӪǇƐҊ
ԈuĜbĚƩʨǐũԊ
ç҈˻À²£åԈ͇˻À²£åu 6 ̋ͨ˻k
wÁèºáÀ²£åʙҘuͨ˻ŷѤ͞Ԋ
(2) 研究・教育基盤の向上
çǭĚp}͙ɗ̮epԈǠĢÀ²£åre
ԅHow ƬӮԆsԈĢÀ²£årgeԅWhat
ƬӮԆabÀ²£åƪǭҿrљѓĮҘԊ
çЍʫчǭП̜̈́ΕİȂˤˏҾΒϟԈdȴ
ǋƹӒͿшΑȻƞîԊ
ç[À²£åΡǭĂŌ\ĂŌӲϜϦçͻОԊ
çîкʥ˗ͩawіϫĚԈ·×ÃèǶʰ
ǭПǉ΄ƞîuĂ˻p}ѣʣΕİԊ
(3) 他団体との連携強化
çIASDR εYƹӒҗʟĮҘԊ
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開会式：宮岸大会委員長
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基調講演（中台澄之氏）
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fÕµºèͻТОaԈ̮ͻѰͷɜ
ʰpwԊŅƹ 17 ˧eƌũpw 44 Ɲ
fÕµºèͻТОaԈ̮ͻѰͷɜ
ζɪЬćʜfОwԊƊҥȂ
fÕµºèͻТОaԈ̮ͻѰͷɜ
ζɪЬćʜfОwԊƊҥȂ
ˤύ˟Ԉ15 ĕľΞѮʓñrm
ζɪЬćʜfОwԊƊҥȂ
ˤύ˟Ԉ
15 ĕľΞѮʓñrm
zwԊdԈγ 5 ʡҩ~ Ԉ˓
ˤύ˟Ԉ15 ĕľΞѮʓñrm
zwԊdԈγ
5 ʡҩ~ Ԉ˓
下川一哉氏による基調講演の様子

ĚΙʱέШĤɺ ΔΪҽͻ®áèÏ ˚
ĈΙĚ£ÆÑè³Þåƀť·åºԆԈ

zwԊdԈγ 5 ʡҩ~

Ԉ˓

ėͯԈšȯȻ~ҽĻo}awγ

ԗȯҾѓʫѮԘ

қƯġŝ{a}љѓpԈD30 ҽ

5 ʡҩǭͧÀ²£åȐđˇОĂĞ

уɈ͑p

лʯҲΕшpwԊ

ϧ|k}awԊʆɈԖȕȚίԈũЛĸ

ԗȯҾĤƧѮԘ

 uɐ &%   ̈́ĺҘԈ#

ҨԈΠͪΆϡԈҏǂΑȴX

уɈ͑p

ŔpԈ   ȯ

ԗŨŭѮԘ

ŖzwԊ

ēïԏƝŁͧʯfƑѮop



wԊ

日本学術会議

çАąŜʺ

ˉѓʫʀΨϛ

第一部/人文・社会科学

çõȜ͝Ǚ
çһћӾƖ

担当理事

小林 昭世

 dԈʻȯȻȻǭĚƙѮҥϮǤƩ
Ě˿ɵ
学生プロポジションの様子

ԈēïҔ~rԊ

 ʱ˓À²£åǭΡƠ16ǭĚ

ǤƩһԖӠːɄО

КПǭҿҗǭĚҗƚ

Ԉ³åÕ´

Sγ 5 ʡҩΔΪͻТĚԖ10 ˉ 13 ʱԅƼԆԈ ǤƩԖȓõʤ̏ԈȵǨʾǨԈ˖ȓƦ

¤ØҽĻø̮Űp}aԊ

14 ʱԅʱԆăʱҾԈžš 9 ʽȅ

ӖԈ

2018ȯȻ

ƉͪʼԈ˛ȕͫȰԈǺȚ̻ԈǺōɣԈ

͉ŦǭĚԆԈȉ˞ʼòԅɈǭĚԆ¨è

žҾҽĻpwԅфψ

Ԉγ 5 ʡҩ

Ԉ̝ͪӡԈȉБӕĊԅʱ˓

̮ŰǋƢӧƌ͔ԆԊ

˴ŌɊ

ªÃ£²p}Ԉ6ˉ2ʱ(Ƽ)ԈɰɳϪǎ

TɲбĚԖ10 ˉ 13 ʱԅƼԆžɐ 6 ʽ



Ǘǭ}Ԉ[КПʥӸIКП

Design シンポジウム担当

ɒeԙ\ҽĻpwԊ m¿è

担当理事

Ӥ˽Ԉ͉ŦԈʹͯԈЃѽӪǇ

eԈ2018 ȯ 9 ˉΰȡpw[À²£
å°ÚåԅǭĲʡʞʰлԆԋGEIKO ß
¤å´ԅӵǊԆ\}Ԉγ 5 ʡҩΔΪͻ
ТĚƚƜɲбĚҽĻpԈ
70 ģƝƌũf`zwԊƌũϯ·Ą
ć̯ԈΔΪōǽεҿrɧǋćʜ
бΎ̹wԊ

 ʱ˓À²£åǭĚ

ÖԈÀ²£å

小林 昭世
qԈÀ²£

åçлзҿəŉrʱ˓̈˱

ʥӸw

qԈϩПԈ

̅ʭͿиѓfОwԊ


ǭĚԈπǿȡǭĚԈʱ˓лзȡǭĚԈ

横断型基幹科学技術

ʱ˓ɁμǭĚԈĊȡΑϹǭĚԈ

研究団体連合

À²£åçлзӪǇdkΑϘƚ

担当理事

r΅Ϳ~ĚљӑȯҽĻp}aԊ
 2018ȯȻ

懇親会の様子

UǗĚǤƩһԖ˴ͪʶƱԈǗĚǶОǤ

蘆澤 雄亮

Ԉʱ˓À²£åǭĚfȱ

Ăp}2019ȯȻɰɜϪǎǗ}ҽ

 ˓ǭĚ~

ĻrĚљ̈́ĺpwԊ˓ǭĚe

сО͗p}Ƕʰp}a[°Á{i

ǤƩ

ϿǵͻʔĂ˻\қƯҿp}Ω˼

Ԉ˛ȕͫȰԈũЛĸҨԈȉ˞ʼ

Ԉ̅ȱҗƚfʻȯȻ

òԈ̝ąͫĥҭԈȉүĸǘԊ

ͿƀŧОz}aԊ   ȯȻĂ



˻~

iӰɌr[°Á{i°â³

IASDR担当

ƩһԖĘƉúЧԈǗĚţǶОǤƩһԖ

Þå\γ

担当理事

ͪ˘ЇéԈǶОǤƩԖΠͪΆϡWԀͧ

Ԉméͦp}ľΞ°Á{

山中 敏正

ƴҥŔfǶʰoԈm

ŝȻлзқƯԈҥŔҿp}šçͣ
ʆɈͥĂõəΩ˼ͿƀŧǶʰ

ŌԈ̠ͪϩǛǨԈȍʯϪĊԈұǗӖԈ

&%   /<163@A3? 3A?=>=:7A/<

̻өϩź̭ԈҏǂΑȴԈï˘ЕԈ˖˓

pԈ   ȯ

(<7C3?@7AE Ǘ Ě  ƞ k }  ̈́ ĺ  Ҙ

ϩѨԈˆɶҩʺӺԈͪŸӗЧԈЛσҭ

f̅ȱҗƚ¤¥Î±£ÁŇҽowԊ

ȯ~`zwX

ǨԈȮąȾûԈ˛ӎ̲ûԈ˛š`eԈ

 7<7<63< Ěһ~γ

LOH Wei LeongԅēîWþȟǗǭԆ

ͥĂĚ

U 2018 ȯ Ȼ Π Ǭ ė ͯ Ǘ Ě Website:

ҽĻpWĚһʯҲW   ȯǗĚҽ

ƴ

ˉ  ʱ¨åß£å~

http://www.design.kyushu-

Ļύ˟ѣű̧͚ΕшpwX

u.ac.jp/~jssd18f/

wW&& eҥŔͥĂ EB<53B<
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学会各賞選考委員会担当



担当理事

山中 敏正

 ʻȯȻǭĚƙѮҥϮύ˟Ԉnǋ

 ȯ

ˉͻЯpwԈ&%=?5

 ý z Ɛ   Ă ĕ  Ȅ ɜ p w ʮ p a
D306AA>@7/@2?<3AқƯ̧͚
{a}ǋƢf`zwԊwԈ   ȯ

ƢawprԊ
-6-

ˉ  ʱmύ˟

 γԍʡҩĚ¤¥ÎԖ

日本工学会
担当理事

https://jssdbranch01.tumblr.com/

村上 存

ǗĚǶОǤƩһԖΓąǱéԅΠͪǗǭԆԈ
   

 ʱ˓ȡǭĚ

ǶОǤƩԖБƉӺϤԅΠͪŇέϩПǗ

Ԉτ 100 ǭƀĚ

ǭԆԊ

˿ɵoȡǭςǭПƶġ~`Ԋ
2018ԅȮɵ 30ԆȯȻ

ԈĚƩǭƀĚ


 ÕµºèͻТ̋

ԈΠͪfхҷ

тӮʛĩǭƀĚқƯҿrˈ

ҸұȡϵĊĤƧьʷf`zwX

ҍɧǋćʜfОĂűΔΪǤƩ

ƌũpwϵĊ

Ěf 10 ƴҽĻoԈumŔȪҔ

ȡɾПʖΪp}dԈǀ͘~ȡЋ

pˊŮɧǋƏӘОzwԊ

˼brÚÆ|iǧŴϮ
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第２支部
支部長

͛Ͼ¡Ïãè¼~ұ
γԎʡҩ~

平松 早苗

ԈʻȯȻ[d}

pԜ°×ÜÄ¯è³ÞåÀ²£å\
ȐҽriԈʱ˓ěώЋϹʰ

機械工業デザイン賞審査委

лЬǭ˹иp}awfԈЬǭŁ

員会担当

ѐʩf{esԈ˓ȯȻ

担当理事

zwԊɃgϓgѐʩОbԊ

小林 昭世

wԈʥ϶ɵ˟¡è©£Î|iα

 ʱŗȡ˻ʮϳøĻ̈˱ȡ˻À²£

 ϵĊoĤƧωč{|a}Ԉ`

åѮ˓ȯȻʱ˓À²£åǭĚѮ

gwЃǡoʱ˓ЃѼ͉Ѓf

fťлowԊ2018 ȯ

`zwԊĚǌzwʲŤ͐˛ï

ԈɻПͩѵӤ

ɀˏ

ϙp}Ԉ2018 ȯȻʥ϶ɵ˟͘ω
črȉŏǨ[ʥ϶ɵ˟Ә\ŝĤ
ėͯpwԊŋġͿ

Ԉ

̪ÙµçÇèÚÄ½çHD 1000iԅ´

ʷ̥eʼƦřˏek}ϡ˦pwȞ

Þå¹åç¦åÂç´Þå¹å˨ɂĚ

ƎЋϯʫŷŐưm΅Ϳ

ΙԆfmƑѮpwԊ

àÆÑè³Þåowǌɺ~`Ԋ

Wʥ϶̈ҿ~À

²£åʥ϶ʍȈrĚƩԈʍȈo
wʥ϶ɵ˟õeԍ͎ʙЙp}
aԈuȉŏǨ
~`ԊȄџ



ԈǗǭӈԈǗǭԈΒǗԈ

ƙΧȅҼǭ˧ԈӾ˧ʥ϶̈ҿ

第１支部

pԈum~ʍȈpwʥ϶ɵ˟Wſ˻ç

支部長

ĲĀΔΪw

横溝 賢

ŝĤԈ`a

u

Ӳrɵ˟ʙЙp}zwԊѰ
 γԕƴγԍʡҩΔΪͻТǗĚ

ԈΠ

ͪǗǭfȱĂ˧Ԉ   ȯ  ˉ
 ʱԅʱԆ_ ʱˉʱΤ~ҽĻo
wԊřʱ  ˉ  ʱԅʱԆ ԈΠͪǗǭ
Ӆȑȡ˻Ƃ͘ӹіǊĚǌp}Ԉ
qԈČąɝͭŁͧԅΠͪǗǭƹӒ
ѫ̓ǭҩʥʓԋȖ΄ȡǭԆ[ӄ
ċҶȓɾПό̼f̓pw͘ԜΠͪ
ʫŷȡ˻{fԜ\ab¿è
Öі͉f`zwԊ̟ɸʽđšˏҽ
ʁpwӄċҶȓ}ԈǀïҶϺѐˤç
ʕʔɾПfӾȻͻȐp}gwόϝԈ
ұҷҸ̤ȞЄқy|iç
Πͪʫŷťͧ{a}тϳim
fŔ˙wԊ{|a}ԑƝΔΪϯ
ƒӫͻТf`Ԉͳͣǌd
kǶѻõəΔΪfͻТowԊ
 Ԏʱ΅  ˉ  ʱˉ

ȦōʲŤ

͐˛ïĚǌp}Ԉˎ  ʽԈτ  ʹ
dȼʪ

ĕÕµºèfs

ôԈÕµºè·½³ÞåǶʰp
wԊĚǌfȼʪ~`zwmfɍӥp
weԈǭͧΙĚĊ

ȯԂǑ

ѵc}ӁҞɪЬćʜfȐҽowԊ


 Ҷ˻~˦cwΠͪЋϯʫŷУ
Őͧ͘ъϳgԈЃǡo͉Ѓ
ӢʱȫòͰpg̴ez
wɐԈԍԌƝǶѻϯß£ÁÄ
å®ÁèԅēïW'ԆǶʰpwԊ
'

Ԉ
[m¡£À¡b~pbԙ\

eԈ
[z}wWmbzwx
kWbɠarԙ\Ԉƒӫͻ
Т~

ɟi}ϳkab[Ƭa\

Ϳ¡è©£Î|iЬǀWdч
ӣŝτҿĭeԈγԎʡҩĚƩ
Ȅџp}ԍƝfʙЙ~gʥ϶ɵ
˟ԍĕpwԊʺǬǗĚ~ͻО
āǴp}aԊėͯnƀŧawxa
ẁʯƈiɓΘͬpîlԊ


第３支部
支部長

黄 ロビン

̛҂έ}mfӿŧ~`Ԋ  γԏʡҩ~ ČȯȻĚƩć̯Δ
 Ċ҂eß£ÁÄå®Áè
ΪçÀ²£å̮Ű̮ɡŷ΅̂p
Ԉuǌ~®ßÍ¢½â°èÀ¢

}ԈïкĂ˻ǶʰpwԊ

å®pԅēïW®ßâ°ԆԈ' ɐ®

1. γ 3 ʡҩΔΪͻТĚçɲбĚ

ßâ°ЬfƌũϯͻТōǽ

 Ȯɵ 30 ȯȻγ 3 ʡҩΔΪͻТĚ

ҿp}љѓ̹wԊ˓ǗĚ

ǭͧ

2019 ȯ 3 ˉ 10 ʱƝƓȏȦέǗǭ˭

eұȡϵĊȞƎЃǡԈup}Ι

ȓ«ÛåÉµ~ҽĻowԊ14 ƴ΅

ĚĊʥ϶ΔΪϯǖ̀ĊYfƌ

˓ΔΪͻТĚ

ũpwԊƙYȅҼɾϹǭƚbm

ÕµºèͻТ 17 ĕԈƌũϯ 60 Ɲѵ

eԈƌũϯƜǒԈȯԂȅҼŕү

cW̮ͻѓљćc}ǗΔΪɵ

Ǆ˩ѵc}ԈƙYΔΪ̮Ű

˟ʎlwԊČȯȻeɑ˙ƅŞŔ

·ĄͥдpԈрīp`bȄтΩ˼

͗ũc}Ԉ˯˾ӘÀ´ºáŷp}

ͿȐҽp}awԊ

USB ~ҬȧrbzwԊ

-7-

ԈƒӫͻТ 18 ĕW

 dWǭ͉ͧӮȄџr[ľ

ҽĻfƆwfWȱĂ˧ç˓ҩ

ːϖɻϤͨ˻dkʌϓƔϹ

ΞͻТѮ\лkԈƒӫͻТ~

ūŧ~ҽĻmh{kwԊʡҩ

ͻȐͣđͿяӮˆƦЍǨΜɸЋ

ƝƓȏǗǭӻǌΛǘˌԈΝąȡ˻Ǘǭ

p}

 Sutas PornpanWÕµºèͻТ~

wԊ

˸ȓǟǭƻǗǭȞ͌ɋДȞțũǛ
đԈз 4 ƝǭͧfҥŔowԊˈɐ

ԈҽĻƞk}ʡʞОz

ПȡΡǗǭ
U E=A=3@75</0 Ь ǭ Ĉ ҫ ȡ Ћ

γ ʡҩΔΪͻТĚȮɵ

ȯ ˉ

ϢϔǗǭō/0ЮȀ ̠Ĺʥʓ

ʱƼԈĈҫȡЋϢϔǗǭ}ҽĻp

˫ō~ЮȀьʷƑkwԊ

ɲбĚԈaa̍ёõm 4

wԊøĻʱ˓À²£åǭĚγ ʡҩW

Uǉѐі͉[ȔѺÀ²£å\3!À

ƝƑѮϯfТɌowԊ

ŉĻĈҫȡЋϢϔǗǭԊĚǌ

²£å˓ҩһǐͪÿ̙

2.γ 3 ʡҩǋƢӘ

ʥǹWōǽ

 ʡҩĚƩʱӦΔΪ̮ŰÀ²£å̮

£åÍá¦å²ϨɥfŅƹ~ώзî

][À²£åόƯ\Ǹж^bk}ˑ

ŰͻТǌp}ʻȯȻeͻѸp

ҜƋˈǖԈͻТ«Ûå·áƌũ

˙ɛƞɷͱÀ²£åɛƞpԈË´

w[γ 3 ʡҩǋƢӘ\~

«Ûå·áfǖʨ`zwԊ

Åµ±£ÂԈ¿Æã´è±£ÂԈÀ

ƻǗǭ͆˓ɵĊ̙ԈƝƓȏǭЋǗǭ

UƒӫͻТ

²£å±£ÂfíĞéġòͰõ

õЪ̏ʷ̙ԈȕȚǟǨΒˏǗǭͮ

 ß³½Èâ¦ǉ˓ǧŴd

ӳǷβӯŔ˙bKʮpa

ͪͫɖ̙Ԉз 3 ƝfʀΨpԈγ 3 ʡҩ

kѾġɪјжъТͣ{a}ѐ

īķӳǷġӽLͧŔrԊ

Ԉ˸ȓǟǭ

W

  ȯ

ēïҔԊwxƜʽˏ

ĕ

ˉ͙мȳͻТow

ΔΪͻТĚ˾ЫӘéϙŔ͗owԊ ˤ̄үjĈҫȡЋϢϔǗǭ

uw ( ®ßÍ¢½£

3.ʱ˓À²£åǭĚǝŬѮγ 3 ʡҩ

 ŕ˝ͩawàÜ½±½

åºÍ¥èµÀ²£ÃèԈ(+ À²£

 ǭͧТɌŝȻ{a}Ԉγ 3 ʡҩ

Ы̞ĂӧʅŔ˓ĥ̑ĈҫǟǨ

ÃèɎŤʷΕpԈuvӘ

ɺȑƙʥ϶̈ҿda}ľΞΔΪç

Ǘǭ

õp}ѧĖʌz}ʙҘpaiԊwԈ

ŝḪ̂ŰОzwǭͧçǗǭӈͧȄ

 ѰƬφѐˤàÜ½±½

À²£å˓ҩлέpԈǐͪof˓

џpw[ǝŬѮ\Ȯɵ 25 ȯȻe

Ы̞ĂӧʅŔАːԀϱĈҫǟǨǗ

ҩһԈǈОɎƩȌĖp̋  ȯ

µºèÁpwԊǭҩçǗǭӈƙ 2 Ɲˠ

ǭ

ƞkw[À²£åόƯ\ɷͱǶѻp

~ĚƩʙЙrɉɂz}Ԉ˸ȓ

 ƤЯТrЈɋǕҩ̛̀

}aiԊ

ǟǭƻǗǭĠ̇ϩȨԈұǆǭӈǗǭ

ҟaΧ͌ĥǛǨĈҫǟǨǗǭ

ǯ̟ĆǦǛԈΝąȡ˻Ǘǭíͪ˘

 ěώͿȡЋƧʿƍçͻȐrw

ʺĥǗǭӈ˺ǗƦԈƝƓȏǭЋǗ

±èËµÀ²£å˛ąɋĈҫǟǨ

ǭӈͧӶˣӭҳːЇԀƍǭҩ

Ǘǭ

ͧΝͪŒÿ˛ąԈƝƓȏȡ˻

À²£åÀ²£åТͣ˫̜үɝ

Ǘǭ˴˓ťéˌԈƝƓȏȦέǗǭ

ӌ̜үɝӌͦǏϩПĂűɺ

ũЛɤčВǀˊϩǨԈɫΑΉέЋП

®½ÂÀ²£åѮҔpwɷɐÀ

Ǘǭӈͧ˞ǨϬԈһȕҖɉǗǭӈͧ

²£åǔҤЪ˘̆ĈҫǟǨǗǭ

ҍЛΛˑԈɫΑ̸ɖǗǭͪõ̬ͼ

ͨɐ¯¡ʰлÖ½±è´ʰл

̿ҧӺυԈŸӋŁαΡǭɾПǗǭӈ

Ħлҿr±èËµÀ²£åʛ˫

Ǘ ǭ  ћ ƒ į Ȯ  Shen Tao  LI.

ΓӴơЧǨĈҫǟǨǗǭ


池側教授よりD-Labの説明を受ける

MINGHUIԈʨǖiǭͧfТɌowԊ ãÔ½Á¡èØ͈Ş̘Ǎ
ƼȔѕ̋ǺǆǗǭ
4.γ 3 ʡҩ¤¥Î±£ÁқƯ

Îã½͡ŋͩawÙåºáÚ

 γ 3 ʡҩuď̮Ű{a}Wr

Àá˿μҜΤ˹иҵȝɤϩĈҫǟ

}ɧǋʡҩ¤¥Î±£ÁŇҽ

ǨǗǭ

p}aԊфpaɧǋ{a}

ĔɩͣǶɬͩawɉ͚ɔĿp

[http://jssd3b.jp/\ƌ͔awxgwaX wÄÓå¨¨©×ȐΗ³µ¿Øҽ


ͻ˜Ĵë̳Ʀ̌ȓǗǭ
ÙåºáÚÀá˿μŮ˟Ϳɻ

第４支部

̕˹и͖ˬГϏǭĈҫǟǨǗǭ

支部長

久保 雅義

γ ƴʺǬΔΪͻТǗĚ[KÀ²£
åLʽđ\
ԅ ˉ

ʱԅұԆԜ

ʱԅʱԆԆ

fǗӂȡ˻Ǘǭ~ǶʰowԊˉ ʱ
ǗӂŸҩ  ǀӞf`ԈÖµ

À²£åͣƾʱ˓dkČ
ɐяӮҳːϩƦǨǗӂȦέǗǭ
ʫ˽ӤŰgɾПҢɜr

DeNAデザイン本部長/増田真也講演

Uć̯Ě    Ěǌ ƣȯ
кɞӹ ӏȉĚљǹ ǉѐі͉ǐͪ
̙ń}ǶʰpwԊ


第５支部
支部長

ãÔ½ƃɬɧТͣÙ©Ä¶ØõȞ
ɛıǗӂЋПǗǭ

Ȯɵ 30 ȯȻ

田村 良一

Ԉ2018 ȯȻʱ˓À²

°×ҜǗФǻǋҝ~ƌũ«Ûå

£åǭĚΠǬėͯǗĚfþȟǗǭǗ̇

·áƬaƚtfǖʨ`ԈǗĚ

«ÛåÉµ~ҽĻowmeԈΔ
-8-

ΪͻТʨƌũϯǐũԈć̯̮ͻ

Ĩȯ

ŷ΅ʍpԈ[ΔΪͻТĚ\{

ͬpҊĂűɻϓgӒp}n

Ҏ^

a}

ΠǬėͯǗĚƜʽҽĻԈ[ǭ

ͳewy~ҽĻԈ ¿èÖԖ]ȮɵÀ²£åʥ϶ʏ

ðĬdekrӣf`zweɠb

˾ ЫԖ

ƜǗĚ~ҽ

fԈdӊo~ɵŨЦϊcmf



ĻowǭͧÏãÕ´³Þåώƚr

~gwԊƌũawxaẁԈқƯ

À²£åʥ϶ΔΪĚmƚ

ewy~ǶʰpwXšϯύ˟ē

ʟz}awxaẁԈʢ}ƈ

t}Čƴ¿èÖлǴсwԊ

ïǋƢrԊ

iɓΘͬpîlԊ

òҾ~

Ȯɵ 30 ȯȻ γ 5 ʡҩΔΪͻТĚ



âè¶fǖiǖiϳebz

ĚǌԖþȟǗǭ Ǘ̇«ÛåÉµ

本部事務局

wԊ

ͧÀ²£åȐ\{a}

ʱʽԖȮɵ 30 ȯ 10 ˉ 13 ʱԅƼԆ
Ȯɵ 30 ȯȻγ 5 ʡҩΔΪͻТĚ

Ԉ

2019 ȯȻΠǬėͯǗĚĚˏõԈ10
ˉ 13 ʱԅƼԆžš 9 ʽԜ̏žԈ14 ʱ
ԅʱԆžš 9 ʽԜ̏žăʱҾw
ԈƒӫͻТ 3 ĚǌԈÕµºèͻТ
 1 Ěǌ~ǶʰpwԊČȯȻ

Ԉγ 5

ʡҩũc}Ԉγ 2 ʡҩԈγ 3 ʡҩԈ
γ 4 ʡҩeǭͧԈĚƩԈo
̚Ҿė˻eƌũ`Ԉƒӫͻ
Т 49 ĕԈÕµºèͻТ 3 ĕƚз 52
ĕîΔΪͻТfОwԊǖΧǖ
̀ΔΪ¿èÖΔΪͻТԈǖ
ʨϴіϯ˙ǌ`Ԉ̮ͻΔΪ
ͻТĚҽĻrmf~gwԊwԈ
13 ʱԅƼԆžɐ 6 ʽeԈȮɵ 30 ȯ
9 ˉΰȡpw[À²£å°Úåԅǭ
ĲʡʞʰлԆԋGEIKO ß¤å´ԅӵǊԆ\
}ԈȮɵ 30 ȯȻΠǬėͯǗĚƚ
ƜɲбĚҽĻpwԊ70 ģƝ
ƌũf`Ԉƌũϯ·Ąć̯ԈΔΪ
ōǽεҿrɧǋćʜбΎ̹
wԊ



佐藤 弘喜

  ȯȻ˒ĚƩʨ


Ԉ̏ĚƩ

 ƝԈǭͧĚƩʨ  ƝԈƝцĚ

Ʃ  ƝԈѬŪĚƩʨ  ĕԈȯҾѱэ
ĚƩ

ĕz}aԊ̏ĚƩǭͧ

ĚƩƚtwĚƩʨ
ʻȯƜʽˏԅ 

 Ɲ~Ԉ
ƝԆ̗҃p}

 ƝǐũzwԊ
 ʻȯȻ

Ԉ̩ĊǰŅΣОɐˈř

ȯȻzwԊušȯԅ   ȯȻԆ
ԈĖɪƶġe̩ĊΣОĜa
ǭĚқƯʯ̩āθœͥԈϘĚɻϓ
gҿp}Ƕʰʯ̩қͩǔ˄
rɚЫfͻͧpwfԈ   ȯȻ

Ԏ

ȯ΅abm~Ԉ`ΤȻқƯʯ̩
fǴp}gwϮcԊu
ĜaԈ̩ĊŷȄη͙śǤƩĚ

ɎŤ

ϊcwwдʦpwԊČɐɃgϓgԈ
ɚЫȄɜОz}ɻϓgҘ}a
gwaԊ
 ̩Ċŷfѿҝý{{`me
ԈČɐ

[ȮɵˈɐԜԜ\abÍ

 Ȯɵ

本部事務局長

9:00~12:00Ԉ10 ˉ 14 ʱԅʱԆ9:00~12:00

 ȯԑˉĿƗfʢȮɵˈɐ

`w}ɑ˙eяӮ

~`ĚƩʊǗĂűȎқƯŮ͟ŷ
˹иp}aiɚЫf`X


bʽđxzwe

ʏҎº£×å®p}[ȮɵÀ
²£åʥ϶\{a}ЈYЮ͎ŉ
ˊrʽҾʌywaϮcɉɂ

ȼ

ёĚpwԊ
 šƴΔΪĚ~͙ӘpwӾȓ̏Ʈú̙
ԅǉΖÀ²£åʥ϶γéĊϯԈ  
ȯ ˉԈ̒~ďͰԆ

qr

À²£åʥ϶ÙåºèҞfɷɐɶf
ƹʥ϶ͣǌda}µºèÁotw
f[ʼƦÀ²£åʥ϶\~`z
wrԈΟwy

uɃgϒ

hWȮɵabʽđĢwrm
f~gweԊ
 òõ̀Yǔŷ`zw
mԏԌȯҾdkÀ²£åͰu
ʥ϶{a}ƌũϯe°ÙåÁ
p}zwԊ
 Ȯɵabʽđ͙ɗfЈYЬcԈ
e{ʮpaʽđʥ϶ƾʯfȊp
£Ùè´Ŕ˙wbɠbԊ
ƌũϯ

ˋӷÀ²£åʥ϶ԈȲŃʥ϶Ԉ

®ßÍ¢½À²£åςԈǉΖÀ²£
åçǉΖҖɉԈÀ²£åƖǖȔ
wʥ϶´Ûåá~`zwԊ
 ȼёĚ~

ƌũϯŅƩ̋_

ӧ΅à¦µÁpӨ̋ͻТp}

教育部会

zwԊ

主査

金子 武志

ϾȣωčԈm~̮ŰωčԈͣ
ƾ̮Ű̧͚Ԋ

ïкҔԈ ȮɵabʽđɠbmԈΟ
z}Ȯɵ ԅÚÆç°ÁçÊÁԈ
À²£åʥ϶ΔΪĚȯȻҔq}ԍ

口頭発表の様子

 ȯȻʥ϶ҩĚ~

ƴxkҽĻpwԊ

ÎèØԈ©á¼ÛèԆԊ

ԗ̮Ű˾ЫԘ

 Ȯɵà¦£¿¢Îʥ϶ʏ

OÀ²£åʥ϶ΔΪĚ

ҎԅÀ²£åԈҖɉԈϩПW¡èÁԈ

 ȯ ˉ

ʱԅƼԆ

 _  

ȡЋԈԈԈԆԊ

Ě ǌԖʱ˓ǗǭЋПǭҩ ̟Ɠͪ˧

 ƌũϯe̛°ÙåÁŘ

ЂЪ˳ŉƜ¡Áà¦ԅϞӻŻ̟ƓͪԆ

ʎrԊ

ƌũϯԖτ Ɲ

ç # ʿ ƍ    ɻ Ď Ă   ҿ ĭ N

Ҙ ОԖұǨ̐ɛԅʱ˓À²£åǭĚ

ȯšÈ¤Ç¤µ~̈˱ʫʷ
ȄrѾġɡŐΕшfƬ}aw

ʥ϶ҩĚøˤԆ

bxfԈԈ

ポスター発表の様子
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çÈ¤Ç¤µʥ϶

Ȯɵńz}b

 ҩĚĚǋ[#:/13\ Ԉˉ

xzweX°åÌÜèºèʫŷ

Ɨ[ſ˻ŝĤ͙Ә\Ԉ

bÖ½¼pweԊ

ĚƩ̮Ű\Ԉ ˉ Ɨ[͙Әçћõ

çÏã¡ÖǏͰϚfǔzwԅю~

pobϒje\W

À²£åŔ˙ʽđԈpepӒέ{

m ŏ#ҬıͻОpwԊ

ȊaԆ

 îк̮ŰԈ˓ҩĚĞϧ

çҖɉͿʥ϶eÀ²£å³å«å

|k̮ŰԈқƯԈġŝƾʯ

®ƬӮд̡wà¦è³Þå

˹иpfԈЭτĤɵҘwԊ

ʥ϶abɪјǔŷ



çÀ´ºáÅ£¿¢ÎΙĚͣџ

家具・木工部会

Űg

ɩĽēîҘОfʴezwԊ

主査

çµÖèÁÍ§åʿƍÀ²£
Ãè~

aĊҞfǖaͻıŔ˙

ʽđzwԊ
çÀ´ºáÚßáʥ϶fɚЫʽđ
~

aeԊ

çǭͧ

#ԈºÎâ½ÁԈ

µÖÓfÙ£åҝŋz}aԊ
çŝĤÏã·µ˽pӬȻfȊ
iz}aԊԅà±è¼ɻ҂Ԉŝ
Ĥɻ҂Ԇ
çʷ̥èǗ̏èʼƦèȮɵb
àâèreX
ԅ ЇaÀ²£å

W

À²£åϩǉ̈́{a}Ԇ
ç

.

&!&'Ͳϋ[À²£å

`\ǪƾɍӥXÀ²£å

Ģe

ȫʽêȁɼaƬaϓkÙÀ¢¡
`Ԋ
ç

òσɶfƹ~ȉǭ˧~

[À²£å\ɈwšʥΡp}
ɼbxɠz}awfԊԊԊʫŷ
ƬӮԊ

ˉ Ɨ[ҩ

主査

新井 竜治

ԈČ~̮ŰϒϓԈ

ǼŋçːȡҩĚ~

ԈĨȯԈʺǬΔΪ

  ȯȻԈγ  ƴʺǬΔΪͻТǗĚ
ԈǗӂŸҩǀӞΆɐҽĻoww

UγԏԕƴΔΪĚ
ҽĻʱԖȮɵ 30 ȯ 12 ˉԍʱ

ͻТϯԖѣ͂cǨ̙ԅѣ͂ğͦǏл

̽ћŇƻҔȹ
ҽĻʱԖȮɵ 31 ȯԏˉԕʱ
¿èÖԖ
[À²£åƖΔΪçʥ϶ɪϪ
Ϯc\

ĚƩfawԊuwԈ   ȯȻ

ͻТϯԖΓ˘Ίé̙ԅþȟǗǭƝцʥ

ǭ

ĚǗĚʽϘĚҽĻrmf~g

ʓԆ

ezwԊum~ԈɐʱÙèá

ǌ ɺԖÖ£µÒèµ Cafe MIYAMA

ʌyƴȂљǶʰpwԊȂљύ˟Ԉ

̽ћŇƻҔȹ

ēï

͎f̡ǴpwԊ

 ҩĚøˤfԈӠːȱǘԅþȟͨ˻Ǘ
ǭԖ  J  ȯȻøˤԆeʮąή̥

デザイン理論・方法論部会
主査

ԅЉ̱ȡ˻ǗǭԆćđrԊ
 ǼŋçːȡҩĚ]À²£åǭ
ΔΪ^͙ӘƗͻОrԊ
 ԐƝʮńҩĚƩƑkńԊ
V͙ӘƗ
  ȯȻԈγ  ƴʺǬΔΪͻТǗĚ

ƗԆėͯǤƩĚԅʮąή̥çͽΓł
Ǘǭda}ԎƴҽĻpwԊuɐԈ

όӽǉ|awҩĚƩ·ĄΔΪ

ėͯǤƩĚ~

˄Оz}ԈҩĚŅġéȒ̮ɡ

ɾПJJÚÆÀ²£åm~

ŷūwԊ̩Ċŷpw˓ǭĚõ~Ԉ

me\abÙ£å¿èÖ~Ԉ͙

ʮw̮ŰқƯƾʯԈʰη

ӘƗͻО΅ʍrmzwԊu

ϒϓp}ϮcwԊ

p}ԈǼŋçːȡҩĚƩȄp}Ԉʚ

Ԉ[ǼŋÀ²£å

҄ѓʫº£ÁáçЫʳԅ  ǩΤȻԆ

¿¢ÃÎáͦǏÀ²£å\Ù£å¿

ŇųpwԊmȄp}

èÖpWu¿èÖԈǶӒ

f`zwfԈėͯǤƩĚdkȂљ

̮ŰȄџǀǇp}

ҫȦзͯҝѺf

ύ˟Ԉ  Ɲ͙ӘƗƉΨĪӭr

ȿ̎oČɐʯƞɡf̃χo}a

mzwԊup}Ԉ͙ӘƗǈ

W˚Ĉҫƕ˚ŻћõͦǏÀ²£å

δϯ

ϮcmpWЬǭĚWҩĚƩ

ʛŔp}awxawԊ

ʛ˫ͻТWȐΗĚεОzwԊ

ȯȻƜ̀ΔΪĚҽĻāǴ~`Ԋ

Ԉƙ˧Śʭ~ƌũƐ̎ҩ

ÙèáʌyƴȂљǶʰpwԊ

[±µ

ïͻТɉɂΔΪĚҽĻpwԊ˓

ͻТǗĚӒϘĚҽĻp}gwfԈ UγԐԌƴΔΪĚ

̹ŷ΅ʍpԈȅҼɡɛƞɡԈǶϠԈ

 ̖ȯлǴrȯҾ¿èÖ~

ē

ǌ ɺԖÖ£µÒèµ Cafe MIYAMA

VϘĚ

ʼç͆˓ɵĊçΓȞϪǲԆЉ̱ȡ˻
 Ȯɵ ȯȻ

 Ȯɵ 30 ȯȻÀ²£åƖҩĚ~

зǹԆ

zwԊup}͙ӘƗԅ   ȯ  ˉ

清水 泰博

立部 紀夫

ɍӥʱ˓ğa\

åǭΔΪ^͙ӘƗͻОɛrm

環境デザイン部会

主査

¿èÖԖ
[ǁʯÀ²£åԉõƹǼŋ

ʂԈǼŋçːȡҩĚ]À²£



デザイン史研究部会

Ԉ ˉ

Ɲɜų

ʱZŖ~W΅̋ԅ˫Ԇ
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松岡 由幸

 À²£åͥѓçʯ̩ѓҩĚ

ԈÀ²

£åʯ̩ѓҩĚʊɆrewy~Ԉ
ȯš  ȯԐˉлέowԊ
ʺǬǗĚ~

̖ȯԈ Ԉ ĕėͯ·½

³ÞåͻТϒϓrԈ
  ȯȻ~Ԉ ƴēî³åÕ´
ØΔΪĚǶʰpԈÀ²£åͥѓç
ʯ̩ѓ˿μū}gwԊ


  ȯȻda}

ԈǗӂȡ˻Ǘǭ

~ОwʺǬǗĚ}Ԉ¿èÖ·½
³Þå[ǖΫҾÀ²£åÚÀáWÀ²
£åͥѓçʯ̩ѓ\ҽĻpԈԔĕ
ΔΪͻТfОwԊ


  ȯԐˉ

ʱԅұԆ

Ԉɰɳ

ϪǎǗǭda}ԈɈҩĚŉĻ[À
²£åǎԖÚÆ|iGÚÆ|ea
À²£å±£¦åµ\fԈ   ȯԓˉ
 ʱԅұԆ

[À²£åǎԖǖΫҾ

À²£åÚÀáͥѓǶѻ\fҽĻ
owXóÀ²£åǎƙYda}Ԉ
ΔΪϯԈʥ϶ϯԈÀ²£ÃèԈė˻
ҽͻϯԈǭͧƠ  ƝēîʯY
nƌũawxgԈ̮ͻљѓfО
Ԉuљѓ]À²£

åΡǭĂŌ^
ԅ÷ƭŔ͗ԆŗО{
lmf~gwԊ

子どものためのデザイン部会
主査 工藤
岡崎芳彰
章
主査



ファッションデザイン部会
主査

 γ  ƴʺǬΔΪͻТǗĚ~

神野 由紀

Ö·½³Þå[ǨwÀ²£
å\øĻpԈ ˉ

Ȯɵ ȯȻÍ
ҩĚΔΪĨĚ

½³ÞåÀ²£å
ԈēïҔҽĻo

Ԉ¿è

 _

ʱ _

Ԉ

  ԈӓfaŃԈÐáµ¯

¡Ԉː϶͡ŋԈøврīԈȉŃ˳¡
èÁԈäè³Þ½ÏԈǖȔ̿

wԊ
ҽĻʱԖ   ȯ

ŕүͻТfОwԊ

ˉ  ʱԅұԆ

ĕͻТ

¿èÖԖ[ǅ}awҍđʱ˓

ōԈ
] ЮЯӓfaŃ̮ͧŰĤϫɒ

µ©èÍƖ J̰̅µ©èÍщͧϸ

ҿr¾èáƍɻ̩ѐˤ^
ԅ ǺšѨ

ˀJ\

О ď

ƝԆԈ][˿ҖɬЯġɒ\

΅Ϳp}aԊ


 ȯȻda}

ԈԒˉǗӂ

ȡ˻Ǘǭ~ОwʺǬǗĚ}Ԉ¿
èÖ·½³Þå[º£Ø¡³µÀ²
£å\ҽĻpԈԑĕΔΪͻТfО
wԊwԈ¨èªÃ£¶Â·½³
Þåda}

[º£Ø¡³µÀ²

£åԅ'/Ԇϔʮ

ʮwǀȮʇi

eԙ\fОԈΔΪϯǶűϯ
̀Yέǌe'/dkŉҔя
Ӯʯ̩ѓ{a}̮ͻљѓfo
wԊ

ͻТϯԖȓԃΦɢ̙ԅҿ˚ǭӈǗǭԆ

[°×ÜÄ¯è³Þåŧ\À²£

バイオ・メディカルデザイン研究

ǌɺ ԖǗǢǟǨǗǭŽđͪ«Ûå

å^
ԅҴΐɦˌԆ

部会

ĕfԈ®½ÂÏâ

¸å¿è³ÞåѮƑѮpwԊ

Éµ
Ыʳ Ԗ̰̅µ©èÍШҖç҆Ŕ
ҽǣʽˏ

ɑ˙Ԉͨ˻Ɩ~

ˏoԈuͫ˙

ʼƦř

̰̅ҽ́

ɡÀ²£å±Öè·×ÃèԆŉƜ
ҽĻp}  ˉ

ʱԜ  ʱÓ¿á

i˷ү̏ŊСƫȹfɻfkwϑɻȥ

˂Ӻƻ~ǶʰpwԊ  ǗǭʥƩԈǭ

Ҡьʷo}gwԊxf[µ©èÍ\

ͧ  ƝfӘaԈΔΪͻТƬӮд

ʫǩfʱ˓ÙÀ¢¡ͼǌpWѪ

̡ɻ̩ͩawäè³Þ½ÏОz

ʸȯТ҆ŔƧ΅ʚŔo

wԊ

ʷ

̥  ȯđm~`Ԋwʱ˓ˋӷ

 dԈǨwÀ²£åҩĚ

Ɩ~

±£Á

³Þèáҿrжƍ

o

Ԉēï~`Ԋ

fԈɈʽÇ£©ß̭ХƧp}ʮ

6AA>@DDD4/130==91=;23@75<4=

ϳφî~ʙǝoԈǗ̏ɐˏeʼƦ

?167:2?3<8>

řˏek}



ƦХ̭ХƬsͩa

wµ©èÍm
aaԊuu

е}

̰̅µ©èÍщͧ

ͨ˻Ɩ

ͳӴˀfc}iԊ

ҍđʱ˓є·ǋƢrԊ
 Čƴ[ǅ}awҍđʱ˓µ
©èÍƖ\~

ԈʼƦˏ҆Ŕͨ˻

Ϯc}aw̰̅µ©èÍáè¾
WϼǗµ©èÍѫʬêȁ
wabͻТ~`zwԊͨ˻Ɩ
Ю͎esԈʱ˓҆ńo
Ç£©ßˋӷәѥp}ʱ˓Ċ

主査

Ě

ԈżͺŕүÀ²£å

ufż

ͺ̈ƲÀ²£åԈĊȡҿκĊ
ġŐɁ˿ҖÀ²£å~`Ƭ
sżǭΩ˼Ϳƀŧz}Ԉƙʯӣ
da}ȡǭͿɻ̩ɾПƐńԈ
uͣџͿдʷҘȐotƜʽ
ˊŮɻ̕ˊɪϪÀ²£åɻ̩ʛĩ
ūŧfƞkɚЫf`Ԋ

山崎 和彦

Ԉufżǭ

À²£åǏͰӪǇ`w
óϯϗǿҗϣfɚЫ

ŵѓ~

`fWÀ²£åĹda}Ԉżǭ
 ˓ȯȻø̮Ű

ԈԍԆҿҗƶġ

ȡǭƀŧɒkŀŕɵ˟ʎ

(ĊҾõəлӟ˿ԈX À²£åÍ§è

lm ~gaԊwͧġȡǭͿ˾

ßØε)£ÑåÁҽĻԈԎ)Ïã

ɞŋġͿҘȐotwÀ²£

»ÁÀ²£åΔΪҿҗrɧǋͻ

åɻ̩ɚЫrpԈ ȯˉ

ı(ʱ˓À²£åǭĚ Web ±£ÁԈÏ

лέowԊ
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第２号議案
2018 年度 収支決算報告
Ⅰ 貸借対照表
（平成３１年３⽉３１⽇現在）
単位：円
科

⽬

⾦

額

科

（資産の部）

⽬

⾦

額

（負債の部）

流動資産

15,719,567

現⾦及び預⾦

15,719,567

固定資産

0

流動負債

70,000

未払法⼈税等

70,000

固定負債

有形固定資産

負債合計

無形固定資産

（純資産の部）

投資その他の資産

70,000

⼀般正味財産

資産合計

15,719,567

15,649,567

純資産合計

15,649,567

負債・純資産合計

15,719,567

Ⅱ 損益計算書
（⾃平成３０年 4 ⽉ 1 ⽇

⾄平成３１年３⽉３１⽇）
単位：円

科

⽬

⾦

額

額

合

【経常損益の部】
（経常収益）
事業収益
正会員年会費

⾦

23,814,474
15,853,000

新⼊会員

1,467,000

賛助会員

769,568

年間購読会員

1,480,500

学⽣会員

1,099,000

学会誌掲載負担⾦

2,316,000

作品応募料

93,000

雑収⼊

736,406

財務収益

119

受取利息

119

（経常費⽤）
事業費⽤
オンデマンド印刷

計

5,378,215
1,435,026

論⽂審査委員会

697,000

作品審査委員会

152,749
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23,814,593

論⽂集

869,400

作品集

943,920

概要集

1,287,360

⼤会補助費

-2,451,634

オーガナイズドセッション

242,302

国際デザイン会議

59,495

研究部会活動補助費

290,111

⽀部活動補助費

443,044

広報費

35,209

学術会関連

191,748

出版物通信費

254,043

概要集編集委員会

407,440

特集号編集委員会

260,000

総会準備経費

27,470

封筒費

111,132

予備費

122,400

管理費⽤

9,630,290

給料⼿当

4,570,000

理事会運営費

542,561

通信費

528,078

消耗品費

78,848

⽔道光熱費

134,378

⽀払⼿数料

144,436

賃借料

1,800,000

保険料

97,656

事務合理化施設設備費

218,986

経営業務コンサルタント料

162,000

通勤費

199,280

印刷費

155,220

運営経費

237,733

アルバイト雇⽤費

587,300

雑費

173,814
経常利益

15,008,505
8,806,088

（経常外損益の部）
経常外収益
経常外費⽤

0
税引前当期純利益

8,806,088

法⼈税、住⺠税及び事業税

0

当期純利益

8,806,088
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Ⅲ 決算書
〔一般会計〕
■収入の部
項目

予算額

決算額

1

2017年度繰越金
会費（現）

2

会費（新）

2,090,000

2,097,500

3
4
5
6
7
8

賛助会員費（現）
賛助会員費（新）
年間購読会員費（現）
年間購読会員費（新）
広告費
学会誌掲載別刷料･負担金

920,000
30,000
1,225,000
25,000
50,000
3,235,000

709,568
60,000
1,480,500
0
0
2,409,000

9 概要集売上金
10 春季研究発表大会

0
5,000,000

0
5,947,520

11 秋季企画大会

1,000,000

495,500

820,000

736,525

0
37,683,279

0
37,171,092

12 雑収入

13

寄付金
計

6,913,479
16,374,800

6,913,479
16,321,500

増減

決算額内訳

対予算額

0
-53,300 正会員＠13,000×1,220名
学生会員＠6,500×72名
7,500 正会員＠18,000×82名（一般 入会金：5,000，年会費：13,000）
学生会員＠6,500×97名 (学生 入会金：免除，年会費：6,500)
-210,432 24件
30,000 2件
255,500 @ 25,000x58件
-25,000 0件
-50,000 0件
-826,000 論文掲載料
作品集審査費
作品集掲載料
2017年度作品集掲載料
0 ＠3,500×1冊
947,520 参加費
研究発表費
懇親会
企業展示
預金利息
-504,500 参加費
企業展示
レセプション参加費
-83,475 学会誌売上
N II-ELS還元金、補助金、預金利息等
その他
0
-512,187

6,913,479
15,853,000
468,500
1,467,000
630,500
709,568
60,000
1,480,500
0
0
1,756,000
93,000
440,000
120,000
0
3,870,500
822,000
805,000
450,000
20
219,500
90,000
186,000
67,100
668,245
1,180
0
37,171,092

■支出の部
項目
本部事務局＆理事会関係
1 本部事務局経費

予算額
11,129,280
10,079,280

決算額
9,630,290
9,087,729

増減

決算額内訳

対予算額
-1,498,990
-991,551 消耗品代
運営経費（春季大会出張費用含む）

職員給与（@ 180,000×12,@ 230,000×2）+ (@ 150,000x12,@ 75,000x2)

2
3

理事会運営費
選挙経費

出版関係
4 論文審査委員会経費
5 作品審査委員会経費
6 学会誌編集・出版委員会経費
7 特集号編集委員会経費

学会誌印刷・通信関係
8 印刷費

9

出版物通信費

1,050,000
0

542,561
0

1,395,000
700,000
275,000
30,000
390,000

1,109,749
697,000
152,749
0
260,000

11,366,895
9,866,895

4,900,881
4,646,838

1,500,000

254,043

通勤費（@ 6,000x12）+ （@ 13,820x4,@ 6,000x12）
施設設備費
通信費及び電話代金
印刷代
雑費
会費引落経費
賃貸料（＠150,000×12ヶ月）
光熱費
アルバイト雇用費(宛名整理,書類作成,発送,名簿管理補助等)
経営業務コンサルタント料
租税公課
法人税、住民税及び事業税
労災保険料
-507,439 会場借用料、理事会運営経費等
0 選挙に関する費用
-285,251
-3,000
-122,251 作品集編集費
-30,000
-130,000 第26巻1号編集委員会
第26巻2号編集委員会
第26巻1号編集委員会
-6,466,014
-5,220,057 論文集
特集号
作品集
論文集・作品集オンデマンド印刷費
概要集U SB(700冊印刷）プログラム印刷費
封筒代
-1,245,957 郵送料・事務代行料金
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78,848
237,733
4,570,000
199,280
218,986
528,078
155,220
173,814
144,436
1,800,000
134,378
587,300
162,000
0
0
97,656
542,561
0
697,000
152,749
0
130,000
130,000
0
869,400
0
943,920
1,435,026
1,287,360
111,132
254,043

大会関係
10 2017，2018年度

2,260,000
3,000,000

4,728,093
2,571,360

1,200,000

920,026

12 2019年度春季研究発表大会
13 春季大会概要集編集

0
450,000

500,000
407,440

14
15
16
17
18

320,000
100,000
30,000
100,000
60,000

242,302
0
27,470
0
59,495

委員会関係
19 委員会経費
20 研究部会共通経費
21 支部活動補助費
22 市販図書企画・編集経費
広報関係
23 広報費

1,400,000
200,000
400,000
750,000
50,000
250,000
250,000

733,155
0
290,111
443,044
0
35,209
35,209

その他
24 学協会関連

6,882,104
275,000

16,033,715
191,748

25 予備費

6,607,104

122,400

26 繰越金
計

0
34,683,279

15,719,567
37,171,092

2017年度
20,361,680

2018年度
20,363,408

春季研究発表大会

11 2018年度 秋季企画大会

春季オーガナイズドセッション費用
学会セミナー費用
総会準備経費
学会各賞選考委員会経費
国際デザイン会議

-103,267
-428,640 2017年度大会補助金（返金）
プログラム・カンファレンスキット
講演料等
アルバイト雇用費
会場費・会場設営費
懇親会費
通信費
租税公課
消耗品費
雑費
-279,974 通信費
業務委託料
消耗品費
講演料等
アルバイト雇用費
会場費・会場設営費
ワークショップ実施
懇親会費
雑費
500,000 準備費
-42,560 アルバイト雇用費（2018年度分）
演題登録システム（PA SREG ）利用料（2018年度春季分）
-77,698 4件
-100,000
-2,530 総会経費、委任状・資料印刷代
-100,000 書類作成費（学会各賞推薦状・資料・記念品代等）
-505 国際デザイン会議会費 （500＄）
国際デザイン会議活動費（運営会議活動費）
-666,845
-200,000 １委員会
-109,889 共通費（6研究部会）
-306,956 5支部
-50,000 編集費
-214,791
-214,791 大会ポスター，ちらし通信費 65回大会
ホームページリニューアル
ホームページ管理・運営
9,151,611
-83,252 学術会議活動費（@ 30,000＋@ 30,000)
藝術学関連学会連合シンポジウム分担金
日本工学会活動費
日本工学会会費
C PD 協議会会費
日刊工業新聞社
横断型基幹科学技術研究団体連合会費
横断型基幹科学技術研究団体連合活動費
-6,484,704 慶弔費
その他
15,719,567
-83,547

［特別会計］
学会本部事務局常設基金

増減
1,728 利息(￥1,728-)：基金に繰り入れ
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決算額内訳

-500,000
540,452
163,273
735,000
505,285
706,000
20,559
1,800
391,570
7,421
3,583
57,844
9,247
318,840
302,000
47,000
0
180,000
1,512
500,000
42,400
365,040
242,302
0
27,470
0
59,495
0
0
290,111
443,044
0
26,158
0
9,051
0
15,000
0
26,748
50,000
30,000
70,000
0
122,400
0
15,719,567
37,171,092

2019 年度

委員会等一覧

本部事務局

事務局⻑

副事務局⻑

幹事

佐藤弘喜

⼩野 健太
佐藤浩⼀郎

加藤健郎

委員⻑

委員

幹事

久保光徳（和⽂誌担当）

池⽥岳史
佐藤浩⼀郎
両⾓清隆

川合康央
益岡 了

村上存＊(英⽂誌担当)

加藤健郎
⼩⼭慎⼀
柳澤秀吉＊

杉下哲
⼩林昭世(副)

加藤⼤⾹⼠
上綱久美⼦
永盛祐介＊
細⾕多聞

学会誌編集・出版委員会

井⼝壽乃

加藤三喜

研究推進委員会

⼩林昭世

蘆澤雄亮＊
柿⼭浩⼀郎＊

委員会

論⽂審査委員会

作品審査委員会

蘆澤雄亮
Sim Teck Ceng
̜ћ
Ӿ˰

Ŀ
Ē

伊原久裕
⽥中佐代⼦

岡崎章

加藤健郎
森⽥昌嗣

平松早苗

⻩ロビン
久保雅義
⽥村良⼀
横溝賢

佐藤浩⼀郎

加藤健郎

広報委員会

⼤島直樹

蘆澤雄亮＊
加藤三喜
永盛祐介＊

財務委員会

⽣⽥⽬美紀

⼩野健太

加藤健郎

佐藤浩⼀郎

蘆澤雄亮＊

永井由佳⾥

柿⼭浩⼀郎＊
永盛祐介＊

⼩宮加容⼦

⽀部⻑

副⽀部⻑

幹事

横溝賢

原⽥泰

平松早苗

⼯藤芳彰

森⼭貴之
廣瀬伸⾏
⻄尾浩⼀
中⻄正明
須藤正時
鄭 道成
丁 知強
⼸⽴順⼦

企画委員会・総合企画

企画委員会・⽀部企画

教育・資格委員会

市販図書企画・編集委員会
春季研究発表⼤会概要集編集委員会

⽀部
第 1 ⽀部(北海道・東北地域)
第 2 ⽀部(関東地域)

第 3 ⽀部(北陸・中部地域)

⻩ロビン

國本桂史

第 4 ⽀部(近畿・中国・四国地域)

久保 雅義

岡⽥栄造

第 5 ⽀部(九州・沖縄地域)

⽥村良⼀

池⽥美奈⼦
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⾚井

愛

岩⽥敦之
⼤久保亨

梶⾕克彦
迫坪知広
曽我部春⾹
鶴野幸⼦
中村隆敏
⻄⼝顕⼀
原⽥和典

学会各賞選考委員会

委員⻑

委員

庄⼦晃⼦

⻘⽊弘⾏

杉⼭和雄

論⽂審査委員会

原⽥昭

松岡由幸

作品審査委員会

宮内悊

宮崎清

森典彦

⼭中敏正（担当）

⼩林昭世

加藤健郎

＜協⼒委員会＞

委員会等担当

担当

Design シンポジウム担当

松岡由幸

デザイン関連学会シンポジウム担当

松岡由幸

IASDR 担当

⼭中敏正

⽇本学術会議担当

⼩野健太＊

横幹連合担当

蘆澤雄亮＊

運営会議

選挙管理委員会

監事

⼩林昭世(第⼀)

⽇本⼯学会担当
機械⼯業デザイン賞審査委員会担当

⼩野健太
村上存＊(第三)

⼩林昭世
松岡由幸
⼩林昭世
佐藤弘喜
⼩野健太
佐藤浩⼀郎
久保光徳
村上存＊
杉下哲

※2019 年 7 ⽉ 31 ⽇まで

井⼝壽乃
岡崎章
平松早苗
⼯藤芳彰
⼤島直樹
加藤健郎
⽣⽥⽬美紀
⼩⼭慎⼀

委員⻑

委員

井上征⽮

永⾒豊
⼋⾺智
吉澤陽介
永盛祐介

國澤好衛
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佐々⽊美貴

柳澤秀吉＊
上綱久美⼦
永盛祐介＊
加藤三喜
蘆澤雄亮＊
⼭中敏正
國澤好衛

2019 年度日本デザイン学会組織

２０１８年度 日本デザイン学会組織
平成２４年度 デザイン学会組織図および役割
・事務処理（電話応対，郵便物仕分け，返送郵便物処理）
・事務局経費の管理，監査の依頼
・会計管理，会費請求，振り込みチェック
・入会/退会手続き，名簿管理（住所変更）
・タックシール打ち出し，抜き刷り発送
・学会誌管理，販売
・理事会資料の原稿，理事会議事録の作成
・委任状の準備と発送手配
・理事会の案内（大会時には名誉会員にも案内），準備
・理事会議事録の作成と会報原稿化
・総会プログラムの作成，参加者への依頼
・大会/総会での受付業務
・総会資料の作成，各賞授賞式などの司会進行
・総会委任状の印刷と送付依頼
・学会各賞推薦状等の発送
・学会各賞など 賞状，記念品の手配
・その他各委員会，事務局の原稿コピー，案内発送等

代議員会
理事会
総会

選挙管理委員会

運営会議
本部事務局

監事

会長
副会長

・論文審査電子化
・論文審査基準の継続的な検討と確認
・国際化と同時に，
デザイン学研究を特徴付ける実践研究の活性化
・審査委員会の招集，審査の調整と管理，理事会での報告
・査読依頼・結果処理と学会誌編集・出版委員会への連絡
・投稿規定，執筆要領の管理
・学会誌のインパクトファクター獲得に向けての計画と実行

論文審査委員会

・学会の電子出版化
・発刊状況/出版費の調整と管理，理事会での報告
・論文集・概要集：各審査委員会との連絡
・論文誌，作品集の編集，校正の依頼
・特集号：責任編集者の決定
・編集委員会の招集，発刊計画の立案と理事会に提案
・会報：原稿依頼と編集
・印刷業者との連絡，本部事務局への印刷代振り込み指示

作品審査委員会
学会誌編集・出版委員会
研究推進委員会

企画委員会

ver.2 2012/04/21

・研究部会の状況把握，活性化
・研究発表大会における研究部会主導発表枠〔テーマセッション〕の調整
・学生部会，若手部会の創設検討と支援
・学生プロポジションの運営

総合企画
支部企画

・拡大するデザイン領域と連動した・横断型，実践型研究活動の推進
・大会におけるオーガナイズドセッションなどの計画・実施
・各種セミナー，特設イベントの推進

教育・資格委員会

・支部活動の状況把握，活性化
・支部をベースとした企画の計画立案

広報委員会

・資格制度設立に向けて，他のデザイン機関との連携，調整
・デザイナーの継続教育プログラムの検討

財務委員会

・学会の電子出版の支援
・企画委員会と連動して学会の広報計画を立案実施
・インターネットを利用した海外，国内へ向けての学会情報発信
・各種情報・データベースの管理

市販図書企画・編集委員会

・財務状況の把握，改善
・学会財務体質の長期見通しと年度計画
・予算の編成
・会計管理

春季研究発表大会概要集編集委員会
学会各賞選考委員会担当

・市販図書の企画と迅速な出版
・発表登録システムの作成，学会誌編集・出版委員会との連絡
・原稿受付，
データベース化，会費納入確認依頼
・原稿プログラムの作成
・会場及び発表設備の確認依頼
・大会実行委員会との連絡
・概要集の編集，校正，印刷所との連絡
・座長の決定，座長マニュアルの発送，原稿返却

春季研究発表大会担当
秋季企画大会担当
Ｄｅｓｉｇｎシンポジウム担当

・選考委員会の招集
・記念講演の手配
・授賞式での報告

ＩＡＳＤＲ担当
日本学術会議・日本工学会・横幹連合担当

・実行委員会の編成
・企画の立案，理事会への報告
・会員への告知依頼
・参加費の徴収，大会運営会計管理/報告
・会議への出席，理事会への報告
・会員への案内の依頼

（支部グループ）

第１支部（北海道・東北地域）
第２支部（関東地域）
第３支部（北陸・中部地域）
第４支部（近畿・中国・四国地域）
第５支部（九州・沖縄地域）
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2019 年度事業計画
論文審査委員会
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企画委員会 支部企画
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作品審査委員会
委員長
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学会各賞選考委員会担当
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日本学術会議

小林 昭世

第一部/人文・社会科学
担当理事

財務委員会
委員長
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市販図書企画・編集委員会
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機械工業デザイン賞審査委
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2019 年度 予算
〔一般会計〕
■収入の部
項目

予算額内訳

予算額

1

2018年度繰越金
会費（現）

15,719,567
16,629,600 正会員＠13,000×1,483名×0.8(徴収率)

15,719,567
15,423,200

2

会費（新）

3

賛助会員費（現）

4

賛助会員費（新）

5
6

年間購読会員費（現）
年間購読会員費（新）

1,200,000 ＠25,000×48件
25,000 ＠25,000×1件

1,200,000
25,000

7
8

広告費
学会誌掲載料

50,000 ＠50,000×1件
2,675,000 論文掲載料（(＠40,000×8報)×6冊）

50,000
1,920,000

学生会員＠6,500×232名×0.8(徴収率)

1,206,400

2,090,000 正会員＠18,000×80名（一般 入会金：5,000，年会費：13,000）
学生会員＠6,500×100名(入会金：免除，年会費：6,500)
920,000 30件

920,000

30,000 ＠30,000×1件

30,000

作品集審査費（@ 3000×25件）
作品集掲載費（＠40,000x15報）

75,000
600,000

2018年度作品集掲載費（＠40,000x2件）
9 春期研究発表大会
10 秋季企画大会

80,000

5,000,000
500,000

11 雑収入

5,000,000
500,000

750,000 学会誌売上
N II-ELS還元金、補助金、預金利息等

50,000
700,000

その他
寄付
計

1,440,000
650,000

0
0

45,589,167

45,589,167

■支出の部
予算額

項目
本部事務局＆理事会関係
1

予算額内訳

11,139,280

本部事務局経費

9,939,280 消耗品代
運営経費（春季，秋季大会出張費用含む）
職員給与（＠180,000×12,＠230,000×2）+ (@ 150,000×12,＠75,000×2)

300,000
300,000
4,570,000

通勤費（＠6,000x12）＋（@ 13,820x4,＠6,000x12)

199,280

施設設備費

250,000

通信費及び電話代金

700,000

印刷代

200,000

雑費

200,000

会費引き落とし経費
賃貸料（＠150,000×12ヶ月）

150,000
1,800,000

光熱費

140,000

アルバイト雇用費および時間外手当

700,000

経理業務コンサルタント料

250,000

租税公課
法人税、住民税及び事業税
労災保険料

10,000
70,000
100,000

2

理事会運営費

800,000 会場借用料、理事会運営経費等

800,000

3

選挙経費

400,000 選挙に関する費用

400,000

学会誌審査・編集関係

1,465,000

4

論文審査委員会経費

700,000

700,000

5

作品審査委員会経費

275,000

275,000

6

学会誌編集・出版委員会経費

100,000

100,000

7

特集号編集委員会経費

390,000 第27巻1号編集委員会

130,000

第27巻2号編集委員会

130,000

第28巻1号編集委員会

130,000
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学会誌印刷・通信関係
8

17,491,000

印刷費

15,991,000 2018年度論文集（1冊）

300,000

2018年度特集号（2冊）

5,000,000

2018年度作品集（0冊）

0

論文集（＠30,000×10報）×6冊

1,800,000

特集号（＠2,500,000×2冊）

5,000,000

作品集（＠35,000×20報）

1,391,000

概要集ＵＳＢ（700セット），プログラム印刷費（700冊）

1,300,000

封筒代
9

出版物通信費

700,000

論文集・作品集のオンディマンド印刷費（＠1000×7冊+ @ 3700×1冊）×130件

500,000

1,500,000 郵送料・事務代行料金

1,500,000

10 2019年度春期研究発表大会

3,000,000

3,000,000

11 2019年度秋季企画大会

1,000,000

1,000,000

12 2020年度春期研究発表大会（準備金）

500,000

500,000

13 春季大会概要集編集委員会経費

450,000 活動費

5,860,000

大会関係

50,000

演題登録システム（PA SREG ）利用料，データ変換料

400,000

14 春季オーガナイズドセッション費用

320,000 ＠80,000×4件

320,000

15 学会セミナー費用

100,000

100,000

16 総会準備経費

30,000 総会経費、委任状・資料印刷代

17 学会各賞選考委員会経費

100,000 資料作成費・記念品代

18 国際デザイン会議

60,000 国際デザイン会議会費

(500＄)

国際デザイン会議活動費
19 D esig n シンポジウム補助費

30,000
100,000
60,000
0

300,000

300,000

20 委員会経費

200,000 共通費

200,000

21 研究部会共通経費

400,000 共通費（現行16研究部会）

400,000

22 支部活動補助費

750,000 ＠150,000×5支部分

750,000

委員会関係

1,400,000

23 市販図書企画・編集経費

50,000 編集費

50,000

250,000

広報関係
24 広報費

250,000 大会ポスター・通信費，パンフレット作成費
ホームページ管理・運営

200,000
50,000

7,983,887

その他
25 学協会関連

305,000 学術会議活動費（＠30,000＋＠30,000）

60,000

藝術学関連学会連合シンポジウム分担金

15,000

日本工学会活動費

10,000

日本工学会会費

40,000

C PD 協議会会費

50,000

横断型基幹科学技術研究団体連合会費

70,000

横断型基幹科学技術研究団体連合活動費

30,000

デザイン関連学会
26 予備費
計

45,589,167

30,000

7,678,887

7,678,887

45,589,167

45,589,167

名誉会員証贈呈
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