慶應義塾 の建築
プロジェクト
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旧ノグチ・ルーム
演説館 内部公開 ！
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慶應義塾三田キャンパス

建築プロムナードーー 建築特別公開日

Keio university Mita Campus Architecture Open Day
あなたが、日々を過ごす建築について、考えてみたことがありますか？
毎日その脇を歩く家々、通学に使う駅、通っている学校
ーーまずは、ちょっと立ち止まって眺めてみてはどうでしょうか？
慶應義塾大学三田キャンパスには重要文化財に指定されている建築があることを知って
いますか？見たことがありますか？授業を受けている教室の中には戦前からの時を重ね
ているものがあるのを知っていますか？勉強をし、本を借りている図書館の設計者を
知っていますか̶̶？
通常は公開していない演説館・旧ノグチ・ルームの公開を含め、三田キャンパスの建築
を紹介する機会を設けます。

※ 学外の方も建築見学をすることができます。

Have you ever thought of architecture around you?
You see lots of architecture everyday. Houses on your way, crowded stations and your
school…. How about taking a little time to view them?
Keio University has architecture which are designated as Important Cultural Property. Have
you ever seen them? Do you know that some buildings are built before the war? Or, do you
know who designed the library where you always study or borrow books?
We plan this ‘Architec ture Open Day’ to introduce the architec ture at Mita campus,
including Enzetsu-kan (Public Speaking Hall, 1875) and Old Noguchi Room (Shin Banraisha,
1951/2005) which are usually not opened to the public.

2018 年 10

月 17 日［水］・20日［土］10:00〜17:00
申込み不要・参加無料
慶應義塾大学 三田キャンパス
October 17th and 20th 2018, 10:00 - 17:00, Keio University [Mita]
Everyone welcome / No reservation necessary / Free participation

建築プロムナードの楽しみかた
1. 三田キャンパスの配布場所で、「建築マップ」を入手
アート・センター以外の配布場所は、ウェブ・Facebook に掲載しています。
2. マップを片手に建築散策
公開対象となっている建築物を自由に見学してください。
授業などの関係で、外観のみ見学となっている建築物があります。
また、日取りによって、見学範囲が異なることがあります。
マップに掲載されている諸注意を一読の上、見学をお楽しみください。

公開建築物 Architecture you can see
演説館 Public Speaking Hall 内部も見学できます
旧ノグチ・ルーム Ex Noguchi Room 内部も見学できます

塾監局 Jukukan-kyoku 外観のみ
旧図書館 Old Library 外観のみ ［耐震工事中のため囲いが設けられています］
第一校舎 1st School Building 外観および一部教室
図書館 Library 外観のみ
大学院棟 Graduate School Building 外観のみ
建築ガイドツアー

17 日 13:30-15:00 ／ 20 日 10:30-12:00

アート・センター学芸員の解説付きで学内の建築を巡ります。お申込はウェブサイトから！
参加無料・定員 20 名（各日）・要事前申込（10.11 まで／応募多数の場合抽選）

大学の建築フォーラム

20 日 14:00-16:30

※詳細は裏面をご覧ください

10.20 14:00-16:00 / Talks on university’s architecture with English language support

Forum for Architecture of Universities

Details are available on the reverse side.

http://art-c.keio.ac.jp/-/arc http://fb.me/keio.artcenter
主催・お問合せ：慶應義塾大学アート・センター

03-5427-1621

cunary@art-c.keio.ac.jp

共催：港区

Sat. 20 October 2018, 14:00-16:30, Keio University (Mita) West School Building Room 517
レクチャー［14:00‒］
渡部 葉子（慶應義塾大学アート・センター 教授／キュレーター）
学校と記憶ー慶應義塾の建築プロジェクトを中心に
藤本 貴子（文化庁 国立近現代建築資料館 建築資料調査官）
近現代建築アーカイブズの保存と活用
―文化庁国立近現代建築資料館と国内外の事例から
ケース・スタディ

［15:15‒］

明治学院大学（桑折 美智代／明治学院歴史資料館）
歴史的建造物が語るキャンパス
̶文化財三棟（インブリー館・記念館・チャペル）を中心に
学習院大学（冨田 ゆり、丸山 美季／学習院大学史料館）
学習院大学目白キャンパスの歴史ある建築の保存と活用
ディスカッション［15:45‒］

※プログラムは予告なく変更される場合があります

対象：どなたでも 定員・参加費・申込：100 名（先着順）／無料／申込み不要
言語：日・英 ※ 講演は日本語で行われますが、英語での言語サポートを提供予定です。
ご希望の方は、ウェブサイトを事前にご確認ください。

慶應義塾大学アート・センターが展開す
る「都 市のカルチュラル・ナラティヴ」
プロジェクト。2018 年のテーマは「地
域文化資源インターンシップ」です。
文化が形成、保存、発信される現場では、
どのような 活動が展 開されているので
しょうか。本年の講座では、都市文化の
物語（カルチュラル・ナラティヴ）を支

える人々に出会い、その活動をいわば「イ
ンターンシップ」のように経験すること
で、地域の文化資源について、一歩踏
み込んだ知識を得ることを目指します。
トピックは、
「都市の寺院を訪ねる」
「ギャ
ラリーを知る」「学校建築をめぐる」の
3 種類を準備しています。みなさんのご
参加をお待ちしています。

東京 2020 参画プログラム
都市のカルチュラル・ナラティブ

地域文化資源インターンシップ
̶地域文化の現場を訪ねる講座

都市を彩る建築物は、その空間において
生起した人々の活動を留める、記憶の器
でもあります。本フォーラムでは、地域
にとって身近なようでいて、実は接する
機会の少ない、大学の建築に焦点をあて
ます。国内外の建築資料アーカイヴの活
動や、大学における建築物の公開に関す
る取り組みを、レクチャーとケース・ス
タディを通じて共有し、議論します。

http://art-c.keio.ac.jp/-/artefact
慶應義塾大学アート・センター（本間・滝瀬）
〒108-8345 東京都港区三田 2-15-45
Tel: 03-5427-1621 Fax: 03-5427-1620
cunary@art-c.keio.ac.jp

keio.artcenter #CulNarra
主催：
「都市のカルチュラル・ナラティ
ヴ」プロジェクト実行委員会、慶應義
塾大学アート・センター
共催：港区（平成 30 年度港区文化プ
ログラム連携事業）
助成：平成 30 年度 文化庁 地域と共
働した美術館・歴史博物館創造活動
支援事業

The architecture that embellishes cities contains the
memory of human activities inside and outside the
buildings.
This forum focuses on the architecture in universities,
which stand very close to the local community but offer
few opportunities for people to experience them.
Through lectures and case studies, the program will
share and discuss projects in several Japanese
universities to highlight their architecture and the
activities of architectural archives in Japan and abroad.

Overview
Saturday 20 October 2018, 14:00-16:30, Keio University
Mita Campus West School Building Room 517
Everyone welcome / No reservation necessary / Free
participation/Max 100 seats
Language: Japanese with language support in English
* The lecture will be held in Japanese. However, we will provide English
language support for non-Japanese speakers. Further details will be
announced later on our website, so please visit our site in advance.

Program

*The program may be changed without prior notice

-Lecture (14:00-)
Yohko Watanabe (Keio University Art Center, Keio University)
School and Memory:
A study based on the ‘Architecture of Keio’ project
Takako Fujimoto (National Archives of Modern Architecture [NAMA],
Agency for Cultural Affairs, Government of Japan)

Preserving and Utilising the Archives of Modern
Architecture: Reﬂections on the activities of NAMA and
architectural archives in Japan and abroad.
-Case studies （15:15-）
Michiyo Kohri
(Meiji Gakuin Historical Museum, Meiji Gakuin University)

The University Campus, Narrated by Historical Buildings:
With a focus on Imbrie Hall, Memorial Hall and Meiji
Gakuin Chapel
Yuri Tomita, Miki Maruyama
(Gakushuin University Museum of History, Gakushuin University）

Preserving and Utilising the Historical Buildings of
Gakushuin University’s Mejiro Campus

-Discussion（15:45-）
Enquiries

Keio University Art Center (Homma, Takise)
e-mail: cunary@art-c.keio.ac.jp Tel: 03-5427-1621
2-15-45, Mita, Minato-ku, Tokyo, 108-8345
http://art-c.keio.ac.jp/-/artefact
This event is supported by FY2018 Minato Cooperation Project for
Cultural Program and the Agency for Cultural Affairs, Government of
Japan in the ﬁscal 2018.

ENGLISH LANGUAGE SUPPORT AVAILABLE

慶應義塾創立五十年記念図書館︑背面立図

慶應義塾大学［三田］西校舎 517 教室

大学の建築フォーラム

10.20［土］14:00〜16:30

2018.

アーカイヴとアウトリーチ

FORUM FOR
ARCHITECTURE OF UNIVERSITIES:
ARCHIVE AND OUTREACH

