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受賞御祝い

当学会の名誉会員、宮崎清先生が、令和 3年秋の叙勲で「瑞
宝中綬章」を受章なさいました。

宮崎先生が栄誉に輝かれましたことを心よりお慶び申し上げ

ます。

日本デザイン学会2020年度第6回理事会議事録

 日時■2021年 2月13日（土曜日）15：00～18：00
 場所■Web会議
 出席者■ 小林、佐藤（弘）、生田目、赤井、アルバレス、

池田（岳）、井関、板垣、井上、大島、岡本、

柿山、上綱、工藤、國澤、國本、久保、境野、

佐々木、杉下、滝本、寺内、蓮見、平松、松岡、

柳澤、山内、山中、山本、柚木、横溝、小野、

蘆澤、佐藤（浩）

 欠席者■ 加藤（健）、小山、曽我部、田村、永盛、橋田、
伏見、益岡、村上

1．会長挨拶
小林会長より挨拶がなされた。

2．2020年度第 5回理事会議事録の承認 （佐藤本部副事務局長）
2020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。

【審議事項】

3．2021年度春季研究発表大会について（境野実行委員）
境野実行委員より、ホームページ、開催方式、およびスケ

ジュール案等の準備状況について説明がなされた。開催方式に

ついては、オンライン開催とし、それを前提としたスケジュー

ル、ポスターセッション、およびエクスカーション＆懇親会案

について提案がなされた。発表形式（事前動画10分概要発表
＆質疑10～12分）、利用サービス（confit機能の活用）の検討
を進めて、ポスターセッションを含めたスケジュール案を決定

していくこととなった。

また、オンライン形式のエクスカーション＆懇親会の実施が

承認された。総会における表彰式の実施形式（遠隔or事前ビ
デオ撮影等）について受賞者へ希望を伺うこととなった。さら

に、開催費用は例年の慣例にとらわれず、必要分を計上するこ

とが承認された。

4．2021年度春季研究発表大会テーマセッション＆キーノー
トスピーチについて（小野研究推進委員長）

小野研究推進委員長より、テーマセッション 6件、キーノート
講演 3件、ディスカッション・セッション 1件の申請があったとの
報告がなされた。審議の結果、テーマセッション 6件、キーノー
ト講演 2件、ディスカッション・セッション 1件が承認された。

5．2021年度春季研究発表大会OSについて（生田目総合企画
委員長）

生田目総合企画委員長より、2021年度春季研究発表大会OS
募集結果について説明がなされた。 3件の応募（開催校提案 1
件、一般公募 2件）があり、審議の結果、承認された。

6．会員規程の制定について（小野本部副事務局長）
小野本部副事務局長より、現状に則した会員規定案の提案が

あった。審議の結果、承認された。

7．作品投稿規定の改正について（杉下作品審査委員長）
杉下作品審査委員長より、投稿規定の改正と審査時の回答書

の義務付けについて提案がなされた。審議の結果、審査におけ

る他の査読なしの既発表論文との関係について論文審査委員会

と議論し、学会として審議していくこととなった。

8．新設部会について（小野研究推進委員長）
小野研究推進委員長より、新設部会として申請のあった「ア

ジアデザイン研究部会」について説明がなされ、審議の結果、

新たな部会として承認された。

9．会員の移動について（佐藤本部副事務局長）
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（内外国人 3名）、学生会員 6名（内外
国人 4名）

退会：正会員20名、外国人学生会員 1名、賛助会員 1件
休会：正会員 1名

が承認された。

10．作品集の英文化について（松岡理事）
松岡理事より、『デザイン学研究作品集』の英文化検討につ

いて提議がなされた。

【報告事項】

11．2021年度秋季企画大会について（小林会長、佐藤本部事
務局長）

小林会長より、会場提供は武蔵野美術大学と交渉することも
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検討しており、主催校を募集しているとの説明がなされた。

12．IASDR2021 報告（山中担当理事）
山中担当理事より、IASDR2021の準備状況について報告がな

された。現在、オンラインと対面のハイブリッド開催を検討して

おり、3月16日に投稿サイトがオープンするとの説明がなされた。
また、本理事会メンバーの大会運営への協力要請がなされた。

13．デザイン学研究の進捗状況について（久保論審委員長）
久保論審委員長より、『デザイン学研究』における審査状況

の報告がなされた。また、 1月発行予定の67巻 3号が 2月20日
頃に、67巻 4号が 3月末に、発行されるとの報告がなされた。

14．英文ジャーナルの進捗状況について（村上論審副委員長
（代）柳澤論審委員）

柳澤論審委員より、『Journal of  the Science of  Design』に
おける審査状況の報告がなされた。また、11月末発行予定で
あった 4巻 2号が12月に公開されたとの報告がなされた。

15．特集号の進捗状況について（寺内学会誌編集・出版委員長）
寺内学会誌編集・出版委員長より、特集号の進捗状況につい

て報告がなされた。現在、掲載内容について募集中であり、

16日には委員会を開催し内容を決定していくとの説明がなさ
れた。

16．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、作品集の進捗状況について報告が

なされた。本年度は、24作品が収録され、予定通り 3月発行
を予定しているとの説明がなされた。

17．ホームページ更新状況について（大島広報委員長）
大島広報委員長より、年末にホームページのメンテナンスが

完了したとの報告がなされた。また、今年度は特に各委員会・

部会の更新が滞っているため、更新を促していくとの説明がな

された。

18．第二支部報告（平松第 2支部長）
平松第 2支部長より、昨年度同様、教育成果集を発行予定で

あるとの説明がなされ、成果の募集がなされた。

19．訃報について（松岡理事）
松岡理事より、長年、学会活動に貢献いただいたToo専務

の木村和夫氏が 2月 5日に逝去されたとの報告がなされた。
 記録：佐藤（浩）

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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日本デザイン学会2020年度第3回運営委員会議事録

 日時■2021年 3月13日（土曜日）15：00～17：00
 場所■Web会議
 出席者■ 小林、佐藤（弘）、生田目、板垣、大島、久保、

境野、杉下、寺内、永盛、蓮見、松岡、村上、

山中、小野、蘆澤、加藤（健）、佐藤（浩）

 欠席者■ 國澤、平松

1．会長挨拶
小林会長より挨拶がなされた。

2．2020年度第 6回理事会議事録の承認 （佐藤本部副事務局長）
2020年度第 6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】

3．2021年度春季研究発表大会について（境野実行委員、永
盛概要集編集委員）

境野実行委員より、準備状況について説明がなされた。口

頭・ポスター発表ともに発表形式の詳細や発表成立条件（暫定

版）をホームページに掲載しているとの報告がなされた。な

お、発表成立条件（確定版）は、「通信障害の場合、別途審議

する」という記述を追記することとなった。また、予算案につ

いて説明がなされたが、参加人数の変動によるconfit費用の増
減や発表件数300件以外を想定した予算案（250件など）につ
いてシミュレーションすることとなった。なお、日程案につい

ては、 2年分の表彰式を実施することを考慮して、総会の時間
を90分に拡大する案が示され、承認された。

4．2021年度春季研究発表大会OSについて（生田目総合企画
委員長）

生田目総合企画委員長より、2021年度春季研究発表大会OS
について説明がなされた。開催校分のOS詳細が示され、承認
された。また、前回理事会後、OS申請受付時に 1件の漏れが
判明したとの報告がなされた。委員会内で対応を検討した結

果、漏れていた 1件と内容が近い承認済みのOS 1件を統合し
た内容を 1件分とするとの説明がなされ、承認された。

5．作品投稿規定の改正について（杉下作品審査委員長）
杉下作品審査委員長より、議論を進めていた作品投稿規定案に

ついて説明がなされ、議論の結果、異論なしとなり、次回の理事

会にて論文審査委員会の規定と合わせて提示することとなった。

6．年間購読会員用概要集CD-ROM作成について（柿山概要
集編集委員長（代）佐藤本部事務局長）

佐藤（弘）本部事務局長より、年間購読会員用概要集CD-
ROMの不具合による再配布に掛かる費用について提案がなさ
れ、審議の結果、承認された。

7．会長賞の募集について（佐藤（弘）本部事務局長）
佐藤（弘）本部事務局長より、例年通りの会長賞募集手順が

提示され、承認された。

8．会員の移動について（佐藤本部副事務局長）
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 6名（内外国人 1名）、学生会員 4名（内外
国人 2名）

退会：正会員 7名、学生会員 1名、賛助会員 1件
休会：正会員 1名

が承認された。

【報告事項】

9．2020年度秋季企画大会について（杉下担当理事）
杉下担当理事より、2020年度秋季企画大会における収支報
告がなされた。

10．デザイン学研究の進捗状況について（久保論審委員長）
久保論審委員長より、『デザイン学研究』における審査状況

の報告がなされた。

11．英文ジャーナルの進捗状況について（村上論審委員長）
村上論審委員より、『Journal of  the Science of  Design』に

おける審査状況の報告がなされた。

12．特集号の進捗状況について（寺内学会誌編集・出版委員
長、小野理事）

寺内学会誌編集・出版委員長ならびに小野理事より、「デザ

インのこれから」（仮）という内容で企画を進めているとの報

告がなされた。

13．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、予定通り本年度の作品集が発行さ

れるとの報告がなされた。

14．ホームページ更新状況について（大島広報委員長）
大島広報委員長より、アジアデザイン研究部会、会員情報管

理システムSMOOSY内容を追記したとの報告がなされた。
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15．作品集の英文化について（杉下作品審査委員長）
杉下作品審査委員長より、作品集の英文化について委員会内

で議論をしてその内容を理事会へ提案するとの報告がなされ

た。

16．IASDRについて（山中担当理事）
山中担当理事より、発表形式（対面・オンライン・ハイブ

リッド）は 4月に決定するとの説明がなされた。

17．発表大会・会議のオンライン化に伴う組織の見直しにつ
いて（小林会長、松岡理事）

小林会長より、春季大会におけるオンライン形式による概要

集編集委員会への負担が大きくなることから、同形式に対応し

た組織編制や春季大会の運営方式再考の必要性について説明が

なされた。また、会議のオンライン化に伴う運営委員会の構成

メンバーについても再考する必要性について言及がなされた。

 記録：佐藤（浩）

日本デザイン学会2021年度第1回運営委員会議事録

 日時■2021年 4月10日（土曜日）15：00～17：00
 場所■Web会議
 出席者■ 小林、佐藤（弘）、生田目、板垣、大島、柿山、

久保、境野、杉下、寺内、蓮見、平松、松岡、

村上、山中、小野、蘆澤、加藤（健）、佐藤

（浩）

 欠席者■ 國澤

1．会長挨拶
小林会長より挨拶がなされた。

2．2020年度第 3回運営委員会議事録の承認 （佐藤本部副事務
局長）

2020年度第 3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】

3．2021年度春季研究発表大会について（境野実行委員、柿
山概要集編集委員長）

境野実行委員と柿山概要集編集委員長から、春季研究発表大

会の準備状況について説明がなされた。また、新たに森典彦先

生による特別講演を設定したとの報告がなされた。これに伴

い、空きが発生したテーマセッション（タイムアクシスデザイ

ン研究部会・デザイン科学研究部会合同）のキーノート講演

（45分（質疑含む））に都立大学の下村芳樹先生にお願いする
こととなった。さらに、Zoomの準備状況や座長代理の設定な
ど、発表における実際の運用方法については引き続き、検討し

ていくこととなった。

4．2021年度名誉会員の選考について（佐藤本部事務局長）
佐藤本部事務局長より、名誉会員の推挙について説明がなさ

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り、

次回理事会で最終決定を行うこととなった。

5．2021年度学会運営スケジュールについて（佐藤本部副事
務局長）

佐藤本部副事務局長より、2021年度学会年間スケジュール
案について説明がなされた。確認した結果、次回の理事会にて

改めて示すこととなった。

6．2021年度総会と議案書について（佐藤本部事務局長）
佐藤本部事務局長より、2020年度総会式次第と議案書の準

備状況について説明がなされ、次回理事会で確認することと

なった。議案書については、2020年度報告と2021年度計画の
執筆を依頼するとの報告がなされた。

7．会員の移動について（佐藤本部副事務局長）
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20名（内海外会員 1名）、学生会員23名（内
海外会員10名）

退会： 正会員18名（内海外会員 1名）、学生会員 2名、年
間購読会員 1件

休会：正会員 2名
が承認された。

8．次回理事会での提案に向けて（小林会長）
小林会長から、次回理事会で議論すべき事項について提案が

なされた。

・2021年度秋季企画大会と2022年度春季大会について
　オンライン前提で両大会を実施することを理事会にて提案

する。

・運営委員会の構成員について

　現状の構成員から理事全員に拡大する。

・コロナ禍での委員会運営について

　各賞受賞委員会の組織と運営方法やグッドプレゼンテー

ション賞（研究推進・論審・作品で協力）について議論する。
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【報告事項】

9．デザイン学研究の進捗状況について（久保論審委員長）
久保論審委員長より、『デザイン学研究』における審査状況

の報告がなされた。

10．英文ジャーナルの進捗状況について（村上論審委員長）
村上論審委員より、『Journal of  the Science of  Design』に

おける審査状況の報告がなされた。

11．特集号の進捗状況について（寺内学会誌編集・出版委員
長、小野理事）

寺内学会誌編集・出版委員長ならびに小野理事より、 5月発
行予定の「デザインのこれから」（仮）の進捗状況の報告がな

された。また、10月発行予定分の内容については次回の理事
会にて募集するとの説明がなされた。

12．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、26号の予定通りの発行、27号分

の審査に向けた準備状況、および英文化に関する意見交換につ

いて報告がなされた。

13．ホームページ更新状況について（大島広報委員長）
大島広報委員長より、ホームページへのアクセス状況の報告

がなされた。

14．タイムアクシスデザイン（TaD）研究部会の主査交代に
ついて（佐藤TaD研究部会幹事）
佐藤TaD研究部会幹事より、TaD研究部会の主査が寺内文
雄前主査から柳澤秀吉主査へ交代になったとの報告がなされた。

 記録：佐藤（浩）

日本デザイン学会2021年度第1回理事会議事録

 日時■2021年 5月27日（土曜日）15：00～17：00
 場所■Web会議
 出席者■ 小林、佐藤（弘）、アルバレス、生田目、赤井、

池田、井関、板垣、井上、大島、柿山、上綱、

工藤、國本、久保、境野、佐々木、杉下、曽我

部、滝本、田村、寺内、永盛、橋田、蓮見、平

松、松岡、村上、柳澤、山中、山本、柚木、横

溝、小野、蘆澤、加藤（健）、佐藤（浩）

 欠席者■ 岡本、國澤、小山、伏見、益岡、山内

1．会長挨拶
小林会長より挨拶がなされた。

2．2021年度第 1回運営委員会議事録の承認 （佐藤本部副事務
局長）

2021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】

3．2021年度春季研究発表大会について（境野実行委員、柿
山概要集編集委員長）

境野実行委員と柿山概要集編集委員長から、春季研究発表大

会の準備状況について説明がなされた。登録件数、発表件数、

および発表動画の受付延長の報告がなされた。また、全体＆講

演スケジュールの最終確認がなされ、オンラインでの運用方法

や懇親会の開催方法についても説明がなされた。なお、社会状

況を鑑みて完全リモートで実施することが決定された。

4．グッドプレゼンテーション賞選考方法について（久保論文
審査委員長）

久保論文審査委員長より、グッドプレゼンテーション賞選考

方法について提案がなされた。オンライン開催の今年度は、審

査に関わる委員会の増加、選考基準の 5段階評価による点数
化、および大会終了後の受賞者発表を実施することとなった。

今後、実際の運用について各委員会と協力しながら決定してい

くこととなった。

5．春季研究発表大会オンライン学生企画について（小野研究
推進委員長）

小野研究推進委員長より、春季研究発表大会オンライン学生

企画「第100回日本デザイン研究大賞選考会」について説明が
なされ、審議の結果、承認された。理事会終了後にメールにて

参加者へ内容を通知することとなった。

6．2021年度名誉会員の選考について（佐藤本部事務局長）
佐藤本部事務局長より、名誉会員の推挙について説明がなさ

れた。 6名の候補者が示され、最終的な意思確認を行うことと
なった。

7．会長賞の選考について（小林会長）
小林会長より、 2名分の推薦について説明がなされた。審議
の結果、 2名の授賞が承認された。
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8．2020年度決算について（小野本部副事務局長）
小野本部副事務局長より、2020年度の決算について説明が

なされ、承認された。

9．2021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、2021年度予算について説明がな

され、承認された。

10．2021年度学会運営スケジュールについて（佐藤本部副事
務局長）

佐藤本部副事務局長より、2021年度学会年間スケジュール案
について説明がなされた。確認した結果、原案の通り承認された。

11．2021年度総会と議案書について（佐藤本部事務局長）
佐藤本部事務局長より、2021年度総会式次第と議案書の準

備状況について説明がなされた。議論の結果、前年度の式次第

や進行を踏襲して準備を進めることとなった。

12．秋季企画大会の検討委員について（小林会長、生田目総
合企画委員長）

小林会長、生田目総合企画委員長より、秋季企画大会のシン

ポジウム企画は配信による実施の提案がなされ、承認された。

企画案については、理事から募集することとなった。

13．会員の移動について（佐藤本部副事務局長）
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26名（内海外会員 2名）、学生会員52名（内
海外会員 7名）

退会：正会員 6名、学生海外会員 1名、賛助会員 1件
休会：正会員 2名

が承認された。

14．2021年度運営委員会の構成員について（小林会長）
小林会長から、理事会のオンライン化に伴い、運営委員会の

構成員を理事会構成員と同一とする案が示され、承認された。

【報告事項】

15．デザイン学研究の進捗状況について（久保論審委員長）
久保論審委員長より、『デザイン学研究』における審査状況

の報告がなされた。

16．英文ジャーナルの進捗状況について（村上論審委員長）
村上論審委員より、『Journal of  the Science of  Design』に

おける審査状況の報告がなされた。

17．特集号の進捗状況について（寺内学会誌編集・出版委員長）
寺内学会誌編集・出版委員長より、10月発行予定分以降の

内容については理事と研究部会より募集するとの説明がなされ

た。

18．作品集投稿規定の変更および進捗状況について（杉下作
品審査委員長）

杉下作品審査委員長より、作品集投稿規定の変更点、購読番

号に関する問い合わせ対応、および27号の審査に向けた準備
状況について報告がなされた。

19．ホームページ更新状況について（大島広報委員長）
大島広報委員長より、ホームページへのアクセス状況の報告

がなされた。

20．IASDR2021の講演募集について（山中担当理事）
山中担当理事より、講演募集締め切りが 6月10日までに延

長されたとの報告がなされた。また、運営に関して理事への協

力のお願いがなされた。

21．蔵書の活用方法について（小林会長）
小林会長より、名誉会員が保管する蔵書の活用方法に関する

企画案の募集がなされた。

記録：佐藤（浩）

日本デザイン学会2021年度第2回理事会議事録

 日時■2021年 6月25日（金曜日）11：00～12：00
 場所■Web会議
 出席者■ 小林、佐藤（弘）、生田目、赤井、池田、井関、

井上、大島、柿山、工藤、國澤、國本、境野、

佐々木、曽我部、滝本、田村、寺内、橋田、蓮

見、平松、松岡、村上、柳澤、山中、山本、柚

木、小野、蘆澤、佐藤（浩）

 欠席者■ アルバレス、岡本、上綱、加藤（健）、久保、
小山、杉下、永盛、伏見、益岡、山内、横溝

1．会長挨拶
小林会長より挨拶がなされた。

2．2021年度第 1回理事会議事録の承認 （佐藤本部副事務局長）
2021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。
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【審議事項】

3．2021年度春季研究発表大会について（境野実行委員）
境野実行委員から、春季研究発表大会の現状報告がなされ

た。登録者数828件、口頭発表150件、ポスター65件数となっ
たとの説明がなされた。また、大会後のアンケート実施などを

準備しているとの報告がなされた。

4．秋季企画大会の検討委員及び運営委員会構成について（小
林会長、生田目企画委員長）

小林会長、生田目企画委員長より、本年度秋季企画大会につ

いて提案がなされた。具体的には、運営委員会と研究部会を主

体とした企画案がなされ、大枠について承認された。また、開

催日は11月 6日（土）とし、オンライン開催ということから
前例にとらわれない運営・内容を検討していくこととなった。

5．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、本年度の選挙管理委員長として永盛

委員長に続投していただくこととなった。委員については永盛

委員長を中心に検討していくこととなった。

6．会員の移動について（佐藤本部副事務局長）
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 6名（内海外会員 1名）。学生会員 9名（内
海外会員 5名）

退会：正会員 4名、学生会員 1名
が承認された。

【報告事項】

7．デザイン学研究の進捗状況について（久保論審委員長（代）
佐藤論審委員）

佐藤論審委員より、『デザイン学研究』における審査状況と

68巻 1号の準備状況について報告がなされた。

8．英文ジャーナルの進捗状況について（村上論審委員長（代）
佐藤論審委員）

佐藤論審委員より、『Journal of  the Science of  Design』に
おける審査状況と 5巻 1号の発行について報告がなされた。

9．特集号の進捗状況について（寺内学会誌編集・出版委員長）
寺内学会誌編集・出版委員長より、10月発行予定分以降の

内容については理事と研究部会より募集するとの説明がなされ

た。

10．作品集の進捗状況について（杉下作品審査委員長（代）
佐藤本部事務局長）

佐藤本部事務局長より、学会ホームページへ本年度の募集案

内を掲載したとの説明がなされた。

11．ホームページ更新状況について（大島広報委員長）
大島広報委員長より、ホームページへのアクセス状況の報告

がなされ、秋季企画大会との連携についても検討していくとの

説明がなされた。

12．IASDR2021の講演募集について（山中担当理事）
山中担当理事より、400件を越える講演発表数となったとの

報告がなされた。

 記録：佐藤（浩）

2021年度総会報告

 本部事務局

2021年 6月25日（火）、オンライン形式で第68回総会が開催
されました。司会進行は佐藤浩一郎本部副事務局長が行いまし

た。司会より、議決権を持つ代議員の出席者数が会場出席者

（オンライン）40名、委任状が46で、過半数（定数130名）に
より総会が成立することが報告されました。次に総会の議事録

署名人 2  名を募り、蘆澤雄亮理事と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た。議事は小林昭世会長を

議長として進行しました。

はじめに、小林昭世会長より挨拶と活動方針の説明がありま

した。2021年度は学術活動をするための「基盤を固め」、「交
流をする」という学会の活動を着実に進めたいとの方針が示さ

れました。次に第 1号議案として2020年度事業報告が佐藤弘
喜副会長から説明されました。質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2020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され、それに対し國澤好衛監

事から監査報告がなされました。質疑応答を経て議決の結果、

承認されました。

つぎに、報告事項として2021年度委員会等一覧（案）、日本
デザイン学会組織（案）が小林新会長より説明されました。続

いて、2021年度事業計画（案）が生田目美紀副会長より説明
されました。そして、2021年度予算案が小野健太本部副事務
局長より説明されました。なお、議案の詳細については会報末

に総会資料を掲載いたしましたので、ご参照ください。

議事終了後、名誉会員証の贈呈と2020年度学会各賞の表彰
が行われました。名誉会員と学会各賞の内容については別途記

載されておりますのでご参照ください。
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名誉会員と学会各賞の贈呈について

 本部事務局

2020年度の新たな名誉会員として岡田明会員、久保雅義会
員に名誉会員証を贈呈することが2020年度秋季企画大会にお
いて報告されましたが、新型コロナウィルス問題で名誉会員証

の贈呈を延期しておりました。2021年度の総会に際し、2020
年度、2021年度の両年度について下記の方々にオンラインで
名誉会員証の贈呈を行いました。

2020年度新規名誉会員： 岡田明会員（108号）、久保正雅義
会員（109号）

2021年度新規名誉会員： 面矢慎介会員（110号）、源田悦夫会
員（111号）、佐々木尚孝会員（112
号）、蓮見孝会員（113号）、古屋繁
会員（114号）、両角清隆会員（115
号）

2020年度学会各賞についても、2020年度秋季企画大会にお
いて報告されておりましたが、2021年度総会時に下記の方々
にオンラインで贈呈を行いました。

・功　労　賞：  青木弘行、三橋俊雄、石川善美、勝浦哲夫（敬
称略）

・年間論文賞： 阿久井康平、久保田善明、小納亜希
　観光・特産品に着目した都市魅力評価指標の開発と国内主

要都市の比較分析

・年間作品賞：山本早里、野濱ありさ、前田萌

　地域資源を活用した公共交通デザイン：ひたちBRTを事
例として（A類）

第68回日本デザイン学会春季研究発表大会実施報告

 大会実行員会委員長　長岡造形大学　境野広志

 梗概集編集委員会　柿山浩一郎

第68回日本デザイン学会春季研究発表大会は長岡造形大学
を開催校として、2021年 6月25日～27日（日）の 3日間で行
われました。コロナ感染状況を注視しつつ現地開催を平行して

検討してきましたが状況改善が見られず、 2月にリモート開催
と決定しました。リモートのメリットを活かすため、発表用の

事前動画閲覧やパネルセッションの終日発表などを実施、また

参加費を無料にするなど、今後に向けての試行的な運営を実施

しました。

今大会では口頭発表セッション18、テーマセッション 9、
ポスターセッション 3、オーガナイズドセッション 3、特別講
演 2件、キーノート公演 2件、学生ワークショップ及びリモー
ト懇親会が行われました。口頭発表 148件、ポスター発表 63

件の、合計211件の発表が成立しました。参加者数（参加登録
数）は866名となり、特に学生参加が多くみられたように思わ
れます。

初めての試みも多く、また実行委員会の経験不足もあり、当

初スケジュールからの遅延や入金のトラブルなどご迷惑をおか

けしましたが、学会本部事務局や梗概編集委員会、そして参加

して頂いた皆様のご協力により成功裏に終えることができたと

思います。有難うございました。

献本御礼

◆献本

「情報可視化入門　歩との視覚とデータの表現手法」三末和男著

◆機関誌ほか

「多摩美術研究　第10号」発行：多摩美術大学、2021年 8月
「デザイン理論　意匠学会編　78号」
　発行：意匠学会、2021年 7月
「日本オフィス学会誌　Vol13. No.1」
　発行：日本オフィス学会、2021年 4月
「GK Report　No.39」
　発行：GKデザイングループ、2021年 4月
「多摩美術大学研究紀要　第35号」
　発行：多摩美術大学、2021年 3月
「F‘s Design Studio［エフズデザインスタジオ］」
　発行：福井工業大学環境情報学部デザイン学科、2021年 3月
「DNP文化振興財団学術研究助成紀要　第 3号」
　発行：公益財団法人DNP文化振興財団、2020年11月

◆催事情報

「トライアローグ横浜美術館・愛知県美術館・富山県美術館　

20世紀西洋美術コレクション」2021.11.20-2021.1.16　富山
県美術館

「絵本原画ニャー！　猫が歩く絵本の正解」2022.1.29-2022.3.6　
富山県美術館

「富山県美術館開館 5周年記念　蜷川実花展」2022.3.19-
2022.5.15　富山県美術館

◆協賛御礼

第37回ファジィシステムシンポジウム（FSS2021）（日本知能
情報ファジィ学会事務局）
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会員の移動

◆第 1回運営委員会　2021.04.10
新入会

正会員20名（内、海外会員 1名）
安藤　　裕　　内田　夢乃　　海野真梨菜　　大島　　卓

小川　泰明　　狩野　英司　　菊地　幸司　　木下　菜穂

久保　貴史　　五藤　利哉　　小林　博樹　　坂川　侑希

坂本　　舞　　渋谷　友紀　　鈴木　桜子　　橋本　　翔

松林　景子　　三科　聡子　　武藤　陽香

CLIFF SUNGSOO SHIN

学生会員23名　（内、海外会員10名）
飯塚　　純　　江口　怜南　　是澤　亮輔　　須藤　　翼

竹内　　花　　竹丸　草子　　竹本悠大郎　　長島　聡子

南雲　まき　　三浦　尚悟　　毛利　仁紀　　柳　　征蔵

山口　　玲　　王　　誉霖　　張　　淑怡　　蒋　　　蘭

王　　一舟　　呉　　竹雅　　陳　　祉佑　　張　　宇欣

劉　　　彦　　ILMA YUSRINA　　王　　斯妤

退会

正会員19名　（内、海外会員 1名）
諫見　泰彦　　稲垣　晴菜　　内田　哲人　　面矢　慎介

源田　悦夫　　佐藤　典司　　澤島　秀成　　下妻　貞夫

須永　浩子　　立石　雅夫　　長　　幾朗　　野田佳穂莉

橋倉　　誠　　福田　英昭　　松本　光広　　山田　久枝

油浅　耕三　　龍造寺邦昭　　陳　　玉樹

学生会員 2名
松本　恵渚　　柳井　　悠

年間購読会員 1件
（株）トーハン海外営業

◆第 1回理事会　2021.05.29
新入会

正会員27名（内、海外会員 2名）
加藤　弥生　　木塚あゆみ　　熊澤　玲香　　桒原　清多

小島　一浩　　齊藤　恭子　　坂﨑　良樹　　佐藤　亮介

島田　誠人　　清水　千夏　　角　めぐみ　　住谷　陸斗

田中　杏佳　　田中　翔子　　塚本　仁志　　中谷　正史

根本　　藍　　原　　聡司　　春名　映美　　日登　　舞

福武　　徹　　堀場　絵吏　　松本　達也　　村井　陽平

森本　　真　　田　　　園　　Bosub Kim　　

学生会員53名（内、海外会員 7名）
青木　絵美　　安達　　満　　有馬　悠弥　　池田　雅子

石上　耕大　　伊藤　晃生　　井村紗枝子　　岩井　彩香

岩﨑　友彦　　遠藤　　諒　　大竹英理耶　　岡村　綾華

岡本　　陸　　鏡味　沙里　　加藤菜々子　　木村はるな

河本　尚之　　齋藤　健太　　齊藤　真生　　坂田　光輝

櫻井かのこ　　佐々木　陸　　篠原　雅人　　渋谷　里奈

嶋田　　綾　　清水　康志　　下沢　杏奈　　鈴木　　葵

鈴木　　渚　　壽山　澪奈　　副島　拓哉　　高橋　基就

田村　和也　　辻永　桐吾　　西山凛太郎　　野秋　匡平

野村　竜成　　羽田野世惟　　日向野由理　　増田悠紀子

増渕　健太　　増渕　　舞　　宮坂　亮吾　　村田　千尋

保田　浩希　　渡邊　聡美　　王　　子喬　　王　　鋭奇

高　　倩雅　　王　　興琦　　李　　　璐

Alisjahbana Kara Dinissa　　   紀　　　望

退会

正会員 6名
荒谷　祐衣　　伊藤　繁夫　　小野田元海　　針谷　　爽

山本　美里　　四辻　裕文　　

学生会員 1名（海外会員）
梁　　一誠

賛助会員 1件
（株）イトーキ　生産本部

◆第 2回理事会　2021.06.25
新入会

正会員 8名（内、海外会員 2名）
ウジトモコ　　芝　　奈穂　　高見　逸平　　土居　詩歩

道用　大介　　古川　侑佳　　高　　　品　　Ju-Joan Wong

学生会員　10名（内、海外会員 6名）
佐藤あみか　　土岐　文香　　樋口涼佳子　　真鍋　誠也

胡　　暁歐　　陳　　思諭　　許　　夢蕾　　譚　　浩哲

楊　　冬愷　　羅　　心懿

退会

正会員 4名
河野　克彦　　鈴木　　綾　　田中　　泉　　本田　洋子

学生会員 1名
佐藤　拓海　　
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◆第 2回運営委員会　2021.09.04
入会

正会員24名（内、海外会員 3名）
井原　雅行　　加治　大輔　　片桐　祥太　　河野美香子

久米川武丈　　小西　哲哉　　駒﨑　　掲　　塩谷　智一

清水　淳史　　曽我　修治　　田﨑　冬樹　　田中聡一郎

冨田　太基　　豊田　光世　　長尾　幸郎　　野田　理絵

引原　有輝　　廣瀬　夏和　　舟山　貴士　　山内　貴司

山野　大星　　王　　麗非　　金　　尚泰　　余　　秋子

学生会員 8名（内、海外会員 4名）
稲田　和巳　　奥津寅太郎　　小西　文香　　辻村　和正

CHAROENKITKAJORN POSSANUNT　　
SHAO BOCHAO　　Duangkamol Limwongse　　Yao Lihao

退会

正会員 1名
岡　　　進

学生会員 1名（海外会員）
Yanpanyanon Sakeson

訃報

浅香　嵩会員（第 2地区）
ご冥福をお祈り申し上げます。

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．
2022年度の年会費引き落としは、2022年５
月６日付けにて引落をさせて頂きます．
宜しくお手配くださいます様お願い申し上げ
ます．

本部事務局


