
2022 年 建築士試験合格者セミナー

（Zoomへの入室開始は 13：30 より）

CPD: 3 単位
2022 年 2 月 23 日 （水 ・ 祝）

14 ： 00 ～ 16 ： 30

Zoom     （オンライン開催）主催：一般社団法人　東京建築士会　企画：青年委員会
開催方法

開催日時

建築士の働き方 2022

第一部

前章

第二部

開会挨拶・スケジュール説明

第一部閉会の挨拶・ブレイクアウトルームセッティング

閉会の挨拶・諸連絡

＃建築を、ひらく
＃つながりづくり
＃まちづくり

ルームＡ

＃キャリア形成
＃労働条件
＃スキルアップ

ルームＣ

＃ウェブ発信
＃アーキテクチャーフォト

＃メディア

ルームＤ

＃原寸プロジェクト
＃建築普及

＃建築士のたまご

ルームＢ

東京建築士会青年委員との
お茶飲み場

ルームＥ

※リモートのため、お茶・お菓子は
　ご自身でご用意ください。

※ブレイクアウトルーム間は、自由に移動いただけます。興味があるルームに参加ください。各講師への質問は、チャットに書き込みしてください。

15：35 ～ 15：40
（5分）

社労士法人・行政書士 こばやし事務所

小林 浩志 氏

私の労働条件、 悪すぎ⁉
～建築士が知るべき労働基準法基礎知識～

15：05 ～ 15：20
（15 分）

コロナ禍での労働環境の変化と今後の展望
～建築業界と他業界の比較から～

14：10 ～ 14：20
（10 分）

これからの建築士賞受賞作紹介②

世界を変えたモノに学ぶ原寸プロジェクト

ものつくり大学 准教授 岡田 公彦 氏

14：35 ～ 14：50
（15 分）

14：00 ～ 14：10
（10 分）

クリーク・アンド・リバー社 島谷 洋一郎 氏

建築士のスキルアップを考える 14：50 ～ 15：05
（15 分）

オンデザインパートナーズ

これからの建築士賞受賞作紹介①

自給自足の豊かさづくりのお手伝い
14：20 ～ 14：35
（15 分）

アーキテクチャーフォト 後藤 連平 氏

リモート時代、 ウェブを制する者が
仕事を制する⁉

～プロフェッショナル分野専門の
キャリア形成支援エージェントの視点から～

～これからの建築士のウェブ戦略エッセンス～

15：20 ～ 15：35
（15 分）

15：40 ～ 16：10（30 分）
ブレイクアウトルームタイム

16：20 ～ 16：30（10 分）
ブレイクアウトルーム情報共有16：10 ～ 16：20（10 分）

＠Kenta Hasegawa

※内容の詳細は、裏面をご覧ください。



開催主旨

講師・ブレイクアウトルームのご紹介

近年、建築士という職能の幅の広がりを感じる場面が増えてきました。プロダクトデザインからコミュニティ
形成まで、さまざまな場面で建築士が登場します。近年の「これからの建築士賞」※受賞作を通じて、建築士
の働き方の可能性や実践のヒントをご紹介します。
一方、新規感染症が拡大し、私たちを取り巻く環境は一変しました。建築士の労働環境も多様化し、テレワー
クや Web ツールが普及しました。これらはメリットも多いですが、建築士同士の横のつながりが弱まり、孤
立化が進んでいることも事実です。人の働き方を知る機会が減り、不健全な労働条件で働いている人や「この
ままで建築士としてスキルアップできるか」キャリアに不安を感じる人が、特に若年層で増えているようです。
このセミナーが建築士という働き方を積極的に捉える契機となると、幸いです。

申込方法

お問合せ
主催・企画
個人情報の取扱い

下記 URL もしくは右記 QR コードの Peatix イベントページより必要事項を入力の上、イベン
トチケットを取得してください。登録いただいたメールアドレス以外での接続はできませんの
で、ご注意ください。登録いただいたメールアドレス宛に視聴用URL をご連絡いたします。
＜URL＞　https://tokyoshikai-seinen-20220223.peatix.com
一般社団法人　東京建築士会　事務局担当：遠藤・梅津　TEL:03-3527-3100
主催：一般社団法人　東京建築士会　　　　企画：青年委員会
本参加申込みに記載いただいた情報は適切に管理し、本セミナーの運営及び、東京建築士会が
開催する他のイベント案内・照会の為に利用する場合があります。

開催日時

参加費

2022 年 2月 23 日（水・祝）
14：00 ～ 16：30
（Zoom入室開始は、13：30 より）
2019・2020・2021 年建築士試験合格者：無料
東京建築士会正会員・準会員：　　　1,500 円
一般（上記以外）：　　　　　　　　  2,500 円

参加方法

注意事項

・Zoom による Web 配信のみで参加いただけ
ます。後日配信等はありません。

・東京建築士会記録用に録画を行います。録
画記録は、その他の目的には使用しません。

・参加者による録音・録画・画面のスクリー
ンショット等はご遠慮ください。

※これからの建築士賞…多様な分野における建築士ならではの新しい動きに光を当て、顕彰し、支援するとともに広く世の中に伝えるこ
とを目的に東京建築士会が主催している賞

ルームＡ

ルームＤ

ルームＥ

ルームＣ

ルームＢ

オンデザインパートナーズ ＋ 青年委員 野々垣

ものつくり大学 准教授 岡田 公彦 氏 ＋ 青年委員 和田 

クリーク ・ アンド ・ リバー社 　　島谷 洋一郎 氏 
社労士法人 ・ 行政書士 こばやし事務所 小林 浩志 氏 
                                　　＋ 青年委員 植松

アーキテクチャーフォト 後藤 連平 氏 ＋ 青年委員 高橋

東京建築士会青年委員長 加藤 ＋ 青年委員会メンバー

第二部
ｸﾘｰｸ･ｱﾝﾄﾞ･ﾘﾊﾞｰHP QRｺｰﾄﾞ

講師紹介 ： 【島谷氏】 建築士の転職支援、BIM 人材の派遣・
請負等を担当。独立建築士へ仕事紹介も行う。
【小林氏】 現場監督向けの共著あり。厚労省委託事業で長
時間労働の改善等に関する検討委員を務めた。
ルーム紹介 ：様々な立場の建築士のキャリア形成について
具体例を交えて、話し合います。それぞれの立場で最低限
知っておくべき労働基準法について、言及いただきます。

講師紹介 ： 2003 年、インターネットを使った情報発信を開
始。建築メディア「アーキテクチャーフォト」編集長／代
表取締役。メディアを介して建築家と社会にポジティブな
サイクルをつくり出す。建築家の新しい行動戦略を指南す
る『建築家のためのウェブ発信講義』の著者。
ルーム紹介 ： ” 有名建築家” でない建築士の Web 活用の可
能性について、話し合います。

講師紹介 ： 2017 年、ものつくり大学准教授着任。同大学実
施の「世界を変えたモノに学ぶ・原寸プロジェクト」の一
貫で学生 40 名と国宝『待庵』原寸モデルを製作。この取
組みが第 5 回これからの建築士賞を受賞した。自身の設計
事務所では、店舗・住宅の設計を多く手掛ける。
ルーム紹介 ：建築士や大学が建築教育・建築普及を担う役
割や取組み方について、話し合います。

委員長紹介 ： 2017 年東京建築士会青年委員会入会。2021 年東京建築士会理事・青年委員長就任。
東京建築士会青年委員会 ：一般社団法人東京建築士会の常置委員会の一つ。40 歳以下の有志の建築士が建築士・一般への
情報共有や建築普及に資する活動を企画・運営している。
ルーム紹介 ：青年委員会の過去のセミナー等の活動や今後の予定について、ゆるくおしゃべりしています。休憩にどうぞ。

講師紹介 ：オンデザインパートナーズは、家具設計から住
宅設計、まちづくりまで幅広く手掛ける設計事務所。クラ
イアントの主体性を高め、クライアントとまちの成長につ
なげるプロジェクト手法で、第 6 回これからの建築士賞を
受賞した。受賞作に携わったパートナー 2名が出席。
ルーム紹介 ：受賞作とは異なるアプローチをとったプロジェ
クトも取り上げていただき、場づくり・まちづくりに対す
る建築士の関わり方やその意義について、話し合います。

ルーム毎にわかれ、各ルームで講師とコーディネーター役の青年委員が
第一部に関連する内容を対談形式で話します。


