
2010 年度日本建築学会大会（北陸） 関連行事 

日本建築学会北陸支部主催 

夜なべ談義＋見学会：伝統をつなぐ 
Ａ．まちづくり夜なべ談義 ／ Ｂ．勝興寺修理現場見学会／ Ｃ．職藝学院見学会など 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  伝統技能と現代技術、そして職人の技“職”と職人の心“藝”をつなぐ『結』をシンボルマークとする職藝

学院は、自然溢れる環境の中で日本の伝統の技と心を継承する大工と庭師の育成を進めています。 

  “実物”のものづくり実習では、今に先駆けた「完全リサイクル住宅」の建築を始め、多くの木造建築の新

築･再生･修復などに取組み、2007 年には第 1 回「日本建築学会教育賞（教育貢献）」を受賞しました。そ

の選定理由には“新たなものづくり教育の地平を果敢に開拓し実践している”とあります。 

  この企画はその実践教育をご覧戴くと同時に、木造建築を支える職人教育の在り方とその未来につい

て共に考えたいと思います。 

 

 

 

 

 

職藝学院見学会など 
－伝統技能と心の継承－ 

伝統技能と現代技術を結び、 

木造建築づくりの継承者を育成する実践教育の現場を見学し、 

木造建築を支える職人教育の未来について考えます。 

日    時  2010 年 9 月 12 日（日）14:00～16:30 

会    場  職藝学院（富山市東黒牧 298） 

                        受付／話題提供･鼎談など ➠名匠情報センター棟２階 大研修室 

                        実習見学                ➠実習棟、屋外実習場 

内    容  見    学  大工と庭師の実習教育････････14:00～14:40 

話題提供  職藝人教育について･･････････14:45～14:55 

                        稲葉    実（学校法人富山国際職藝学園理事長） 

完全リサイクル住宅について･･14:55～15:15 

                        高口  洋人（早稲田大学理工学術院創造理工学部建築学科准教授） 

                        中島  裕輔（工学院大学工学部建築都市デザイン学科准教授） 

                    古民家再生について･･････････15:15～15:30 

                        阿部    勤（アルテック） 

          鼎   談   技能技術教育の未来･･････････15:30～16:30 

                        尾島  俊雄（早稲田大学名誉教授／職藝学院学院長） 

                        内田  祥哉（東京大学名誉教授／内田祥哉建築研究室主宰） 

                        渡邉美保子（職藝学院教授） 

定    員  40 名（会費無料、直行バスは有料） 

申込方法  ｢職藝学院見学会｣と明記し下記事項をご記入の上、E-mail でお申込み下さい。 

          1)氏名･年齢、2)会員種別、3)勤務先･学校名、4)連絡先(E-mail）5)直行バス利用の有無 

申込締切  8 月 20 日（金） 

申 込 先  大丸英博（職藝学院） E-mail：daimaru@shokugei.ac.jp ／ tel：076-483-8228 

交通案内



  交通のご案内                                                                     

●直行バス＝【行き】勝興寺→ＪＲ富山駅→職藝学院／【帰り】職藝学院→ＪＲ富山駅 

【行き】：｢勝興寺｣見学会会場から｢ＪＲ富山駅北口｣経由の直行バスを運行します。 

職藝学院見学のみの参加は｢ＪＲ富山駅北口｣からの乗車となります。 

【帰り】：職藝学院から｢富山空港｣経由で｢ＪＲ富山駅｣まで直行バスを運行します。 

【料金】：｢勝興寺⇒富山駅」、「富山駅⇔職藝学院」の片道Ａ･Ｂ･Ｃそれぞれを 500 円とします。 

【行き】 Ａ 500 円 勝興寺前 11：30⇒ ＪＲ富山駅北口 12：10  

【行き】 Ｂ 500 円  ＪＲ富山駅北口 13：10⇒ 職藝学院 13：50 

【帰り】 Ｃ 500 円 職藝学院 16：45⇒ 富山空港      17：05⇒ ＪＲ富山駅 17：30 

 

 

 

 
                                                                                  

●富山地方鉄道バス＝【行き】ＪＲ富山駅→富山国際大学／【帰り】富山国際大学→ＪＲ富山駅 

【行き】：路線 No43 ｢ＪＲ富山駅｣⇒｢富山国際大学｣の、開始前に近い運行時刻は次のようです。片道 670 円。 

【帰り】：路線 No43 ｢富山国際大学｣⇒｢ＪＲ富山駅｣の、終了後に近い運行時刻は次のようです。片道 670 円。 

【行き】 ⑤番乗場 富山駅前 11：55 ⇒ 富山国際大学 12：40 ⇒ 職藝学院(徒歩500ｍ)

【帰り】  職藝学院(徒歩500ｍ) ⇒ 富山国際大学 16：50 ⇒ ＪＲ富山駅前 17：35 

                                                                                  

●ＪＲ特急列車＝【帰り】ＪＲ富山駅→東京方面／ＪＲ富山駅→大阪方面／ＪＲ富山駅→名古屋方面 

【帰り】：｢ＪＲ富山駅｣から、東京方面･大阪方面・名古屋方面への特急列車の出発時刻は次のようです。 

富山17：53 ⇒ はくたか23号 19：59 越後湯沢20：08⇒ とき348号 東京21：20 東京 
方面 富山18：59 ⇒ はくたか25号 20：59 越後湯沢21：09⇒ とき350号 東京22：28 

富山17：56 ⇒ サンダーバード42 号 大阪21：22 大阪 
方面 富山18：41 ⇒ はくたか18号 19：18 金沢 19：43⇒ ｻﾝﾀ゙ ﾊー゙ ﾄー゙ 44号 大阪22：23 

名古屋 富山17：56 ⇒ しらさぎ 16 号 名古屋21：44

●航空機＝【帰り】富山空港→東京・羽田空港 

【帰り】：｢富山空港｣から、「東京・羽田空港」へのＡＮＡ（全日本空輸）の出発時刻は次のようです。 

ＡＮＡ890 便 富山空港 17：40 ⇒ 羽田空港 18：45 

ＡＮＡ892 便 富山空港 19：30 ⇒ 羽田空港 20：35 
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東京羽田空港 
【行き】 11：30   Ａ  12：10 着／発 13：10  Ｂ  13：50

【帰り】 16：45    Ｃ     17：05      Ｃ       17：30 



 直行バス・富山地鉄バス 乗降場所のご案内                                                   
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直行バス 
勝興寺前 乗車場所 

●

勝興寺

富山地鉄バス 
富山国際大学 降車／乗車場所 

●

●

直行バス 
富山駅北口 降車／乗車場所 

富山地鉄バス 
富山駅前 乗車場所 

●

職藝学院

（約５００ｍ） 

【行き】 Ａ500 円 
直行バス発車 11：30 
（→ＪＲ富山 12：10） 

【行き】 Ｂ500 円 
直行バス発車 13：10 
（→職藝学院 13：50） 

【行き】 
地鉄バス発車 11：55 

（→富山国際大 12：40） 

【帰り】 
地鉄バス発車 16：50 
（→ＪＲ富山駅 17：35） 

直行バス 
職藝学院 降車／乗車場所 

【帰り】 Ｃ500 円 
直行バス発車 16：45 
（→ＪＲ富山駅17：30） 

ＪＲ氷見線



  会場のご案内 （職藝学院 東黒牧キャンパス）                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
大工と庭師の学校 

       職 藝 学 院 

  〒930－1298 富山県富山市東黒牧 298 （問合せ 9:00～17:00  土曜･日曜･祭日を除く) 
      E-mail  info@shokugei.ac.jp    URL  www.shokugei.ac.jp 
      TEL  (076）483－8228        FAX  (076）483－8222 携帯ＱＲコード

職藝学院への交通案内 

【東京から】 

 ●飛行機／東京[羽田空港]➔富山空港 (全日空 約55分) 

 ●ＪＲ特急／東京駅－[上越新幹線]➔越後湯沢駅 

               －[北越北線・北陸本線]➔富山駅 (約3時間10分) 

【大阪から】 

 ●ＪＲ特急／大阪駅－[湖西線北陸本線]➔富山駅 (約3時間30分) 

【名古屋から】 

 ●ＪＲ特急／名古屋駅－[東海道・北陸本線]➔富山駅 (約3時間20分)

【富山空港から】 

 ●自動車／富山空港➔職藝学院 (約20 分) 

【富山駅から】 

 ●自動車／富山駅➔職藝学院 (約30 分) 

 ●バス／富山駅➔富山国際大学行終点➔職藝学院 

             (バス 約４0 分＋徒歩 約500m) 

【富山 I.C.から】 

 ●自動車／富山I.C.➔職藝学院 (約20 分) 

名匠情報 
センター棟

講義棟 

第１実習棟 

第２実習棟

第３実習棟

第４実習棟

第５実習棟

完全リサイクル
実験住宅 

第６実習棟 温室棟 

受受受付付付／／／鼎鼎鼎談談談会会会場場場   

見見見学学学駐駐駐車車車場場場   


