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ご挨拶 

このたび、日本インテリア学会第34回大会を福島県郡山市・日本
大学工学部で開催させていただくこととなり、誠に光栄に思います。
開会に当たりまして、本学を代表してご挨拶を申し上げます。 

私たち日本大学工学部の歴史は、1929（昭和4）年、東京・駿河台
に設立された日本大学専門部工科に始まります。それが第二次世界
大戦後の1947（昭和22）年、福島・郡山に新天地を求めて移り、専
門部工科から第二工学部へ、さらに工学部へと名称変更を経ながら、
今日まで75年を郡山の地で歩んでまいりました。 

移転以来、東北の厳しい自然に揉まれ、近年の東日本大震災とそ
れに伴う原子力災害（2011年）、令和元年東日本台風被害（2019年）、
さらに昨年・今年と２年続いた福島県沖地震の被害を経てもなお、
教員一同の中に培われた忍耐強さとたゆまぬ努力を尊ぶ姿勢によっ
て、地方都市の私立大学として一定の存在感を示してきたと自負し
ております。 

さて、今回の大会は、先述のように郡山を会場として、10月22日
（土）の研究発表会に続いて、23日（日）には、講演会・見学会が
企画されています。 

とはいえ、周知のように新型コロナウイルス感染症が猛威を振る
う中ですので、それぞれの企画はオンラインでの開催となっていま
す。私たちの不慣れもありますし、実行委員会と申しましても、そ
の実、かなり手作り感満載のものです。大会にご参加下さる皆様に、
どれだけ郡山での開催の雰囲気をお感じいただけるか、不安に思う
部分もないわけではありません。不手際ありました折には、手作り
のゆえとご寛恕いただけますとありがたく思います。 

最後に、今回の第34回大会が、参加された皆様にとりまして、よ
り有意義で、実りの多いものとなりますよう、また、1989（平成元）
年設立の歴史ある日本インテリア学会の益々のご発展と会員の皆様
のいっそうのご活躍を心より祈念申し上げて、ご挨拶と致します。 

    —日本インテリア学会第34回大会(福島)実行委員会— 
大会⻑ 速水 清孝 （日本大学工学部） 
実行委員⻑ 市岡 綾子 （日本大学工学部） 
副実行委員⻑ 牧田 和久 （会津短期大学名誉教授） 
実行委員    鈴木 ひなた、川島 由梨、横井 誉大、吉澤 伊代 

             後藤 謙、金子 裕行、仲澤 和宣、藤田 延幸、上野 義雪 

日本インテリア学会 
第 34 回大会（福島） 
大会⻑ 

速水 清孝
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■日本インテリア学会第 34 回大会（福島）スケジュール 
1 日目／10 月 22 日（土）                          ＜Zoom によるオンライン開催＞ 

10:30〜10:45 ■開会式 

 
 
 
11:00〜12:00 

■論文発表・第 1 部 
Ａ会場 Ｂ会場 Ｃ会場 

情報技術と設計 歴史 1 住宅 1 

12:00〜13:00 ■休憩 

 
 
13: 00〜14:00 

■論文発表・第 2 部 
Ａ会場 Ｂ会場 Ｃ会場 

地域・公共施設 歴史 2・美学・意匠登録 
住宅 2・ 

インテリアエレメント 

14:00〜15:15 教 育 人間工学・環境工学 災害・環境・感染 

16:00〜17:00 ■理事会 

2 日目/10 月 23 日（日）                           ＜Zoom によるオンライン開催＞ 

12: 50〜 受付開始 

13: 10〜14:40 
■記念講演会 テーマ「資格をめぐる葛藤 −日本の建築家と建築⼠−」 

講師：速水清孝（日本大学工学部建築学科教授） 

15: 00〜16:30 ■見学会 テーマ「福島の建築紹介 −福島出⾝建築家 大髙正人の作品を中心に−」 

16: 35〜17:00 ■閉会式・表彰式 
■第 29 回日本インテリア学会卒業作品展 ホームページにて公開（2022 年 10 月 22 日〜2023 年 1 月 22 日） 

 

 

■Zoom リンク （※ パスコードは参加登録者にメールでお知らせします） 

 

１0 月 22 日（土） 

開会式  https://nihon-u-ac-jp.zoom.us/j/81062966786 
A 会場  https://nihon-u-ac-jp.zoom.us/j/82458853567 

B 会場  https://nihon-u-ac-jp.zoom.us/j/81193525029 
C 会場  https://nihon-u-ac-jp.zoom.us/j/85707302919 
理事会  https://nihon-u-ac-jp.zoom.us/j/89742602361  

(※ 理事会のパスコードは理事の皆さまにメールでお知らせします) 

 

10 月 23 日（日） 

記念講演会・見学会・閉会式・表彰式  https://nihon-u-ac-jp.zoom.us/j/89006188034 
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研究発表要領                                  
 A 論文発表部門  

  １）発表時間 
1 編 8 分です。質疑応答は 5 分とし、計 13 分です。交代及び調整時間を 2 分とします。 

   1 鈴 6 分、2 鈴を 8 分（発表終了）、3 鈴を 13 分（質疑終了）とします。 
  ２）発表方法 

・すべて口頭発表とします。発表は Zoom の画面共有機能を用いたリアルタイムの口頭発表と
します。プログラムから各自の発表セッション及び発表会場の Zoom URL をご確認ください。 
・学会ホームページのトップ画面に掲載されるスケジュール表内の「zoom LINK」をクリック
し、事前にメールで参加者へ送付したパスコードを入力し、各会場に入室してください。 
・発表者はセッション開始５分前には発表会場への接続を完了しておき、発表セッションの開
始時刻に遅れないようご注意ください。 
・各セッション初めに出欠の確認を行います。出欠の確認時にはパワーポイント等の映写資料
を開き、画面共有がすぐにできる状態にしておいてください。 
・発表セッションでは、Zoom 画面上の発表者の氏名を「00 インテリア太郎(●●大学)」のよ
うに、「発表番号＋氏名（所属）」に変更してください。変更方法は、メニュータブから、「参加
者」→「詳細」→「名前の変更」です。 
・ご自分の順番になったら、司会者の指示に従って速やかに画面共有し、マイクとカメラをオ
ンにして発表を開始してください。発表が終わりましたら、画面共有を解除し、マイクとカメ
ラをオフにしてください。 
・なお、通信環境において急なトラブルがおきた場合でも、発表の順番を入れ替える等の対応
はできませんので、ご了承ください。 

３）視聴方法 
・ミーティングルームに接続し、マイクをオフ（ミュート）にしてください。 
・接続後に氏名を、例えば「建築次郎（環境大学）」のように、「氏名（所属）」に変更してくだ
さい。変更方法は、メニュータブから、「参加者」→「詳細」→「名前の変更」です。 

４）質問方法 
・質問がある方は、「手を挙げる」機能を使って手を挙げてください。司会者に指名されました
ら、マイク、カメラの両方をオンにして質問してください。質問が終わりましたら、マイクを
オフ（ミュート）にして、「手を挙げる」機能の手を降ろしてください。 

注：今大会では、パネル展示はありません。 
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接続方法                                    
大会の１週間前より、学会ホームページのトップ画面にて「第 34 回大会（福島）」のバナーをクリ

ックしていただくと、以下のような大会スケジュール表に切り替わります。 
本大会は全てオンライン会議システム（Zoom）を使用して行いますので、当日までの情報はホームペー

ジをご確認ください。参加登録の上、参加費をお振り込みいただいた方には、事前にメールで、各会場の

パスコードをお知らせします。時間になりましたらアクセスし、パスコードをご入力の上、参加してくだ

さい。  日本インテリア学会ホームページ  http://www.jasis-interior.jp 

 

 

各会場の「zoom LINK」をクリックし、開会式、発表、記念講演会、見学会、閉会式・表彰式にご参加く

ださい。当日ネットワーク上のトラブルなどがございましたら、下記にご連絡ください。 

メールアドレス jasis2022@gmail.com（実行委員会） 
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                発表プログラム Ａ 会場                
【情報技術と設計】         11：00～11：45            座長：江川 香奈 

001 3 次元レーザースキャナーを用いた茶室清恵庵の実測調査 
− 建築設計における点群データ活用の可能性に関する研究 −    

浜松 凜（熊本県立大学大学院） 髙橋 浩伸 
002 VR 空間の活用実態に関する考察 

− 小売分野に着目して −        井本 智佳子（大阪産業大学大学院） ペリー 史子 
003 木造住宅設計におけるパラメトリックモデル化の試み 

山下 健（椙山女学園大学） 
 
【地域・公共施設】          13：00～13：45            座長：近藤 正一 

004 市⺠に開かれたスペースの設えに関する研究 
− 福島県内の庁舎におけるケーススタディ −   吉澤 伊代（日本大学大学院） 市岡 綾子 

005 屋外空間に設置された本棚に関する実践的研究 
− 矢吹町のまちなかに交流を生む仕掛け −    横井 誉大（日本大学大学院） 市岡 綾子 

006 インクルーシブ保育を展開する子ども施設の建築計画的研究 
廣川 真理子（東京電機大学大学院） 大崎 淳史 

 
【 教育 】              14：00～15：15           座長：清水 隆宏 

007 インテリア・建築分野の資格試験における製図試験概要の比較 
インテリア・建築分野における製図通則のあり方に関する研究 その１ 

江川 香奈（東京電機大学） 岩井 一幸 大崎 淳史 奥田 宗幸 
金子 裕行 川島 平七郎 河村 容治 ⻑山 洋子 

008 「インテリア系の論文の書き方セミナー」に関するアンケート調査報告 
金子 裕行（市川工業高等学校） 江川 香奈 河村 容治 

高月 純子 船曳 悦子 細川 万紀子 渡邉 秀俊 
009 小学校における学校掃除に対する教員・児童の意識 

正岡 さち（島根大学） 川口 花凜 
010 インテリアプランニングにおけるムードボードについて（その１） 

イギリスのデザイン教育から学ぶ、ムードボード（英:Mood Board）の作成法 
安藤 眞代（日本インテリアデザイナー協会） 酒井 浩司 

011 住居環境科における３Ｄプリンタの導入 
小川 和彦（千葉職業能力開発短期大学校） 
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                発表プログラム Ｂ 会場                
【 歴史 1 】           11：00～12：00             座長：徳田 良英 

012 家具修復からの一考察 
吉田悦蔵邸の家具とアンリ２世様式の椅子について        片山 勢津子（京都女子大学） 

013 幕末・明治の籐家具デザイン 
新井 ⻯治（芝浦工業大学） 

014 ヨーゼフ・フランクのテキスタイルデザイン 
ヨーゼフ・フランクの生涯を彩ったテキスタイルデザイン（１） 

八代 美智子（名古屋造形大学） 
015  内田仙司が手掛けた建築作品に関する基礎的研究 

− 現存遺構の把握と分析 −     渡邊 凜（岐阜工業高等専門学校 専攻科） 清水 隆宏 
 
【歴史 2・美学・意匠登録】     13：00～14：00             座長：藤井 容子 

016 コロマン・モーザーとヨーゼフ・ホフマンの空間デザイン 
− 他分野の活動と空間デザインの関連 −       川崎 弘美（川崎ブランドデザイン） 

017 尼崎市立浦風小学校用地取得の経緯 
 船曵 悦子（大阪産業大学） 

018 インテリア美学（04・終章） 
はじめに、構成美、様式美、形式美、総合美、享受美学、まとめと終りに 

小宮 容一（芦屋大学） 
019 意匠制度改正に基づく建築・インテリアデザインの意匠登録状況に関する調査 その２ 

小玉 一徳（三重大学） 
 
【人間工学・環境工学】       14：00～15：15             座長：中村 孝之 

020 スタンディングデスク使用における主観的疲労感 
座りがちな日常生活の観点からの⾝体影響評価のパイロット研究 

徳田 良英（帝京平成大学） 川田 誠也 菊田 雄大 深草 孝友 
021 インテリア空間のユニバーサルデザインの推移の考察６ 

住まいのインテリア空間をユニバーサルデザインの視点で調査・分析６ 
植松 曄子（AP〜N（あぷ〜ん）） 

022 単独交差実験における歩行者の回避挙動からみた回避予兆・回避領域に関する研究 
木原 己人（東京都市大学大学院） 須之内 裕人 田中 文翔 高柳 英明 

 
023 緊張緩和等の生体・感性反応評価に基づく居住空間のインテリアスタイルと 

噴霧型フレグランス整合性 
堀下 優衣（東京都市大学 都市生活学部） 高柳 英明 

024 サウンドスケープ・サウンドインスタレーションによる空間・音体験に関する実験的研究 
近藤 正一（日本文理大学） 中村 菜々香 
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                発表プログラム Ｃ 会場                
【 住宅 1 】           11：00～12：00            座長：松田 奈緒子 

025 自宅のトイレ空間に関する実態調査 その１ 
トイレのニオイ対策とトイレ空間の満足度に関する考察 

山崎 美波（積水ハウス） 太田 聡 平岡 千穂 
026 自宅のトイレ空間に関する実態調査 その２ 

トイレ関連の収納物と収納についての考察   太田 聡（積水ハウス） 山﨑 美波 平岡 千穂 
027 熟年・シニア世代の住まいとくらしの現状と課題 

− 年代別に見た親と自⾝に対する関心事 −  伊藤 香織（旭化成ホームズ） 河合 慎一郎 
028 賃貸併用住宅における家族変化に対応した住まい方 

松本 吉彦（旭化成ホームズ） 
 
【住宅 2・インテリアエレメント】   13：00～14：00            座長：松本 吉彦 

029 住宅の寝室における夏季の環境調整に関する実態 
近藤 雅之（積水ハウス） 平岡千穂 河﨑由美子 

030 家具産業における環境対策への課題に関する検討 
− 持続可能な社会の実現への家具インテリア産業の取り組み その１ –  

中村 孝之（京都大学） 
031 コントの場面設定としてのインテリア要素の抽出に関する研究 

− 「キングオブコント」を対象として −           松田 奈緒子（大阪産業大学） 
032 生活家具の配置と所作オントロジーから見た LDK 空間の広さの適正値に関する研究 

加賀屋 りさ（東京都市大学大学院） 高柳 英明 斎藤 圭 
 
 
【災害・環境・感染】         14：00～15：15           座長：片山 勢津子 

033 賃貸型応急住宅の住環境課題 
2016 年熊本地震を対象として                 福田 健（日本文理大学） 

034 自宅における防災に関する調査 
コロナ禍での防災意識変化と防災行為についての考察 

平岡 千穂（積水ハウス） 近藤 雅之 河崎 由美子 
035 住まいの絵本から見た東日本大震災復興 10 年の行方 

北浦 かほる（子どもと住文化研究センター） 
036 富山県の特別支援学校における感染症対策としての環境整備の現状と課題 

藤井 容子（日本学術振興会） 
037 COVID-19 における暮らしに関する意識調査（その１） 

− 一般ユーザー、専門家、インテリア関連企業を対象としたアンケート調査の集計結果 − 
酒井 浩司（日本インテリアデザイナー協会） 安藤 眞代 井ノ阪 智恵 位田 達哉 

牧尾 晴喜 来海 素存 丹羽 浩之、秋山 修治、小宮 容一 
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記念講演                                    
場 所：日本大学工学部（Zoom オンライン開催） 
時 間： 13：10〜14：40 
テーマ：「資格をめぐる葛藤―日本の建築家と建築⼠―」 
講 師：速水清孝  （日本大学工学部教授） 
略歴 1967 年 宇都宮市生まれ 

    1990 年 千葉大学工学部卒業 
    1992 年 千葉大学大学院工学研究科修⼠課程修了 
    1992 年 郵政省大臣官房建築部 
    2003 年 東京大学大学院工学系研究科修⼠課程修了 
    2007 年 東京大学大学院工学系研究科博⼠課程修了 
    2007〜10 年 東京大学生産技術研究所博⼠研究員 
    2011 年 日本大学工学部准教授 
    2015 年より 日本大学工学部教授 
他役職 日本建築学会東北支部⻑ 

福島県建築⼠審査会会⻑、郡山市文化財保護審議会会⻑ほか 
主著  『建築家と建築⼠―法と住宅をめぐる百年』（単著、東京大学出版会、2011）、 

『藤森先生 茶室指南』（共著、彰国社、2016）、『日本建築家列伝―生き続ける建築』（共著、 
鹿島出版会、2017）、『日本の近代・現代を支えた建築―建築技術 100 選―』（共著、日本 

建築センター・建築技術教育普及センター、2019）ほか 
受賞  日本建築学会優秀修⼠論文賞、東京大学出版会学術刊行助成（現東京大学出版会南原繁記念

出版賞）、日本建築学会奨励賞、建築史学会賞、日本建築学会著作賞、日本建築学会賞（論
文）ほか 

 
概 要：建築基準法と両輪の関係を持つものとして定められた建築⼠法
は、1950（昭和 25）年の制定以来、建築家をはじめ、建築に携わる人た
ちから芳しい評価を得ず、批判まみれのまま現在に至っています。 

しかしながら、その実、制定の意図すら知られることなく現在に至って
もいました。つまり批判は、ほとんどが思い込みによってなされていたこ
とになりますが、先入観を捨て、制定の背後にまで踏み込んでみると、そ
こには、想像とは全く異なる姿がありました。 
 私たち建築に携わる者が皆、正しく評価されるのは大切なことです。ま
た、私たちが法的にどう規定されるかは、私たちのアイデンティティに繋
がる重要なことでもあります。 

であるなら、これまでのように思い込みで批判し続けるのはよくあり
ません。そうした批判はいったん止め、成り立ちからを知った上で、議論
を再開すべきではないでしょうか。本講演がその一助になれば幸いです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

建築⼠法の公布 
（国立公文書館所蔵資料） 
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見学会                                     
場 所：日本大学工学部（Zoom オンライン開催） 
時 間：15：00〜16：30 
テーマ：「福島の建築紹介 ―福島出⾝建築家大髙正人の作品を中心に―」 
講 師：市岡綾子（日本大学工学部専任講師） 
 
 今年度は、オンラインライブではなく、画像スライドによる紹介を中心とした見学会となります。
コロナ禍が落ち着き、ウィズコロナとなりましたら、是非とも福島県に足をお運びいただきますよ
う、切に祈りながら、福島県三春町出⾝の建築家大髙正人設計の作品を中心に紹介いたします。 
 本見学会におきましては、福島県ならびに三春町の全面的なご協力をいただきました。オンライ
ンの画面からではございますが、福島の穏やかな初秋の雰囲気をお伝えしたいと思っております。 
 福島大学キャンパス移転跡地に建設された福島県立美術館は、信夫山の自然豊かな緑を背後に、
レンガ色の外観と前庭の水面との調和が美しい外観です。その他、出⾝地の三春町では、まちづく
りも含め、三春町立体育館、三春町歴史⺠俗資料館など、仕上げ材料にまで拘りを貫いたデザイン
思考を共有いただけるよう、動画なども用いてご案内いたします。 
 さらに、歴史的な建造物も含めて本学建築歴史意匠研究室（速水研究室）がセレクトした福島県
を代表する建物も紹介します。しばしの小旅行をお楽しみいただけましたら幸いです。 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

福島県立美術館 エントランスホール 福島県立美術館 外観 
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第 29 回卒業作品展 出展教育機関                         
 

学校名 アイウエオ順 学校名 アイウエオ順 

 

大学 1 愛知淑徳大学 

大学 2 大阪産業大学 

大学 3 大阪成蹊大学 

大学 4 岡山県立大学 

大学 5 九州産業大学 

大学 6 京都芸術大学 

大学 7 京都女子大学 

大学 8 京都橘大学 

大学 9 共立女子大学 

大学 10 熊本県立大学 

大学 11 神⼾松蔭女子学院大学 

大学 12 駒沢女子大学 

大学 13 札幌市立大学 

大学 14 芝浦工業大学（建築） 

大学 15 芝浦工業大学（システム理工） 

大学 16 昭和女子大学 

大学 17 女子美術大学 

大学 18 椙山女学園大学 

大学 19 成安造形大学 

大学 20 拓殖大学 

大学 21 帝塚山大学 

大学 22 東京藝術大学 

大学 23 東京造形大学 

大学 24 東京電機大学 

大学 25 東京理科大学 

大学 26 名古屋芸術大学 

大学 27 名古屋工業大学 

大学 28 名古屋造形大学 

大学 29 日本大学（工学） 

大学 30 日本大学（芸術） 

大学 31 日本文理大学 

大学 32 広島工業大学 

大学 33 広島女学院大学 

大学 34 広島大学 

大学 35 福井工業大学 

大学 36 文化学園大学 

大学 37 宮城大学 

大学 38 武庫川女子大学 

大学 39 武蔵野大学 

 

 

 

 

 

 

 

短大1 千葉職業能力開発 短期大学校 

短大2 日本大学 短期大学部 

 

専門1 ICS カレッジオブアーツ 

専門2 札幌デザイナー学院 

専門3 中央工学校 

専門4 フェリカ家づくり専門学校 

専門5 北海道芸術デザイン専門学校 

 

高校 1 岐阜県高山工業高等学校 

高校 2 千葉県立市川工業高等学校 

 

 

教育機関登録数 計 48 校 

 
大学  （39 校） 

短期大学（2校） 

専門学校（5校） 

高等学校（2校） 
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日本インテリア学会第 34 回大会ロゴマークについて              
 

 

今回の大会ロゴマークには、福島県のイメージをデザインに込めることを意識しました。 
はま（浜通り）・なか（中通り）・あいづ（会津地方）の３つの地方と、福島県⺠の生活を 
支える豊かな水を湛える猪苗代湖の並びを眺めておりますと、福島県の地形から 2022 年の 
数字の並びが想起され、おもてなしの気持ちを込めて、このマークをデザインしました。 

デザイン：市岡綾子 


