


























2015 年1月に開かれた入江経一教授の公開講義「デザインをめぐ

る夜話」をまとめた冊子です。IAMAS へのメッセージとして語ら

れた、いま考えられるデザインや建築、都市についての抄録と、

入江教授とゆかりのある先生方、卒業生から寄せられた文章を一

つの冊子としてまとめました。冊子のサイズは B5 で、表紙は入江

教授によるデザインとなっています。

This is a booklet that summarizes Professor Keiichi Irie’s public lecture “

Concerning 'design' today” (January 2015).

As a message to IAMAS, Professor Irie talked about the design, 

architecture, and community futures that he is currently concerned with.

In regards to the content of the lecture, IAMAS graduate Kouichiro Sahara 

has summarized it into a new composition, and we had professors and 

students connected to Professor Irie contribute essays.

The front and back covers of the booklet are designed by Professor Irie.
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※閲覧する端末、アプリケーションによっては目次機能が正しく動作しない場合がありますのでご了承ください。
※Please be aware that depending upon the terminal/application used, there are times when the table of contents function 
　will not work correctly.

①目次の使い方
　・Adobe Readerの場合
　「しおり」機能を使って目次としてご利用いただけます。
　・Apple プレビューの場合
　「サイドバー」を目次としてご利用いただけます。

　How to use table of contents
　- For Adobe Reader
　Access as table of contents using the“guidebook”function.
　- For Apple Preview
　Access the“sidebar”as the table of contents.

②検索機能で該当するキーワードや名前などを
　見つけることができます。
　・Adobe Readerの場合
　「編集＞簡易検索」もしくはコマンド＋F
　・Apple プレビューの場合
　　検索窓に入力してください。

　Keywords or names can be found using the search function.
　- For Adobe Reader
　Edit → Simple Search OR Command + F
　- For Apple Preview
　Type into the search window.

※iBooksでのご利用を推奨しています。
※Use via iBooks is recommended.

①目次の使い方
　・メニューのリスト表示から目次をご利用いただけます。

　How to use table of contents
　- Access from the list display in the menu.　

②検索機能で該当するキーワードや名前などを
　見つけることができます。
　・メニューの検索アイコンから検索いただけます。

　Keywords or names can be found using the search function.
　- Search from the search icon in the menu.

これまでIAMASで発行されたカタログ類をIAMASBOOKSとして再編成し、電子書籍化しました。
Catalogues previously published at IAMAS have been reorganized into IAMASBOOKS and turned into digital books.

　PCで閲覧｜Via PC

　使用方法｜How to use

　iPadで閲覧｜Via iPad

　Android端末で閲覧｜　For Android



Concerning 'design' today

発行日
Issue

編集
Editor

撮影
Photography

翻訳
Translator

監修
Supervisor

発行
Publisher

IAMAS
503-0006
岐阜県大垣市加賀野4-丁目1-7

www.iamas.ac.jp

Copyright IAMAS

2015年9月再編
Sept. 2015

八嶋有司
YASHIMA Yushi

八嶋有司
YASHIMA Yushi

マシュー・ドリュー
Matthew Drew

前田真二郎 瀬川晃 
MAEDA Shinjiro SEGAWA Akira 

IAMAS 情報科学芸術大学院大学
IAMAS Institute of Advanced Media Arts and Sciences

4-1-7 Kagano, Ogaki-shi

Gifu 503-0006, Japan


	Concerning 'design' today
	表紙　Cover
	扉　Title page
	デザインをめぐる夜話　Concerning 'design' today
	すべてのちいさなもの、ちょっとした仕草のなかにあるときめき　Every little thing he has collected is magic
	夢　Dream
	敬意の人、入江経一。　A person of respect - Keiichi Irie.
	「とりあえず作れよ」　"Just make it"
	入江経一について書くためのノート（抜粋）　Notes for writing about Keiichi Irie (excerpts)
	入江経一プロフィール　Keiichi Irie Profile




