
「 景観」って、なんだろう？

子どものころに過ごした、まちの景色を覚えていますか？

嬉しさ、さみしさ、楽しさ、くやしさ・・・

記憶のなかにある、なつかしい景色は

どんな感情といっしょによみがえってくるでしょう。

景観は、いつも記憶とともにあります。

景観をかたちづくっているのは、

人々の「生活」そのもの。

暮らし、商い、遊び、学び。

人は、何かを通して必ず、このまちの景観に関わっています。

景観を知ることは、文化・歴史・人々の暮らしを知り、

深い教養を身につけることでもあるのです。

いま、社会は大きな変化のとき。

これからの社会で、自分に何ができるだろうか？

「景観」というキーワードを通して、さまざまな角度から考えてみませんか。

本講座では、京都だからこそできる８ヶ月の学びで

新しい視点を創ります。

【バス】 市バス4,17,205号系統「河原町正面」下車すぐ
【電車】 地下鉄烏丸線「五条」下車 徒歩10分 / 京阪電車「清水五条」下車 徒歩8分

　　　　　　 学生（大学院、大学、専門学校など）は通年受講・講義ごとの受講ともに で受講可能！

40名（定員に達し次第締め切り）

主催：景観整備機構 NPO法人 京都景観フォーラム（TEL: 075-354-5224） / (公財)京都市景観・まちづくりセンター　  後援：京都府（予定）/京都市　

NPO法人 
京都景観フォーラム

学割あり

2021年度 京都景観エリアマネジメント基礎講座 受講申込書

フリガナ 〒
氏名

勤務先又は
学校名

□通年受講　  □講義ごと（講師名：　　　　　氏）

□学生の方はチェックを
　入れてください

□ NPO会員（新規）　□ NPO会員（継続）　□ 非会員

以下の項目をメールか
FAXでお送りください。

受講料：
通年の方は7月1日までに、指定の口座に振り込んで下さい。
（口座は申し込み後にお知らせいたします。）
講義ごとの受講の方は講座受講の際にお持ち下さい。

※NPO会員は年会費3,000円が必要です。

kkf@kyotokeikan.org
住所

連絡先 TEL E mail（　　　　）　　　　ー

Mail 075-491-9663FAX

いずれかにチェックしてください。

いずれかにチェックしてください。

Voice

まちづくりについて何の知識もないままに始まった基礎講座
は、新しいこと、知らなかったことの連続！毎回、目からウロコ
が落ちるようでした。私は京都生まれの京都育ちですが、こ
れまでぼんやり見ていた景色が、”景観”という観点から眺め
ると、まったく違う見え方になることを知りました。
基礎講座から実践講座に進み、京都景観エリアマネージャー
になりました。現在は、フィールドワークで関わった地域をは
じめとしたまちづくり活動のサポートを行っています。
この講座を受け始めて、「あと2、30年、早く受講したかった！」
と思ってしまいました。早くから景観のことに興味を持ってい
たら、もっと、色々なことに取り組めていたかもしれません。
”自分のまちが好き”そんな気持ちがある方は、ぜひ気軽に参
加してみてほしいなと思います。

「“景観”って、何だ？」私はずっと、その疑問を胸に抱えてきま
した。大学の先生に聞いたり、本で調べたりしても、景観につ
いて知れるものはなく、この講座のチラシを見つけて衝撃を
受けました。「“景観”について教われる講座がある？！」と。
講義やフィールドワークでさまざまな事例を見ていると、ある
時、“景観”という言葉の意味が、ストーンと理解できた瞬間が
ありました。自分の体を通して知った答えは、インターネットや
本などで調べても、絶対にわからなかったでしょう。
講座終了後も、同期で学んだ仲間と、まち歩きツアーなどをし
て交流を深めています。
京都で学ぶ景観の知識と、さまざまなスキルを持つ受講生た
ちとの絆。唯一無二のこの講座に参加した経験は、私の人生
にとって、かけがえのないものとなりました。

修 了 生 の 感 想

実践講座　第７期修了生
京都景観エリアマネージャー
高橋 さん

実践講座　第８期修了生
京都景観エリアマネージャー
畝 さん

知らなかった
 京都の「景観」

深く身につく
  「学び」があります

京都市景観・まちづくりセンター　
ひとまち交流館 B1 階ワークショップルーム
京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町 83 番地の 1

会場

受講料

定員

　通年受講：全8回のすべての講義科目と実習科目が受講できます。※出席できなかった回は次年度、無料で受講できます。　　
　  一般 45,000円　／　　NPO会員 40,000円（年会費3,000円で新規会員登録可）　　
　講義ごとの受講：講義科目に限りお好きな講義を選んで受講できます。（実習科目への参加はできません）
　  1講義あたり 4,000円（第1回の講義のみ5,000円）　　

講座リニューアル記念  特別価格適用中
受講するなら今がチャンス！

お申込は左のQRコード
もしくは下記の申込書

（メール or FAX）から

お申込専用フォーム

http://kyotokeikan.org
京都景観フォーラム 検索

半額

京都景観フォーラムは、さまざまな専門分野の人材を
景観まちづくりに携わる専門家として育て
そのネットワークで、地域が主体となった
景観まちづくりをサポートしています。

※新型コロナウイルス感染拡大防止への対策を講じたうえで実施いたします。
※各回の講座のテーマや内容は変更されることがあります。

京都



３つの柱で
景観とまちづくりの基本を学びます。

京都景観エリアマネジメント講座・基礎講座では、「景観とは

何か」という基礎理論を学びます。

本講座の最大の特色は、学びのバラエティの豊かさ。京都

のまちの特性と歴史、建築・土木、ランドスケープ、ビジネ

ス、法律、政策など、さまざまな観点から景観を読み解くス

キルを身につけることができます。

本来であれば簡単に受けることができない、第一線で活躍

する講師陣の講義が一度に受けられるのは、全国でも本講

座だけ。多様な視点からの知識を身につけましょう。

また、景観まちづくりの専門家から高い評価を得てきた基礎

講座のカリキュラムは今期さらに進化を遂げました。

従来の座学に加え、「ワークショップ」「フィールドワーク」等の

実習科目を新設。知識を得るだけでなく、実際にまちに出て

実践することで、新たな気づきが得られます。

「景観」という概念を理解するためには、その地域の歴史や文化、経済、人々の暮らし方など
さまざまな情報を読み取り、考えることが必要です。

本講座では、景観を構成する要素を多様な観点から学び、実習を通して考えることで
景観とまちづくりへの関わり方を身につけます。
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× ×

知る 体験
する

景観を守り続けるまち、京都で
景観と人、文化のつながりを学ぶ01

■受講実績 （2021年3月現在）

基礎講座受講者数：255 名（通年受講のみ、単回受講者を除く）

実践講座受講者数：106 名
京都景観エリアマネージャー登録者数：73 名

開講 12 年目の今年、カリキュラムがリニューアル！

本講座の講義科目は建築士会のCPDプログラムに認定されています。
各講義の所要時間により単位数（1～4単位）が設定されており、
全講義科目の受講で計26単位が取得できます。
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□ 景観やまちづくりについての基礎を学び、仕事に活かしたい行政関係者・建築業・不動産業などの方
　 ( 本講座は建築士会のＣＰＤプログラムとして認定されています。)
□ 建築や都市計画、社会学などを学ぶ学生の方
□ 自身の経験や知識を活かして景観まちづくり活動に取り組んでみたい方
□ 京都のまちが好きな方、京都の歴史や文化に興味がある方

■こんな方々が受講しています
■受講実績 （2021年3月現在）

実習科目では数人のチームに分かれ、景観の専門家のサポー

トのもと課題に取り組みます。講座に集まる受講生は、建築、不

動産、行政関係、法律、商業など、分野もさまざま。講座の受

講をきっかけに受講生同士の交流を深めることができるのも、本

講座の大きな魅力です。もちろん、学生さんや、京都の景観が

好きな方、文化や歴史に興味がある方なども大歓迎！前知識

はまったく必要ありません。みなさんでいっしょに、ゼロからスター

トを切りましょう。

また、講座が修了した後も、スキルアップを目指し

交流の機会を持つ場として、「エリマネネット」という

活動のネットワークを設けています。エリマネネットで

は、まち歩きやフィールドワーク、研修会などのイベ

ントでスキルアップをはかるとともに、それぞれの分

野で活躍する修了生の交流を深めます。「グラフィック・ファシリテーション」の
スキルを学ぶ研修会

美山への研修旅行

繋
がる

つ　なさまざまな専門分野から集まる
仲間たちとの交流02

基礎講座受講者数：255 名（通年受講のみ、単回受講者を除く）

実践講座受講者数：106 名
京都景観エリアマネージャー登録者数：73 名

実践講座

基礎講座

京都景観エリアマネージャー認定

さらにステップアップして
京都景観エリアマネージャー認定を目指す

体験
する

基礎講座を受講された方は、さらに実践的な力を身につける

「実践講座」の受講が可能となります※１。基礎講座・実践講座

の両講座を修了すると、「京都景観エリアマネージャー」として

認定を受けることができ、地域の景観まちづくり活動に携わった

り、京都景観フォーラムのプロジェクトに参加することができま

す。ご自身の専門分野を活かし、京都景観エリアマネージャー

としての活躍を目指してみませんか？
※1　実践講座の受講には、規定回数以上の基礎講座の受講
　　　が必要となります。

03

まずは
ここから！

開講 12 年目の今年、カリキュラムがリニューアル！

・景観まちづくりのコーディネート
・地域の景観についてアドバイス
・プロジェクトチームを組んで景観まちづくりをサポート

地域を主体とした景観まちづくり活動への参加

本講座の講義科目は建築士会のCPDプログラムに認定されています。
各講義の所要時間により単位数（1～4単位）が設定されており、
全講義科目の受講で計26単位が取得できます。

「景観」を知れば、
目線が変わる。

Our Story

京都市内で複数の 「町家ゲストハウス」 を経営する前田さん。使われていなかった古い町家を

スタイリッシュに改装し、人気の宿泊施設に生まれ変わらせました。

１０代のころから、 とにかく町家が大好き！東京でしていた仕事を辞め、 京都で町家に関わる

仕事をしている今が、とても幸せだと語ります。

前田さんが町家を仕事にするまでのエピソードと、

講座を受講したきっかけ、受講して役立った

ことなどを聞きました。

もともとは文化財などの建造物に興味があり、 そこから「まちなみ」のことをもっと知りたい、 と受講された

青山さん。講座を受けるうちに、ご自身が住む美山地域の景観の美しさ、

豊かさを再認識し、その魅力を守っていきたいと考えるようになりました。

青山さんは講座で学んだことを、地域での勉強会やガイドに応用し

地域の人、美山を訪れる人とのつながりに活かしています。

教わる側から、伝える側へ。学んだことを糧にして活躍する

姿をお伝えします。

第 6 期 京都景観エリアマネージャー

青山  優子さん
Aoyama Yuko 

第 7 期 京都景観エリアマネージャー

前田  弘二さん（株式会社立志社  代表）
Maeda  Koji 

「講座を受けて役立ったことは？」「自分の仕事にどう活かせた？」「どんな人が受講しているの？」
そんな疑問にお答えするため、修了生で現役の京都景観エリアマネージャーのメンバーにインタビューを実施！

ご自身の仕事に役立ったことや受講のきっかけを、３分の動画でわかりやすくまとめました。

堀 繁氏  　　　／ 10:00 ～ 16:30
東京大学 名誉教授・一般社団法人まちの魅力づくり研究室理事

景観とは何か？人は何を見ているか？良い景観とはどういうことか？景観について、わかりやすく解説します。

「景観」を学ぶ
～景観の良い悪いは人しだいだろうか？～

宗田 好史氏　／ 10:00 ～ 12:00
京都府立大学教授

景観法の「景観計画」で景観をコントロール（規
制）し、誘導するマネジメント方策を考えます。

景観を規制する仕組み、誘導する方策

中嶋 節子氏　／ 10:00 ～ 12:00
京都大学大学院  教授

近代において京都のアイデンティティとして発見さ
れた景観。その歴史を都市との関係から辿ります。

近代の京都と景観

山口 敬太氏　／ 10:00 ～ 12:00
京都大学大学院 准教授

景観を手がかりとした公共空間のデザインや多主体
協働の具体的な方法を、事例をもとに解説します。

景観デザインと多主体協働のまちづくり

髙田 光雄氏　／ 14:00 ～ 16:00
京都美術工芸大学 教授・京都大学 名誉教授

新景観政策以前から展開していた景観政策「まちづ
くりアプローチ」の現代的意義を再確認します。

景観政策における「まちづくりアプローチ」

森重 幸子氏　／ 10:00 ～ 11:20
京都美術工芸大学 準教授

社会の動きや制度の中での現代の住まいとしての
町家や路地について、実例を交えて解説します。

現代の社会における京都とまちと住まい

魚谷 繁礼氏　／ 11:30 ～ 12:50
魚谷繁礼建築研究所 代表・京都工芸繊維大学 特任教授

京都の都市構造の変容を一瞥し、実例を通しなが
ら歴史都市で何をいかに継承するかを考えます。

歴史都市における地域計画と建築計画

町田 香氏　　／ 13:00 ～ 14:50
京都芸術大学 非常勤講師

人々の生活と庭園との関わりや、庭園と景観との
関わりなどを、歴史的な庭園を例に紹介します。

生活文化と日本庭園
笹岡 隆甫氏　／ 17:00 ～ 18:30
華道「未生流笹岡」家元

建築や庭園との共通点を挙げながら、いけばなのデ
ザイン論及びその背景にある哲学を解説します。

伝統文化から受け継ぐ美意識谷 晃氏　　　／ 15:00 ～ 16:50
野村美術館 館長

日本文化の特徴のひとつに、外来文化を消化し独自
の文化として発信する「月の光」があります。本講義
ではそのプロセスを考えます。

和漢の境をまぎらかす

深町 加津枝氏　／ 10:00 ～ 12:00
京都大学大学院 准教授　

森や水辺などの自然は、京都の景観の重要な構成要
素となっています。その特徴や近年の課題、景観マ
ネジメントにつなぐためのポイントを学びます。

京都の自然を活かした景観マネジメント
村上 佳代氏　　／ 15:00 ～ 17:00
文化庁 地域文化創生本部 文化財調査官

これからの文化財を活かした観光まちづくりにつ
いて、全国の事例を用いて考えていきます。

文化財を活かした観光まちづくり
阿部 大輔氏　／ 13:00 ～ 14:50
龍谷大学 教授

オーバーツーリズムの教訓を踏まえつつ、「暮らし」
を保全・更新する景観マネジメントを考えます。

観光再生における景観マネジメント

景観エリアマネージャーの役割とは
自身の専門分野を活かして景観まちづくり活動に
関わっている京都景観エリアマネージャーの実例
を聞き、その役割を考えます。

Workshop1

まちのことを調べてみよう
地域の歴史、文化、景観資源、景観規制などの情報
を、文献や統計資料から調べる方法を知ります。

Workshop2

地域の景観課題を見出してみよう
フィールドワークで気づいたことをチームごとに
話し合い、まちの景観課題を整理して発表します。

Workshop3

※同日10:00～13:00に、実践講座受講生の
　修了レポート発表会を開催します。
　希望者は発表会を聴講できます。

修了式

まちを見てみよう
「まちを見る視点」を学んだうえで、チームごとに
地域に出向いてフィールドワークを行います。実
際にまちを歩いてみて気づいたこと、気になった
ことなどを挙げてみましょう。

Field work

7月10日(土) 10:00～16:30
基礎理論１  景観とは何か？
第１回

8月21日(土) 10:00～16:30
基礎理論2  景観のマネジメント
第2回

9月18日(土) 10:00～16:30
景観と都市形成
第3回

10月16日(土) 10:00～16:30
まちとまちなみ
第4回

11月20日(土) 10:00～16:30
公共空間のデザイン
第5回

12月11日(土) 13:00～18:30
京の生活文化
第6回

2022年1月15日(土) 10:00～17:00
自然資源と観光資源の活用
第7回

2022年2月19日(土) 14:00～17:00
景観まちづくり
第8回

講義科目
2021年度
基礎講座カリキュラム 実習科目

※開始・終了時刻が他の回と異なります

※開始・終了時刻が他の回と異なります

※終了時刻が他の回と異なります

造園業「梅鉢園」代表の梅野さんは、個人のお庭のほか、長岡天満宮などの

社寺の植木の手入れも手がけています。

千年以上もの間、先人たちが守り続けてきた景色を次世代へとつなぐために

どんなことを考え向き合っているのか、これからも守り伝えていくために

必要なことは何なのか、お話してもらいました。

長岡天満宮の美しい紅葉の風景とともに、

動画をお楽しみください。

第６期 京都景観エリアマネージャー

梅野  星歩さん（庭師）
Umeno Seiho

３分動画続きは　　　　　　　　で！

３分動画続きは　　　　　　　　で！

３分動画続きは　　　　　　　　で！

京都景観エリアマネージャー　インタビュー MOVIE

大好きな京都で、大好きな「町家」が、仕事になった。

景観をデザインすることは、未来を創ること。

知識があるからこそ、景観の素晴らしさを知ることができる。



３つの柱で
景観とまちづくりの基本を学びます。

京都景観エリアマネジメント講座・基礎講座では、「景観とは

何か」という基礎理論を学びます。

本講座の最大の特色は、学びのバラエティの豊かさ。京都

のまちの特性と歴史、建築・土木、ランドスケープ、ビジネ

ス、法律、政策など、さまざまな観点から景観を読み解くス

キルを身につけることができます。

本来であれば簡単に受けることができない、第一線で活躍

する講師陣の講義が一度に受けられるのは、全国でも本講

座だけ。多様な視点からの知識を身につけましょう。

また、景観まちづくりの専門家から高い評価を得てきた基礎

講座のカリキュラムは今期さらに進化を遂げました。

従来の座学に加え、「ワークショップ」「フィールドワーク」等の

実習科目を新設。知識を得るだけでなく、実際にまちに出て

実践することで、新たな気づきが得られます。

「景観」という概念を理解するためには、その地域の歴史や文化、経済、人々の暮らし方など
さまざまな情報を読み取り、考えることが必要です。

本講座では、景観を構成する要素を多様な観点から学び、実習を通して考えることで
景観とまちづくりへの関わり方を身につけます。

知る
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× ×

知る 体験
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景観を守り続けるまち、京都で
景観と人、文化のつながりを学ぶ01

□ 景観やまちづくりについての基礎を学び、仕事に活かしたい行政関係者・建築業・不動産業などの方
( 本講座は建築士会のＣＰＤプログラムとして認定されています。)

□ 建築や都市計画、社会学などを学ぶ学生の方
□ 自身の経験や知識を活かして景観まちづくり活動に取り組んでみたい方
□ 京都のまちが好きな方、京都の歴史や文化に興味がある方

■こんな方々が受講しています
■受講実績 （2021年3月現在）

実習科目では数人のチームに分かれ、景観の専門家のサポー

トのもと課題に取り組みます。講座に集まる受講生は、建築、不

動産、行政関係、法律、商業など、分野もさまざま。講座の受

講をきっかけに受講生同士の交流を深めることができるのも、本

講座の大きな魅力です。もちろん、学生さんや、京都の景観が

好きな方、文化や歴史に興味がある方なども大歓迎！前知識

はまったく必要ありません。みなさんでいっしょに、ゼロからスター

トを切りましょう。

また、講座が修了した後も、スキルアップを目指し

交流の機会を持つ場として、「エリマネネット」という

活動のネットワークを設けています。エリマネネットで

は、まち歩きやフィールドワーク、研修会などのイベ

ントでスキルアップをはかるとともに、それぞれの分

野で活躍する修了生の交流を深めます。「グラフィック・ファシリテーション」の
スキルを学ぶ研修会

美山への研修旅行

繋
がる

つ　なさまざまな専門分野から集まる
仲間たちとの交流02

基礎講座受講者数：255 名（通年受講のみ、単回受講者を除く）

実践講座受講者数：106 名
京都景観エリアマネージャー登録者数：73 名

実践講座

基礎講座

京都景観エリアマネージャー認定

さらにステップアップして
京都景観エリアマネージャー認定を目指す

体験
する

基礎講座を受講された方は、さらに実践的な力を身につける

「実践講座」の受講が可能となります※１。基礎講座・実践講座

の両講座を修了すると、「京都景観エリアマネージャー」として

認定を受けることができ、地域の景観まちづくり活動に携わった

り、京都景観フォーラムのプロジェクトに参加することができま

す。ご自身の専門分野を活かし、京都景観エリアマネージャー

としての活躍を目指してみませんか？
※1　実践講座の受講には、規定回数以上の基礎講座の受講
　　　が必要となります。

03

まずは
ここから！

開講 12 年目の今年、カリキュラムがリニューアル！

・景観まちづくりのコーディネート
・地域の景観についてアドバイス
・プロジェクトチームを組んで景観まちづくりをサポート

地域を主体とした景観まちづくり活動への参加

本講座の講義科目は建築士会のCPDプログラムに認定されています。
各講義の所要時間により単位数（1～4単位）が設定されており、
全講義科目の受講で計26単位が取得できます。

「景観」を知れば、
目線が変わる。

Our Story

京都市内で複数の 「町家ゲストハウス」 を経営する前田さん。使われていなかった古い町家を

スタイリッシュに改装し、人気の宿泊施設に生まれ変わらせました。

１０代のころから、 とにかく町家が大好き！東京でしていた仕事を辞め、 京都で町家に関わる

仕事をしている今が、とても幸せだと語ります。

前田さんが町家を仕事にするまでのエピソードと、

講座を受講したきっかけ、受講して役立った

ことなどを聞きました。

もともとは文化財などの建造物に興味があり、 そこから「まちなみ」のことをもっと知りたい、 と受講された

青山さん。講座を受けるうちに、ご自身が住む美山地域の景観の美しさ、

豊かさを再認識し、その魅力を守っていきたいと考えるようになりました。

青山さんは講座で学んだことを、地域での勉強会やガイドに応用し

地域の人、美山を訪れる人とのつながりに活かしています。

教わる側から、伝える側へ。学んだことを糧にして活躍する

姿をお伝えします。

第 6 期 京都景観エリアマネージャー

青山  優子さん
Aoyama Yuko 

第 7 期 京都景観エリアマネージャー

前田  弘二さん（株式会社立志社  代表）
Maeda  Koji 

「講座を受けて役立ったことは？」「自分の仕事にどう活かせた？」「どんな人が受講しているの？」
そんな疑問にお答えするため、修了生で現役の京都景観エリアマネージャーのメンバーにインタビューを実施！

ご自身の仕事に役立ったことや受講のきっかけを、３分の動画でわかりやすくまとめました。

堀 繁氏  　　　／ 10:00 ～ 16:30
東京大学 名誉教授・一般社団法人まちの魅力づくり研究室理事

景観とは何か？人は何を見ているか？良い景観とはどういうことか？景観について、わかりやすく解説します。

「景観」を学ぶ
～景観の良い悪いは人しだいだろうか？～

宗田 好史氏　／ 10:00 ～ 12:00
京都府立大学教授

景観法の「景観計画」で景観をコントロール（規
制）し、誘導するマネジメント方策を考えます。

景観を規制する仕組み、誘導する方策

中嶋 節子氏　／ 10:00 ～ 12:00
京都大学大学院  教授

近代において京都のアイデンティティとして発見さ
れた景観。その歴史を都市との関係から辿ります。

近代の京都と景観

山口 敬太氏　／ 10:00 ～ 12:00
京都大学大学院 准教授

景観を手がかりとした公共空間のデザインや多主体
協働の具体的な方法を、事例をもとに解説します。

景観デザインと多主体協働のまちづくり

髙田 光雄氏　／ 14:00 ～ 16:00
京都美術工芸大学 教授・京都大学 名誉教授

新景観政策以前から展開していた景観政策「まちづ
くりアプローチ」の現代的意義を再確認します。

景観政策における「まちづくりアプローチ」

森重 幸子氏　／ 10:00 ～ 11:20
京都美術工芸大学 準教授

社会の動きや制度の中での現代の住まいとしての
町家や路地について、実例を交えて解説します。

現代の社会における京都とまちと住まい

魚谷 繁礼氏　／ 11:30 ～ 12:50
魚谷繁礼建築研究所 代表・京都工芸繊維大学 特任教授

京都の都市構造の変容を一瞥し、実例を通しなが
ら歴史都市で何をいかに継承するかを考えます。

歴史都市における地域計画と建築計画

町田 香氏　　／ 13:00 ～ 14:50
京都芸術大学 非常勤講師

人々の生活と庭園との関わりや、庭園と景観との
関わりなどを、歴史的な庭園を例に紹介します。

生活文化と日本庭園
笹岡 隆甫氏　／ 17:00 ～ 18:30
華道「未生流笹岡」家元

建築や庭園との共通点を挙げながら、いけばなのデ
ザイン論及びその背景にある哲学を解説します。

伝統文化から受け継ぐ美意識谷 晃氏　　　／ 15:00 ～ 16:50
野村美術館 館長

日本文化の特徴のひとつに、外来文化を消化し独自
の文化として発信する「月の光」があります。本講義
ではそのプロセスを考えます。

和漢の境をまぎらかす

深町 加津枝氏　／ 10:00 ～ 12:00
京都大学大学院 准教授　

森や水辺などの自然は、京都の景観の重要な構成要
素となっています。その特徴や近年の課題、景観マ
ネジメントにつなぐためのポイントを学びます。
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を保全・更新する景観マネジメントを考えます。

観光再生における景観マネジメント
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交流の機会を持つ場として、「エリマネネット」という

活動のネットワークを設けています。エリマネネットで

は、まち歩きやフィールドワーク、研修会などのイベ

ントでスキルアップをはかるとともに、それぞれの分

野で活躍する修了生の交流を深めます。「グラフィック・ファシリテーション」の
スキルを学ぶ研修会

美山への研修旅行

繋
がる

つ　なさまざまな専門分野から集まる
仲間たちとの交流02

基礎講座受講者数：255 名（通年受講のみ、単回受講者を除く）

実践講座受講者数：106 名
京都景観エリアマネージャー登録者数：73 名

実践講座

基礎講座

京都景観エリアマネージャー認定

さらにステップアップして
京都景観エリアマネージャー認定を目指す

体験
する

基礎講座を受講された方は、さらに実践的な力を身につける

「実践講座」の受講が可能となります※１。基礎講座・実践講座

の両講座を修了すると、「京都景観エリアマネージャー」として

認定を受けることができ、地域の景観まちづくり活動に携わった

り、京都景観フォーラムのプロジェクトに参加することができま

す。ご自身の専門分野を活かし、京都景観エリアマネージャー

としての活躍を目指してみませんか？
※1　実践講座の受講には、規定回数以上の基礎講座の受講
　　　が必要となります。

03

まずは
ここから！

開講 12 年目の今年、カリキュラムがリニューアル！

・景観まちづくりのコーディネート
・地域の景観についてアドバイス
・プロジェクトチームを組んで景観まちづくりをサポート

地域を主体とした景観まちづくり活動への参加

本講座の講義科目は建築士会のCPDプログラムに認定されています。
各講義の所要時間により単位数（1～4単位）が設定されており、
全講義科目の受講で計26単位が取得できます。

「景観」を知れば、
目線が変わる。

Our Story

京都市内で複数の 「町家ゲストハウス」 を経営する前田さん。使われていなかった古い町家を

スタイリッシュに改装し、人気の宿泊施設に生まれ変わらせました。

１０代のころから、 とにかく町家が大好き！東京でしていた仕事を辞め、 京都で町家に関わる

仕事をしている今が、とても幸せだと語ります。

前田さんが町家を仕事にするまでのエピソードと、

講座を受講したきっかけ、受講して役立った

ことなどを聞きました。

もともとは文化財などの建造物に興味があり、 そこから「まちなみ」のことをもっと知りたい、 と受講された

青山さん。講座を受けるうちに、ご自身が住む美山地域の景観の美しさ、

豊かさを再認識し、その魅力を守っていきたいと考えるようになりました。

青山さんは講座で学んだことを、地域での勉強会やガイドに応用し

地域の人、美山を訪れる人とのつながりに活かしています。

教わる側から、伝える側へ。学んだことを糧にして活躍する

姿をお伝えします。

第 6 期 京都景観エリアマネージャー

青山  優子さん
Aoyama Yuko 

第 7 期 京都景観エリアマネージャー

前田  弘二さん（株式会社立志社  代表）
Maeda  Koji 

「講座を受けて役立ったことは？」「自分の仕事にどう活かせた？」「どんな人が受講しているの？」
そんな疑問にお答えするため、修了生で現役の京都景観エリアマネージャーのメンバーにインタビューを実施！

ご自身の仕事に役立ったことや受講のきっかけを、３分の動画でわかりやすくまとめました。

堀 繁氏  　　　／ 10:00 ～ 16:30
東京大学 名誉教授・一般社団法人まちの魅力づくり研究室理事

景観とは何か？人は何を見ているか？良い景観とはどういうことか？景観について、わかりやすく解説します。

「景観」を学ぶ
～景観の良い悪いは人しだいだろうか？～

宗田 好史氏　／ 10:00 ～ 12:00
京都府立大学教授

景観法の「景観計画」で景観をコントロール（規
制）し、誘導するマネジメント方策を考えます。

景観を規制する仕組み、誘導する方策

中嶋 節子氏　／ 10:00 ～ 12:00
京都大学大学院  教授

近代において京都のアイデンティティとして発見さ
れた景観。その歴史を都市との関係から辿ります。

近代の京都と景観

山口 敬太氏　／ 10:00 ～ 12:00
京都大学大学院 准教授

景観を手がかりとした公共空間のデザインや多主体
協働の具体的な方法を、事例をもとに解説します。

景観デザインと多主体協働のまちづくり

髙田 光雄氏　／ 14:00 ～ 16:00
京都美術工芸大学 教授・京都大学 名誉教授

新景観政策以前から展開していた景観政策「まちづ
くりアプローチ」の現代的意義を再確認します。

景観政策における「まちづくりアプローチ」

森重 幸子氏　／ 10:00 ～ 11:20
京都美術工芸大学 準教授

社会の動きや制度の中での現代の住まいとしての
町家や路地について、実例を交えて解説します。

現代の社会における京都とまちと住まい

魚谷 繁礼氏　／ 11:30 ～ 12:50
魚谷繁礼建築研究所 代表・京都工芸繊維大学 特任教授

京都の都市構造の変容を一瞥し、実例を通しなが
ら歴史都市で何をいかに継承するかを考えます。

歴史都市における地域計画と建築計画

町田 香氏　　／ 13:00 ～ 14:50
京都芸術大学 非常勤講師

人々の生活と庭園との関わりや、庭園と景観との
関わりなどを、歴史的な庭園を例に紹介します。

生活文化と日本庭園
笹岡 隆甫氏　／ 17:00 ～ 18:30
華道「未生流笹岡」家元

建築や庭園との共通点を挙げながら、いけばなのデ
ザイン論及びその背景にある哲学を解説します。

伝統文化から受け継ぐ美意識谷 晃氏　　　／ 15:00 ～ 16:50
野村美術館 館長

日本文化の特徴のひとつに、外来文化を消化し独自
の文化として発信する「月の光」があります。本講義
ではそのプロセスを考えます。

和漢の境をまぎらかす

深町 加津枝氏　／ 10:00 ～ 12:00
京都大学大学院 准教授　

森や水辺などの自然は、京都の景観の重要な構成要
素となっています。その特徴や近年の課題、景観マ
ネジメントにつなぐためのポイントを学びます。

京都の自然を活かした景観マネジメント
村上 佳代氏　　／ 15:00 ～ 17:00
文化庁 地域文化創生本部 文化財調査官

これからの文化財を活かした観光まちづくりにつ
いて、全国の事例を用いて考えていきます。

文化財を活かした観光まちづくり
阿部 大輔氏　／ 13:00 ～ 14:50
龍谷大学 教授

オーバーツーリズムの教訓を踏まえつつ、「暮らし」
を保全・更新する景観マネジメントを考えます。

観光再生における景観マネジメント

景観エリアマネージャーの役割とは
自身の専門分野を活かして景観まちづくり活動に
関わっている京都景観エリアマネージャーの実例
を聞き、その役割を考えます。

Workshop1

まちのことを調べてみよう
地域の歴史、文化、景観資源、景観規制などの情報
を、文献や統計資料から調べる方法を知ります。

Workshop2

地域の景観課題を見出してみよう
フィールドワークで気づいたことをチームごとに
話し合い、まちの景観課題を整理して発表します。

Workshop3

※同日10:00～13:00に、実践講座受講生の
　修了レポート発表会を開催します。
　希望者は発表会を聴講できます。

修了式

まちを見てみよう
「まちを見る視点」を学んだうえで、チームごとに
地域に出向いてフィールドワークを行います。実
際にまちを歩いてみて気づいたこと、気になった
ことなどを挙げてみましょう。

Field work

7月10日(土) 10:00～16:30
基礎理論１  景観とは何か？
第１回

8月21日(土) 10:00～16:30
基礎理論2  景観のマネジメント
第2回

9月18日(土) 10:00～16:30
景観と都市形成
第3回

10月16日(土) 10:00～16:30
まちとまちなみ
第4回

11月20日(土) 10:00～16:30
公共空間のデザイン
第5回

12月11日(土) 13:00～18:30
京の生活文化
第6回

2022年1月22日(土) 10:00～17:00
自然資源と観光資源の活用
第7回

2022年2月19日(土) 14:00～17:00
景観まちづくり
第8回

講義科目
2021年度
基礎講座カリキュラム 実習科目

※開始・終了時刻が他の回と異なります

※開始・終了時刻が他の回と異なります

※終了時刻が他の回と異なります

造園業「梅鉢園」代表の梅野さんは、個人のお庭のほか、長岡天満宮などの

社寺の植木の手入れも手がけています。

千年以上もの間、先人たちが守り続けてきた景色を次世代へとつなぐために

どんなことを考え向き合っているのか、これからも守り伝えていくために

必要なことは何なのか、お話してもらいました。

長岡天満宮の美しい紅葉の風景とともに、

動画をお楽しみください。

第６期 京都景観エリアマネージャー

梅野  星歩さん（庭師）
Umeno Seiho

３分動画続きは　　　　　　　　で！

３分動画続きは　　　　　　　　で！

３分動画続きは　　　　　　　　で！

京都景観エリアマネージャー　インタビュー MOVIE

大好きな京都で、大好きな「町家」が、仕事になった。

景観をデザインすることは、未来を創ること。

知識があるからこそ、景観の素晴らしさを知ることができる。

（開催日程が変更となりました）



「 景観」って、なんだろう？

子どものころに過ごした、まちの景色を覚えていますか？

嬉しさ、さみしさ、楽しさ、くやしさ・・・

記憶のなかにある、なつかしい景色は

どんな感情といっしょによみがえってくるでしょう。

景観は、いつも記憶とともにあります。

景観をかたちづくっているのは、

人々の「生活」そのもの。

暮らし、商い、遊び、学び。

人は、何かを通して必ず、このまちの景観に関わっています。

景観を知ることは、文化・歴史・人々の暮らしを知り、

深い教養を身につけることでもあるのです。

いま、社会は大きな変化のとき。

これからの社会で、自分に何ができるだろうか？

「景観」というキーワードを通して、さまざまな角度から考えてみませんか。

本講座では、京都だからこそできる８ヶ月の学びで

新しい視点を創ります。

【バス】 市バス4,17,205号系統「河原町正面」下車すぐ
【電車】 地下鉄烏丸線「五条」下車 徒歩10分 / 京阪電車「清水五条」下車 徒歩8分

　　　　　　 学生（大学院、大学、専門学校など）は通年受講・講義ごとの受講ともに で受講可能！

40名（定員に達し次第締め切り）

主催：景観整備機構 NPO法人 京都景観フォーラム（TEL: 075-354-5224） / (公財)京都市景観・まちづくりセンター　  後援：京都府（予定）/京都市　

NPO法人 
京都景観フォーラム

学割あり

2021年度 京都景観エリアマネジメント基礎講座 受講申込書

フリガナ 〒
氏名

勤務先又は
学校名

□通年受講　  □講義ごと（講師名：　　　　　氏）

□学生の方はチェックを
　入れてください

□ NPO会員（新規）　□ NPO会員（継続）　□ 非会員

以下の項目をメールか
FAXでお送りください。

受講料：
通年の方は7月1日までに、指定の口座に振り込んで下さい。
（口座は申し込み後にお知らせいたします。）
講義ごとの受講の方は講座受講の際にお持ち下さい。

※NPO会員は年会費3,000円が必要です。

kkf@kyotokeikan.org
住所

連絡先 TEL E mail（　　　　）　　　　ー

Mail 075-491-9663FAX

いずれかにチェックしてください。

いずれかにチェックしてください。

Voice

まちづくりについて何の知識もないままに始まった基礎講座
は、新しいこと、知らなかったことの連続！毎回、目からウロコ
が落ちるようでした。私は京都生まれの京都育ちですが、こ
れまでぼんやり見ていた景色が、”景観”という観点から眺め
ると、まったく違う見え方になることを知りました。
基礎講座から実践講座に進み、京都景観エリアマネージャー
になりました。現在は、フィールドワークで関わった地域をは
じめとしたまちづくり活動のサポートを行っています。
この講座を受け始めて、「あと2、30年、早く受講したかった！」
と思ってしまいました。早くから景観のことに興味を持ってい
たら、もっと、色々なことに取り組めていたかもしれません。
”自分のまちが好き”そんな気持ちがある方は、ぜひ気軽に参
加してみてほしいなと思います。

「“景観”って、何だ？」私はずっと、その疑問を胸に抱えてきま
した。大学の先生に聞いたり、本で調べたりしても、景観につ
いて知れるものはなく、この講座のチラシを見つけて衝撃を
受けました。「“景観”について教われる講座がある？！」と。
講義やフィールドワークでさまざまな事例を見ていると、ある
時、“景観”という言葉の意味が、ストーンと理解できた瞬間が
ありました。自分の体を通して知った答えは、インターネットや
本などで調べても、絶対にわからなかったでしょう。
講座終了後も、同期で学んだ仲間と、まち歩きツアーなどをし
て交流を深めています。
京都で学ぶ景観の知識と、さまざまなスキルを持つ受講生た
ちとの絆。唯一無二のこの講座に参加した経験は、私の人生
にとって、かけがえのないものとなりました。

修 了 生 の 感 想

実践講座　第７期修了生
京都景観エリアマネージャー
高橋 さん

実践講座　第８期修了生
京都景観エリアマネージャー
畝 さん

知らなかった
 京都の「景観」

深く身につく
  「学び」があります

京都市景観・まちづくりセンター　
ひとまち交流館 B1 階ワークショップルーム
京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町 83 番地の 1

会場

受講料

定員

　通年受講：全8回のすべての講義科目と実習科目が受講できます。※出席できなかった回は次年度、無料で受講できます。　　
　  一般 45,000円　／　　NPO会員 40,000円（年会費3,000円で新規会員登録可）　　
　講義ごとの受講：講義科目に限りお好きな講義を選んで受講できます。（実習科目への参加はできません）
　  1講義あたり 4,000円（第1回の講義のみ5,000円）　　

講座リニューアル記念  特別価格適用中
受講するなら今がチャンス！

お申込は左のQRコード
もしくは下記の申込書

（メール or FAX）から

お申込専用フォーム

http://kyotokeikan.org
京都景観フォーラム 検索

半額

京都景観フォーラムは、さまざまな専門分野の人材を
景観まちづくりに携わる専門家として育て
そのネットワークで、地域が主体となった
景観まちづくりをサポートしています。

※新型コロナウイルス感染拡大防止への対策を講じたうえで実施いたします。
※各回の講座のテーマや内容は変更されることがあります。

京都
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