
参加無料

1973年東京都生まれ／1997年京都大学工学部
建築学科卒業後、増田建築構造事務所入社／20
12年山田憲明構造設計事務所設立／2013年～ 
早稲田大学大学院非常勤講師／2020年～日本構
造家倶楽部理事／2011年国際教養大学図書館棟
で第22回JSCA賞作品賞受賞／2012年「東北大
学大学院環境科学研究科エコラボ」で第7回日本 
構造デザイン賞／2016年「構造ディテール図集
オーム社／2017年「ヤマダの木構造」エクスナ
レッジ／2013年竹林寺納骨堂（堀部安嗣建築設
計事務所）／2015年ベラビスタスパ&マリーナ
尾道エレテギア（中村拓志／NAP建築設計事務
所）／2019年大分県立武道スポーツセンター 
（石本建築事務所）／2019年住友林業筑波研究
所新研究棟（ le style h ／ Atelier Asami 
Kazuhiro、住友林業木化推進部）／2020年
上勝町ゼロ・ウェイストセンター

山田憲明
山田憲明構造設計事務所　主宰

Yamada Noriaki

」

建 築 文 化 講 演 会
「木構造デザインの追求」演題

主催／公益社団法人　日本建築家協会(JIA)北陸支部　福井地域会 　 共催／公益社団法人　日本建築家協会(JIA)北陸支部

2020.12.12 (土) 14:00～16:00
Zoomオンライン・ミーティング 　(定員100名)

※詳細・お申込は JIA北陸支部HPから

 国際教養大学中嶋記念図書館（設計：仙田満＋環境デザイン研究所、撮影：藤塚光政）

昭和電工（大分県立）武道スポーツセンター（設計：石本建築事務所）

https://jia-hokuriku.org/event/4171/



JIAは、公益社団法人　日本建築家協会(The Japan Institute of Architects)の略称です。
建築の設計監理を専門とする建築家個人を会員とする団体です。
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五十嵐清人 ㈱五十嵐建築設計事務所

五十嵐　啓 福井工業大学建築土木工学科

出田　吏市 出田建築事務所

伊藤　瑞貴 伊藤瑞貴建築設計事務所

大澤　宏輝 ㈱大澤設計事務所

小笠原　弘 小笠原弘建築計画

木藤　良男 ㈱キトー建築事務所

清水　隆之 清水隆之建築設計事務所

瀬戸川信之  ㈲アーキズム建築設計事務所

仙坊　幸治 ㈱センボー建築事務所

高嶋　　猛 高嶋建築研究所

常廣　正和 常廣建築設計

友田　博道 友田建築設計事務所

西川　国夫  ㈲西川建築設計事務所

羽場　千尋  ㈲アーキズム建築設計事務所

原田　　学 haws建築設計事務所

東畑　愼治 ㈱東畑建築設計事務所

前田　裕之 前田建築事務所

山内　正樹  ㈲山内建築事務所

山田健太郎 一級建築士事務所山田屋

吉田修二郎 吉田設計

佐々木 彌右ヱ門

一間舎(あとりえいっけんや)

西川　大介 ㈲西川建築設計事務所

西本　雅人 福井大学建築都市環境工学科

橋詰　善宏  ㈲赤土善蔵アトリエ

廣瀬　廣嗣 ㈱東畑建築設計事務所

山田　寛 一級建築士事務所LoHA
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（あいうえお順）


	01-チラシおもて
	1/01

	02-チラシうら
	1/04


