「How to be a Structural Engineer」
構造設計者８人がアトリエ構造設計事務所の働
き方を中心に語ります。
働き方が多様化する現在、組織設計事務所やゼ
ネコンとは異なる専門技術事務所で働く事の魅
力。独立するまでの経緯。将来の展望、女性の
方は結婚・出産後の働き方など。働き方に対す
る多様な選択肢の一端が見えるはずです。事務
所見学やオープンデスクの案内もあります。
構造設計に興味のある学生は是非参加して、将
来のキャリアデザインについて考えてみてくだ
さい。

開催日時
開催日 / 2017 年 10 月 28 日（土曜日）
時間

/ 13:30 開場 14:00〜18:00 セミナー

場所

/ 日本大学理工学部 1 号館 6 階 CST ホール

住所

/ 東京都千代田区神田駿河台 1-8-14

主催

/ アトリエ構造設計事務所有志

協力

/ 鋼構造出版

申し込み方法

How to be a Structural Engineer

lier
e
t
A
構造設計キャリアセミナー

下記アドレスにアクセスして申し込みください
https://goo.gl/forms/E7FKyds07dTNczJY2
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PRESENTER

アトリエ構造設計事務所の仕事

多田脩二
多田脩二構造設計事務所

名和研二

Tada Shuji

1969 年 愛媛県生まれ
1995 年 日本大学大学院理工学研
究科修士課程修了
1995 年 佐々木睦朗構造計画研究
所
2004 年 多田脩二構造設計事務所
設立
2012 年 千葉工業大学准教授
連絡先：info@shutada.com
①斎藤先生の紹介による建築文
化 1990.11「建築の構造デザイン」
②設計に対する前向きな取り組
みとやる気
③未定

なわけんジム

鈴木啓
鈴木啓／ A.S.A
Suzuki Akira

1969 年 神奈川県生まれ
1996 年 東京理科大学大学院修了
1996 年 佐々木睦朗構造計画研究
所
2001 年 池田昌弘建築研究所
2002 年 鈴木啓／ ASA 設立
連絡先：asuzuki@gol.com
①ある建築家との出会い
②建築が好きであること。情熱と
やる気を持って、設計に向きあえ
ること。
③２名

坂田涼太郎
大野博史
オーノ JAPAN
Ohno Hirofumi

1974 年 大分県生まれ
1998 年 ユーゴスラビア
ENERGOPROJEKT 海外研修
2000 年 日本大学大学大学院理工
学研究科修士課程修了
2000 年 池田昌弘建築研究所
2005 年 オーノ JAPAN 設立
連絡先：info@ohno-japan.com
①ある構造家との出会い
②好奇心と探究心を持っていて、
それを満たす為には努力を厭わな
い人
③１名〜３名

Question
①
②
③

構造家を目指したきっかけ
就職希望者に求めること
来春の予定採用人数

①ある構造家との出会い
②建築という道具で、人の営みを
豊かにしたいと静かに熱く思って
いる人。無茶を言われると、体に
熱が入ってしまう人。
③３名〜５名

山田憲明
山田憲明構造設計事務所
Yamada Noriaki

1973 年 東京都生まれ
1997 年 京都大学工学部建築学科
卒業
1997 年 増田建築構造事務所
2012 年 山田憲明構造設計事務所
設立
連絡先：
yamada.noriaki@yamadakozo.jp
①先輩の影響
②柔軟さと粘り強さ
③若干名

木下洋介構造設計室

Sakata Ryotaro

①構造が建物に魅力を与えると感
じたから
②想像力と創造力
③１名

1970 年 長野県生まれ
1994 年 東京理科大学理工学部建
築学科卒業
1998 年 EDH 遠藤設計室
1999 年 池田昌弘建築研究所
2002 年 なわけんジム（すわ製作
所）設立
連絡先：nawa.k@s-uwa.com

木下洋介

坂田涼太郎構造設計事務所

1973 年 東京都生まれ
1997 年 早稲田大学大学院理工学
研究科建設工学専攻修了
1999 年 金箱構造設計事務所
2012 年 坂田涼太郎構造設計事務
所設立
連絡先：sakata@sktr.jp

Nawa Kenji

Kinosita Yousuke

1978 年 神奈川県生まれ
2003 年 東京工業大学大学院修士
課程修了
2003 年 金箱構造設計事務所
2011 年 木下洋介構造設計室設立
連絡先：oﬃce@kinoshita-se.net
①大学の先輩構造設計者の存在
②ものづくりを面白いと思える気
質と興味と根気
③１名〜２名

村田龍馬
村田龍馬設計所
Murata Ryouma

1978 年 兵庫県生まれ
2001 年 京都大学工学部情報学科
卒業
2003 年 京都大学工学部建築学科
卒業
2003 年 高松伸建築設計事務所
2007 年 川口衞構造設計事務所
2014 年 村田龍馬設計所設立
連絡先：info@murataryoma.com
①意匠設計の仕事に携わるうち
に、いつの間にか ....
②建築が好きであること、かつ
計算が嫌いでないこと
③1 名

