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はじめに 

 大阪府海外短期建築・芸術研修生招聘事業（安藤プログラム）は、大阪
が誇る世界の建築家・安藤忠雄氏が 1992 年にデンマーク・カールスバー
グ社の第 1 回国際建築家賞を受賞された副賞を、大阪府に寄贈されたこ
とを契機に 1993 年から始まり、これまでに 19 ヵ国・地域から建築を志
す優秀なアジアの若者 241 名を大阪に招聘し、名だたる企業でのインタ
ーンシップや日本の若者やホストファミリーとの交流など、ほかでは経
験することができない体験型のプログラムを提供してきました。 
 
 招聘された研修生の中には、日本の大学院に留学したり、日本企業の現
地法人で就職するなど、日本と出身国・地域との懸け橋となり活躍し続け
ている者や、大学などの高等教育機関で教職に就き、日本での学びを教え
伝えながら、次世代の担い手の育成に励む者など、その後のキャリアは
様々ですが、安藤プログラムから得た経験は、それぞれの研修生にとっ
て、大きな財産となっています。 
 
 アジア地域の発展と交流促進のため、次世代に活躍する若者の育成を
目指してきた安藤プログラムも、アジア地域の目覚ましい発展とますま
す加速する世界のグローバル化を背景に、2020 年度をもって終焉を迎え
ます。 
 
 これまで 27年という長きにわたりこのプログラムを続けてくることが
できたのも、安藤忠雄建築研究所をはじめ、この事業の趣旨に賛同いただ
いた賛助会員、受け入れ企業、その他関係機関及びボランティアの皆様の
ご協力の贈物と改めてお礼申し上げます。 
 
 歴史あるこの安藤プログラムが目指した日本とアジア諸国との友好交
流や、グローバルな視点を持ちながら地域に貢献することの意義などを
今後も多くの若者に伝えていくために、これまでこのプログラムに携わ
った全ての方々への感謝の気持ちを込めて、記念誌を作成しました。 
 
 この記念誌が関係者のみならず多くの人に届き、安藤プログラムに込
められた思いが後世に伝わっていくことを心より祈念しています。 
 

  2021 年 3 月             
公益財団法人 大阪府国際交流財団（OFIX） 

理事長 吉川 秀隆 
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事 

業 

概 

要 

趣旨   
大阪出身の建築家・安藤忠雄氏をはじめ、当事業の趣旨に賛同された有志の方々に

よってもたらされた寄付金を活用し、建築・芸術を専門とする海外の若者を大阪に招
き、日本の建築や芸術等を学ぶ機会を提供することによって日本文化等に対する理解
と関心を深めるとともに、出身国の建築芸術の発展に寄与することを目的とする。  
 
対象者   
次のいずれかを満たす者のうち、英語で建築に関する会話が可能な概ね 35 歳までの

者で、アジア諸国に居住するアジア諸国の国籍保持者    
・建築関連分野を専攻する修士又は博士課程を専攻している者あるいはその課程を修
了した者   
・建築関連分野を専攻する学士号を取得した者で建築関連分野の職務に就いている者  
 
これまでの対象国・人数  

19 ヵ国 241 名   
 
これまでの研修生の受入先   
大阪府、大阪府内建設会社（7 社）及び神戸芸術工科大学、大阪大学、大阪府立大学、 
近畿大学  
・株式会社淺沼組 大阪本店 
・株式会社大林組 大阪本店    
・株式会社鴻池組 大阪本店 
・清水建設株式会社 関西事業本部 
・株式会社錢高組 本店 ・ 大阪支店   
・株式会社竹中工務店 本店 ・ 大阪支店   
・大和ハウス工業株式会社 本社 ・ 本店  

 
主な研修内容    
・ 受入先企業における建設現場の見学や設計部門での実習       
・ 安藤忠雄氏設計建築物視察及び関西周辺の都市景観等の見学    
・ 大阪府による都市計画や法令等に関する講義や視察   
・ 日本の大学生との建築ワークショップ    
・ 建築専門家とのディスカッションプログラム   
・ OFIX ボランティア宅でのホームステイ 

 



 

 

1941 大阪に生まれる 

1962-69 独学で建築を学ぶ 

1969 安藤忠雄建築研究所を設立 

 

受 賞 

1979 「住吉の長屋」（1976） で昭和 54 年度日本建

築学会賞 

1985 フィンランド建築家協会からアルヴァ・アアルト賞 

1989 1989 年度フランス建築アカデミー大賞  

（ゴールドメダル）  

1993 日本芸術院賞 

1995 1995 年度プリツカー賞 

1996 高松宮殿下記念世界文化賞 

2002 アメリカ建築家協会 （A.I.A.） ゴールドメダル 

2005 国際建築家連合（UIA）ゴールドメダル 

2010 文化勲章 

2013 フランス芸術文化勲章 コマンドゥール 

2015 イタリア共和国功労勲章 

名 誉 会 員 

2002 ロイヤルアカデミーオブアーツ名誉会員 

教 職 

1987 イェール大学客員教授 

1988 コロンビア大学客員教授 

1990 ハーバード大学客員教授 

1997 東京大学教授 

2003 東京大学名誉教授 

2005 カリフォルニア大学バークレー校客員教授 

 東京大学特別栄誉教授 

 

主 な 作 品 

1983 六甲の集合住宅 I, II （1993）, III （1999） 

神戸市 

1988 ALLERIA【akka】 大阪市 

1989 光の教会 茨木市 

1992 ベネッセハウス（直島コンテンポラリーアート 

ミュージアム）直島町  

1994 大阪府立近つ飛鳥博物館 河南町 

2000 淡路夢舞台 淡路市 

2001 ピューリッツァー美術館 セントルイス 米国 

 アルマーニ・テアトロ ミラノ イタリア 

 大阪府立狭山池博物館 大阪狭山市 

 司馬遼太郎記念館 東大阪市 

2002 兵庫県立美術館 神戸市 

 国際こども図書館 台東区 

 フォートワース現代美術館 フォートワース 

米国 

2003 4x4 の住宅 神戸市 

2004 地中美術館 直島町 

 ホンブロイッヒ / ランゲン美術館 ノイス  

ドイツ 

2006 同潤会青山アパート建替計画 

（表参道ヒルズ） 渋谷区 

 パラッツォ・グラッシ ヴェネツィア イタリア 

2007 21_21 DESIGN SIGHT 港区 

2010 チャスカ茶屋町 大阪市 

2012 上方落語協会会館 大阪市 

2013 ANDO MUSEUM 直島町 

2014 21 世紀キリスト教会広尾チャペル 渋谷区 

 上海保利大劇院 上海 中国 

2015 国際子ども図書館アーチ棟 台東区 

2017 森の中の家 安野光雅館 京丹後市 

2020 こども本の森 中之島 大阪市 

 

安 藤 忠 雄 氏 



中之島こども本の森  
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株式会社大林組 
株式会社錢高組 
株式会社竹中工務店  
大和ハウス工業株式会社  
グンタニチケ、エスターツォイ 

過去の研修生 30 名 
（参加年度順） 



 
 
 
 

 
 
 
  

株式会社大林組 

弊社は大阪府海外短期建築・芸術研修生招聘事業の研修生を 1995 年から継続して受け入れてきまし
た。貴事業の掲げる「建築、芸術を専門としているアジア諸国の若者を大阪に招き、日本の建築又は芸
術を実地で学び、将来出身国の建築や芸術の発展に寄与してもらう」という趣旨に賛同し、大阪発祥
の建設会社として少しでも貢献したいという想いで取り組んでまいりました。 
研修においては、弊社の過去の施工物件や施工中の建設現場の見学、設計などの施工支援部門の業

務体験に加え、総合建設会社の特徴を生かした土木現場や開発プロジェクトの見学も実施しました。
近年では、建設業の枠を超え、大阪の歴史や文化についても学んでいただけるようなカリキュラムも
盛り込んでおりました。 
研修生は日本の建設やデザイン技術を精一杯吸収しようという意欲にあふれる方ばかりで、自分た

ちの生まれ育った町と大阪を比べながら積極的に弊社職員に質問を行う姿が印象的でした。研修最終
日に設けた課題発表の時間には、準備時間が短い中でも日本の現状や自国の将来についてよく考えら
れた内容を提案して頂き、大変驚かされました。 
また、カリキュラムには研修生と年齢の近い弊社若手職員が交流する時間も設けており、建築の話

にとどまらず、「アニメ」「マンガ」などの話題でも盛り上がっていました。 
これまでに弊社で受け入れた研修生に共通していたのは、自分達のことを自国の代表として捉え、

自国の将来あるべき姿について非常に高い意識を持っているという事でした。社会の問題を「自分ご
ととしてとらえている」ということに関しても、弊社の職員よりも強い意識を持っていると感じられ、
受け入れ側の我々も刺激を受けることができました。 
これはまさに貴事業の目的の 1 つである「アジアの有能な人材と日本人の学生交流の場を提供し、

日本人学生に多様な文化分野の視野を広げ、グローバルな感覚や能力の向上を促す。」が具現化された
姿であると実感しており、弊社としても毎年の研修生の受け入れを職員の成長の機会ととらえており
ました。 
最後に、これまでの研修生の皆さんが本事業で学んだことや感じたことを活かして、自国の発展の

ために益々邁進されることを祈念いたします。 
 

【過去の研修にて研修生が訪れた主な工事事務所・竣工後施設】 
（施工中） 
・中之島新線建設工事のうち土木工事（第 5 工区）       ・梅田阪急ビル建替工事     
・大阪駅新北ビル（仮称）新築工事              ・新日生病院建設工事 
・和宗総本山四天王寺 聖徳太子 1400 年御聖忌中心伽藍耐震改修工事 
（竣工後施設） 

 ・明石海峡大橋         ・大阪城 
 ・グランフロント大阪       ・大阪ステーションシティ 
 ・梅田阪急ビル       ・甲子園球場 
            （ ） 
 



  

 

 

現場見学の様子（太陽の塔・2017年） 
 
 

 
研修最終日の課題発表の様子（2017 年） 

        
 
 



 
 

 

 
弊社の若手建築家・エンジニアとの座談会にて（2016 年） 

 

 
大阪くらしの今昔館にて着物の着付けを体験（2018 年） 

 



 
 
 
 

 
 
 
  

大和ハウス工業株式会社 

  
『いつか、また、世界の何処かで、“エンドレスハート”の下、お会いしましょう！』 

大和ハウス工業株式会社 
人財・組織開発部長 池田秀司 

 
この度は、大阪府海外短期建築・芸術研修生招聘事業記念誌の発刊を心よりお喜び申し上げます。ま

た、永きにわたり本事業の運営にご尽力してこられました関係者の皆様には、心より敬意を表する次第
でございます。 
 
さて、この度、せっかくの機会を頂きましたので、本事業に対する弊社のこれまでの取り組みを振り

返ってみたいと思います。 
 
本事業は 1993 年より運営されておられますが、弊社もその熱い想いに共感し、2006年から 2019年

までの 14 年間、11 の国や地域から、合計で 31 名の研修生の皆様をお迎えして参りました。こうして
振り返ってみると、随分と多くの方々をお迎えして来たものだと感慨深いものがありますが、同時に、
弊社での研修は果たして皆様のご期待に沿い得るものだったのだろうか？と今更ながら、その責任の重
さを痛感している次第です。 

 
研修生の皆様、弊社での研修は如何でしたでしょうか？ 

 
   本事業は、先述の通り、弊社でも暫く継続して参りましたので、社内ではすっかり恒例行事となっ
ております。毎年、カリキュラムの検討には頭を悩ませたものですが、中でも一番大切にしていたのは、
「研修生の皆様に、お心残りのないように」ということ。研修生の皆様は文字通り、一大決心をして参加
されておられますので、私達なりには綿密に計画してお待ちしますが、研修期間中も皆様と会話しなが
ら、「日本、及び弊社でしかできない経験・体験は何か？」を第一に考え、時には予定を変更するなど柔
軟な運営を心掛けて参りました。また、この活動を単なる研修・見学の受け入れにはしたくない、という
思いもありました。研修生の皆様に、Diversity＆Inclusionの一例としての日本、また弊社のものの見方・
考え方に触れて頂くことで、皆様の専門性のみならず、これからの生き方を考える機会にして頂くと共
に、皆様同士の繋がりや交流を演出することで、より大きな視野を持って、これからの各専門分野での
ご活躍に活かして頂きたい、との思いも込めて活動してきたつもりです。 
 
これらは、研修生の皆様をお迎えする側としての私達の思いですが、反対に皆様から多くの刺激や学

びを頂いたことも忘れてはなりません。 
 
 



 
 

 
 

 一番大きかったのは、「自分の国をより良くするために」という崇高な志の下、若く優秀な技術者
の方々の真剣な姿勢・眼差しと吸収力の高さに、毎年私達自身が強く刺激を受けたことです。このこ
とは、関わらせて頂いた弊社の若年社員からベテラン社員に至るまで、皆一様に、「本活動の一番の
財産」と口を揃えています。 

 
第二に、研修生の皆様をお迎えする側の私達に「連帯」を生み出して頂いたことです。毎年のカリ

キュラム検討に当たっては、せっかく弊社をお選び頂いたからには、その隅々まで触れて頂きたい
と、BtoB の事業分野も含め、弊社のほぼ全てのビジネスに触れて頂くようにしています。毎年の研修
期間中、部門横断でプロジェクトチームを結成するのですが、言わば、研修生の皆様を触媒として、
ともすれば縦割りになりがちな弊社各部門の担当者同士を結び付けて頂きました。 
 
 最後はシンプルですが、研修生の皆様は毎年、心から弊社のファンになって下さったと感じさせて頂
いたことです。それは終了式時のプレゼンによく表れていて、私達も立会させて頂く中で、改めて随分
と自社の良い所に気付かせて頂けました。まるで自分が褒められたかのように大変嬉しく感じたもので
す。 
 
こうして、私達も思い掛けないギフトを頂きながら、私達なりに一生懸命取り組んで参りました。

学ばせて頂くことの方が多い取り組みではありましたが、多少なりとも、研修生の皆様のお役に立つ
ことができたとしましたら、大変光栄に思いますし、また、こうした、多くの研修生の皆様と交流す
る機会を頂けたことに大変感謝致しております。 

 
限られた期間とはいえ、弊社の精神や事業、技術や人に触れて頂いた皆様が、今も、私達と同じ建

築のフィールドを中心に世界各地で活躍されておられるであろうことを想像すると、嬉しくてなりま
せん。研修生の皆様、これからもずっとお元気で。そして、いつか、また、世界の何処かで、弊社の
シンボルマーク“エンドレスハート”の下、お会い出来ることを楽しみにしています。 

 
最後になりましたが、こうした貴重でかけがえのない機会を頂けました大阪府海外短期建築・芸術

研修生招聘事業の皆様には大変感謝致しております。本事業はきっと、各国の高い志を持った若手建
築技術者の成長・交流に大きな功績を残されたものと私達も確信しております。 

上 
 



 
 
 
 

 
 
 
  

株式会社竹中工務店 

  研修生の皆様には、弊社設計部にて２～３週間、竹中工務店で日本の建築思想と設計技術を学んでいた
だいています。（指導担当者制を用いマンツーマンでのサポートにて実施） 
 
以下、指導担当者からのコメント 
 
【2017 年度】 
 □Ashlon Lionel Frank さん（指導担当者：設計部 金澤潤） 
  受け入れ当時はグループ内で様々なフェーズのプロジェクトが稼働しており、私の担当プロジェク

トだけではなく、グループ内の様々なプロジェクトに携わってもらい、当社の建築が生み出される
プロセスや設計の考え方、チームでの働き方について体感して頂きました。研修生の方に自己紹介
して頂いた際に、日本と海外での建築の作り方に大きな違いがあることがわかりとても興味深かっ
たことを鮮明に覚えています。短い期間でしたが、私にとっても日本と世界との違いや共通する建
築的な考えを学ぶことができました。貴重な機会を頂けたことに感謝しています。 

 
 □Zhao Yating さん（指導担当者：設計部 石本明子） 
  2017年に中国からの研修生 Zhao Yating さんを当時所属していた職場で受け入れました。今思い返

すと見学や研修を除いては、まるで当社の設計部員の一人のように、オンプロでの業務の一部を担
当してもらい、デザイン検討・提案等に熱意をもって取り組んでくれました。印象に残ったのは、
国は違えども設計における感覚や価値観に多くの共通点が見いだせることでした。当時まだ当社で
普及していなかったデバイスを使いこなしているなど、こちらの方が勉強になることも多かったで
す。今後のご活躍をお祈りしています。 

 
【2018 年度】 
 □Uzma Alam さん（指導担当者：設計部 地田聡） 

 2 週間という短い期間でしたが、アジアからの研修生 Uzma Alam さんと共に過ごした時間は非常
に刺激的で貴重な体験でした。 
当時、大学の国際寮の計画があり、そのプロジェクトに参画してもらいました。アジアの方々が日
本の大学寮に求めるイメージや、日本文化、日本的な空間に対する想いを議論したことが思い出さ
れます。その過程で、日本文化、日本特有の空間を再認識したことが大きな気づきであったと感じ
ています。 
現在、留学生が学ぶ新しいキャンパスを計画していますが、このプロジェクトにおいても当時の研
修生との会話や共に過ごした経験が活かされているように思われます。日本でつくる建築を考えて
いく中で、アジア圏の方々から見た日本という視点を交えながら考えるという習慣が生まれていま
す。 

 



 
 

 
 
【2019 年度】 
 □Tran Tuan Hungさん（指導担当者：設計部 田中盛志） 

2019 年度にベトナムから Tran Tuan Hung さんの受け入れを行いました。社内でモデリングのワ
ークをやってもらいながらも積極的に外に出て建築に触れてもらうよう心掛け、当社が手掛けるプ
ロジェクトの作業所のほか、大阪市内にある歴史的な名建築巡り、また京都の桂離宮など、多様な
時代の建築に直に触れてもらいました。BIM やコンピューテーショナルを用いた当社の作業所を見
学頂いた際に熱心に質問をされている様子や、喫茶店などで一緒にコーヒーを飲みながら建築のみ
ならず多岐にわたる話ができたことは、特に印象に残っています。フリーランスとして活動される
Hung さんにとって、文化違う社会や建築に触れていくことは、今後の建築活動においても生きて
くる経験値を得る貴重な機会になったのではないでしょうか。私自身、高校生の時に安藤さんの１
冊の本に出合ったことが建築を始めるきっかけだったこともあり、こういった形で安藤プログラム
に関われたことにご縁を感じています。 

 
 □Kanij Fateema さん（指導担当者：設計部 市川綾音） 

2019年度にバングラデシュから Kanij Fateemaさんの受け入れを行いました。 
約２週間という短い期間ではありましたが、社内で実際のプロジェクトのスタディ検討を一緒に進
めながら、直近に竣工した高校や、竹中大工道具館、桂離宮の見学など、短い期間の中で積極的に
実際の建築に触れていただきました。期間中に開催していた弊社協力会社（竹和会）の技術紹介イ
ベントにも一緒に参加し、ゼネコンならではの経験をしていただけたと思っています。またイベン
トや竹中大工道具館での見学を通して、Kanij さんが木の継手仕口の模型を興味深く見ており、日
本の木造建築に強く関心を抱いていることがよくわかりました。今回の経験が今後の自身の活動に
少しでも生かしていただけると幸いです。 
一方で高校の見学や普段の会話の中では、自国の建築文化（環境）や自身の仕事について話してい
ただき、異文化での建築（建築家）の役割を改めて考えさせられ、受け入れ側の私としても良い機
会となりました。この安藤プログラムにご縁がありましたことを、嬉しく存じます。 

 



 
 
 
 

 
 
 
  

株式会社錢高組 

  1998年 10月、錢高組は大阪府国際交流財団による海外研修生受入事業に初めて参加させてもらい、
以来 2019 年までの 21 年間に、ベトナムやインドネシアをはじめ 10 ヵ国から 44 名の研修生を迎え入
れています。海外研修生の日本での勤勉ぶりとエピソードを交えて当社の取組について振り返りたいと
思います。 
海外研修生を受け入れるにあたり、研修生には日本の魅力を知ってもらい、日本で得た知識や経験を

自国で存分に生かしてほしいという思いをもって準備を進めてきました。どのようにすれば研修生が充
実した研修を送ることができるか、どのような所へ行けば日本の建築・土木の魅力を伝えることができ
るのか、毎年毎年試行錯誤の連続でした。振り返れば、研修生に日本のことを学んでもらいたいという
思いは、引率者として関わった私たち自身の研修でもあり、多くのことを学ばせてもらい、私たちにと
っても良い経験・大きな財産になったと感じています。 
安藤プログラムの研修は、主に大阪人事課が計画の作成と引率を担い、大阪設計部が実際の研修や後

に述べる建造物の訪問時の説明を行ってきました。また、建築部、土木部の協力を得て、普段はなかな
か見ることができない施工中の建築・土木の現場でも研修を行いました。施工物件や施工の様子を見て
驚きの声を上げる研修生、道具や器具の具体的な使い方を熱心に聞いてくる研修生など、いずれの研修
生にも共通して言えるのは、強い学ぶ姿勢を持っているということでした。 
大阪設計部では、2015 年度～2017年度の３年間、当社が保有する「大正時代の建築物を立て替える」

ことをテーマに実際に設計をしてもらう研修を行いました。設計部から建築基準法等の一定の制限を与
え課題設計を作り上げるというもので、研修生はそれぞれ、日本で定められているルール（建築基準法
等）に則り、限られた研修時間の中で図面・パースを作成して研修最終日のプレゼンに臨みました。成
果物はみな独創的であり、我々が想像したことがないような作品を作り上げてくれました。また、研修
生の発表も堂々としていて、人前で話す、相手に自分の思いを伝えるという姿勢は、我々も見習うべき
ものがあると感じました。 

2017年度以降の研修では、日本のどのような建築物に触れたいかなど、事前に情報をもらっていたた
め、定番である住吉の長屋と当社が施工した物件を含め心斎橋界隈に点在する安藤忠雄先生の作品を訪
問・見学しました。また、様々な建造物（国宝から現代建築まで）を訪問し、日本の歴史ある建築物や
古い街並みを歩き、全体の雰囲気を肌で感じ、人や街に触れ合ったことは研修生にとって新鮮だったの
ではないかと思います。 



 
 

最近の研修の一つに、300 年以上前に当社が建立し「原点」とも言える本願寺尾崎別院への訪問があ
ります。住職の方から今も現存する本堂、食堂、客間、へっつい（食物の煮炊きに用いる施設）、正門
などを、通訳の方を通して案内を受け、熱心に聞き入っている姿が印象に残っています。また、建物だ
けでなく、天井絵画の由来や襖絵の作者などの話に加え、客間では釘隠しなる装飾についての説明を受
けました。研修生も私たちも建造に関わられた先人のご苦労や美意識の高さに思いを馳せ、畏敬の念を
抱かずにはいられませんでした。研修最後にお別れ会を毎年行っていますが、研修の中で一番印象に残
ったものは何ですかと尋ねたところ「尾崎別院」とのこと。300 年前に建てた寺院が、今も現役で活躍
している姿をみて感激したと答えた研修生もいて、時代を超えた歴史の重みが今なお海外の若者に心に
響いていることに改めて気づかされました。 

思わぬ出会いに発展したエピソードもあります。2019 年 7月、当社役員がベトナムホーチミン市の
訪問を計画していた際、現地大学の就職活動事情を大学の教授に聴いてみようとの話が持ち上がりま
した。2019 年、当社に入社したベトナム国籍の新入社員に教授を紹介してもらえないかと依頼したと
ころ、彼は Facebook を通じて恩師に快くアポイントを取ってくれました。実はその教授、2018 年 10
月、安藤プログラムによる研修で当社に来ていたことが明らかになりました。なぜ、明らかになった
かというと、当社では四半期ごとに社内報「つちおと」を発刊しており、安藤プログラムを取材した
記事を毎回写真とともに掲載しています。当時、当社は 2名の外国人研修生を受け入れ、その様子も
同様に社内報「つちおと」にて取り上げていました。紹介を依頼した新入社員は大学時代にお世話に
なった恩師が載っていて、そんな偶然があるのだと大変驚いたということです。 
今更ではありますが、安藤プログラムは、安藤忠雄先生が「国際建築家賞」を受賞された際、「アジア

諸国の若者を大阪に招き、日本の建築又は芸術を実地で学び、将来、研修生の出身国の建築や芸術の発
展に寄与してもらう」ことを目的として設立されたものです。厳しい審査を経てこのプログラムに参加
した海外研修生の能力は高く、日本の建築や芸術を学びたいという思いや学んだことを母国の建築・芸
術の発展に役立てたいという思いが強く、研修ではその思いがひしひしと伝わり、我々も初志を貫く強
い気持ちの大切さを教わりました。 

安藤プログラムはこの度幕を閉じるとのことですが、様々な国の
海外研修生と出会うきっかけを作っていただいたことに感謝申し
上げますとともに、ご縁あってこの事業に関わることができ、プロ
グラムの目的を達成するために、微力ではありますが寄与できたの
ではないかと考えます。また、当社での研修が研修生の方々の楽し
い思い出として少しでも記憶に残っていれば幸いですし、何よりも
これまでの安藤プログラムの研修に参加した海外研修生が自国で
存分に力を発揮されんことを願ってやみません。 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
  

エスターツォイ 
ハーバード大学 建築修士号 
ニューヨーク州 認定建築士 
京都大学    講師 

グンタニチケ 
建築家、M.R.T.P.I 
東アジア建築都市研究所 所
長 

OFIX の安藤プログラムでは毎年京都へのツア
ーや対話プログラムを実施しており、お招きを受
けてグンタ ニチケ教授と共にその企画や実行に
携わることができてとても光栄でした。その素晴
らしいプログラムが昨年で終わりを迎えること
になったと知り、とても残念に思います。 
私は香港のコンクリートジャングルの中で育

ちました。香港は当時はまだマーガレット サッ
チャー氏が率いるイギリスの植民地であり、町は
活気に満ちていました。ある日私が手に取った本
がグンタ氏の著書である“From Shinto to Ando”
でした。当時の 10 代の少年少女たちは、スイー
ツや音楽、またポップカルチャーなど、日本のも
のなら何にでもあこがれを感じていました。私自
身は将来には建築の勉強をしたいと真剣に考え
ており、グンタ氏のその著書は、日本の空間を読
み解いて理解する方法を教えてくれました。その
後香港大学で工学を学び、ハーバード大学で建築
の修士号を取得しました。何年かアメリカで働い
た後、H1-B ビザの期限が切れる頃に、日本の伝
統的な建築様式である数寄屋造の大工である現
在の夫と京都で知り合いました。その後京都精華
大学の評論スタジオでグンタ氏と出会いました
が、その日の先生の鮮やかな紫色のファッション
を今でもはっきりと覚えています。グレーと黒の
色彩の部屋で、先生は生き生きとした存在感を持
っていました。 
自分を日本の建築の世界に導いてくれた本の

著者とお会いでき、運命を感じました。その後私
は日本のいくつかの大学で建築を教える教員と 

なりました。自分が建築分野で正式に教育を受け
る前に一番好きだったのは、ノーマン フォスター
と安藤忠雄とル・コルビュジエの３人であったと、
学生にはよく話していました。そのため、安藤先
生が支援する国際プログラムにグンタ氏と協力し
て参加できるというのは、まさに夢のような機会
でした。 
安藤プログラムは何年もの間順調に進み、一方

でその外の世界や自分自身の人生には大きな変化
がありました。毎年(長い間 OFIX の吉野さんか
ら)秋には 2 日あけていてほしいと丁寧な依頼を
いただきました。その後グンタ氏が連絡をくださ
り、その年の京都でのスタディーツアーの内容を
選び、テーマを決めて話し合うのが恒例でした。
他のほとんどの業務であれば、２週間から２カ月
前に日程を決めればよいのですが、OFIX 安藤プ
ログラムの場合はそうではなく、グンタ氏とOFIX
のスタッフの方が少なくとも半年前にはアイデア
を出し合う必要がありました。毎年何とかして新
しいコンテンツを提案し、うまく進めることがで
きました。今となってはもう訪れることができな
いところもあります。例えば呉服商である紫織庵
という素晴らしい町家は京都市の中心にあり、茶
室も備えています。以前は西陣にある千両ヶ辻の
伝統文化祭に参加したこともありました。本当に
素晴らしい思い出であり、もう一度プログラムに
組み込みたいと、グンタ氏はいつもおっしゃって
いました。 



  

残念ながらその年以降は９月のプログラムの日程
が祭の日程と合わず、再度の参加は実現しません
でした。 
毎年研修生が大阪入りして各企業で研修を開始

してから、彼らと会う機会がありました。彼らの表
情は希望にあふれて輝き、学んだり知識を共有し
たりする意欲を強く持っており、日本の大学の教
室で見かける、普通の学生が浮かべる戸惑い疲れ
た表情とは全く違っていました。研修生は様々な
国から来て多様な経歴を持ち、流ちょうな英語で
発表しており、伝えたいという気持ちに満ちてい
ました。日本の学生にもぜひそうなってほしいと、
強く思った体験でした。研修生は安藤プログラム
で初めて日本に来て、この国際的な環境の中でい
ともたやすく、そして熱心に自分たちの研究につ
いて意見を交わしていました。私が知る日本人の
同年代の学生に同じことができるとは思えず、私
にとってこのプログラムは１年に１度、国境を越
えた学問の環境に戻ってほっと一息つける時間で
した。大阪の受入企業やホストファミリーも同じ
ような思いを持っていてほしいと思いました。 
これまではこのプログラムが毎年開催されるの

をほとんど当たり前のようにとらえていました
が、それが突然終了することが避けられないと知
りました。グンタ氏は以前におっしゃっていたア
イデアを膨らませて、新しい著書の執筆を始めて
いらっしゃいます。何年にもわたって研修中に議
論したのは、主にグンタ氏が関心を寄せる持続可
能な建築にまつわることでした。日本の伝統建築
の根幹をなす 

 

 
 
考え方でありながら、多くの場合忘れられ、無視さ
れてきたものです。私自身は香港やアメリカでガ
ラス張りの高層ビルを設計してきましたが、今は
伝統的な数寄屋造りの建築技術や建材を使った建
築物を扱う仕事を行っています。インドネシア、ネ
パール、フィリピン、スリランカ、ベトナム、韓国
などの多くの研修生と同じように、私自身も各国
の伝統的な遺産について学び、新しい形態や用途
に適用する必要性に迫られています。他の国での
取り組みや前例に触れ、ネットワークについて知
り、同年代で同じような考えを持つ同業のプロと
会うことができ、大いに触発されました。このよう
な試行錯誤や挑戦を続けることができればよいと
思います。 
また研修中の議論で心を動かされたもうひとつ

の主題は、植民地支配の記憶に関するものでした。
植民地時代の建築物は遺産として保存する価値が
あるのか？第二次世界大戦後にドイツを離れたグ
ンタ氏は、植民地化された後の建築について、文化
遺産としての重要性を認めていませんでした。一
方で香港やフィリピン等の場所で育った私たちに
してみれば、植民地時代の建築物や歴史地区は前
向きな意味を持ち、その場所を特徴づける遺産な
のです。 

 



 
 

しかしグンタ氏にとっては、インドやネパール、イ
ンドネシア等の各地で地域に根付く建築こそが尊
重や手入れに値するものなのです。そして彼がず
っと気にしていたのは、日本人が祇園の町家をコ
ンクリートの建物にしてしまい、前面だけを町家
風にして保全していることでした。このように、今
と昔という両方の社会や技術がある中での選択や
調整という議題を、異なる経歴を持つ研修生たち
が好んで議論していました。 
私は小さなプロジェクトにも関わって京都でさ

さやかに活動しており、その中では繊細な感覚や
数寄屋造りの伝統工法に関する技術、また木材(銘
木)の選択に関わって正しい判断をすることを求
められます。つまり 
日本の伝統的な建造物の保存と再生のお手伝いを
しているのです。ただ、次世代がどのようになって
いくのかはわかりません。というのも、日本人の好
みや建築に関する法律が変化しているからです。
ほとんどの人は、ある空間やものが「日本らしく」
見え、インスタグラムでいいねがつけば満足する
でしょう。かつての茶人は素材や空間の配置を愛
でましたが、今はそうではなく、文化というものが
表面的になりつつあります。先人たちは今よりも
シンプルな生活を送り、自分たちの持てるものに
目を向けていましたが、今を生きる人には懸念す
ることや選択すべきことがもっとたくさんあると
いうのもその理由のひとつでしょう。 

 
 

毎年行っていた OFIX 安藤プログラムでの研修
生との議論は、教鞭を取ったり他の活動をすると
いう日常の小さな空間から私を引っ張り出して、
自分の価値観のありかたを再評価させてくれ、ま
た世界から来た研修生が新しい見方や課題に気づ
かせてくれました。建築物の保存や再生に同じよ
うな懸念を持ち、環境にやさしく人に好まれるも
のにしたいと考えている建築家の同僚たちと知り
合うことができ、うれしく思っていましたし、彼ら
との議論には興味が尽きませんでした。安藤忠雄
氏がビジョンを持って副賞を寄贈してくださった
こと、またグンタ氏のリーダーシップとインスピ
レーション、また OFIX で本事業に関わった全て
のスタッフが運営のために尽力されたことに心か
ら感謝します。 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

 
イスムリニ ドゥウィアリ 
（株）竹中工務店 (2000) 
ブラウィジャヤ大学 工学部 地域都市計画学科教員 
インドネシア 

 
氏名 
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職業 
出身地 
 

研修の思い出 
このプログラムに参加したのはほぼ 20 年前の

ことで、「忘れられない素晴らしい思い出」ができ
ました。子供の頃から「漫画やアニメ」を見て日本
にあこがれていたため、そのころから考えると、プ
ログラムに参加できて「夢がかなった」のです。日
本での滞在はまさに素晴らしいものでした。神は
その存在の初日からこの完璧な宇宙を創造し、生
きるものすべてを強くしてくださいました。神に
感謝しています。アジア諸国から約 30 名の研修生
が集まりましたが、それぞれが違う経歴を持つた
め、刺激的な交流を楽しみました。 
一方で、プログラムでは全員が「若手建築家」と

して選抜されたという共通点があることから、建
築という共通言語を用いて、アジアのみならず世
界的に先進的な国である日本において、集中的な
活動を通じてそれぞれの可能性を広げました。プ
ログラム構成は素晴らしく、講義と建設現場で理
論と実践を学びました。特に今でも記憶に残って
いるのは、大阪と京都の都市部と建物は、計画から
建設、監視や評価に至るまですべてが緻密に行わ
れていることです。どの段階でもチームワークが
非常に強く、その中で各個人が自分の最高の力を
発揮します。また日本では伝統と現代、そしてポス
トモダンの価値を組み合わせて調和させていま
す。プログラムに参加して以降は、いつも自分に与
えられた役割を果たせるよう精いっぱい努力して
います。 

受入先で得たもの・学んだこと 
私は銭高組の企画部で受入企業研修を受講し、

技術面だけでなく人間関係も学びました。担当し
てくださったスタッフの方が高層建築や賃貸住宅
の建設現場の視察に連れて行ってくださいまし
た。建設中の高層建築の中には特殊な耐震性能を
持つものもありました。高層建築を地震が襲うシ
ミュレーションモデルのビデオを見て、高度な構
造設計についてよく理解することができました。
また地震の被害を受けることで改良されてきた低
層建築の地震対策の進化の歴史を、嵐山の築 100
年の住宅と京都の現代の住宅の建築資材や設計の
違いを取りあげて説明してくださいました。 
日本よりもさらに大きな地震が頻繁に起こるイ

ンドネシアでも、地震が起こるたびに、高層およ
び低層建築の両方に厳しい耐震基準が適用されて
きました。同社の社長に表敬訪問する機会をいた
だき、本当に光栄でした。社内の皆さんに仕事の
世界を見せていただいただけでなく、オフィスで
の朝の儀式や社内外でのコミュニケーションとい
った日本人の日常生活も垣間見て、深い学びを得
ることができました。 私のつたない日本語でコミ
ュニケーションが難しかったのですが、理解して
いただいて心からありがたく思いました。 

 



 

現在の事業 
私は 1999 年からインドネシアのブラウィジャ

ヤ大学工学部地域都市計画学科の教員として勤務
しています。現在の私の職務での目標は大きく分
けて 2 種類です。 
一つ目は大学教員としての究極の任務として、

地域都市計画分野に関する学生の知識を最高レベ
ルまで高め、同時に建設分野における学生個人の
能力を伸ばすということです。なぜなら、若い世代
の優秀な人たちが世界に幸福をもたらすからで
す。 
二つ目は自分が行政に関わる学者という立場か

らくるものです。官と学が協力することで、計画と
して作られたものがよりよく実行できる可能性が
あるため、このようなプロジェクトの実際の計画
プロセスと開発に是非とも携わりたいと思ってい
ます。 
二つの目標を達成するために自分の知的能力を

高め続け、またネットワークも広げていきたいと
思います。一つ目の目標を達成するための一案と
して、例えば京都大学の工学部・大学院工学研究科
とブラウィジャヤ大学とで覚書を交わして交換留
学を行うということが考えられます。双方の学生
が毎年 1 週間から 1 カ月の間交換留学生となり、
主に二つの活動を行いますが、その内容は i) 従来
の講座とそれに関連する内容を組み合わせる ii) 
建設会社または現地の行政機関でのプロジェクト
視察です。一方二つ目の目標達成のための案とし
ては、必修の「フィールドワーク」の講座の一環と
して、インドネシア国内の市や地域の詳細な空間
計画や開発に学生が関わるとよいと思います。 

 
都市基盤施設管理の 

ワークショップ 

(2018 – 大阪市) 

安藤先生へのメッセージ 
このプログラムという素晴らしいアイデアを先

生が生み出してくださったことに心から感謝しま
す。参加前には「自分が世界で学ぶこと」を単に不
合理な理由をつけてやめてしまったことが何度か
ありました。このプログラムは私にとって大きな
意味があります。まず、自分が持つ前向きなエネル
ギーをすべて傾けてやりたいことをやれば、何で
もできると思います。大阪や京都で美しい建物を
見たときに最初にそれを感じました。特に先生の
研究所におじゃまする機会に恵まれ、人間の幸せ
のために周りにある温かさと美しい環境を組み込
んで作品を作るという先生の素晴らしい思いをう
かがった時に、強くそう感じたのです。 
またプログラム中は幸運にも、先生の作品を代

表する、また先生の作品だとすぐわかる光の教会
や近つ飛鳥博物館を訪れることもでき、空気感を
感じる機会がありました。私たちは確かに多くの
部分で違っていますが「ひとつの地球」に一緒に生
きており、お互いに助け合うことが不可欠です。こ
のことから外国で学ぶという勇気と、他の人のた
めに一番よいことをする、つまりただ考えるだけ
ではなく真に「正しい」行動をするという強い信念
を手にすることができました。 
今でも自分の知識と視野を広げ続けています。

その一環として、2011 年に京都大学で博士号を取
得しました。先生が教えてくださった全世界との
交流の精神を、絶えることなく広めていきます。
Moichido, Sensei, hontou ni domo arigatou 
gozaimashita.（もう一度、先生、本当にどうもあり
がとうございました。） 
 

住居定住計画 

アル―諸島 

アルーテンガー区 

インドネシア（2019） 



 
 
 
 

 
 
 

 
ヘリ― サントサ (Dr. Eng. Ir. ST. MT.) 
清水建設(株)  (2002) 
ブラウィジャヤ大学工学部 建築学科長 
インドネシア 

 
氏名 
受入先 
職業 
出身地 
 
 

研修の思い出 
安藤プログラムと清水建設での研修に参加し、

日本の家庭でホームステイをしたことは、日本滞
在中に最も思い出深い出来事でした。1カ月のプロ
グラム中に清水建設の建築及び土木部での研修が
あり、建築分野での実務的な経験をたくさん積む
ことができました。日本の労働文化では労働者は
勤勉で時間を守り、プロフェッショナルな仕事を
尊び、年長の同僚を尊敬していると感じました。ま
た日本人の家庭でのホームステイを楽しむ機会も
ありました。日本の家族は伝統と文化を守りなが
ら暮らしており、その生活は効率性や経済性、秩
序、礼儀、文化に基づいたふるまいに満ちていまし
た。  
プログラム中には特に興味深い活動がふたつあ

りました。ひとつは各国の研修生によるそれぞれ
の国の建築や文化の特徴についての発表です。も
うひとつは安藤先生の名建築を巡る視察と安藤忠
雄建築研究所への訪問です。先生の名建築のそれ
ぞれの表現にみられる設計のアイデアに思いを巡
らせることで、先生の建築設計のプロセスを深く
理解できました。 

受入先で得たもの・学んだこと 
清水建設の主要な事業は建設、建築、土木、不

動産サービスです。同社では建築企画設計部で研
修を受けました。作業チーム間ではコミュニケー
ションがほとんど日本語で行われており、実はこ
れが一番大変でした。その状況では言葉とともに
建築分野で使われる記号類がとても役に立ち、チ
ーム間のコミュニケーションを助けてくれまし
た。 
建築家が作業をするにあたっては 2 種類の方法

があり、その経験を積むことができました。ひと
つは建築設計のアイデアを 3 次元で可視化する方
法で、もうひとつは製図という技術による方法で
す。ひとつめについては、デジタルフォトモンタ
ージュという技術を使い、建築設計のアイデアを
実際の画像の中に落とし込んで 3 次元化するとい
うもので、建築の仕事をし始めてから初めての経
験でした。この技術により、その設計を周辺の風
景や空間に直接投影して、それぞれの設計の影響
を確認することができます。そしてもうひとつ、
一般的にエンジニアリングデザイン(DED)と呼
ばれる製図技術や手法も経験しました。 

DED 文書は非常に専門性が高く、製図で使われ
る様々な記号や現場での建設段階に関する技術的
な詳細情報を記載していました。建築家としての
経験と実践的な専門知識の両方を得ることで、専
門家としての実務と Architectural Drawing Studio
で学ぶ際の業務の土台となりました。 



 

現在の事業 
これまで携わってきたプロジェクトで最も重要

なものは、2010 年のブラウィジャヤ大学工学部の
デカナツ棟の設計プロジェクトです。この建物は
工学部の 8 学科に関するサービスや学部管理、事
務や財務管理、学生に関する事務に供します。この
建物は 7 階建てで、3 年をかけて段階的に建設し
ました。設計段階は学部長の任期 2 期にわたり、2
名の学部長が関わりました。大きな課題は建物の
外観と形状の設計プロセスで、教育機関らしい象
徴的な建物にすること、また工学部周辺の雰囲気
に合ったものにすることでした。そのためこの棟
の正面には、高等教育の 3 つの柱である教育、研
究、地域への貢献を表す垂直のシンボルをあしら
い、印象的な外観にしています。さらに屋根の形状
はブラウィジャヤ大学の特徴である複層のピラミ
ッド状の屋根の作りを踏襲しています。周囲の建
物との関係で建物の専有面積に制限があり、デカ
ナツ棟は周囲の建物との間の空気の循環を保ち、
空間を十分に取らなければなりません。また 2 階
には多目的室があり、工学部の 8 学科が一同に会
して会議を行うことができます。 
 
 

図 1. デカナツ棟の正面画像 
 

安藤先生へのメッセージ 
安藤プログラムに参加させてくださった大阪府

国際交流財団 (OFIX)にとても感謝しています。
プログラムでは日本の企業で実習を行って知識と
経験を得ることができ、ホームステイに参加し、安
藤先生の名建築を視察し、他の国から参加した研
修生と出会うことができました。これらはどれも
意義深く記憶に残る経験であり、現在に至るまで
の自分の公私にわたる人生に貴重な教訓を与えて
くれたと思います。 
このプログラムは各国の間で情報や知識、経験

を共有するために不可欠だと思います。それは建
築分野だけに限らず、人々の職業人生のすべての
側面や文化についても言えることだと思います。
プログラム中には先生の創作活動の成果として安
藤建築の名作品がさらに成長することを知り、理
解することができました。先生の建築設計は、現在
と過去と未来の関わりの中で、日本社会の生活と
文化の哲学に触発されて生まれたものだと思いま
す。一方で、プロとして建築を実践する際の労働倫
理の大切さも垣間見ることができました。このよ
うなプログラムが終わりを迎えることなく、同じ
ような目的や意図を引き継ぎ何らかの他の形や仕
組みで続いていくことを願っています。安藤プロ
グラムは本当に素晴らしく、建築分野や科学的な
面だけではなく、日本社会における生活や仕事、文
化全体のシステムを深く体験させてくれるプログ
ラムだと思います。 

 
図 2. デカナツ棟の斜視画像 

 



 
 
 
 

 
 
 

 
アニー・フォン・マン ツェー 
大和ハウス工業(株)（2006） 
建築家 
香港 
 

 
氏名 
受入先 
職業 
出身地 

研修の思い出 
安藤プログラムは、現代建築と伝統建築の両方

に触れる機会を与えてくれた、私の人生で最も大
切な思い出のひとつです。安藤先生の作品である
淡路島の本福寺や狭山池博物館、直島の地中美術
館などの現代建築を視察しましたが、シンプルな
形式で最小限の資材を使用しており、示唆に富み、
かつ崇高で心を揺さぶる建築空間に深く感動しま
した。また清水寺、金閣寺、四天王寺や大阪城を視
察してその保存状態がとても良いことに気づき、
日本庭園や歴史的建造物にみられる日本の伝統、
文化や価値を日本人が大切に維持する様子に深く
感銘を受ました。さらにグンタ ニチケ先生がプロ
グラムで教えてくださることで、日本文化におけ
る「禅」と、それが安藤先生の建築や日本庭園に見
事に表現されていることがより深く理解できまし
た。安藤プログラムは、いかに建築が真に人間とつ
ながることができるのかを学ぶきっかけを与えて
くれただけではなく、美しいフォルムやレイアウ
ト、ディテールのほかにも、空間での経験によって
人の心を動かすことができるという深い学びを与
えてくれたのです。  
私はいつも歴史的建造物と現代的な建築物の両

方を訪れ、人間が作った建造物が自然や周りの環
境に見事になじんで溶け込む様子を楽しんでいま
す。このような経験に触発され、研究やプロとして
の実務の際にも、自然の中の建築とそこにある場
の情景をつなぐ最良の方法を探っています。 

受入先で得たもの・学んだこと 
受入企業である大和ハウス工業での研修を通じ

て自分の視野が広まりました。同社の注文建築住
宅が効率的に建てられ、かつ様々なモデルや同社
独自の建築資材を広くそろえており、それをユー
ザーが選択することで、ユーザーのニーズや要求
を満たすことが理解できました。香港ではこのよ
うな仕組みがなく、同社の注文建築住宅に対する
信頼感やその背景にある信念は、今後香港で住宅
はもちろんのこと、高層建築を建設する際にもよ
い手本になります。 同じように標準化、あるいは
モジュール化された設計で顧客のために柔軟に対
応しながら、質のよい住宅を提供することができ
るでしょう。また香港によくある高層建築はこの
繰り返しで応用することができるため、モジュー
ル設計や独自の建築資材で効率的に建設すること
ができ、さらに有益であると思います。 
大和ハウスは可動式のプレハブ住宅を 1950 年

代初頭に開発しました。この住宅建築モデルと、
大地震に耐える高度な耐震性能などの建築技術が
現在の業界のトレンドの先駆けとなり、世界中の
建設業界でプレハブ住宅や MiC(モジュラー統合
建築)への志向がさらに強まっています。MiC技術
はまだ香港ではあまり進んでいませんが、政府が
大きな力を入れています。建設効率を高め、建設
廃棄物や公害を削減し、建設現場での安全性向上
のため現場での作業を最小限にする必要があるこ
とから、様々な種類の建物で可能な限りこれを取
り入れることが必要となっています。 



 

現在の事業 
これまでに複数の学校の拡張プロジェクトに携

わりましたが、その時は設計や建設に重点を置い
ていました。また庭園やショッピングモール、住宅
ビルやオフィスビルなど異なる性質のプロジェク
トにも関わりました。 
直近の学校建設プロジェクトでは、中国のインタ
ーナショナルスクールの敷地で、既存の体育館の
取り壊しと新しい教育棟の建設を担当する建築家
として携わりました。敷地全体の改築工事に加え
て、中学生のために最新の教育設備と環境を整え
ることが必要になったからです。 
現在は行政機関が行っている、職員が使用する

区域を整備するプロジェクトや、学校のプロジェ
クトで実現可能性調査から建設までの段階を担当
しています。それぞれの地区のコミュニティによ
って状況や特徴が異なるため、実現可能性調査を
行うことで、設計や建設を実際に始める前に設計
や開発の可能性を探ることができます。設計段階
で校長や教員としっかりと打ち合わせをすること
が不可欠で、例えば特別学校で生徒に知的障がい
があるなどのケースもあり、異なる年齢層の生徒
の様々なニーズを打ち合わせによってくみ取るこ
とができます。 
クイーンズヒル地区では住宅開発によって人口

が増加し、それに対応するために学校建設のプロ
ジェクトを行っているのですが、そのうち私が関
わってきた 2 件は 2021 年に暫定的に終了となり
ます。２校の設計は各学校のスポンサー組織が求
めるニーズや学校運営に合うもので、しかも 2 校
やその周りの環境もあわせて全体として統一感が
あるものになっていると思います。 

 

安藤先生へのメッセージ 
建築の巨匠である安藤先生がこのプログラムに

参加する機会を与えてくださり、とても感謝してい
ます。 
プログラムで先生の様々なプロジェクトを視察し
ましたが、これこそが私が常に望んでいたことでし
た。また他の国で建築を学ぶ学生と一緒にプログラ
ムを進める中でアイデアを交換することができ、さ
らに実り多い時間となりました。 
多くの資材を使ったり、いろいろな建築言語を取

り入れるのではなく、先生の作品はシンプルなフォ
ルムで最小限の資材を使い、光や風、緑などの自然
の要素を取り入れて見事な空間を作り出していま
す。だれもがその場の体験を楽しむことができ、そ
のことに最も魅了されました。それは建築空間の純
粋な体験であり、簡素の美を体現しています。本や
ビデオなどの媒体で見て想像するのではなく、だれ
もが直接触れて感じ、体験すべきものであると思い
ます。 
先生の建築から大いにインスピレーションを得て、
修士論文では建築を通じた内省の旅について執筆
しました。また建築のレイアウトやディテールを意
識して設計することで、その場所で見る人の心を動
かす体験が生まれることから、影響力のある空間は
建築物の規模にかかわらず作ることができるとい
う思いがさらに高まりました。そして安藤先生の建
築設計に対する熱い心を感じて、自分が建築設計へ
の熱意を持ち続ける気持ちがさらに強くなりまし
た。プロとしてのキャリアの中で、他の人にとって
意味のある空間を作ることに全力を尽くそうと思
っています。  
先生の研究所におじゃました時には先生に直接

お会いすることができませんでした。いつかぜひ先
生にお会いして、先生の設計のプロセスや、様々な
建築プロジェクトを完成させた際のクリエイティ
ブな経験をうかがいたいと、今でも願っています。 



 
 
 
 

 
 
 

 
セトヨ ヌグロホ 
(株)錢高組 (2018) 
インドネシア・スラバヤ・セプル・ノーペンバー工科大
学建築学科職員 
インドネシア / （現在）日本 
                      

 
氏名 
受入先 
職業 
 
出身地 

研修の思い出 
私はインドネシアのセプル・ノーペンバー工科

大学(ITS)建築学科の最終学年だった 2006 年に安
藤プログラムに参加しました。当時の私にとって
は初めての外国への旅であり、インドネシアやス
ラバヤでは見たこともなかったものが日本にはた
くさんありました。特に貴重な思い出となったの
は、プログラムに参加することで様々な文化や背
景を持つ友人がたくさんできたことです。毎日の
受入企業でのプログラムを終えた後、毎晩のよう
にホテルのロビーに集まって、学んだことや体験
したことをお互いに話し、また週末には一緒に府
内の様々なところに出かけました。  
プログラムでは安藤先生が設計された多くの名

建築を視察しました。その中でも兵庫県の淡路島
にある本福寺と淡路夢舞台の 2 カ所が特に印象に
残りました。本福寺では選ばれた建材と空間配置
の効果によって静寂を感じることができ、また淡
路夢舞台では連続的に美しく配置された景観を見
て、空間の連続性の大切さを理解することができ
ました。このような体験が、自分が持つ建築と空間
に関する考え方に直接的な影響を与えてくれまし
た。建築家は設計の際にその場所が持つ魂を組み
込み、建築物とそれを使う人の間に心のつながり
を作り上げなければならないということが、安藤
先生の作品を通じて理解できました。   
 
 

受入先で得たもの・学んだこと 
企業研修で受け入れていただいたのは銭高組

で、滞在していた靱本町のホテルからはどの研修
先よりも近く、徒歩で 5～8分でした。同社の皆さ
んはとても親しみやすく親切にしてくださり、研
修中はいつも助けてくださいました。 研修中には
同社が施工するプロジェクトの現場視察に行きま
した。大阪城からほど近いところにある大阪府警
察本部庁舎の建設プロジェクトの視察では、大地
震から構造物を守る耐震構造について学んだこと
を覚えています。現場視察の機会をいただいただ
けではなく、自分たちが一番視察したい建築物の
要望を出すこともできました。私は安藤先生が設
計された光の教会と司馬遼太郎記念館の視察を希
望しました。 この 2 か所は大阪市内からは少し距
離があるものの、同社のスタッフの方々が快く連
れて行ってくださいました。それに加えて日本の
伝統的な建築物（四天王寺）を視察し、文化（茶道）
を体験することもできました。  
同社の資料室には構造関係、また建設や建築物

に関する多くの資料が所蔵されており、研修中に
時間がある時はこの資料室で過ごしました。私が
あまりにもよくこの資料室で資料を閲覧していた
ため、研修の最後にはスタッフの方が高層建築に
関するイラストの本をくださいました。この本に
は建設プロジェクトの着工から施工完了までを漫
画のようなタッチのイラストで示してあり、その
プロセスの理解にとても役立ちました。この本が   
 



 

あることで、後日ベトナムで建設プロジェクトに
携わった際に、プロジェクトに関する理解を深め
ることができました。 
現在の事業 

2017年より東広島市に住み、広島大学で 5 年間
の博士課程に在籍しています。この 5 年間は自分
個人の研究を行うだけでなく、日本国内の他の地
方大学の学生との共同研究も行っています。私の
現在のプロジェクトは都市設計の分野の学術研究
に関するものですが、かつての安藤プログラムで
の経験、特に地方の特性や文化的価値を大切にす
るという考え方に大きな影響を受けています。と
いうのは、この考え方は「場所の感覚」という概念
と関わりがあると思われるからです。現在は 2 件
のプロジェクトを進めています。1件は学位論文執
筆のための研究で、サワンナケート（ラオス）とミ
ャワディ（ミャンマー）という国境の街における場
所の愛着についてのもの、もう 1 件は広島県の郊
外にある御手洗地区を対象にし、場所の感覚が地
元でどう受け止められているかを調査する共同プ
ロジェクトです。これらのプロジェクトは、地元住
民が空間での体験に基づいて場所の感覚を構築す
るプロセスを観察することを目的としています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真：御手洗地区でのプロジェクト 

安藤先生へのメッセージ 
私をこのプログラムに参加させてくださった安

藤忠雄先生に感謝しており、修了生であることを
誇りに思っています。このプログラムではアジア
全域から若手建築家が一堂に会して日本の建築か
ら直接学び、スキルや経験を積むことができまし
た。個人としてはこのプログラムに参加すること
で、日本での人的ネットワークを広げることがで
きました。来日するたびに彼らと連絡を取り、まる
で友人や家族のように強いきずなを作ることがで
きました。 日本には「一期一会」という言葉があ
りますが、二度とないその瞬間を大切にするとい
う考え方に強く共感しています。  

2006年の研修生は残念ながら安藤先生に直接お
会いすることはできませんでしたが、私はいつか
別の機会にお会いできると信じていました。安藤
プログラムの修了生が目に見えるもの（建築物）と
目に見えないプロジェクト（研究）を通じて、学ん
だ知識を社会に還元できることを願っています。
2006年の安藤プログラムの思い出は、私の心の中
にずっと生き続けるでしょう。  
 



 
 
 
 

 
 
 

 
ワナット タンプラサート 
（株）大林組 (2006) 
サイアムピワット社(有) 企画運営部マネジャー 
タイ 
                      

 
氏名 
受入先 
職業 
出身地 

研修の思い出 
この国際交流プログラムへの参加は、一時的に

外国で暮らし、異なる文化について学ぶ絶好のチ
ャンスだといって差し支えないと思います。わず
か 30 日ほどではありましたが、安藤プログラムは
生活、学習という点で忘れられない経験となりま
した。 
来日するのは 2 度目だったのですが、前回の観

光旅行とはまったく違う滞在となりました。しか
し、来日経験があったおかげで、日課や地図を読
む、場所を覚える、電車で通勤するといったことに
順応できたのかもしれません。日本の電車が時間
通りに来ることはよく知られていますが、プログ
ラムでも大人数だったにもかかわらず数々のタス
クが順調に予定どおりに進みました。建築に関す
るディスカッションから実習、建築物の視察から
ホームステイまでと有益な活動がいろいろと準備
されており、研修生の関心を知識や文化体験にう
まく集めるように構成されていました。こうした
プログラムのおかげで私の視野が広がりました。   
日本の建築に対して強烈な印象を受けたのです

が、これは単に本を読んだり、写真を見たりするだ
けでなく、現地や実際の空間での印象や感じ方と
相まってのことだろうというのは間違いありませ
ん。 
受入先で得たもの・学んだこと 
平日の実習は、プログラム全体の半分ほどを占

めていたということもあり、重要な活動という位
置付けでした。受け入れ先は大林組でした。整然と 

予定が組まれており、設計、土木、建築のセッシ
ョンにはっきりと分かれていました。 
建造物の設計、建設に関する参考になる資料が

たくさん準備されており、企業研修中、会社の方
が見せてくださいました。また、理解を深め、目
を肥やすために、歴史的建造物、建設現場、現代
建築などの現地視察にも連れて行ってくださいま
した。並行して、設計のセッションで研修生は建
築設計とプレゼンテーションのスキルが特に求め
られる課題も与えられました。しかし、課題では
最終的な成果物の良し悪しは重視されておらず、
分析的思考、概念設計提案、グループディスカッ
ション、意思決定、最終決定を通じた設計プロセ
スが重視されたものでした。実習の最初から最後
までこのプログラムの目的に合致した学習体験で
した。 
企業研修は、職場環境において無視できない規

律、熱心さ、勤勉さを実感する機会にもなりまし
た。このような姿勢が日本を重要で影響力の大き
い経済国家へと導くうえで中心的な役割を果たし
たのかもしれません。 
現在の事業 
エアポート・レール・リンク 
エアポート・レール・リンクプロジェクトにつ

いては安藤プログラムの応募書類として提出した
ポートフォリオでも触れましたが、2006 年からの
プロジェクトです。後に同プロジェクトは完了し、
2010年にエアポート・レール・リンクは開業しま
した。空港のサービスレベルと都心部への接続を 



 

支え、最大化するために立ち上げられたプロジェ
クトで、タイ初の高速複線鉄道となりました。第 1
期では 8 つの駅とシティ・エア・ターミナルが設
置されました。 
建築上の主な特徴は、三角形と湾曲した部分が

建物と一体化している空港に関連した設計となっ
ているということです。可能な箇所には自然採光
と風が通る仕組みが取り入れられました。設計コ
ンセプトと材料は、現代的な公共交通施設を作る
ということを意図したものでした。 
House 136 
プログラムについてインタビューを受け、OFIX

だより 2007 年 1月号に掲載されました。このイン
タビューでは将来自分の家を建てるという計画の
ことも話したのですが、約 10 年後にようやく実現
しました。 
土地に 40 年前から平屋があり取り壊さなけれ

ばならなかったのですが、屋根構造に使われてい
た木材をたくさん残しておき、再利用して別の用
途に用いるつもりでした。新しい家の設計は用地
の制限、方位、基本的な要件に従ったもので、スチ
ール部材と再生木材を検討しました。設計、建設を
経て、設計の意図と建設費に見合った 2 階建ての
家が完成しました。 

 

 

安藤先生へのメッセージ 
安藤プログラムの目的が日本の文化や建築への

理解を深め、研修生の能力を高め、つながりを築く
ことだということは明らかでした。こういった目
的に照らし合わせると、成功裏に終わった極めて
有益なプログラムでした。 
最も重要なことですが、安藤忠雄氏設計の数々

の作品を体験するということは素晴らしかったで
す。安藤氏の作品は、自分の目でその空間を見た
い、自分の手で有名なむき出しのコンクリートの
壁に触れたいという世界中の建築愛好家を引き付
けています。安藤作品に特化した展覧会があった
ならば、どこで開催されたとしても足を運んで芸
術的な図面や資料を鑑賞する価値があるでしょ
う。 

NHKワールドで放送されている「プロフェッシ
ョナル」というドキュメンタリー番組があります。
さまざまな分野で働く並外れた才能を持つ日本人
の密着取材を通じてプロジェッショナルの意味を
伝える番組です。番組で取り上げられた人は全員、
番組の最後で「プロフェッショナルとは？」という
質問に答えます。この番組を見ると、プロフェッシ
ョナルな建築家として高い評価を受け世界的に称
賛されてきた安藤先生のことを思い出します。こ
の番組で先生が取り上げられれば、建築作品以外
の先生の習慣やビジョンを知るために必見です。
さらに、番組最後の質問に対する先生の答えは誰
に対しても刺激となり感動を与えるものに違いな
いと思っています。 
最後に、安藤先生ならびにこのプログラムの関

係者の皆様に対し、敬意と深い感謝の気持ちを示
したいと思います。この意義あるつながりが今後
も続きますよう願っています。 
 



います。 
受入先で得たもの・学んだこと 
錢高組での研修時には、同社の施工プロジェクト
や大阪、神戸、京都で有名な建築物の視察の機会
がありました。施工中や施工完了後の建物、また
高層建築物や地下構造物、交通用河底横過トンネ
ルなど特徴のある構造物、さらに保存されている
銭高家の伝統家屋の視察も行いました。また兵庫
県にある人と防災未来センターの視察もあり、災
害時の救助や災害後の復興段階におけるコミュニ
ティの役割など、公共政策の一環としての災害リ
スク低減について知ることができました。  
このプログラムを通じて、建設業界が尽力して強
靭で美しい建築物を世に生み出すととともに文化
遺産を保存していることがわかり、深く感銘を受
けました。またこのプログラムは、災害に対して
脆弱である環境や歴史的価値、文化や社会的責任
を負うコミュニティに目を向けるということに気
づかせてくれました。 
さらにこのプログラムを受講することで、主に公
共サービスを提供する現在の所属機関への入省へ
の心構えを身につけることができました。入省後
は国内の様々な場所に赴き、自然災害により被害
を受けたコミュニティで一時避難所を開設し、現
地での支援に関わりました。 
自然災害の多いインドネシアの公務員として、宅
地と住宅を開発する際はその計画開始時から災害
リスクの低減を考慮に入れなければならないこと
を理解しました。この実現を目指して、オランダ
のロッテルダムで都市管理と開発の分野の修士号 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
レキャン プルヒタ サリ 
(株)錢高組 (2007) 
公共事業国民住宅省 居住総局職員 
インドネシア 
                      

 
氏名 
受入先 
職業 
出身地 
 

研修の思い出 
大阪府海外短期建築・芸術研修生招聘事業（安藤

忠雄プログラム）に 2007 年 10月 17 日から 11 月
14 日まで参加した時のことは、今でも鮮明に記憶
に残っています。インドネシアのセプル・ノーペン
バー工科大学の建築学科を代表して参加し、他の
アジア諸国からの研修生と出会いました。 
参加当時の私は大学在学中の最後のプロジェク

トを終え、学位取得を経て社会人としてのキャリ
アに踏み出そうとしていました。このプログラム
を通じて建築や芸術分野で自分が関心のあること
を見直してみようと思いました。大学在学時は地
域特有や歴史的な建築、公共政策や倫理に関心を
持っていました。 
安藤プログラムのコース中は錢高組で研修を受

けたほか、大阪府庁職員との交流プログラムもあ
りました。さらに神戸芸術工科大学の学生ととも
に 2007 年アジア青年シンポジウムにも参加しま
した。プログラムの企画や運営がどのように行わ
れていたか、京都ではいかにして建造物や文化を
保存することができたのかを改めて思い出しま
す。またアジア諸国から来た学生や実務を行って
いる人に会う機会があり、意見交換をしたり、彼ら
のプロジェクトや彼らが暮らす文化での経験につ
いて聞いたりすることができました。 
研修終了時には自信や建築や芸術に対する熱意

を新たにし、自分の道を歩もうと思いました。スラ
バヤでは他の学生との意見交換にも参加し、また
インドネシア建築家協会にも加入しました。その
後 2008年からは公共事業・国民住宅省で勤務して 



 

を 2013年に取得し、研究を終えることができまし
た。 
現在の事業 
現在は公共事業・国民住宅省でチームの同僚に恵

まれ、一緒に働きながら学びを得ています。私の担
当は公共空間と住宅開発です。これまでに携わった
プロジェクトは、(1)中部ジャワ州セマランにおけ
る漁師の居住地域(2)全国の観光開発地域(3)国家
スラム改善プロジェクト(NSUP)などです。 
観光地域の開発では、観光を支えるインフラと設

備の整備を中心としており、私の所属する省と観光
省が 2016 年から共同で行っています。最初に調査
を実施し、現地のマスタープランの作成を行いまし
た。第 1 フェーズは 2018-2019 年、現在は 2020-
2021年の第 2 フェーズ で、モロタイ、ワカトビ、
マンダリカ、ブロモ テンガルおよびセメル山、タ
ンジュンレスン、トバ湖、タンジュンケラヤン、セ
リブ諸島、ラブハンバジョ、ボロブドゥール地域と
いう国内全域の 10 か所の観光開発地域で進めてい
ます。   
現在携わっているもう 1 件のプロジェクトはコ

ミュニティ密着型の開発プログラムで、東ジャワ州
の地方コミュニティにインフラと住宅を整備して
支援を行うものです。地元の自治体とコミュニティ
がプロジェクトの主体として主導的な役割を担い
ますが、他の利害関係者との共同作業は容易ではあ
りません。関係者間で共通認識を持ち、直面してい
る作業の短期・中期・長期的な目標を定めるには時
間がかかります。  
今年の私の業務としては、ブロモテンガルおよび

セメル観光開発地域の第 2 フェーズが中心になっ
ています。この地域は自然保護区域内にあり、また
活火山から至近距離にあるため、災害リスクの低減
を考慮に入れながら文化的価値と用地取得(調達)、
さらに環境に配慮した設備を整備するという、バラ
ンスが求められる難しい業務です。 

安藤先生へのメッセージ 
大阪府海外短期建築・芸術研修生招聘事業は、研

修生が建築や芸術にどう取り組むのかを自問する
ことができる重要な事業です。私はプロジェクト
の視察を通じて、人々の安全、自然の知性、時間の
価値に関する知識を得ることができました。 
若くフレッシュな感性を持っているということ

は、この仕事でやりたいことを見つける際に強み
になります。私も当時は若く、目の間に多くの選択
肢が広がっていました。丸 1 カ月にわたって日本
で発見の日々を過ごし、様々な遺産の地や現代的
な公共の建物、シビックデザインに接していまし
た。このプログラムでは若く可能性にあふれ、才能
に恵まれた多くの人がアジア諸国から集まりま
す。そして研修を通じて自信や熱意を新たにし、
各々の専門分野で輝き続けるのです。 
このプログラムに参加させてくださった安藤忠

雄先生に心から感謝します。この経験があったか
らこそ、私は今建築家でいられるのだと思います。
現在はまだ理想的な最高の設計を模索しながら、
所属組織での業務に全力で取り組んでおり、これ
からは建築や芸術の世界にも貢献したいと思って
います。 
今の時代、時や場所を隔てていても、妨げにはな

りません。2007 年の研修で学んだことをこれから
も実践して、コミュニティの人々が豊かになり、よ
りよい環境や居住空間で生活できるように努力し
ていきたいと思います。今後いつか、修了生や研修
生がどこにいてもオンラインのイベント等でつな
がって、それぞれの知識を共有できればと思いま
す。 

 



 
 
 
 

 
 
 

 
ルン・リー・チュー、クロエ 
大和ハウス工業（株） (2008) 
香港中文大学 開発オフィス 建築・プロジェクトマネージャー 
香港 

 
氏名 
受入先 
職業 
出身地 

研修の思い出 
様々な文化的背景をもつ建築家と交流できた

ことは貴重な体験でした。研修生はアジア、ヨーロ
ッパ、アメリカのいろんな地域から来ていました。
異なった文化的背景や習慣をもつ建築家はデザイ
ンに対してそれぞれ関心や力点が違います。スリ
ランカ出身の研修生が自分の考えを伝えてくれた
ことを思い出します。彼女は津波や地震に耐えら
れる家を作るために建築家になりたいと言ってい
ました。自然災害で家をなくした人々を見てきた
から、自分自身の家族や次世代のために安全な家
を作りたがっていました。建築とは単なる美の追
求や栄えの良い外観のためだけではなく、そもそ
も人のためになるという中核的価値があるという
彼女の熱い思いに感化されました。彼女のビジョ
ンは人類に貢献するためのものです。人の目を引
く派手なデザインよりも基本的なニーズに忠実で
あるべき謙虚さを教えてくれます。またこのプロ
ジェクトを通じて、異なる文化や習慣をもつ人を
尊重することを学びました。この経験を今後の仕
事に活かし、主観的な判断をする前に謙虚に耳を
傾けようと思います。同じ事業に係っている当事
者やステークホルダーを尊重し、彼らの話をよく
聞き、平等に対応するように心がけていきます。 

 

受入先で得たもの・学んだこと 
大和ハウス工業での住宅建築工法はとても印象的
でした。現場はきちんと管理、整頓されていまし
た。壁材、床材、天井用の材料などすべての建築
資材はパネルやモジュールに組み込むことができ
るように設計されています。工場で組み立てるの
で、品質は保証され期間も短縮できます。たった
一か月で家を一軒建てることも可能です。 
香港の建築業界でも同様の建築工法が開発さ

れ、それらはモジュラー統合建築（MiC）と製造
組み立て設計(DfMA)と呼ばれています。私はこ
の二つの工法について研究し、当時手掛けていた
病院のプロジェクトに採用することを提案しまし
た。DfMA のコンセプトは大和ハウスのパネルや
モジュラーシステムとよく似ています。その目的
として、部品を工場で設置してしまうので、大量
生産が可能になり、現場での建築時間が短縮でき
ます。私が以前手掛けていた病院のプロジェクト
では、各棟の入口にソープディスペンサーと鏡を
備えた手洗い場が必須でした。大量に必要でした
ので、DfMA 工法を応用すべく、壁パネルに洗面
台、ソープディスペンサー、そして裏側に配管を
めぐらせた鏡を一体化させることが提案されまし
た。この工法は、エアダクトや電気通信設備、配
管を備えたフレームを天井裏の空間に一体的に収
めるなど、ビルサービス設備の取り付けに広く応
用することができます。 
 



 

現在の事業 
現在私は、香港中国大学のキャンパス開発オフ

ィスで建築・プロジェクトマネージャーとして働
いています。同大学(CUHK)で学士号と修士号を
取得した私は、職員としてここに戻ることができ
て嬉しく思います。建築学士を取るなら CUHKの
社会科学部に入ります。建築学部の創設者は、建築
は人文系でもなければ工学系でもないという考え
の持ち主で、人間に関する学問である建築は、社会
科学、社会学、心理学などの分野の影響を受けると
いうことです。 
私は常々公共建築に興味を持っています。皆が、

家族や友人たちと過ごす場所で、いい思い出であ
れ悪い思い出であれ、その場所についての体験や
記憶を呼び起こすような建物に興味があります。
キャンパス開発オフィスに来る前は、西九文化区
のミュージアム M+や、東九文化区の警察本部や
精神病院の建築を手掛けていましたが、規模も種
類も異なる大学での仕事は楽しいです。新校舎建
築、既存校舎の拡張やリフォームも含まれます。現
在手掛けているプロジェクトは 300 室ある学生用
ホステルやアートミュージアムの拡張、既存施設
のリフォームなどです。アートミュージアムは芸
術作品のコレクションを収めているだけでなく美
術部学生のための学習用ミュージアムとして将来
活用します。アートミュージアムの追加施設には
芸術教育本来の意味を保持しつつも、創造や対話
のためのスペースを設けます。ミュージアム内に
はアーティストスタジオがあるため、学生は芸術
作品を学び、多様な展示、定期開催されるシンポジ
ウムから刺激を受けることができます。ここは、教
授陣、講師、芸術家、キュレーター、そして何より
も CUHK の学生にとって学びの場となるでしょ
う。  

安藤先生へのメッセージ 
安藤先生が書かれた一冊の本の中で、各地をめ

ぐることで建築を体験する重要性について説かれ
ていたことを思い出します。安藤先生自身は米国
へ行き現地の建築を体験されました。先生が世界
各国の学生に先生の母国で先生の作品を直に味わ
うことができるこの安藤プログラムを立ち上げた
理由がわかります。先生の作品や事務所への訪問
とは別に、日本の企業でインターンシップを経験
できたことはとても価値あることでした。受け入
れ先の大和ハウスでは、設計チームから工場、営業
マーケティング部にいたるまで、様々な部署の方
とお話しする機会を得ました。建設現場にもいく
つか訪れ、奈良工場へも 1 週間お邪魔しました。
社員の方は誰も親切で何でも教えてくれました。
皆さんには心から感謝しています。  
個人的には、安藤先生がこのプログラムに資金

を提供してくださり、関西や先生の作品を体験す
る機会を作ってくださったことに感謝していま
す。感染が広がる中で、旅行は難しくなりますが、
実は私の故郷で隠されていた宝物を見つけまし
た。このチャンスを活かし今一度立ち止まり再出
発したいと思います。まさに人生にとって何が大
切かを考えよという天の声かもしれません。建築
家は常に働きすぎという印象を他人に与えていま
す。今回のことがすべての建築家にとり、最も大切
なことや大事に思うべきことを思い起こさせてく
れる機会になればと願います。最後に安藤先生の
ご健康とご多幸をお祈りいたします。 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

 
カイシャン リャン 
(株)大林組 (2009) 
崑山科学技術大学空間設計学部 助教 
台湾 

 
氏名 
受入先 
職業 
出身地 
 

研修の思い出 
2009年の安藤プログラムに参加することで大切

な思い出がたくさんできました。アジアからの 9
人の友人と出会いました。短い研修期間中、互いの
故郷の話をしたり風習を紹介したりし、世界は広
いということ、異なる文化を敬わなければならな
いということを理解しました。例えば、さまざまな
国の設計者が庭園を設計しようとする場合、一般
市民が好みそうな最も美しい花を植えたいと思う
設計者もいれば、生態系が失われることがないよ
うにその土地の植物を植えたいと主張する人もい
るでしょう。異なるアイデアは私にとっては新た
な刺激であり、大きな影響を与えてくれます。この
ような友人ができて嬉しく思っています。今でも
連絡を取っています。 
日本と台湾は高齢化や地震の問題など類似点が

たくさんありますが、日本の方が台湾よりも進ん
でいます。故郷に貢献できるよう進んだ技術や概
念も台湾に持ち帰りました。また、大林組でのイン
ターンシップ中には数多くの先輩社員さんにお世
話になり、知識だけでなく、環境に対する優れた姿
勢についても教わり、大いに影響を受けました。こ
のようなことから、台湾に帰ってから教育現場で
働き始め、自分の身に付いたことを生徒に伝え、よ
り多くの人に影響を与えました。 

 

受入先で得たもの・学んだこと 
2009年、大林組で研修を受けました。私に与え

られた設計課題は河岸整備プロジェクトでした。
まず思いついたのは、人々の注意を引くために非
常に特殊な形状にするということでした。同社の
先輩は私のアイデアに目を通すと、設計というの
は見た目がいいだけではダメだと仰いました。設
計者は利用者のニーズやそれに伴う行動を考慮し
なければならないと。また大林組は地震被害を防
ぐさまざまな空間設計について学ぶために多くの
場所に連れて行ってくださいました。耐震免震技
術や装置は非常に重要ですが、教育はさらにいっ
そう大事です。教育には、さまざまな訓練を通じ
て地震が起きた際に空間設計をうまく利用するこ
とでどのように被害を減らし、円滑に救助を待つ
かを人々に知ってもらうということも含まれま
す。 
インターンシップを終え、台湾に戻ってから、

学んだことをどう多くの人に伝えるかを考え、最
終的に教員になることにしました。空間設計を中
心に教えています。課程では、設計は利用者本位
でなければならず、空間の設計は外観を重視する
だけでなく、日常的な使われ方や地震や災害時に
どのようにして多くの人を守るかということを考
慮しなければならないということを強調していま
す。 

 



 

現在の事業 
台南市にある崑山科学技術大学空間設計学部の

助教を務めています。研究分野は主として「空間設
計」と「CAD・CAM」です。前者は利用者に密接
に関係しており、後者では理想とする設計を設計
者が完成させるうえでのコンピューターの関わり
方を研究しています。研究を通じて、技術進歩によ
って将来の空間設計はますます多様になるという
ことが分かりました。例を挙げますと、いわゆる
「空間」は現実のものにとどまらず、仮想現実や拡
張現実までも含まれる場合があります。設計者は
今や多様な空間を自由に創造することができ、ハ
リーポッターの映画のような世界を実現させるこ
とさえできるのです。空間はもはや不変のもので
はなく、どのようにも変化するものなのです。 
しかしながら、空間設計があまりにも多くの制

約から解放されると、利用者は空間の質が良くな
ったと感じるのでしょうか。実は、あらゆる空間設
計において、対象となる空間設計が「良い」か「悪
い」を判断することができるのは利用者だけなの
です。この先、空間設計はますます多くの機能を持
つことになるでしょう。空間機能は、従来の新聞の
求人広告がすべての職務を記載しているように、
持てる機能をすべて利用者に見せるべきでしょう
か。それとも「グーグルのページ」のように機能が
たくさん備わっているけれども最初は隠れていて
リクエスト直後に利用者が反応するのを待ってい
るのでしょうか。ここでの鍵は、利用者に焦点を当
てるということだと思います。良い空間設計と言
われるものは、あらゆる利用者のニーズを満たさ
なければならないのです。 

 

安藤先生へのメッセージ 
「知識の目的は真実であり、道徳の目的は善で

あり、芸術の目的は美である」と言われます。「真
実」「善」「美」は優れた設計に欠かせません。この
３つがすべて揃っている場合にのみ理想の世界が
形成されるのです。安藤忠雄氏について説明する
にあたっては、前文を用いるのがぴったりです。安
藤氏は生涯ずっと私のお手本となってきた方で
す。 
「真実」に関しては安藤氏の素材へのこだわり

に反映されています。いつも素材のエッセンスを
利用されています。打ちっぱなしのコンクリート
には飾りもごまかしも一切ありません。「善」につ
いては心地よい環境に対する氏の姿勢にあらわれ
ています。植林を強調している場合もあれば、持続
可能な建築を重視している場合もあります。「美」
は美的なディテールに対する同氏のこだわりに反
映されています。これまでの作品に見られるさま
ざまなディテールはすべての設計者が学ぶ価値が
あります。 

2009年の安藤プログラムに参加したことで、多
くを得ることができました。建築に関する知識や
技術の習得は「真実」であり、アジア各国からの参
加者と友人になることは「善」であり、日本の伝統
文化を経験することは「美」です。安藤先生にはこ
のようなチャンスを与えてくださり、私の目を開
かせてくださったことに感謝申し上げます。また、
大阪府国際交流財団（OFIX）のスタッフの皆様に
は当時面倒を見て下さりありがとうございます。
皆様方、そして安藤プログラムのことを今でも懐
かしく思っています。ありがとうございました。そ
して今後ともよろしくお願いいたします。 

 



研修の思い出 
OFIX 安藤プログラムは複層に重なりあった、一生

に一度の機会でした。大きくて恐れさえ感じるよう
な建築の世界に踏み出したばかりの私は、高みを目
指すものの 、どこからスタートしていいのかさえわ
かっていませんでした。安藤プログラムは希望の光
であり、キャリアを踏み出したばかりの私に適切な
ものすべてを与えてくれた、本当に大切な経験でし
た。(1) 安藤先生自身から洞察のある言葉をいただい
たことで建築家としても人間としても私の人生の師
となりました(2) 先生の主要な建築作品の場所を実
際に訪れ、目で見て感じ、そして何よりもその雰囲気
を吸収しました(3) 受入企業である竹中工務店での
研修では、最高レベルの環境で働くという実体験が
できました(4) 京都ツアーでは現地の文化に魅了さ
れました。ニチケさんにお会いし、彼はその後私のよ
き指導者でありよき友人となりました 。そしてもう
ひとつの素晴らしいこととして(5) アジアの若手建
築家の友人たちと実りある対話を交わし、素晴らし
い思い出を共有したことを大切に思っています。 
受入先で得たもの・学んだこと 
 2009 年、私はとても真剣にプログラムを受講しま
した。最初は近つ飛鳥博物館や狭山池博物館、本福寺
やウェスティン淡路への視察だけだったのですが、
竹中工務店のオオヒラさん、ミヤジマさん、ユカワさ
んが親切に同行してくださり、光の教会やガレリア
アッカ、Time’s にも足を延ばすことができました。
また受入企業でのプログラムを通じ、建築のディテ
ールについて興味を持つようになりました。恐らく
この突然の「ディテール熱」のせいだと思うのですが 

グループリーダーのタカハシさんは会社の資料室へ
の入室とコピー機が使用できるカードを貸してくだ
さいました。このご親切により、私の帰国便の荷物
は重量超過になってしまいました。 
現在の事業 
 帰国後 3 年間はいろいろな企業で「キャリアホッ
ピング」をしながら働き、構造やプロジェクトの管
理スキルを磨きました。時間があいた時には、何時
間もかけてコンペに出品する作品の制作を行い、こ
れまでに全部で 75 件のコンペに応募しました。バリ
在住後の 2012 年には個人スタジオを(再)設立し、
Office of Strategic Architecture (OSA, www.studio-
osa.com)と名付けました。設立当初はコンペ関連の
活動が中心でした。11 件の「無名の」コンペで入賞
した以外、大きなコンペでは結果を残せていません
が、 弊社のプロポーザルの多くが大規模な入札案件
で使われています。例えば高雄海洋文化とポップミ
ュージックセンター、台湾タワー (フェーズ 1 およ
び 2), 新台北市立美術館、シドニーのグリーンスク
エア図書館、シドニーのパラマッタタワー、インド
ネシア国立博物館(フェーズ 3)、ヘルシンキ グッゲ
ンハイム美術館(5000 件以上のプロポーザル中上位
100 位以内)、ストレルカロシア集合住宅 (3000 件以
上のプロポーザル中上位 300 位以内)などです。OSA
が「特筆に値する」プロジェクトを受注し始めるま
でには何年かかかりました。 
 バージニア・メリーランド・ウェストバージニア
州の北端、ワシントン DC 大都市圏の有名なバーニ
ングツリー・ベセスダ地区の近郊にあるサンタンジ
ェロ・バンドレジデンス(2014-18)は、退職した銀行 

 
 
 
 

 
 
 

 
エカ スワディアンサ 
(株)竹中工務店 （2009） 
建築家 
インドネシア 

 
氏名 
受入先 
職業 
出身地 



家で法律家の夫婦の邸宅です。325 ㎡の建物の傷んだ
外皮を修理して拡張しました。72 ㎡のマスタースイ
ート(マスターベッドルーム、プライベート用居間、
バスルーム 2 か所およびウォークインクローゼッ
ト)、マスタースイートに付属する 105 ㎡の居室(プ
ライベート用図書室、ウィンタールーム)、56 ㎡の「サ
マーキンチョ」(建物 2 階でつながる木造住宅)、 4
つの「独立」ユニット(それぞれにパントリーとバス
ルームを持つ計 243 ㎡の部屋)があり、145 ㎡の共有
スペースは他のすべての部分とつながっています。
外注で作られた木製の 5 つのコンテナを使って建て
られ(特注のキンチョを含む)、サニタリースペースは
火山岩の素材で作られています。この 1 軒の邸宅は
5 つの部分に分離して使用することもできるため、通
常時は 4 軒の個別の一戸建て住宅として貸し、休暇
シーズンには夫婦と 4 人の子供がそれぞれの部分を
使用します。ラグーナ ギリ (2017-18) は小規模な
リゾート施設の拡張プロジェクトでした。プログラ
ムを組み合わせることで 760 ㎡の複合施設の機能を
果たします。(リゾートの)ダイニングホール、ロビー、
フロント、メインキッチンに加え、(PADI CDC の)
レクリエーション用スキューバダイビングのサービ
スデスク、インストラクター養成スクール、小規模な
オフィスや売店もあります。ビーチに面する区画で
は 530 ㎡のみが利用可能で、そこに既存の遊泳用プ
ールをひとつ、新しい水深 5 メートルのダイビング
用プールを「窮屈にちりばめ」ました。その設計戦略
は、1970年の万博のメインパビリオンに着想を得て、
ひとつの「大きな屋根」の下に関連する機能を持つプ
ログラムを「集めて積み上げる」というものでした。
ただこの現場がギリ トラワンガン島という離島に
あったため、プロジェクト期間は物資の輸送が常に
大きな課題でした。そのためサンタンジェロ・バンド
レジデンスで仕上げに使用した、メルバウの硬質木
材で被覆した特注プレテンション 12/12 軽量鋼材を
この現場でも使うことになりました。  

安藤先生のメッセージ 
また先生のおかげで、エール大学、コロンビア大学、
ハーバード大学、東京大学と UC バークレーで学術研
究の可能性を探ることができました。OFIX 安藤プロ
グラムの参加経験を履歴書に書くことで、常任の学術
研究者の地位がなくても研究活動を始めることがで
きました。その結果、時間がかかっても成長し続ける
ことができています。2011 年以来実務から学び、研究
論文を発表することで、徐々に著名な組織から講義や
発表に招聘されるようになりました。 例えば MIT 
(マサチューセッツ州ケンブリッジ、2014 年)、嶺南大
学(香港、2016-20 年)、ENSA ノルマンディ(ルーアン、
2017 年)や ENSA PLV (パリ、2018 年)などからの招
聘を受けています。安藤先生の研究所でお話をした時
のことで、ふたつのことを特に覚えています。(1)先生
が若い時にインスピレーションを受けたのはル・コル
ビュジエ だったと言われたことから、私は 2018 年の
初頭に SPIRIT_45 というグループを立ち上げ、ラ・
ロッシュ邸、サヴォア邸、スイス学生会館/ブラジル学
生会館、ロンシャン礼拝堂、ラ・トゥーレット修道院、
フィルミニ・ヴェールに行きました。しかし 2018 年
半ばには業績が芳しくなくなり、東ジャワ州の地方部
に移転しました。新型コロナウィルスが拡大する直前
に スタジオの運営費用を賄いきれなくなり、 OSAの
経営を物理的に停止せざるを得なかったため、研究に
専念することを決めました。(2)先生は「団結するアジ
ア」という考え方を何度も話しておられましたが、そ
の意味を完全に理解するのに 10 年かかりました。そ
して昨年半ばに香港で SPIRIT_47立ち上げたのです。
アジアの 14 名の若手建築家が集い、しっかりとした
ポートフォリオを作り、CIAM のように自分たちのこ
の組織を発展させていこうと思います。安藤先生と
OFIX にいただいたご恩をすべて返すことはできない
でしょう。それでも安心してください。OFIX 安藤プ
ログラムが終わっても、安藤忠雄のレガシーは先生の
元研修生である私たちの作品の中に生き続けていま
す。 

 



業者の石橋信夫氏が夢に描いたビジョンによっ
て、不可能なことは何もないと証明され、効率性
と効果を求める未来の住宅開発に対する熱意が生
まれました。私はインドネシアでどのようにその
技術を活用できるのかと、今でも思いを巡らせて
います。インドネシアは環太平洋の火山国であり、
住宅を従来のようにレンガで建てるという発想を
変えなければなりません。現在でも学生に講義を
する際は、自分の学びを広く伝える機会ととらえ、
研修で学んだ原則を伝えるようにしています。大
切なのは、単にプレハブ住宅の建て方というだけ
ではなく、徹底的な研究に基づいた建設を行うと
いう姿勢なのです。 
同社の研究所は世界各地で見られる地域特有の

住宅について研究を行っていますが、その内容を
見ると、人によって求める住宅は違うのだという
ことがわかります。だからこそ、住宅は単にモノ
ではなく、そこに住む人を映し出す鏡であること
に思いを至らせなければなりません。研修中に同
社のユニフォームを身に着けている時はとても誇
りに思い、自分も同社の一員であるかのように感
じました。決して忘れることのできない経験です。
いつか将来、大和ハウスがインドネシアでプレハ
ブ住宅事業を行う構想を立ち上げる時が来たら、
私も是非とも一員として参加したいと思います。  
現在の事業 
日本の現代の建築と同様に、多くのヌサンタラ

建築が持つ現地特有の要素、特に基本的な哲学と
して文化の発展との関連で取り上げられたもの
は、インドネシアのコンテンポラリー建築に生か 

 
 
 
 

 
 
 

 
ユスファン アデプテラ ユスラン (Dr.Techn.Ir.St.,MT.,Ars.) 
大和ハウス工業(株) (2011) 
ブラウィジャヤ大学建築学科 助教  
インドネシア                     

 
氏名 
受入先 
職業 
出身地 
 

研修の思い出 
大和ハウス工業のプロジェクトのいくつかに関

わったことは、担当プロジェクトを監督する際の
今の姿勢に強く影響しています。視察のみではあ
りましたが、多くの経験を得ることができました。
例えば同社では社員が非常に真剣に業務に取り組
みながらも、職場の雰囲気をユーモアに満ちた楽
しいものにしようと心がけています。私はこれを
平城山にある総合技術研究所で感じました。日本
人は職場では仕事に集中することが多いため、非
常にまれなケースだと思います。この研究所では 2
名の方が担当してくださり、同社が住宅開発に取
り入れた最新の技術について熱心に説明をしてく
ださいました。また地震シミュレーションを行う
振動台や防音ユニットを試したり、壁の耐火技術
を視察したりしました。私はこれらの視察を通じ
て未来の住宅の技術を考えるようになりました。
そしてこれこそが今私たちに必要なことであると
感じました。インドネシアでは特に、崩れるととて
も危険な昔ながらのレンガや屋根瓦を今でも建築
資材として使っているからです。この視察で得た
知識をもとにして、地域にある資材にこれらの技
術を組み合わせて、インドネシアの住宅を建設す
る研究を行おうとしています。 
受入先で得たもの・学んだこと 
大和ハウスでは価値ある学びを得ることがで

き、また大阪本社と総合技術研究所、奈良工場では
貴重な体験をすることができました。 特に忘れら
れないのは、プレハブ工法が将来的には住宅に対
する考え方を変えるだろうという気づきです。創 

 



 

せると思います。現在私は研究者として、各地特有
の建築というこの基本 
要素を現代の設計に根付かせるための取り組み

を行っています。理論的、また科学的な研究が進め
ば、インドネシアの中で目に留まることなく息づ
く文化が明示的知識として注目される機会が来ま
す。称賛される習慣としてのみならず、未来にも生
かせる文化となるのです。  
さらに、インドネシアの各地特有の住宅の保存

には、既存の方法以外の手法で取り組むつもりで
す。初めて出版した、研究施設におけるヌサンタラ
建築の保存という著書の内容をもとに、地域の伝
統的な木造住宅から退居したい地元民に対して、
その建物を博物館へ移築することを提案していま
す。この手法は特に従来の考え方を持つ保存学者
にとっては大胆に見えると思いますが、 私たちの
文化が生き続けて次世代で発展していくには、必
ず検討しなければならない手法だと思います。 
安藤先生へのメッセージ 
このプログラムが終わってしまうと聞き、とても
さびしく思います。毎年たくさんの笑いにあふれ
ており、研修生が大きな希望を胸に抱いて初日に
大阪に降り立ったことを考えると、複雑な気持ち
です。私たちが大阪を発つ日、帰国便が離陸する時
には、滞在中に作り上げたきょうだいのような絆
と懐かしい思い出が途切れてしまうのだと思い、
寂しさで涙を浮かべていました。他の研修生と再
会できるかわからないけれど、それでもまた会い
たいという望みを抱いていたのです。 

同窓会があるという知らせが OFIX からあり、 
あの時の思い出に再会したいと思い、すぐに参加
の準備をしました。しかし今の状況ではそれは夢
でしかないと思います。 
安藤先生、先生にこのメッセージを読む時間が

おありかどうかわかりません。でももし読まれた
ら、このプログラムに参加する機会をくださった
ことに心からの感謝を申し上げます。先生の研修
生のひとりであることをとても光栄に思います。
先生のおかげで、それまで行ったことのなかった
世界のすべての大陸を旅する機会に恵まれまし
た。  
今いる場所からですが、先生に毎日神のご加護

があり、先生が健康で素晴らしい日々を送られま
すようにお祈りします。そして願わくば、私たちの
中からもうひとりの安藤忠雄が生まれ、先生がな
さったように、次世代の人たちが新しい世界を体
験する機会を作ることができればと思います。 
どうもありがとうございます安藤先生   
 

 



 
 
 
 

 
 
 

 
ガドカリ マユラ ムクンダ 
大和ハウス工業(株) (2011) 
国立都市研究所 保全建築技士 
インド 

 
氏名 
受入先 
職業 
出身地 

研修の思い出 
2011年の安藤プログラムに研修生として採用さ

れた旨のメールを OFIX から受け取った時のこと
は、今も鮮明に覚えています。それまでの数週間、
私は大学の修士論文などのやるべきことを終わら
せ、その後準備のために帰省をするという大変ス
トレスフルな時間を過ごしていたため、知らせを
受けた時にはほっとしました。 
私にとって、安藤プログラムの研修プロセスは

来日するずっと前に始まりました。インドにいる
うちから、プレゼンテーションやレポートの作成、
日本語研修、日本文化についての読書などです。こ
れを書いていると多くの思い出が鮮明に蘇りま
す。 
関西空港で他の研修生に会った時には、OFIX か

ら出迎えてくださったアルビンと末永さん（親し
みを込めてお父さんと呼んでいました）のおかげ
で私たちはすぐに意気投合しました。OFIXは私た
ち全員のために細かい気配りをしてくださり、宿
泊、毎日の通勤、一カ月の研修内容などについて素
晴らしい手配をしてくださいました。 彼らの歓迎
のおかげで私たちは異国の地にありながらすぐに
安らぐことができました。私たちのホストが示し
てくださったこのホスピタリティと温かさが、私
の日本文化に対する第一印象です。 
私は今もこのような温かさや礼儀正しさ、笑顔

を絶やさないといったことを、自分の人柄に取り
入れようとしています。 
 

受入先で得たもの・学んだこと 
私の受入先企業は大和ハウス工業でした。実は

このプログラムに参加する以前に私は国際的な経
験を全くしていなかったため、大和ハウスのよう
な企業の業務を間近で見学することができたこと
は生涯にまたとない経験になりました。 このプロ
グラムと安藤先生にはこうした機会をいただいた
ことに感謝してもしきれません。 
大和ハウスでコーディネーターをしてくださっ

た博宜さんと侑里さん、通訳の郁子さん （親しみ
を込めてお母さんと呼んでいました）は、私とも
う一人の研修生である Ivan が大和ハウスの各部
署について学び、それぞれの代表の方と交流する
間、皆さんは大変辛抱強く付き合ってくださいま
した。大和ハウスは非常に幅広い分野で事業展開
をしている企業で、毎日オフィスに行くたびに
我々は大和ハウスの新たな戦略について学びまし
た。 ロボット事業を見学しロボットと触れ合った
ことには感動しました。これは生涯にまたとない
経験になりました。 
大和ハウスでの研修を通じて学び今も公私とも

日常の中で生かそうとしていることは、日本の
人々の生活の質を向上させるための鍛錬と情熱で
す。コンパクトで豪華な住まいを作るための彼ら
の革新的なデザインの基本方針と建設技術、それ
を支える防災技術には感銘を受けました。また、
彼らの技術革新がどれほど社会的責任を担うもの
であるかを学んだことにも刺激を受けました。 



現在の事業 
私は 2016年４月から国立都市問題機構（NIUA）

にて保全建築技士として働いています。この職は
国内の歴史都市に関する仕事をするもので、ここ 4
～5 年は複数の州政府や地方行政機関と共に有形
文化財保全のための戦略的枠組み、管理計画、規則
の作成に取り組んできました。現在担当している
プロジェクトは 2017 年初頭にユネスコの世界遺
産リストに登録された歴史都市アーメダバードの
保全計画作成という興味深いものです。NIUA の
事務所はニューデリー郊外にありますが、アーメ
ダバードに専属チームを作り市の行政と緊密に連
携しながら、開発規則の範囲内でインフラ整備を
進め、歴史の中核において市民生活の質を向上さ
せるという我々の目標を達成できるよう取り組ん
でいます。 
インドには UNESCO の世界遺産が複数ありま

すが、都市として世界遺産に登録されたのは、光栄
にもアーメダバードが初めてです。翌年にはジャ
イプール市街が登録されました。こうした動きは
国内では先駆的なもので、他の歴史都市の都市計
画を進める上で前例となるでしょう。壁に囲まれ
たアーメダバード市街は居住地区、マーケット、コ
ミュニティスペース、公共施設等を有し、開発のプ
レッシャーのかかる中、独自の存在感と特性の保
持に励んできました。保全計画においては、歴史的
遺産にあたる建物のオーナーがその貴重な文化的
遺産を保全する際の支援となるよう改訂された開
発管理規則に基づき、同様のことに取り組んでい
きます。 
偶然にも、2011 年安藤プログラムのグンタ・ニ

チケ教授のセッション『持続可能な地球環境にお
ける再開発と保全』の中で私はケーススタディと
してアーメダバードについて発表し、教授から高
評価をいただきました。また、ニチケ教授と訪問し
た京都についても、私のプロジェクトと関連する 
 

点が非常に多く、よく思い出しています。 
安藤先生へのメッセージ 
安藤先生に向けてこのメッセージを書くにあた

り、どのような言葉で始めたら良いものかわかり
ません。大阪にある先生のスタジオに表敬訪問さ
せていただいた日のことを今も覚えています。
我々がオフィスでチームの皆さんと交流し、先生
とお会いする時を緊張しながら待っていると、つ
つましやかなご様子の先生が歩いていらっしゃ
り、私たちに温かく微笑んでくださいました。著名
な建築家でありプリツカー賞を受賞された巨匠、
建築を学ぶ上で常に我々がその作品について学ん
できた巨匠を前に、我々全員が畏敬の念を抱きま
した。 
安藤先生が私を含むすべての研修生に、先生の

国を訪問し、一カ月間にわたり日本の人々から貴
重な学びを得、生涯大切にすべき素晴らしい思い
出を胸に帰国するという機会を数年にわたり与え
てきてくださったことに、どんなに言葉を尽くし
ても伝えきれないほど感謝しています。先生と、先
生が 27 年間非常に寛大なお心をもって貢献なさ
ってきたこのプログラムがなければ、私自身人生
のこれほどにも早い段階で日本を訪れることはで
きなかったでしょう。 
最後に、日本という国を作っているのは、礼儀正

しく、かつ文化や精神性に根差した日本の人々で
ある、ということを学ばせてくださった先生に深
く感謝申し上げます。先生の教えを確実に自分の
中に吸収できています。先生は、すべての面で真に
感銘を与えてくださいました。我々のためにして
くださったすべてのことに感謝しています。どう
もありがとうございました！ 

  
 

 



 
 
 
 

 
 
 

 
シャクヤ スマン 
大和ハウス工業(株) (2012) 
建築プロジェクト・都市計画家 (CE Services Pvt. Ltd.) 
ネパール 
                      

 
氏名 
受入先 
職業 
出身地 
 

研修の思い出  
私が都市計画を学ぶ大学院生の時に、8カ国から

集まった 8 人の研修生の一員として約一カ月間、
この非常に人気のある安藤プログラムに参加させ
ていただきました。このプログラムは職業訓練、ス
タディツアー、学術的なプレゼンテーションおよ
びディスカッション、ホームステイなど、短期間の
滞在中に日本の芸術や建築、生活様式、伝統、文化
を学び経験することのできるものでした。 
旅は、このプログラムの主軸の一つでした。職場

への通勤、娯楽としての旅行、大阪の都市景観を学
ぶためのスタディツアー、京都、奈良、兵庫への旅
です。関西国際空港の巨大なコンコースから、安藤
先生ご自身の素晴らしい作品内の巧みな空間、京
都の伝統的な街並みから、私は日本の建築の豊か
さや建築および技術革新の高度さを感じました。 
こうしたことには物理的に圧倒されましたが、

それに加え、交流プログラムもまた安藤プログラ
ムの思い出深い内容の一つです。大阪府庁への表
敬訪問や、神戸芸術工科大学の学生と安藤プログ
ラム研修生による若手のシンポジウムなどを通
じ、持続可能なより良い都市についてのビジョン
を得ることができました。安藤忠雄先生の梅田の
オフィスへの表敬訪問では、先生にお会いすると
いう夢が叶いました。モリイ家でのホームステイ
では、日本の家庭の文化を経験し、畳の床で、温か
い布団で眠ることの幸せを感じました。このよう
に伝統と技術を学んだことは、社会環境と技術革
新を両立する私の建築家としての仕事に役立てら
れるものになりました。 

 

受入先で得たもの・学んだこと 
受入先企業であった大和ハウス工業での研修

は、安藤プログラムの主軸の一つで、ここで私は
同社の持つデザインや建設技術について様々な面
から専門知識を得ることができました。研修は、
講義、現場視察、奈良の総合技術研究所訪問とい
った内容で行われました。 
大和ハウス工業は戸建て住宅や分譲マンショ

ン、商業建築物の建設・販売を専門としています。
1945年、日本は戦争で荒廃し、大和ハウスが専門
とするスピーディーな建設が国内で必要とされま
した。1959 年の創業商品であるパイプハウスに始
まり、組立式建設が、耐震構造やエネルギー効率、
安全対策と並んで同社の特色となりました。 
受入先企業から学んだことは、私が建築家・都

市設計家としてのキャリアを積む上で財産になり
ました。ネパールで所属している CE という企業
は住居や商業建築、宿泊施設を手掛けており、大
和ハウスと似ている点が多くあります。2015 年、
マグニチュード 7.8 の大地震がネパールを襲い、
9,000人以上が犠牲となり 60万戸以上が被害を受
けました。これはネパール史上最悪規模の震災と
いわれており、1995 年の阪神淡路大震災と似てい
ます。震災の結果、建築家や技術者は、スピード
感があり耐震性の高い技術を採用する社会的責任
を担いました。この点が、ブレース構造やダンパ
ー、免震構造など、私が大和ハウスから学んだ技
術を提供できるところです。 

 



 

現在の事業 
私が手掛けた最新のプロジェクトは、ネパール

とブータンにおける２つの一流プロジェクトで
す。これらはコンテクストと人々の手本となるべ
きものです。プロジェクトを完遂する上で都市型
設計と社会的ニーズの双方に取り組むことは難し
く、また最もやりがいのある点であると感じまし
た。 
ブータンの急速な都市化に対応する上での象徴

的なプロジェクトとして、立体駐車場を建設しま
した。ブータンでは都市化に伴い自動車保有率が
上昇し、無秩序な駐車や都市部での渋滞を招いて
いました。このプロジェクトは官民共同で進めら
れ、民間セクターに 22 年間の任期でデザイン、建
設、駐車場施設の運営が任され、その後所有権が政
府に移ります。このプロジェクトでは２つの立体
駐車場をティンプー市の幹線道路であるノルジ
ン・ラムの端に建設しました。350 台収容可能な駐
車スペースの他に、建物の 20％が商業用スペース
となっています。ティンプー市の傾斜した地形に
対応するため、地下二階地上四階建てとなってお
り、市（ブータンの行政区分である Thromde）の
ガイドラインに基づきブータンの伝統建築をふん
だんに用いました。 
ブッダ生誕の地であるルンビニはネパールでも

特に宗教的な土地で、非常に多くの観光客が訪れ
ます。この地域では、観光業強化を目的として国内
で２つ目の国際空港が間もなく運営を開始しま
す。観光業のニーズに応じるため、民間企業の Hub 
Lumbini がこの地域を観光地として発展させるこ
とに乗り出しました。このプロジェクトでは、ルン
ビニを国内有数の観光地として発展させるため、
ホテルやレストラン、アミューズメントパーク、複
合型映画館など、多くの宿泊・商業施設が建設され
ます。 

 

安藤先生へのメッセージ 
安藤プログラムは私のキャリアの足掛かりとな

り、また、私の専門性を強化してくれたものです。
このプログラムを通じて日本の発展と技術革新に
触れ、同時に芸術や建築に対する理解を深めるこ
とができました。社会のニーズと技術をすり合わ
せ建築の要点とすることの素晴らしい実例を、こ
のプログラムを通じて学びました。 
このプログラムは意欲ある建築家にとって、専

門分野で卓越し、自国の発展に貢献するための、非
常に重要なプラットフォームです。また、同じ考え
の学者や専門家がアイディアを共有できる素晴ら
しい機会でもありました。これは他のプログラム
にはなかなかないことです。このようなプログラ
ムは今後も絶対に必要です。プログラムが終了す
ると聞いたときには悲しく思いました。学術機関
や受入先企業を含むすべての関係者がそれぞれの
方法でこのプログラムの遺産を受け継ぐための支
援をするべき時なのかもしれません。 

 
 

 



受入先で得たもの・学んだこと 
私とインドネシアから参加したヒルダ・アルタ

リナは、大阪の竹中工務店で研修を受けました。
竹中工務店には多様な建築環境に対応するための
多くの部署がありました。竹中工務店は建築環境
や日本古来の建築習慣に関し、歴史の長い企業で
した。 
私は主に工業用ビルとリゾートの分野でチーム

作業を割り当てられました。私のセクションのリ
ーダーは倉田さんで、補佐は土井さんでした。こ
のチームで活動する中で私は日本の、そして特に
竹中工務店の仕事の仕方を学びました。月曜朝の
ミーティングで前週までの作業について議論して
いたことが特に印象的でした。このセッションで
チームが作業内で直面する問題の解決に当たって
いました。 
竹中工務店のチームとの交流は大阪のオフィス

内に留まりませんでした。杉本さんはご親切に、
様々な場所に付き合ってくださいました。そして
その中で、当時の建築技術に触れることができま
した。大阪最高層のビルであるあべのハルカスの
完成間近の姿を見ることができました。これは当
時の私が見たことのある中で最も高いビルでし
た。見学を通じ、超高層ビルに欠かせないことを
詳細に学ぶことができました。高層ビルにおける
免震装置の利用や安全性の裏付けとなる考え方に
も興味がわきました。さらに、竹中大工道具館に
て、木造建築で有名な日本の、材木を利用した伝
統的な建築技法を学ぶことができたことも幸運で
した。 

 
 
 

 
 
 
 

 
ハリーシュ ハリダサン 
(株)竹中工務店 (2012) 
ベッロール工科大学建築学部 助教 
インド 

 
氏名 
受入先 
職業 
出身地 
 

研修の思い出 
安藤プログラムには非常に多くの思い出があり

ます。私が参加したのは 2012 年ですが、前年に私
の先輩がプログラムの参加者に選出されました。
その先輩から聞いた話と経験に私は魅了されまし
た。 

2012年の参加者は 4月から 5月あたりに募集が
かけられ、私は大学の教授たちに勧められてプロ
グラムに応募しました。これが安藤プログラムへ
の旅路の始まりです。OFIX から合格通知が届いた
ときには、心から嬉しく思いました。 
私はまずOFIX、とりわけ末永さんと吉野さんの

温かいサポートに魅了されました。彼らや安藤プ
ログラムの同窓生たちとは現在も Facebook でつ
ながっています。このプログラムを通じて我々は
日本と日本の美しい文化に触れることができまし
た。森家でのホームステイや、奈良や伏見稲荷とい
う史跡を訪れたことも思い出深いです。森さん一
家は各地を旅行しておりインドにもなじみがあり
ました。彼らが夕食にインド料理であるダル・カレ
ーを振る舞ってくれたことには驚きました。また、
おりがみを折るところも見せていただき、楽しま
せてもらいました。 
また、安藤プログラムの参加者仲間で大阪の街

を散策したことも鮮明に覚えています。安藤忠雄
先生の光の教会や、カップラーメンミュージアム
を訪れたことが特に印象的です。 
月日がたつのは早いものですが、こうした思い出
は全て、私の中に今も鮮明に残っています。 



 

現在の事業 
私はアーメダバードの CEPT 大学にて、建築と

集落保全を専攻し修士課程を修了しました。その
後 2020 年 5 月末まで文化遺産保全関連の多くの
組織に関わってきました。インド文化芸術遺産ナ
ショナルトラスト（INTACH）ポンディシェリ支
部では、短期間、都市管理計画の作成に当たりまし
た。2013 年 8 月から 2015 年 6 月には DRONAH
にてラジャスターン州、マディヤプラデーシュ州、
パンジャーブ州の保全復旧事業に携わりました。
2015 年 8 月から 2020 年 5 月は国立歴史的建造物
安全センター（NCSHS）、インド工科大学マドラス
校（IIT）にて仕事をしました。これらの機関との
仕事を通じ、建築遺産保全の分野において見識を
深めました。 
グルガオンの DRONAH の仕事では、幸運に

も現在世界遺産に指定されているジャイプール
市街内の、ジャンタル・マンタルやジャイプール
のバザールなどのプロジェクトに携わることが
できました。これらは現在、世界遺産に指定され
ているジャイプールの市街の一部です。ここでは
プロジェクトの管理・運営を通じて貴重な経験を
しました。 

NCSHS の仕事ではインドの重要な歴史的建
造物を複数扱うことができました。建築業界にお
ける新技術の利用は日本でのインターンシップ
で学んだ重要な点です。NCSHS での仕事は多分
に研究的要素がありました。また、幸運にも主に
タミル・ナードゥ州の重要な寺院の復旧・アセス
メントプロジェクトにも携わることができまし
た。 

NCSHS での仕事では竹中工務店での研修を
よく思い出しました。 
2020 年 6 月以降はべロール工科大学（VIT）にて
建築科の准教授をしています。 

安藤先生へのメッセージ 
安藤忠雄という建築の巨匠は多くの人に感動を

与える存在です。特にアジアにおいては、多くの専
門家が影響を受けています。先生のシンプルかつ
卓越した作品がその価値を物語っています。昨今
の疫病の大流行の中、先生のご健康をお祈りいた
します。我々安藤プログラム研修生は、先生に直接
お会いし、また、作品を拝見することができて幸運
でした。 
安藤先生の『建築を語る』は『安藤忠雄ディテー

ル集』と並んで素晴らしい著書です。個人的には
『建築を語る』を楽しく拝読しました。この本に関
して安藤先生に質問があります。先生はご自身の
作品に対し批判的地域主義という考え方を用いる
ことに異議を唱えていますが、ケネス・フランプト
ンによるこの批判的地域主義という考え方に対し
先生の異論をお聞きしたいです。 
次に、今後十年の建築業における変化について、

安藤先生のご意見をお聞きしたいです。    

 
エカンバレスワラー寺院  カンチプラム、インド 
( Source: NCSHS, IIT Madras) 

 
サーベラライにある寺院の未完成のゴープラム（塔
門）. (Source: NCSHS, IIT Madras) 



 
 
 
 

 
 
 

 
ヒルダ ムルティ アルタリナ 
（株）竹中工務店 (2012) 
公共事業・空間計画局 公務員 
インドネシア 

 
氏名 
受入先 
職業 
出身地 
 

研修の思い出 
安藤プログラムでは大阪にて数々の貴重な経験

をさせていただきました。中でも私にとってとり
わけ素晴らしかったことは、アジアの様々な国か
ら集まった学生や若い建築家に出会い、ともに学
んだことです。我々はともに学び、協力して作業
し、アイディアや知識を交換して互いに学び合い
ました。これにより国民性や世界の多様な文化に
対する見識を得ることができましたし、様々な国
から集まった学生同士が関係を深め、お互いによ
り協力するための素晴らしい機会となりました。 
週末には他の研修生と共に大阪城やなにわの海

の時空館、道頓堀のショッピングセンター、心斎
橋、アニメの中心地であるでんでんタウン、HEP 
FIVE、なんばパークス、通天閣、天王寺、池田の
カップヌードルミュージアム、大阪万博記念公園
など、大阪の興味深い建築のランドマークを訪れ
ました。言うまでもなく、安藤忠雄先生の傑作のひ
とつである光の教会も訪れました。 
大阪での貴重な経験を経て、私は、学びを進め、

また日常では得難い新たな経験や見識を得ること
で自分を高めるため、もっと旅をしたいと思うよ
うになりました。そこで安藤プログラム修了後、日
本で更に学びたいと考えました。2014 年に奨学金
に応募し、東京大学工学部都市工学科に合格しま
した。この分野を選んだのは、建築物や建造物を扱
うだけでなく都市デザインや空間計画を扱う、現
在の私の仕事に役立てる上で大変重要な分野だか
らです。 

受入先で得たもの・学んだこと 
私はインドからの研修生、ハリーシュ・ハリダ

サンと共に竹中工務店に派遣されました。竹中工
務店は建築、エンジニアリング、建設の分野で日
本最古の企業です。1610 年の創業以来日本を代表
するランドマークの数々を手掛けてきた長い伝統
と歴史があります。竹中工務店での研修は、素晴
らしい経験と新たな知識を日々得ることができた
大変に素晴らしい機会でした。また、我々はデザ
インの工程に関わるチャンスをいただき大変興味
深く取り組みました。チームのメンバーは常にサ
ポートしてくれましたし、我々が新しいアイディ
アを生み、最良の成果を上げるために鼓舞してく
れました。研修全体を通じてオフィスワーク、フ
ィールドワーク、建設現場視察のバランスが良か
ったことも幸運でした。 
研修の中で最も思い出深い出来事の一つが、神

戸の竹中大工道具館を訪問した時のことです。こ
の博物館は過去の珍しい道具を展示するだけでな
く、日本が古来大切にしてきた伝統技能に見て取
ることのできる、ものづくりの精神を伝える場所
でもありました。   
この博物館では、道具を巧みに使いこなす大工

の技や知恵、精神を感じられる素晴らしい装備と、
それらが生み出す建築や木工品を見学し、日本の
大工の世界とその歴史を学ぶことができます。日
本の大工は後世の日本の建築業発展におけるパイ
オニアであり、また彼らの時代において腕の良い
建築家でもありました。 



 

この博物館を訪問し、建築家は世界でも最高の 
職業の一つだと感じました！真の建築家とは、献
身的に、忍耐と創造性をもって、顧客満足だけでな
く環境や社会・文化に対する影響を熟慮して作品
を生み出すものです。建築家であるということは、
革新と変化の最前線に立つということです。この
仕事は資材、建築技術、建設手法、環境問題に関し
て、またデザインコンセプトやクライアントの要
求に対する異なるアプローチを試すという点にお
いて、我々が新たなことを常に探究できるような
経験を切れ目なくしていくことであり、常に進化
し続ける仕事です。 
現在の事業 
現在私はトゥバンの公共事業・空間計画局にて

公務員として働いています。空間計画土地利用管
理支部の長を任され、都市計画や都市環境改善プ
ロジェクト、空間計画のための規則の整備などに
取り組んでいます。 
都市デザイン、都市計画の分野で働くことは、

建築をより幅広くとらえ、より広い視野で学ぶ
ようなものです。建物のみならず、公共スペース
や輸送システム、各種サービス、娯楽施設の整備
やデザインも含まれます。 
建築には、安全から娯楽、伝統から近代、環境か

ら芸術、景観から都市計画まで幅広い研究分野が
含まれます。 都市デザインでは機能的かつ魅力的
な都市を作るため、建築、景観設計、都市計画を合
わせて進めます。また、良いアイディアを生み、課
題を解決するため他分野の専門家やコミュニティ
を終結させる能力を活かし、土地を変化させる工
程でもその役割を果たします。 

 

安藤先生へのメッセージ 
建築を学んでいた学生時代、私は安藤先生の作

品に心から憧れていました。そのためついにご本
人にお会いできるチャンスを得た際には大変緊張
し、また興奮しました。安藤先生のお言葉を寝室の
壁に貼って力の源にすると同時に、この道を選ん
だ理由を忘れないようにしていた日々が今も思い
出されます。先生のオフィスで先生から直接短い
講義を受けることができたことも忘れられませ
ん。 
安藤先生のアドバイスの中で最もよく覚えてい

るものの一つが、建築の世界は広大で、私たち若手
の建築家はその中で自分が貢献し注力して取り組
む分野を選ぶことができる、というものです。ま
た、我々は世界の中で市民の一員であり、建築を通
じて環境を改善する責任を担わなければならない
とも教わりました。  
安藤先生、本当にありがとうございました。先生

が建築の世界に貢献されてきたこと、そして、私た
ち若手の建築家や都市デザイナーへ多大な影響を
もたらされたことに、いつまでも感謝いたします。
先生は建築家が世界で最高の職業の一つであるこ
とを体現されているお方です。 

 



 
 
 
 

 
 

 
アルカラズ アナ カトリーナ 
(株)錢高組 （2014） 
建築家 /リゾート経営者 
フィリピン 
 

 
氏名 
受入先 
職業 
出身地 

研修の思い出 
日本はいつでも訪れたいと思う国です。安藤プ

ログラムでは、基本的に関西圏に限られてはいま
したが、思い残すことがないほど充実した経験を
させていただきました。滞在中どこでも感じたお
もてなしの心、手際の良さ、配慮、また空港での出
迎え、大阪府庁訪問から最後のお見送りに至るま
で、私達のために費やしてくださった時間、そして
一緒に共有してくださった時間はとても心温かい
ものでした。この経験は、観光業に挑む私にとって
印象深いものになりました。お客様 1 人 1 人にお
もてなしに満ちた体験をしていただきたいと願っ
ています。 
安藤先生の代表作を巡る視察旅行は間違いなく

このプログラムの目玉で、それぞれの作品を訪れ
ることを楽しみにしていました。代表作の中でも
より象徴的な作品を目にし、写真や書籍では決し
て感じることができない質感、スケール、建物に抱
く個人的な見解、コンセプト、湧き上がる感情が記
憶に深く刻まれました。 
日本の歴史的都市・京都を訪れ、世代を超えて受

け継がれてきた日本庭園の借景の技法を学びまし
た。淡路夢舞台等、安藤先生の作品の中には、以前
ヨーロッパ旅行で訪れたローマ遺跡のスケールが
思い起こされるものもあります。それは東と西の
哲学の融合を、安藤先生の世界観でもって表現さ
れていました。 
この経験を通じて、私は自分独自の経験と解釈

を信じること、そして自分のビジョンにもっと自
信を持てるようになりました。 
 
 

受入先で得たもの・学んだこと 
受入れ先企業が大手の建設会社だったことは光

栄でした。というのも、最も優れた建物とは設計
と工法の融合から生まれると信じています。会社
が大阪都心と京都でちょうど手掛けていた 2 か所
のプロジェクト現場へ連れて行ってもらえまし
た。そこから無意識のうちに学んだことは、プレ
ハブ工法です。都市から離れた離島で建物を建て
る場合、その現場で部品を組み立てます。より正
確に、より注意深く行う必要はありますが、施工
工程はもっとスムーズになります。 
企業研修では、私達が日本文化や日本建築をよ

り深く理解できるようにと、設計チームのスタッ
フさんが毎日緻密な研修プログラムを準備してく
れていました。美術館に歴史博物館、寺院やお城、
日本一の超高層ビル・あべのハルカス、なんばパ
ークス（実際には公園ではなく商業施設でした
が）、神戸にある震災記念館と最長の吊り橋・明石
海峡大橋、そして元々のプログラムには含まれて
いなかったにも関わらず周辺地域にあった安藤先
生の建築作品にまで案内してくださいました。 
個人で 2～3 ヵ月じっくり回れる時間や十分な

お金があったとしても、錢高組が準備してくれた
ほど豊富で貴重な体験は到底できないと思いま
す。企業研修で得た知識は私の中で根付き、間違
いなく私の設計作業に活かされていると思いま
す。 
 



 

現在の事業 
安藤プログラムに参加した 1 年後、夫と私は最

近注目を集めているフィリピン南部・シャルガオ
島のサーフタウンにある海辺の不動産に投資する
ことを決めました。当時観光業は右肩上がりで、私
達夫婦も長年自然の中での生活にあこがれていま
した。「ロステリア」という名前で二人のブティッ
クリゾートを私が設計し、（現場責任者として）建
築しました。当初私は街中から設計の指揮をとる
はずでしたが、現場の仕事ぶりが芳しくなかった
ので、現場に赴いて建設工事も指揮しなければな
りませんでした。 
自分は建設工事の専門家だとは思っていません

でしたが（まさか自分が建設に手を出すとは夢に
も思っていなかったのですが）、自分が何をしたい
かは明白でした。現場では、オーナーであるにも関
わらず、唯一の女性として多くの課題に直面しま
した。しかし現場に出ることによって、地元で入手
できる堅木について知識を深め、結果的にプロジ
ェクトの出来栄えに大きな違いが生まれました。
材木は濡れた状態で現場に運び込まれ、垂木、手摺
り、ドア、家具など最終的な建築材になるまで現場
で加工します。木材が輝きを放てるよう、慎重に扱
いました。これまで自国で大切な人々におもてな
しをお届けできたことを誇りに思っています。今
現在ヴィラタイプの 3 部屋とレストランのみです
が、パンデミックが発生した時、まさに 4 つ目の
部屋に取り掛かろうとしていた時でした。 
この「ロステリア」は建築家としての私を紹介す

る展示作品となり、シャルガオ島で多くのプロジ
ェクトを手掛けていく起点となりました。 

 

安藤先生へのメッセージ 
6 年前、研修生の 1 人に選んでくださったこと

に感謝の気持ちでいっぱいです。安藤プログラム
での研修は、オンラインではなく、手筈がよく整
えられた実際の教室での博士課程のようでした。
安藤忠雄基金を設立してくださったことに深く感
謝しています。毎日私の息子をアンド（アルマン
ド・ジュリオの略称）と呼ぶたびに、安藤先生の
利他の心を思い出しています。 
大学生時代、安藤先生は私が最も尊敬していた

建築家の 1 人でした。一番シンプルな素材を光と
組み合わせて、心穏やかな境地へといざなう技法
に感動しました。いつか必ず光の教会を訪れると
心に誓ったものです。まさか実際に安藤先生にお
会いすることになるとは思いもよりませんでし
た！ 
より多くの安藤先生の作品に触れた今、私の一

番のお気に入りは、一般的な仏閣とは造りが対照
的な水御堂です。そこには一目でわかるような入
口はありません。つまりファサードが無いので
す。下に続く階段を奥底へと下りて行くにしたが
って錯覚が取り払われ、悟りの境地へとたどり着
きます。それは精神統一によるものではなく、む
しろ内観や黙想によるもの・・・まさに空間のな
せる業。 
安藤プログラムを通じて広がった経験や人との

つながりは、何物にも代えがたい宝物です。建築
家として名を上げられるかどうかはわかりません
が、いつか必ず何らかの形で恩返しをさせていた
だきます。安藤先生、このような機会を与えてく
ださりありがとうございました。 

 



 
 
 
 

 
 
 

 
ジェーン エリザベス レレ ダワ 
(株)錢高組 (2014) 
GFAB アーキテクツ 建築家 
インドネシア 

 
氏名 
受入先 
職業 
出身地 
 

研修の思い出 
2014 年に研修生として安藤プログラムに参加で

きて光栄でした。このプログラムを通じて、誰もが
経験できるわけではないような特別な経験をさせ
ていただき、私は若き建築家として成長することが
できました。まず、安藤先生が手掛けた有名な作品
を数多く見学することができました。淡路夢舞台で
は一夜を過ごしました。その視察旅行では、同行し
てくださった安藤忠雄事務所のスタッフの方が、作
品について熱心に説明してくださり、また私達から
のたくさんの質問にも答えてくださいました。この
すばらしい視察旅行のおかげで、私はコンクリート
の壁で有名な安藤先生の建築を学ぶことができ、先
生のデザイン哲学を理解することができたのです。 

2 番目に、様々な内容が盛り込まれた研修スケジ
ュールを通して、日本の文化と歴史に関する理解を
深めることができました。大阪府庁では、市の開発
と保存について学びました。近畿大学との合同研修
では、学生達と意見を交わすことができました。更
に、たった 1 晩だけではありましたが、ホストファ
ミリーのみなさんと一緒に過ごさせていただきま
した。 
最後に、今でも大切にしている交友関係を築くこ

とができました。研修仲間、受け入れ先企業、ホス
トファミリーの皆さんは、未だにいろいろと手助け
てしてくださいます。研修を通じて得た経験、知識、
そして人とのつながりは、私にとって不可欠です。
異文化の新たな視点、そしてもちろんその建築の世
界に対する新しい捉え方を授けてくれました。 

受入先で得たもの・学んだこと 
私の受け入れ先企業であった錢高組では、特別な

研修プログラムを用意してくれていました。オフィ
スに座ってプロジェクトに取り組むのではなく、ま
るで建築のフィールドワークのように毎日様々な
場所に連れて行ってくれました。同行してくださっ
た設計部のスタッフ 1～2名と通訳さんが、関西圏
にある近代建築と伝統建築の両方の日本建築につ
いて紹介してくださいました。また、錢高組の建築
現場も訪れました。錢高組のスタッフの方が、私達
に建物内を見て回らせてくれながら、設計や工法や
建築技術について説明をしてくださいました。それ
らは、私の国のものよりも進んだ新しいものだった
のでとても魅力的でした。その中には、私がプロジ
ェクトを手掛ける時に適用できるようなものもあ
りました。また、様々なプロジェクトデザインに直
に触れたことで、私に革新的で刺激的な建築デザイ
ンのアイデアをもたらしました。 
錢高組から学んだもう 1 つのことは、仕事に対

する倫理観です。時間は常に貴重で、皆さん 5 分な
いし 10 分前行動を徹底していました。また、仕事
熱心で、効率的で、準備を怠りませんでした。研修
中は毎日、まずその日のスケジュール確認とプロジ
ェクトの事前説明を手短に行ってから開始してい
ました。常に一生懸命に説明をしてくださって、す
ぐに答えられない質問があると、必ず調べて次の日
に説明してくださいました。これらは私が仕事をす
る上でも、そして同僚との人間関係においても非常
に役立ちました。 



現在の事業 
現在私は TH40 というプロジェクトに勤務先の

GFAB アーキテクツと一緒に携わっています。

TH40 は、南国に別荘を持つことが夢だった外国人

が所有する 3ベッドルームの家です。場所はインド

ネシア・ロンボク島南部の森林丘陵地にあり、海と

夕日を一望できます。その立地から、家屋を地形に

合わせる必要があり、結果的に上から下方向へと部

屋が続く「トップダウン」構造の 3 階建て住居にな

っています。 

屋根は、まるで海に向かってどこまでも広がるか

のような屋上庭園として捉えています。室内と外の

景色との境界を曖昧にさせることで、眺望を最大限

に活かせられるようなデザインを目指しています。

それ故、すべての部屋は目を見張るほどの景色が広

がる方向に向いており、天井まであるスライド式ド

アを採用しています。リビング・ダイニングエリア

は 4方向すべてが開放されており、自然の空調やフ

ェンスを目的として水盤を設けています。マスター

ベッドルームとゲストベッドルームは隣り合わせ

に配置され、前方にインフィニティプールを設ける

ことで無限に広がるかのような景色を堪能できま

す。当然、3 つ目のベッドルームは地形を活かすた

めにプールの下に配置されます。上から数えて 3番

目にあたるこのフロアからは、美しいトロピカルガ

ーデンへとアクセスできるようになっています。 

建築材料には、周りの自然に家屋が溶け込めるよ

うシンプルな配色を採用しています。その色調は

様々な模様を施したスタンプコンクリート、現地の

砂利、部分的に生成り色の漆喰を使用した角材で

す。緑の要素も色調の一部で、より南国ムードを出

すために家屋の周りにプランターをいくつか配置 

 

 

しています。 
安藤先生へのメッセージ 
まず、大学生時代、安藤先生は私の憧れで、努力

の原動力であったことに感謝いたします。初めて
安藤先生の作品（光の教会）を目にした時、そのシ
ンプルで洗練された美しさに感動しました。それ
以来、先生の作品を数多く研究し、職場で先生の作
品のレプリカを事例として作成した程です。そし
てついに安藤プログラムのことを知ったのです。 
それに関して、建築・芸術研修生招聘事業である

安藤プログラムを開設してくださったことに心よ
り感謝を申し上げます。お陰で私は日本へ行くこ
とができました。1か月間日本で学ぶ機会をいただ
いたことで、私のキャリアに大きな変化をもたら
しました。プログラムを通じ、建築におけるデザイ
ン哲学と技術の発展について、見識を広めること
ができました。また、日本の文化や伝統について
も、理解を深めることができました。しかし、最も
重要なのは、研修で得た経験や知識を母国に持ち
帰れる機会を提供していただいたことです。  
最後になりましたが、安藤プログラムに参加す

る機会を与えてくださって本当にありがとうござ
いました。安藤先生にお会いできて、そして先生の
作品をたくさん見学できたことは、私の一生の宝
物です。今後もこの安藤プログラムが続き、私と同
じように若き建築家達に研修の場が提供され続け
ることを願っています。 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

 
カビタ パンディ 
大和ハウス工業 (株) (2014) 
ネパール大学技術アカデミー（NAST）技術職員・建築家・都
市計画担当者 
ネパール 

 
氏名 
受入先 
職業 
 
出身地 
 

研修の思い出 
2014 年に安藤プログラムの研修生として選抜

されました。当時は都市計画の分野で修士課程を
履修中で、幸運にも大和ハウス工業での研修を受
講することができました。芸術や建築を実務とし
て学び、同社の著名なプロジェクトで研鑽を積む
貴重な機会となりました。日本の文化や多様性、建
築、新しい研究開発、それを実行するための様々な
手法を理解でき、素晴らしい経験だったと思いま
す。また様々な国から来て一緒にプログラムに参
加した他の研修生たちも忘れることができません
し、私たちを受け入れてくださった関係者の皆さ
んにも感謝しています。  
私は 2015 年から、ネパール科学技術アカデミー

(NAST)という国内では有名な組織で、技術職員/
建築家/都市計画担当者として勤務しています。災
害リスク低減プログラム、在来技術プログラムの
ユニット長、また技術棟建設プロジェクト付けの
建築家として業務を行っています。職務範囲は研
究開発に加えて様々な建物の設計から建設までと
幅広いですが、プログラム期間中に受入企業で得
た知識や経験が役に立っています。安藤忠雄先生
や受入企業の方々が自分のスキルや知識を高める
機会を提供してくださり、それをきっかけに研究
開発の仕事に携わることになりました。心から感
謝しています。  
 

 

受入先で得たもの・学んだこと 
大阪滞在中の最も思い出深い経験は、受入企業

である大和ハウス工業での研修です。様々なプロ
ジェクトや技術、芸術や建築について深く学び、
理解することができました。建物の耐震設計やプ
レハブ住宅の設計、最新の技術や資材について学
ぶことができ、幸運だったと思います。さらに遮
音や壁面緑化、スマートハウス、女性にやさしい
住宅設計、耐火建築のための資材の設計等の研究
について学ぶこともできました。  
ネパールは地震の多い地域にあり、また火災や

洪水、地滑りなどの大きな災害に対しても脆弱で
す。ネパール政府はすでに、前述した建物の耐震
設計やプレハブ住宅の設計、耐火性能のある住宅
の設計などは必須であるとして正式に規定してい
ます。 ネパール科学技術アカデミー(NAST)はこ
れらの分野で積極的に活動してきました。さらに
スマートビレッジやスマートシティの考え方もす
でに国内に導入され、様々なプロジェクトが実施
されています。壁面緑化や屋上緑化の考え方は
NAST の技術棟に取り入れました。受入企業での
研修で得た知識や経験は私にとって最も大切な財
産のひとつであり、愛する母国ネパールでのプロ
ジェクトで実践しています。  

 



 

現在の事業 
私はネパール科学技術アカデミーの技術棟建設

プロジェクト付けの建築家として勤務していま
す。この建設中の建物は約 4,605 m2で、地上 4階
部分は現代的な技術で支持し、車で出入りできる
地下階もあります。完成後には研究室や事務所、会
議室のほかにエレベーター、HVAC、消火設備、給
水及び衛生設備、電気及び通信システムも完備さ
れます。この建物は 3 つのブロックに分かれてお
り、それぞれがエキスパンションジョイントで連
結されています。環境に配慮した建築基準に従っ
て設計され、エネルギー効率化技術を取り入れ、耐
震耐火設備も備えています。各ユニットにはそれ
ぞれの事務室と作業ステーション、研究室があり、
各階には研究での夜間作業のために宿泊室もあり
ます。 
このほかにも、これまでにネパール科学技術ア

カデミー(NAST)での仕事として国内各地で様々
な研究を行ってきました。例えば落雷、地滑りや地
震の早期警告システムの設置などです。さらに火
災設備設置や耐火性能のある住宅の設計・施工の
プロジェクトにも携わりました。また国内にみら
れる地域特有の技術の記録や保存にも携わり、こ
のことがネパールの文化や伝統の保存に寄与する
と信じています。NAST でスマートビレッジやス
マートシティに関する様々なプロジェクトにも関
わりました。さらに日々の仕事でも研修で得た知
識を常に生かしています。 
 

       

安藤先生へのメッセージ 
最も尊敬する安藤忠雄先生には心より感謝して

います。私にとって先生はインスピレーションの
源であり、作品に刺激を受け、先生の著書やプロジ
ェクトについての情報を読むのを楽しみにしてき
ました。大阪滞在中は先生の名建築を自分の目で
見て、先生が作品を通じて歩まれた旅路を追体験
できる機会があり、とても恵まれていると思いま
した。先生の作品について学び、また大和ハウスと
いう最高の企業で研修を受けることができてとて
も幸運だったと思います。この素晴らしい経験を
させてくださった関係者の皆さんに心から感謝し
ます。 
安藤先生がおっしゃった「私の建築物が人々に

インスピレーションを与え、その人たちが各自持
っているリソースを使って未来に向かって進んで
ほしい。」という有名な言葉があります。まさに先
生が私たちにインスピレーションを与えてくださ
り、よりよい未来に向けた発展のために自分が持
つリソースを使うことを学びました。プログラム
で得た知識や経験は確実に自分の仕事に生かして
います。  
最後になりますが、プログラムで行った取り組

みや、そこで得た経験や知識はいつも心にとめて
おきたいと思います。 

 
 

 



研修の思い出 
日本へ行くことは子どもの頃からの大きな夢で

した。安藤プログラムで日本に行くチャンスが与
えられ、その夢がとうとう叶いました。予想して
いたよりもはるかに多くの経験を 1 カ月間でする
ことができました。まず、アジアの才能あふれる
人たちとつながりを持つ機会を得ました。言葉や
年齢が違うにもかかわらず、互いに知識や経験を
分かち合い、建築だけでなく他の国のことについ
ても理解を深めることができました。 

2 番目に、安藤事務所のとても親切なスタッフ
のご案内で素晴らしい建築ツアーに参加する機会
がありました。案内していただいたおかげで安藤
氏の建造物や日本の建築について理解を深めるこ
とができました。なんて貴重な機会でしょう！3
番目に、期間中に開催された小規模のワークショ
ップや研修に参加することで視野が大きく広がり
ました。日本の大学生と意見を交換する機会もあ
りました。最後に、もしまったく日本語を解さな
いままの一人旅であれば、日本文化を理解するこ
とはかなり難しかったと思いますが、安藤プログ
ラムのおかげで日本の家族と過ごす機会を得まし
た。日本の家に滞在して文化を体験するのはまっ
たく初めてのことでした。一緒に料理をしたりご
飯を食べたり、ギターを弾いたり昔ながらの歌を
歌ったりしました。日本にもう一つの家族ができ
たように感じ、本当に幸せでした。安藤忠雄プロ
グラムの研修生になるということは、これまでで
最高の思い出の 1つです。プログラム、OFIX、
日本滞在中に研修生を支援してくださった皆様に 

 

お礼を申し上げます。本当にありがとうございま
した！ 
受入先で得たもの・学んだこと 

2014年、日本有数の建設会社である大林組で
研修を受けました。日本で働いた経験はまったく
ありませんでしたので、大変なプレッシャーを感
じていました。受け入れ企業での 10 日間、新し
いことを学んだだけでなく、日本の環境でいろい
ろな経験をしました。 
まず何と言っても、さまざまなテクノロジーに

ついて教わりました。研修中、グリーンビルディ
ング設計、耐震技術、建設技術といった大林組が
誇る現代的なテクノロジーに関する講義を聴きま
した。ベトナムでは地震は滅多にありませんが、
大林組で学んだことは年数が経った今でもすべて
大いに役立っています。次に、現地視察では建設
現場や建造物をたくさん見て回りました。 

京都では古い劇場の保存に感銘を受けました。外
部構造を保存し、内部を改修したということでし
た。この訪問後、保存について新しいアイデアが
次々と浮かんできました。さらに、なんばパーク
スでは、敷地内の緑地にいるととてもリラックス
した気分になり、後に、環境に配慮したデザイン
に対する自分の考え方が大きく変わりました。最
後に、日本人の姿勢や考え方からも多くを学びま
した。建設現場勤務の方々は非常に慎重かつ熱心
に働いていらっしゃいました。日本人の勤務態度
は私のキャリアにも大きな影響を与えました。 

 
 
 
 

 
 
 

 
ブ ソン フイ 
（株）大林組 (2014) 
建築家 
ベトナム 
                      

 
氏名 
受入先 
職業 
出身地 
 



 

企業研修は人生とキャリアにについて自分の視
座を高めるのに実に役に立ちました。研修の時間
は素晴らしい思い出になっており、生涯忘れるこ
とはないでしょう。今、自分の気持ちをどう表現す
ればいいのか分かりませんが、大林組、とりわけ研
修中ご支援を頂きました皆様にお礼を申し上げま
す。ありがとうございます！ 
現在の事業 
目下、私のプロジェクトは住宅、小規模ビル、イ

ンテリアデザインが中心です。小規模のプロジェ
クトでは構想段階から構造設計まで担当し、最終
成果物の品質を保証しています。通常よりも時間
がかかりますが、それぞれのプロジェクトから多
くを学ぶことができます。私見ですが、それぞれの
家は独立しているとはいえ家の周囲の状況のこと
も考えなければならないと思っています。例の 1
つが TM ハウスです。800 平米ほどの敷地で、施
主は将来息子のために 3 つに分割したいと希望さ
れました。まず 3 つのうち 1 つから着手し、残り
2 つを最初の 1 つとこれからつなげようと思って
います。調査中、敷地にたくさん木があることが分
かったので、大きな木を少し残すことにしました。
家屋は L 字型で東側に広い庭があり、家屋に直射
日光があまり入らないようになっています。ベト
ナムの田舎にある家なので、赤レンガやコンクリ
ートといった地元の材料を一部用いて木々の緑の
色調とうまくマッチするようにしました。 
２つめのプロジェクトでは、ホーチミン市にあ

る古い建物をコワーキングスペースに改修しまし
た。古い構造はスチールでできており、緑地と明か
りが不足していました。設計ではスペースを設け
て自然採光を確保できるようにし、コストを抑え、
工期を短縮するためにできるだけ元の構造を残す
ことを心掛けました。 

 

安藤先生へのメッセージ 
安藤先生と安藤プログラムに対し心からお礼を

申し上げます。これまで参加した中でベストに数
えられるプログラムでした。アジアの他の若手建
築家同様、知識と経験をレベルアップする実にい
い機会だったと思っています。現在、建築は大きな
変化を遂げている最中で、新しいアイデア、新しい
ことに対して新鮮な気持ちを持ち続けることを常
に心掛けています。とはいえ、若手建築家にとって
良いのはどちらなのかということはしょっちゅう
自問自答しています。私の国では、新卒者や先輩建
築家は自分の会社のために働くことを選ぶのが普
通です。仕事の大半は住宅や小規模なもので、より
創造的に細部にわたって取り組むことができま
す。しかし、比較的大きなプロジェクトに取り組む
チャンスが多くないため、将来的に大規模プロジ
ェクトで働くうえでの知識や経験が不足していま
す。 
安藤プログラムの研修生として、日本や他国か

ら多くのことを学びました。このプログラムは若
手建築家にとって非常に面白く価値のあるもので
す。参加することでアジアの優秀な人と数多くつ
ながることができ、今も連絡を取り合って知識を
交換しています。願わくば将来、安藤プログラムが
私にもたらしてくれたような知識や経験を若者が
得ることができるチャンスがもっとあればと思っ
ています。知識とベストプラクティスの交換は、将
来のよりよい建築にとって極めて重要です。 

 

  



 
 
 
 

 
 
 

 
ニーニョ アンへリコ リカルド 
(株)錢高組 (2015) 
クラックネル社 建築家・上級 BIM専門家 
フィリピン / （現在）ドバイ 
                      

 
氏名 
受入先 
職業 
出身地 
 

研修の思い出  
2015年にこのプログラムに応募したときは、希

望者が殺到しておそらく自分は選ばれないだろう
と思っていました。そのため受入決定の通知メー
ルが OFIX から届いた時には心が躍りました。日
本へ行くのは今回が初めてでしたが、数時間のフ
ライトを経て到着した時も、また大阪滞在中の 1
か月間も、カルチャーショックを感じることはあ
りませんでした。日本の文化にはアジア人として
親しみを感じましたし、フィリピン人と日本人で
共通することもありました。子供の時からテレビ
で「アニメ」を見て、日本での実際の生活には興味
を持っていました。大学で建築を学んでいたころ
は、日本の建築から落ち着きと混とんとした世界
に必要な慎み深さを感じ取っていました。当時私
は建築家になろうとしていたものの、建築家とし
て何をしたいのかがわからず迷いや戸惑いを感じ
ていたのですが、ある意味このプログラムが救っ
てくれたように思います。 
このプログラムでは、日本を総体的に見ること

ができ、建築環境に特有の日本的要素やそこに息
づく日本文化を体験しました。プログラムを通じ
て、日本の建築物がそれぞれの技術、様式、意味付
けにおいて独創的に建てられてきた方法や理由に
ついて深く理解することができました。また社会
の基本単位である家族という視点からも日本の社
会を経験できました。日本の生活の実際を感じる
ことができ、思い出深い体験となりました。 

受入先で得たもの・学んだこと 
受入企業である銭高組では、日本の設計専門家

の仕事に対する真摯な姿勢を垣間見ることができ
ました。彼らの仕事への献身と比類のないプロ意
識は深く印象に残り、素晴らしい仕事はいつも切
磋琢磨から生まれるのだと気づかされました。た
だ、同社で過ごした数日間がずっと緊張の連続だ
ったかというとそうではなく、社員の皆さんが持
つ楽しい雰囲気のおかげでリラックスして快適に
過ごすことができました。設計に関するディスカ
ッションでは軽い雰囲気でありながら鋭い洞察か
ら生まれる事実がたくさん述べられ、日本の建設
環境に関する理解が深まりました。 
同社での研修を通じ、多国籍のチームで多様な

共同設計作業を行う上での心構えを学び、設計に
ついて話し合うときはできるだけ気楽な雰囲気に
して、ためらわずにアイデアを出し合うという考
え方が身につきました。ためらいや遠慮は素晴ら
しいひらめきの可能性を抑え込み、大きな代償を
払うことになります。設計という未知の大海を進
む中で、多くを求めず無理をさせないこの漠然と
した価値観が私を導いてくれています。 

 



 

現在の事業 
このエッセイを書いている現在は、ドバイの景

観建築企業であるクラックネル社の上級BIM専門
家として働いています。これまでは異なる道を歩
んできましたが、キャリアをデジタル設計に絞り
込み、未来の建築における技術の役割を追求した
いと思います。現在の業務では、技術の調整と文書
化を行うために景観のデジタルモデルを作ってい
ます。設計をあきらめてしまったように思われる
かもしれませんがそうではなく、反対にこの経験
が建築家としての自分の経験の幅を広げ、豊かに
してくれると思っています。 

 

 
 

 

安藤先生へのメッセージ 
最後に建築家安藤忠雄先生に対して、先生の広

いお心には感謝してもしきれません。（当時はプロ
としては駆け出しの）研修生が先生の名建築を特
別な方法で体験するという貴重な機会をいただき
ました。先生の建築は写真集や雑誌で拝見しただ
けで、限られた人のみが利用できると思っていま
したが、実際に中に入ってみて、それは間違いだと
気づきました。先生は建物の類型を見事に定義し
なおし、先生独自のスタイルに作り上げました。例
えば地中美術館では 、美術館というよりも聖なる
空間にいるように感じました。 その美術館の壮大
で静穏な雰囲気で、教会よりもさらに聖なる場所
のように感じたのです。先生のこの美術館や他の
作品は、本質的には実用に供するものでありなが
ら意味にあふれています。2015 年に先生の研究所
でお会いでき、とても光栄でした。先生の作品がさ
らに多くの建築家にインスピレーションを与えて
いくことを願っています。 
安藤プログラムでの経験はいつも心の中の特別

なところにあり、自分の建築家としてのキャリア
を決定づけた瞬間のひとつであり続けるでしょ
う。 



研修の思い出 
安藤プログラムに参加する前の私は内気な学生

でした。研修生の一員としてプログラムに参加し
たことは、なりたい自分を知る格好の機会となり
ました。2 つのコンクリートの壁の間に立った時、
心が癒されるのを感じると共に言葉では説明でき
ない何とも言えない感覚を覚えました。その感覚
は建物自体からくるものではなく、唯物論を超え
た精神的なものから来ます。安藤先生の作品は、建
築家の道を歩もうとする私に刺激を与えるだけで
なく、良い人間になる方法も教えてくれました。安
藤先生のお陰で、たくさんの若者達の夢が叶い、た
くさんの学生達が優れた建築家になり、そしてま
た次世代の担い手が刺激され続けていくことにな
るのです。 
このプログラムには、アジアの若手建築家達と

友達になれるという喜びもあります。私は共に学
んだ研修生の顔、彼らの才能、そしてどんなに素晴
らしい人達だったかを今でも覚えています。タン
さんは、勤勉で才能あふれる建築家でお父さんで
もあります。フィトリさんは、いつも素敵な笑顔を
絶やさないフレンドリーなバリの女の子です。シ
ャブナムさんは、私にとても親切にしてくれた才
能と意欲のあふれる女の子です。ヒジョンさんは、
持ち前の行動力で私を刺激してくれました。ソニ
ーさんは、粘り強く取り組むネパールの素敵な女
の子です。チャイトゥさんは、冷静ですがいつでも
笑いのセンスを持っています。ニーニョさんは、と
ても楽観的なフィリピンの青年です。研修生のみ
んなと友達になれたこと、そしてみんなから学 

んだことは、私のこれまでの人生の中で最も大切
な思い出になりました。 
受入先で得たもの・学んだこと 
研修期間中、私達は大和ハウス工業の技術開発

センターを訪れ、人々により良い暮らしを提供す
るためにどのようにテクノロジーを使うのかを学
びました。また、大和ハウスの歴史と大切な企業
哲学を学んだことで、そのような企業で研修を受
けられということをとても光栄に感じました。社
員の皆さんはとても熱心で、全力で仕事に取り組
まれていました。バンダさん、いろいろとお世話
になりありがとうございました。中井さん、今さ
ん、青島さん、通訳していただき、また研修内容
をより深く理解できるよう手助けしてくださりあ
りがとうございました。大和ハウス工業は日本の
伝統と技術革新を完璧に融合させていると感じま
した。 
私の国はまだ発展途上国なので、大和ハウス工

業で経験させていただいことはこの上なく貴重な
ものとなりました。大和ハウスの企業哲学は、私
に多大な刺激を与えてくれ、より忍耐強く、好奇
心旺盛な人間になれたように思います。帰国後、
企業に就職したのですが、幸運にも上司がとても
気さくな人で、私は日本で学んだことを披露する
ことができました。また、人々により快適で安全
な空間を提案するために、自分が携わるプロジェ
クトに適用できそうな革新的な技術の研究にも多
くの時間を費やしました。このパンデミックの時
期においても、寛容さと結束力でもって社を挙げ
てこの苦しい時期を乗り越え、更なる発展を遂げ 

 
 
 
 

 
 
 

 
ホン リー ユン 
大和ハウス工業（株） (2015) 
プロジェクト・デザイナー 
ベトナム 

 
氏名 
受入先 
職業 
出身地 
 



 

られるよう頑張っていきます。 
現在の事業 
私は現在、「The Villa（ザ・ヴィラ）」という名前

の保存プロジェクトに取り組んでいます。このプ
ロジェクトは、ホーチミン市第 3 区の静かな地区
にある築 100 年の邸宅の保存を目的としていま
す。この邸宅は、様々な様式と構造が細部にわたる
豊かさを持っていることに価値があります。各部
屋の内装には一連の美しい壁画があり、移り変わ
ってきた歴史の層がデザインに反映されているの
が見てとれます。私達の役割は、歴史を尊重し、建
物への影響を最小限に抑えるという解決法が唯一
の選択肢であるということをいかに理解してもら
うかということでした。 
この建物には長い歴史があり、戦争も 2 度経験

し、持ち主もその時々で変わってきました。ですか
ら建築当初、この建物がどのような姿だったのか
をイメージすることは難しいです。元々の外観を
復元するために、歴史的文書を調べて参考にしま
した。希少性の高い部材については、フランスから
輸入しなければならなかったものもありました。
また、壁画の修復には、イタリアとフランスの保存
修復師と綿密に協力する必要性もありました。し
かし私達の最終目的は、建物の修復だけでなく、フ
ァサードに現代アートをデザインすることで現代
的な色味を少し加えることです。たくさんの選択
肢を検討した結果、月から発想を得てガラス球を
作ることに決めました。日中は周辺の風景を映し
出す透明な球体になり、夜は明かりを灯して月の
シャンデリアになります。プロジェクトが完成し
た時、ベトナムの保存プロジェクトに新しい風を
吹き込むことができたらと思います。 
 

安藤先生へのメッセージ 
安藤先生へ 
「ありがとう」という言葉では到底感謝の気持

ちを伝えきることはできません。安藤プログラム
の研修生に選ばれる前、高校時代から私は既に安
藤先生の作品に刺激を受けていました。我が国の
グローバル化への歩みと、それに伴いたくさんの
伝統的家屋が取り壊されていく様を見てきまし
た。その家々の中には、思い出がいっぱい詰まった
私の家、祖母の家、そして友達の家もありました。
私の家や思い出は、新しい空っぽの高層ビルや「偽
物の」歴史的風な建物に取って変えられました。そ
の時、私の夢はアジアの伝統建築を保存すべく、ベ
トナムの若い世代に影響を与えられる建築家にな
ることでした。 
しかし、研修生として安藤プログラムに参加し

てから私の考え方は変わりました。安藤先生のプ
ロジェクトで一番大切なものは、コンクリートで
はなく感情です。また、建物というものは保存する
だけでは不十分で、その場に長らく存在して発展
し続けるためには、常に新しい息吹を取り込む必
要があります。この新しい取り組み方は私の人生
を大きく変えました。 
まだまだ駆け出しの建築家ではありますが、安

藤プログラムのお陰で、信じて追及し続けられる
夢と目標を見つけることができました。今でも初
めて安藤先生に事務所でお会いした日のことを覚
えていて、あの時は安藤先生が非常に厳しい方な
のではないかとずいぶんと心配していました。と
ころが、普通に地下鉄でお会いできるほど気取ら
ない性格の方とわかり、びっくりしました。謙虚
で、忍耐力と寛大さを併せ持つ安藤先生は、私に良
い建築家になれる方法だけでなく、良い人間にな
れる方法も教えてくださいました。 
 



 
 
 
 

 
 
 

 
イシカ アリム 
（株）大林組 (2016) 
統合アーバニズム及びサステイナブルデザイン学科修士課程 
バングラデシュ 

 
氏名 
受入先 
職業 
出身地 
 

研修の思い出  
大阪に足を踏み入れた日のことを今でも覚えて

います。夢に見ていた国を訪れるということ、そし
て生ける伝説、安藤忠雄先生にお目にかかるとい
う名誉に心を躍らせ、私の人生で最も思い出深い
瞬間でした。安藤先生のことを知ったのは、建築学
部 1年生のときでした。 
今回のプログラムは期間を通して終始刺激的で

した！さまざまな経験や多様な方々との出会いを
通じて絶えず何かを学んでいました。企業研修か
らは自分の仕事に敬意を払い仕事に打ち込むとい
うこと、ホームステイというまたとない経験から
はまったく新しい文化やライフスタイルを理解す
るということを学びました。OFIX、大阪府のプロ
グラムご担当者様からは、おもてなしの心、真心、
根気、友情、共感を学びました。また、安藤先生の
設計を通じて「光と空間」の計り知れない力を身を
持って感じ、先生の地域社会への関わり方からは
思いやりというものを学びました。グンタ・ニチケ
教授の心配りと知恵に富んだ数々の言葉をきっか
けに、感性を豊かにし、批判的な目も持つようにな
りました。 
最後に、仲間である研修生からは国境を越えた

友情と知識のやり取りの力を学びました。2016 年
夏に築かれた絆とネットワークは今なお変わるこ
とはなく、あらゆる経験のなかで最も大切にして
います。 
受入先で得たもの・学んだこと 
世界有数の企業である大林組での研修は格別な経
験となりました。日本の労働文化や仕事に対する 

熱心さは以前から知っていましたが、実際に経験
するということは胸が高鳴り、圧倒的なものとな
りました。 
大林組では、異なる時代のさまざまなプロジェ

クトに触れるという意味で多様な経験をしまし
た。高層マンションから廃棄物関連施設まで、さま
ざまなプロジェクトの現場を訪問しました。「グラ
ンフロント大阪」からは極めて現実的な状況と需
要に基づく設計により公共空間で成功を収めるに
はどうすればいいのかということを理解する一方
で、宇宙エレベーターといった超未来的な設計コ
ンセプトまで、大林組での経験の一部を抜粋した
だけでも、実に示唆に富み、かつ刺激的でした。建
設現場への訪問や品質管理は後に内装や景観のプ
ロジェクトで非常に役立ちました。さらに、修士論
文では状況に応じた公共空間のデザインに焦点を
当てた箇所を設け、グランフロント大阪への訪問
時に得た知識と収集したデータ、需要分析を用い
て統合的な計画を提案しました。 

BIM ソフトの体験や新・大阪博物館の概念設計
といった十分に堪能した建築的な側面に加え、大
林組はコミュニケーション、チームワーク、職業倫
理といった人間性の部分でも私を認めてください
ました。学んだことは大林組のみにとどまること
はなく、ありとあらゆる経験が、後に海外で働き、
勉強するうえで欠かせないプロフェッショナルと
して、個人としての成長の支えとなっています。 
現在の事業 
直近のプロジェクトは IUSD・エラスムス交流プロ
グラムの一環としてカイロで実施しました。歴史 



 

の中心地、ヘリオポリスに位置する重要にもかか
わらず知られざる歴史地区、エズベト・ムスレミン
（Ezbet-el-muslemin）を復興させ、つながりを生
み出す統合戦略計画の策定に焦点を置いたプロジ
ェクトです。 
分析により、スプロール現象が原因でエジプト

の乏しい経済的・生態学的資源が枯渇し、社会の分
離や空間の断片化がずっと続いているということ
が分かりました。1900 年に開発計画が行われたヘ
リオポリスはそれ自身が社会空間的に断片化され
たカイロにある独特の町である一方、プロジェク
トの対象となった歴史地区は興味深い特異な存在
です。自らのアイデンティティを何度か変えつつ
も、さまざまな社会経済的集団の利益を常に守っ
てきました。体系的な思考というアプローチを取
って大小さまざまな問題に与える連鎖的な影響を
把握し、ヘリオポリスの最近の開発に同地区を統
合するという長期的な戦略計画を提案しました。 

7 段階で構成される提案で、同地域の歴史的秘宝
を確認、修復、復興し、今後の都市開発の要として
変貌させるというものです。第 1 段階（認識を生
み出す、歴史的建造物の整理、広報）を試験するた
めに、子どもを対象とした双方向型ウォーキング
イベントを実施しました。10名が参加したこのイ
ベントは大成功を収め、さまざまなステークホル
ダーがつながり、住民・非住民に対して同地区の重
要性を明らかにすることができました。子どもた
ちとの取り組みは、社会文化的価値や言語という
点で異なるという点でも極めて優れた学習体験と
なりました。大変でしたが、充実してもいました。 
写真：子どもを対象とした 

双方向型のウォーキング 

イベント「隠された遺産を紐解く」 

歩きやすさと環境意識。 

考察とデータ収集。2020 年カイロにて。 

安藤先生へのメッセージ 
光を自由自在に操る安藤忠雄先生にお目にかか

れたことはこのうえなく光栄で名誉なことでし
た。白状しますと怖じ気づいていました。しかし、
私の人生において強烈で感動的なひとときでし
た。建築を学ぶ学生として、私たちは安藤先生の設
計を精力的に学んで大きくなります。書物で先生
のスケッチ、断面図、立面図を研究することは、空
間の設計における光と自然の力を理解するうえで
の「入門編」でした。しかし、先生が生み出した空
間をリアルタイムで実物大で体験するということ
がどれほど深遠なものであるかということはまっ
たく分かっていませんでした！空間はどっしり
と、そして大胆に思えながらも、流れるような感じ
で繊細で、自然に溶け込んでいる。安藤先生そのも
ののようでした！ 
建築家としてだけでなく、一人の人間として、安

藤忠雄氏は人生の偉大な教訓そしてインスピレー
ションの見本のような人です。安藤先生は、今は建
築家にとっては大変だがやりがいのある時期だと
仰ってくださったことを覚えています。心の底か
ら同意します。しかし、先生ご自身の人生、そして
先生がどう難題に取り組んで最終的に成功された
かということを研究することで答えは自ずと見つ
かると思っています。 
安藤プログラムの価値は計り知れません。伝説の
「安藤空間」を体験することをずっと夢見ていた
意欲的な建築家をどれほど励まし、気持ちを奮い
立たせてくださったことでしょう。知識の交換や
文化交流はもちろんのこと、他国の人と関係を築
くまたとない機会でもありました。安藤先生、そし
てこの素晴らしい取り組みを 27 年間成功裏に続
けてこられ、大きな影響力を持つ経験を可能にし
てくださった各ご関係者様には心から感謝を申し
上げます。 

 



 
 
 
 

 
 
 

 
キンバリー アン チン タン－アファン 
(株)錢高組 (2016) 
建築家 
フィリピン 
                      

 
氏名 
受入先 
職業 
出身地 
 

研修の思い出 
学生時代から日本建築を称賛してきた私が、

2016 年の安藤プログラムの研修生に選ばれたこと
は大変光栄で感激しました。安藤プログラムに参加
することはこの上ない喜びで、気持ちは高ぶり、気
合が入りました。 
安藤プログラムでは、生まれて初めての体験をた

くさんさせていただきました。それは国際線の飛行
機に１人で乗る、様々な国籍の人達と友達になる、
会議形式の場でのプレゼンテーション、建築界の世
界的巨匠の代表作を実際に目にする等です。１ヵ月
間のプログラムは、セミナー、ディスカッション、
企業研修、ワークショップ、文化イベント、建築視
察旅行等盛りだくさんで、私の建築知識や能力を高
める素晴らしい機会となりました。個人的には、視
察旅行が最も印象的で心に残りました。安藤先生の
建築作品にこれほど深く向き合うまで、線や形、色
や質感、光と影が人間の建築物への認識に対して、
どれほど強い影響力を持っているのか、本当の意味
では理解していませんでした。 
安藤プログラムは「気づき」の学習体験でした。

それは私の世界に対する認識を広げ、より意欲的且
つ柔軟に対応する力を授けてくれました。そしてよ
り良い建築家を目指して、自分が手掛ける建築作品
により高いレベルの感度と感性を求めるようにな
りました。 
受入先で得たもの・学んだこと 
錢高組での研修は、オフィスでの設計作業と現場

の視察を組み合わせたものでした。大阪オフィス設
計部での 10日間の研修で、ブアントゥアンミンさ 

んと私は日本の建築基準法について紹介されたの
ですが、私にとってそれは非常に有益でした。私
達は災害、とりわけ地震に強い建物をデザインす
るために、設計関する法令を学んだだけでなく、
建物と地盤との縁切りやダンパーのような免震構
法を採用した建物の見学にも連れて行ってもらい
ました。 
また、私達は錢高組が所有する歴史的建築物を

訪れる機会も得ました。そのうちの１つは京町堀
ビルで、それは私達の建築デザインの演習で課題
として取り上げられていました。その京町堀ビル
を再設計するという課題は、建築における伝統と
現代性に関して、バランスのとれた解決策を探る
機会となりました。私達が訪れたもう１つの歴史
的建造物は大阪中心部にあり、保存状態の良い１
９世紀の商人の住まいでした。非常によく保存さ
れた日本の伝統的木造建築の１例を間近で観察す
るという体験ができました。 
錢高組での研修を通じて、日本の建設業界を垣間
見ることができました。私達はプロジェクトがど
れほどよく計画されているか、そして建築現場が
どれほどよく管理されているかを目の当たりにし
ました。全体的に学んだこととしては、新しい知
識を得ることの大切さと良い労働倫理を持つこと
の大切さです。私はこれらの見識を実務に取り入
れています。 
現在の事業 
建築家としてのキャリアをスタートさせてか

ら、私が手掛けるプロジェクトは基本的に住宅が
多いです。また、フリーランスの建築家として活 

 



 

動しているので、プロジェクトは家族向けのコン
ドミニアム、アパート、戸建て住宅になります。そ
れらはほとんどマニラ周辺の都市部に位置してい
ます。 
プロジェクトの担当建築士でありチーフデザイ

ナーでもある私の職務は、設計から建築工事の監
督までクライアントの夢のマイホームを実現する
全過程を取り扱います。最近完了したプロジェク
トでは、古めかしいアパートの１戸を若い夫婦と
その家族に合せて今風の内装に改装するために企
画し、デザインしました。「永遠」というテーマに
合せて調和を取りながら、家族１人１人の好みに
合わせて各部屋をデザインしました。このプロジ
ェクトでは、ビジュアル的でありながら落ち着い
た雰囲気を出すために、すっきりとしたデザイン
と無彩色の色調を実験的に採用してみました。 
現在私は中華系フィリピン人の住宅デザインに

取り組んでいます。このプロジェクトは、現在のフ
ィリピン特有の都市環境において伝統的な中国建
築を取り入れたデザインを求めています。よって
このプロジェクトを手掛けるにあたり、まずは地
域特有の様々な中国建築とバイオクライマティッ
クデザイン（地域の気候特性を活かした快適な環
境づくり）の内、フィリピンの熱帯気候に適用でき
るものを研究する必要がありました。この事前調
査の結果、２重の塔のような構造と中庭の要素を
取り入れた住宅デザインとなりました。 
 
図１．マニラのアパート改装 
 

安藤先生へのメッセージ 
まず初めに、私達の世代の建築家やデザインの

専門家達に大きな影響を与える素晴らしい建築作
品を生み出された安藤先生に感謝いたします。多
くの建築家達が、強靭な建築思想とそれを実現さ
せるためのゆるぎない情熱をお持ちの安藤先生を
尊敬しています。 
また、安藤プログラムを 30 年以上も続けてこら

れた安藤先生に感謝の意を表します。安藤プログ
ラムに参加していた時、私達研修生はみんな安藤
先生の限りない寛大さとおもてなしに深く感動い
たしました。研修の過程で、私達は日本の文化、芸
術、建築についての知識を得て、見識を深めまし
た。関西圏で安藤先生の作品を数多く訪れる機会
を得られ、大変光栄でした。 
安藤先生の代表作に没頭し、取り巻く環境にお

いていかに巧妙に光と空間が操られているかを直
接見たことは、気持ちが高揚する体験でした。安藤
先生の建築作品、とりわけ茨木にある光の教会は、
建築に取り組む姿勢を常に私に振り返らせてくれ
ます。私はそれらの作品について、時代を超越した
意義ある建築の例と考えています。そしてまた、私
が目指している建築でもあります。 
安藤先生の作品が建築レガシーとして、今後も

より多くの世代の建築家達に刺激を与え続け、彼
らに人の心に響くような魂が宿る建築を追い求め
させていくことを願っています。 

 
図２. マニラの戸建て住宅 

 



 
 
 
 

 
 
 

 
クアレス ジャンフォー オルボック 
大和ハウス工業（株） （2017） 
アーチウィーブ社 建築家 
フィリピン 
 

 
氏名 
受入先 
職業 
出身地 

研修の思い出 
相国寺の石庭に見られた視覚的調和、安藤先生

の空間における光と感情の相互作用、檜の香り、私
達の受入れ先企業に見られた常に最高を追求する
姿勢、研修生同士やスタッフの皆さんとの絆等々、
安藤プログラムで経験したことは決して忘れるこ
とはないでしょう。 
このプログラムに参加する前は、日本と日本建

築についての情報源は雑誌、本、インターネットだ
けでした。安藤先生の作品についても、写真と文書
で知っているだけでした。 
そのような視覚媒体を通してだけでは、実際に

構造物の中でどんな風に感じられるのかや、日本
の建築士や建築業者の代表的な建築技術を完全に
理解することは不可能でした。 
安藤プログラムへ招待され、ついに日本を初め

て訪れた時、書籍等で学んでいた日本建築を身を
もって理解し、他の分野にも関心が広がりました。 
安藤先生が造りだした空間を歩くだけで、建築

デザインに人の感情がいかに大切であるかを認識
しました。相国寺のような古い石庭を訪れるだけ
で、空間を生かし切るとはどういうことかを学ぶ
ことができました。そして大和ハウス工業のよう
な日本の大企業で研修を受けたことで、初めてな
ぜ日本の建築会社が卓越した仕事ぶりを発揮でき
るのかを知ることができたのです。 
それ以来、常にこれらの教訓を心に留めて自身

のプロジェクトや取り組みに臨んでいます。 
 

受入先で得たもの・学んだこと 
大和ハウス工業では、創業者である石橋信夫氏

の価値観が紹介されました。エンドレスハートを
象徴する企業ロゴは、顧客との絆を表しています。 
大和ハウス工業の成長は、1950 年代の建築の工

業化以来、地域社会のニーズに応えてきたこと、
そして彼らの専門分野である近代のプレハブ住宅
に基づいていることを学び、すばらしいと思いま
した。また、全力で追求する取り組みの姿勢、お
客様にとっての真価をお届けしようと努力する姿
勢に感動しました。案内された施設の１つは、防
音壁、耐火材、建物の耐震性を検査するためのも
のでした。施設見学者はそれらの効果を自分自身
で見たり感じたりできるようになっていました。 
大和ハウス工業の最新のプロジェクトの１つ

は、日本の「超高齢化」に焦点を当てています。
介護・医療向けの介助ロボットと高齢者向けの「パ
ロ」というセラピーロボットを開発しました。 
研修生である私に新しい工法、究極の追求、そ

して地域社会への共感すること等、新たな知識を
授けてくれました。新しいプロジェクトを始める
時、私はいつも研修中に学んだことを結び付けて
考えるようにしています。建築の効率化の方法か
らプロジェクトが地域社会に与える影響について
まで、研修で学んだことは私の今後のプロジェク
トにおいて、様々な形で良い影響を与え続けてい
くと思います。 
 
 



 

現在の事業 
私の現在のプロジェクトのほとんどは、ビルデ

ィング インフォメーション モデリング（BIM）
か建築コンペです。その中の１つは、フィリピンの
8 階建ての構造物です。BIM テクノロジーは、実
際に建築する前にまずコンピューター上で構造を
構築することに活用しています。これは実際の工
事が始まる前に、プロジェクトにおける建設の問
題をあらかじめ解決するために行います。 
建築、躯体、機械、配管、消防設備、その他の専

門技術業者を事前に調整し、間違い、遅れ、コスト
の問題などを最小限に抑えるために前もって問題
を解決しておきます。2020 年 8月現在、調整され
た問題のほとんどは、機械、電気、配管、消防設備
の業者に関わるものでした。 
現在私が力を注いでいるもう１つの分野はコン

テストです。２つ目のプロジェクトがシンガポー
ルのコンテストで最終候補リストに残っていま
す。プロジェクトの概要は、ワーキングポッド（独
立した個別のワーキングスペース）を屋内環境に
うまく調和させることでした。 
私のエントリー作品は、屋内スペースと個別要

素を明確に連携させる方法に焦点を当てました。
これは小さなプロジェクトですが、京都のお寺や
安藤先生の作品がこのプロジェクトに大きな影響
を与えています。光と自然の恩恵、空間から自然に
湧き出る感情や無の価値に対する尊重は無形の特
質で、より深く学んで将来のプロジェクトで試し
てみたいと思っています。 

 

安藤先生へのメッセージ 
安藤プログラムに参加する 10 年前に、偶然にも

フィリピンの大学の図書館で安藤先生の作品につ
いて読んでいたことをとても不思議に感じます。
それは安藤先生の海外渡航、影響力、住吉の長屋な
どの代表的なプロジェクト、そしてそれぞれの作
品が持つ独特の世界についてジャーナリストが書
いている本でした。それ以来、いつか住吉の長屋を
訪れたいというとうてい叶わないような夢を抱い
ていました。 
そして 10 年後に安藤プログラムの期間中に、ホ

ストファミリーのご厚意でその夢はかなえられま
した。ホストファミリーからはジンジャーエール
も紹介され、とても気に入りました。 
安藤先生の作品を多く拝見させていただき、ま

た京都でお寺まで見学する機会をいただき感激し
ました。視察旅行や見学を通じて、人の感情に影響
を与える空間について理解を深めることができま
した。 
安藤先生の犬の名前は、ル・コルビュジェにちな

んでつけられたと多くの書籍に記載されていま
す。私も自分の飼っている犬の名前をそのように
変えたかったのですが、残念ながら兄弟がギリシ
ャの哲学者にちなんでアリストテレスと名前を付
けてしまっていました。安藤先生を称える何か別
の方法を見つけなければならなくなりました。 
プログラムの終了後、安藤先生が阪神大震災で

被災した子供達に希望を与え、夢を追い求められ
るようにと寄付をされたことを知りました。 
改めて先生に感謝の気持ちをお伝えします。「安

藤先生、多大なるご厚意をいただき、また私達に夢
を追求していく力を授けてくださってありがとう
ございました。」 

 



 
 
 
 

 
 
 

 
ウズマ アラム 
(株)竹中工務店 (2018) 
アテリエアーアークスケープ社 建築家 
バングラデシュ 
                      

 
氏名 
受入先 
職業 
出身地 
 

研修の思い出 
安藤プログラムは私が一生忘れえない財産です

が、それはただ単に自分の好きな建築家に会う機
会を持てたというだけではなく、文化とおもてな
しの国として知られる未知の国について学べる幸
せでもありました。 
大阪府庁の表敬訪問に始まり日本の有名な建築

事務所での研修に至るまで、このプログラムから
多くのことを学びました。近畿大学でのワークシ
ョップは、異なる国の人々がどのように建築に共
鳴するのかを、そしてホストファミリーはおもて
なしを通じて日本の日常生活について教えてくれ
ました。最も印象に残ったのはもちろん安藤先生
の建築作品を訪れたことです。しかし京都やグン
タ ニチケ教授とのスタディツアーにも良い意味
での驚きがありました。日本の哲学や建築に対す
るニチケ教授の洞察を堪能しながら、素朴な魅力
を持ち、歴史的建造物や細い路地がある京都の虜
になりました。あの時の金木犀の香りを今でも覚
えています。 
安藤プログラムを通じて、伝統や文化について

もっと学んだり、発見したりしたいという願望が
強まりました。また一人で状況に対処する自信も
つきました。日本訪問は私にとって初めての一人
旅で、私の人生と専門家としての建築の認識を大
きく変える試みとなりました。 
 

受入先で得たもの・学んだこと 
私は竹中工務店の企業研修生でした。初めはそ

の会社の規模に気後れしていました。しかし、指
導員の方の親切で辛抱強い人柄に助けられ、また
絶えず専門技能や建築知識を伝授していただくな
ど、竹中工務店で研修を受けられてとても光栄で
した。 

10 日間の企業研修期間中、私は大学キャンパス
のラウンジとホテルのファサードのデザインを任
されました。そのプロジェクトを通して、日本の
座席配置のスタイル、畳敷きの床の基準寸法、色
調の使い方、室内から屋外へと移行する関係性に
ついての研究等詳細を学びました。特に社内設計
士の方々がデザインを決定するために、コンピュ
ータ化する前にあらかじめトレーシングペーパー
を使用するやり方に興味を引かれました。その方
法は、学生時代にはやっていたのですが、バング
ラデシュでは一旦専門家になってしまうとみんな
一斉にやめてしまいます。研修を通し、私はその
技法を再評価し、再び使い始めました。 
竹中工務店での研修で、彼らがどのように日本

文化を尊重し、近代的な手法でそれをプロジェク
トに取り込むかを学びました。それはアルコーブ
やマシュラビーア（木製の窓格子/イスラム伝統建
築）、これらはバングラデシュの遺跡建築によく見
られるのですが、を仕事で扱っている私に刺激を
与えてくれました。竹中工務店で目にした建築に
ひたむきに取り組む姿勢は、私が仕事に取り組む
際に常に思い出され、刺激を与え続けてくれるで
しょう。 

  
 



 

現在の事業 
安藤プログラム終了後、母国に帰ってすぐに私

は勤務先を退職する決意を固め、2019 年に起業し
ました。今日のような移り変わりが激しい世界に
おいて、建築事務所を立ち上げることはかなりの
挑戦になることはわかっていましたが、どうして
も創造の自由を手に入れたくて決心しました。 
私達は若い建築家が集まったチームで、住宅や

ビジネス向けに個別のソリューションを提供して
います。現在は 5 階建ての建物に取り組んでいま
すが、これは 3 階建ての戸建て住宅とクライアン
ト用の小さなオフィススペースで構成されていま
す。私達はこの建物の建築様式に、現地調達の建築
材料と伝統的なデザイン要素を組み込むことを試
みました。うれしいことに私の同僚も私と同じよ
うに安藤先生の作品を崇拝していて、このプロジ
ェクトに先生の光と影の使い方や室内と屋外の関
係性を私達なりに理解して反映させています。煉
瓦、コンクリート、木材といった美を創造する材料
を組み合わせながら、大きなベランダとマシュラ
ビーアが特徴的な建物になっています。 
上記の住宅とは別のプロジェクトとして、有名

な地方紙のオフィスで、内装の改装工事に関わっ
ています。元のオフィスは 90 年代に建てられてお
り、私達はもっとモダンな雰囲気にするよう委託
されました。現時点では、コンサルティングサービ
スのみ提供していますが、将来は総合的なソリュ
ーションを提供できるようにしていきたいです。
美しく魅力的な建築を提供することを目指す一方
で、機能性と持続可能性がデザインの重要な要素
になるシンプルさも追求します。 

 

安藤先生へのメッセージ 
大学 3 年生の時に安藤先生の建築作品に出会っ

て以来、先生は私が敬愛する建築家の１人です。日
本で先生の手掛けたプロジェクトを探求する機会
を得ましたが、そのデザインを本当に理解するに
は一生を捧げなければならないでしょう。先生の
ミニマリストの建築は、ある意味光と影、そして空
間における沈黙の反響を支配していて、それは私
の理解を超えています。作品に見られる先生の哲
学は日本文化に強い影響を受けていることがわか
り、私も自国の文化をプロジェクトに取り入れよ
うと試みています。 

OFIXと連携して安藤プログラムを設立し、資金
を提供し、アジア諸国から建築家を集め、安藤建築
や日本についての新たな観点に気付かせてくださ
った安藤先生に、私は生涯感謝し続けます。先生は
私に思い出深い 29 日間を体験する機会を与えて
くださいました。そこで私はたくさんの素晴らし
い人々に出会い、一緒に最高の経験を共有するこ
とができました。安藤プログラムは、建築に対する
深い知識をもたらしてくれただけでなく、文化、持
続可能性、人々等の側面もしっかりと考えられる
ように手助けしてくれました。それによって私は、
小宇宙（空間）に広がるデザインや建築と自然の共
存を理解しました。 
最後に、このプログラムを通じて、正直で、謙虚

で、社会のお手本になるような日本の方々と交流
することができました。私は皆さんのそのような
姿勢に感化され、自分もそれにならうことで物事
に取り組む際の助けとなってきましたし、今後も
そうあり続けたいと思います。 

 



 
 
 
 

 
 
 

 
ディブヤ マネック 
（株）大林組 （2018） 
ペンシルベニア州立大学建築学科景観学専攻 修士課程 
インド /（現在）アメリカ 
 

 
氏名 
受入先 
職業 
出身地 

研修の思い出 
日本は災害に見舞われることが珍しくない国で

すが、2018 年 9 月の台風 21 号は広範囲にわたっ
て甚大な被害をもたらし、関西国際空港が閉鎖さ
れるに至りました。しかし、私たち、安藤プログラ
ム研修生は、空港の再開がプログラムに間に合わ
ない場合に備えて代替策が確保されていました。
私が乗った飛行機がついに建築家、レンゾ・ピアノ
による偉大な設計の成果である空港に着陸した
際、私は立ち止まり、かくも広大で複雑な空港の迅
速な復旧に驚嘆しました。津波・高潮ステーション
は単なる大阪府が運営する一施設にとどまらず、
迫り来る災害について調査し、慎重に軽減計画を
策定する船の司令室のようなものです。台風 24号
が大阪を襲った翌日に津波・高潮ステーションを
訪問した際、まさに災害管理機能がその真価を発
揮するさまを目の当たりにしました。 
その後 1 カ月間、有能なプログラムコーディネ

ーターであり、本当に親切な仲間でもある姜さん
はまさしく災害管理者さながら、気持ちが高ぶっ
ている研修生が時間どおりにホテルを出発できる
ように導いてくれました。覚えていた日本語のほ
とんどは忘れてしまいましたが、日本の基本原則
ともいえる、あらゆる困難から立ち直る能力は今
も私の中で息づいています。ただ、母国から離れて
いる今、パンデミックを生き延びる上でその能力
以上に有効なスキルは思いつきません。 
 

受入先で得たもの・学んだこと 
父と私はずっと歌舞伎が大好きだったというこ

ともあり、日本で歌舞伎を観ることをとても楽し
みにしていました。それを知った OFIX は、受け
入れ先企業について日本最古の劇場で歌舞伎も上
演される京都の南座を手掛けた企業でインターシ
ップを受けることができるように取り計らってく
ださいました。舞台裏のキャットウォークや奈落
への特別見学に興奮したのは私だけではなく、先
輩建築家も楽屋の畳の上で楽しそうに座り、衣装
を着けるふりをしていました。 
日本でのあらゆる経験と同じく、大林組での短

期インターンシップは独自性があり大阪の豊かな
文化と深く関係のあるものでした。同社は外国の
建築家なら作業を進める前にまず日本文化を理解
することが重要だということをわかってくれてい
ました。「大阪くらしの今昔館」での着物体験や京
都での呈茶体験のおかげで日本文化に浸ることが
できました。このようなことはオフィスの中では
無理だったと思います。55 階建ての耐震マンショ
ン「ブランズタワー」や沿線住民の不便解消を目
的とした大阪から神戸までの線路の高架工事、阪
神魚崎プロジェクトを見に行ったことを覚えてい
ます。また、新幹線に初めて乗ったことやお好み
焼きを食べたことも覚えています。店内で自分が
食べるものを作ったのは初めてでした。受け入れ
企業では、どんな小さな仕事でも軽視せず誠心誠
意行う姿勢を教えてくれました。 
 
 
 



 

現在の事業 
ペンシルベニア州立大学景観設計大学院課程で

ペルーのイキトスにある水陸コミュニティについ
て学んでいます。人々はアマゾンの熱帯雨林から
この地に移り住み何世代にもわたって孤島で暮ら
しています。洪水で水位が上がると乾燥した土地
への移動を余儀なくされます。気候変動による洪
水で、今後は世界で何百万人という人が影響を受
けるでしょう。水の侵入を防ぐために数千年の間、
人類文明は堤防を築いてきましたが、一時的な解
決策にしかなりません。年を経る毎に気候変動が
加速していけば、人類はもっと堤防の数が必要に
なり、堤防を高くし続けなければならないでしょ
う。ある場所では水の侵入を阻止しつづける一方
で、水はどこかに行き場所を求めるため豊かな生
態系が失われてしまいます。町ぐるみの移住は地
域社会や暮らしや生活の質に大きな混乱を及ぼし
ます。森林が住宅地や農地に換えられるにつれ、移
住は環境を破壊するのです。そのうえ、水上で暮ら
してきたコミュニティは移住を望まず、浸水家屋
に住むことを選びます。彼らの暮らしは環境に左
右され、湿地帯での暮らし方もわかっています。湿
地帯を沿岸や川岸沿いのコミュニティと統合する
ことが洪水対策としては比較的ダメージが少ない
方法として現実味があるかもしれません。 
「私の建築に刺激を受けて人々が自分のリソース
を使い、未来に向かって進むようになってほしい」
－安藤忠雄 
未来はここにあります。準備が必要です。 

 

安藤先生へのメッセージ 
肌寒い 10 月のある夜明け、いつもは朝食に遅刻

していた 8 人の建築家が、広大なウェスティン淡
路リゾート（現 グランドニッコー淡路）を無言で
横切り百段苑へと全速力で向かい、朝一番の日光
が大阪湾のキラキラ光る水に反射するのを目の当
たりにしました。それぞれが階段状の 100 個の花
壇の中からお気に入りの場所を見つけ、そこに座
って太陽が昇るのを待ちました。自然の美しさが
目の前で広がるのを静かにじっと見つめていまし
た。私たちをそのような行動に駆り立てたのは、迫
力ある設計の力です。ウイルスではありません。世
界中を旅してきましたが、これまでの経験のどれ
一つをとってもこの日の出ほど圧倒された気持ち
になったことはありません。 
大学院では景観設計家に囲まれており過ごして

います。建築家は私だけですが、建築と周囲の環境
が微妙につながりあっていることをうまく説明で
きない自分に気付くことがあります。恐らく、ギリ
シャ文明の根本的な遺産である今日の建築が、自
然と共鳴することが稀だからだと思います。残念
ながら、どのような媒体も空間が一人の人間に授
けることができる独自の経験を公平に扱うことは
できません。異文化の対話が可能な国際的なプロ
グラムを設けてくださり、皆様には心から感謝し
ています。単独で日本を訪れることもありえたか
もしれませんが、安藤プログラムが提供してくれ
た日本文化の深さと豊かさを経験することなど絶
対にないでしょう。 
 

 



 
 
 
 

 
 
 

 
ピチャパ ヌユス 
(株)錢高組 (2018) 
横浜国立大学大学院修士課程 
タイ /（現在）日本 
                      

 
氏名 
受入先 
職業 
出身地 
 

研修の思い出 
私は今でも、どんなふうに安藤プログラムが私

の人生を大きく変えたのかを覚えています。あの
頃私は、建築の修士課程で学ぶことをあきらめか
けていて、人生で情熱を注げる何か別の物を探し
始めていました。大学卒業後もまだ建築家になる
ために頑張りたいと思っていたにも関わらず、比
較的早い段階で建築家という職業は自分には向い
ていないのではないかと思い、建築に対する情熱
も失いかけていました。それから間もなくして、私
は安藤プログラムに参加できるという大変貴重な
機会を得て、私の人生は自分でも想像していなか
った方向へと変わったのです。 
 現在私は横浜国立大学の修士課程に在籍してい
て、時々私がここに至るまでの経緯をいろいろと
思い出します。安藤プログラムで、大学時代から建
築家として、そして師として尊敬してきた安藤先
生の作品を実際に体験し、私の建築愛は再び激し
く燃え始めました。 
 このプログラムに参加し、企業研修と視察旅行
の両方で学び、経験を積む機会をいただいただけ
でなく、一生自分が情熱を捧げられるものを探求
する機会も得られました。今でも日本でできるだ
けたくさんのことにチャレンジし、学んでいきた
いと思っています。 
 

受入先で得たもの・学んだこと 
安藤プログラムの期間中、私は錢高組のインタ

ーン生として、錢高組の主要プロジェクトから学
ぶことになっていました。錢高組が最初に手掛け
た最も古い建築物から最も新しい最近のプロジェ
クトまで見学しました。そのため、昔の細部にわ
たる優れた木造建築と今の時代の通常構造を見る
ことができました。 
 私をインターン生として受け入れてくれ、まる
で家族のようにいろいろと面倒を見てくれた錢高
組の皆さんに感謝しています。さらに、私のイン
ターンシップが滞りなく進んだのは、ボランティ
ア通訳さん達の努力のお陰でもあります。この研
修プログラムを通して私が学んだことは、人がお
互いを理解するのに言語は問題ではないというこ
とです。私はあの当時、日本語を全く話せません
でしたが、錢高組のデザインアイディアや社員の
方々の楽しいお話を十分理解できるだけのコミュ
ニケーションはとれました。 
 今、私は日本で修士課程の大学院生ですが、錢
高組の研修中に得た知識を適用することができて
います。また私は実生活からも学べることがある
と信じています。日本の建築的実践、文化、そし
て人とのコミュニケーションの大切さについて、
私の視野を大いに広げてくれています。 
 

 



 

現在の事業 
現在、私は横浜国立大学大学院の Y-GSAの在学

生です。Y-GSAでは、学生は学期ごとに研究室を
変えなくてはならないのですが、これは学生にと
っていろんな教授の考え方を学べる良い機会だと
思います。私の今の研究室は、西沢 立衛研究室で
す。 
 現在取り組んでいるプロジェクトは、「いろはか
い商店街」の再開発で、場所は東京の山谷です。山
谷は、新しい都市開発によって多くの商店街が経
営難に直面していていますが、昔から独特の雰囲
気を持っています。山谷や東京近郊の古い町の多
くは、昔の生活様式から完全に切り離された方向
に開発が行われています。商店街のタウンハウス
は取り壊され、大きなマンションへと作り変えら
れています。次第に商店街やその周辺は、独自性や
通り上にあるリビングルームのような特性を失っ
ていきます。 
 私はコミュニティストリート上にあるリビング
ルームとしての商店街の役割を維持しながら、み
んなの生活の場としての新しい位置づけを与えて
商店街を再構築する方法を提案しました。この提
案には、昔の生活様式と新しくその地域に入って
きた人達が通り上で調和し、時間を過ごし、共に生
活する場所をつくり出すという私の願いが込めら
れています。商店街は、2階部分をホテルに、1 階
部分には通り沿いのミニパークスネット（生活者
ネットワーク）という新しいデザインと共にその
他サポート機能も持たせて改装します。   

 

安藤先生へのメッセージ 
高校生の時、私は京都府立陶板名画の庭を訪れ

たのですが、そこで私の建築への情熱の扉が開か
れました。当時、安藤先生が誰なのかもわかりませ
んでしたが、その庭の空間で自然と建築と芸術が
共存している感覚を覚え、その体験は空間を一歩
進むごとに徐々に私の中に形成されていきまし
た。その日から私は建築空間の重要性を意識する
ようになりました。 
 安藤先生は私の憧れの建築家の 1 人で、私は常
に偉大な建築家から考え方を学ぼうと努めていま
す。私がこれまで研究したすべての師となる建築
家は実際に会ったことはありませんでした。安藤
プログラムに参加したことで、本で読んでいた作
品を直に感じる機会を得られました。さらに、安藤
建築事務所で先生に直接ご教授いただくというめ
ったにない機会をいただきました。それは建築を
学ぶ生徒なら誰でも夢見ることです。 
私が長年抱いていた夢を実現してくださった安

藤先生に感謝しています。それは建築家として人
生で与えられた最高のチャンスであり、また日本
の大学院生としての新しい冒険への扉でもありま
した。安藤プログラムに関わったすべての方々に、
そしてこの世界に素晴らしい建築を生み出してく
ださる安藤先生に心より感謝いたします。 
本当にありがとうございました。 
 



 
 
 
 

 
 
 

 
マデ ハリス クンカラ 
大和ハウス工業(株)  (2018) 
ミラノ工科大学建築学科修士課程 
インドネシア / （現在）イタリア 
                      

 
氏名 
受入先 
職業 
出身地 
 

研修の思い出  
私にとって安藤プログラムは、幸運が舞い込んで

きたようなものでした。あの当時、私は設計しても
建築されることも無ければ、デザインですら認めら
れていなかったため、少々仕事に嫌気がさしていま
した。また、フルブライト奨学金を得てアメリカの
大学で勉強するという夢も破れ、自身の進むべき道
を見失っていました。そんな時、職場の友人が安藤
プラグラムに応募するよう勇気づけてくれたので
すが、まさか選考に受かるとは思っていませんでし
た。受入れのメールを受け取った時、私は幸せな気
持ちになり、期待に胸を膨らませました。それは今
まで生きてきた中で 1番うれしかったことでした。
日本に向けて出発したその日は、私の誕生日でもあ
りました。自分を取り巻く状況に、もがき苦しんで
いた私にとっては夢のようでした。 
日本の建築や建設分野でのプロ意識を目の当た

りにしたのも初めてのことでした。ディスカッショ
ン、訪問、フィールドトリップを通じて、日本人の
誠実さと完璧を目指す姿勢が傑作をつくり出して
いることに気付きました。また、安藤プログラムは
「持続可能」というキーワードに重点を置いている
と言えます。プログラムを通じて、私達は建築家と
して自然環境にもっと責任を持たなければならな
いことを学びました。また、より実用的なアプロー
チとして、より良い環境の創造に向けた建築家の積
極的な関わり方についても学びました。そして「グ
リーンウォッシュ（環境に配慮したかのような見せ
かけ）」ではなく、真のグリーンデザインの実践と
は何かを考えさせられました。 

 

このようなプログラムを設立してくださった安
藤忠雄先生に感謝いたします。とてもためになるプ
ログラムです。最後に、OFIXの皆さん、通訳さん
達（特に中井さん、今さん）、グンタ ニチケ教授、
エスター ツォイ教授、大和ハウス工業の皆様、ホ
ストファミリーの島岡さん、大阪府庁の方々、その
他研修中にお会いした皆様、どうもありがとうござ
いました。素晴らしい思い出をありがとうございま
す。またいつか皆様にお会いできることを願ってい
ます。 
受入先で得たもの・学んだこと 
大和ハウス工業は、大変ありがたいことに私達を

特別研修プログラムに受け入れてくれました。彼ら
は大和ハウスの技術革新を余すことなく私達に示
してくれました。創業者 石橋信夫氏の決意とビジ
ョンについて学びました。彼は鋭利な頭脳でもっ
て、グリーン技術を強化しながら、手頃な価格で住
宅を提供することで社会に貢献してきました。ま
た、大和ハウスが現在も取り組んでいるプロジェク
トを見学する機会も与えてくれました。一見普通の
家のように見えるのですが、すぐにその背後に驚く
べき事実があることがわかりました。例えば、環境
に優しい建物を作るために、その材料や詳細の研究
にとことん費やす時間に感服しました。また、実地
見学の際に、通訳の方々が温かく接してくださった
ことにもふれておかなければなりません。皆さん友
好的で、親切に同行してくれました。 
大和ハウス工業の創業者から学んだのは、とりわ

け起業家精神においては強い意志とたゆまぬ献身
が夢を実現するためのカギであるということです。 



 

もちろん失敗することもありますが、私達は常に
起き上がることができます。大和ハウスの社員の
方々の会社に対する強い忠誠心と献身には本当に
感心しました。そして彼らの謙虚さに感銘を受け
ました。大和ハウスでの研修の後、私は建築や起業
家精神を通じてインドネシアの環境構築に携わる
ことで、人々の役に立とうと再び奮起しました。 
現在の事業 
現在、私はミラノ工科大学で建築学の修士課程

に在籍しています。インドネシアの財務省（LPDP 
インドネシア教育基金）から奨学金を得ました。安
藤忠雄氏のヨーロッパ周遊に影響を受け、建築に
関して自分の視野を広げるためにヨーロッパ留学
を決意しました。私がヨーロッパで気づいたこと
の１つは、地域遺産の保存に努力していることで
す。彼らは近未来的な建物を建築し続ける一方で、
現代の革新的技術を使って元の姿を維持しながら
古い建物も保存しています。私はそれを大学院の
最初の学期に学びました。時間がある時はヨーロ
ッパの街を散歩しながら、過去と未来の建築物が
どのように調和しながら共存しているのかを探る
のが大好きです。 
第 2 学期、私の主な研究分野は複合用途の建築

物でした。友人と私は社会の下層階級の人々のた
めにタワーをデザインすることを提案されまし
た。このプロジェクトで新たに学んだことは、チー
ムワークで取り組むこと、新しいソフトウェアと
批判的な意見に関することでした。プロジェクト
現場はインドのムンバイで、アジア最大のスラム
エリア・ダラヴィに隣接しています。私達は新しい
タワーが持続可能で現代的な側面を維持しつつ、
複雑さと多様性にどのように対応できるかを想像
しました。安藤プログラムで学んだ経験から、私は
その状況、材料、空間の感覚についてより注意を払
いましたが、それはこのプロジェクトの根底にあ
る基本的ロジックと併せて大変役立ちました。 

 

安藤先生へのメッセージ 
まず最初に、安藤先生が私達研修生に学びの機会

を与えてくださったことに心より感謝申し上げま
す。先生の寛大さに感動しました。まさか自分が輝
かしい経歴を持つ偉大な建築家に会うことになる
とは夢にも思っていませんでした。大学時代から建
築の巨匠としての評判は知っていました。その建築
的アプローチを多くの先生達が崇めていました。当
時、私は安藤建築の特徴や経験値、そして作品に対
照的な幾何学的構成を用いて全体的な調和を図る
手法が人の目を引き付けることを認識していまし
た。また安藤先生のライフストーリー（人生の物語）
にも感動しました。ボクサーから世界的な建築界の
巨匠に転身されるとは、まるでフィクション映画を
見ているかのようです。私は一生忘れないでしょ
う。力強いビジョン、決断力、勤勉さを持ち合わせ
ることを。 
安藤建築作品を見に訪れた時、建物そのものより

も自然が主役となっていることに気が付きました。
一連の空間と有形物は、驚くべき働きと静寂に包ま
れるような感覚を生み出します。それはとりわけ淡
路島を訪れた時に感じました。安藤作品の建築プロ
セスを読んだり、インタビュー映像を見たりして、
自然に戻すことの大切さに気付きました。このメッ
セージは現在のインドネシアの状況にも関連して
います。経済成長を追い求めるあまり、環境バラン
スが崩れる傾向にあります。安藤プログラムは、よ
り良い環境づくりのために思い切った行動をとる
ことを私に示唆しました。実際、私はそうしなけれ
ばなりません。そうすることより他に先生に恩返し
する方法はないのですから。最後に改めてお礼を申
し上げる共に、ご健勝とご多幸を心よりお祈りいた
します。 

 



研修の思い出 
私は大学１年目のプログラムを決して忘れない

でしょう。それは「Meet the Famous People（有名
人に会う）」という名称のプロジェクトで、私が初
めて安藤忠雄氏とその素晴らしい作品を研究した
ものでした。こうして早い段階で、美術館、自然光
のデザイン、建築の内と外、空間が与える感覚につ
いて考察し、安藤先生の作品を多く参照しました。
このことで私の安藤先生の作品に対する興味は
徐々に高まっていき、２０１６年に初めて大阪で安
藤先生の作品を訪れることになったのです。その実
地調査で建物、その環境、そして様々な媒体を通じ
てもイメージし得ない細部を実際に自分の目で見
て、触れて、感じるという素晴らしい体験をしまし
た。 
安藤プログラムで関西圏の安藤先生の建築作品

を訪れる２回目の機会をいただけたことは大変光
栄でした。また、通訳さんが説明を訳してくださっ
たお陰で、先生の作品の歴史や背景を更に深く理解
することができました。 
この安藤プログラムの主な目的は、研修生達が日

本の文化を理解し、母国で建築と芸術の発展に貢献
する事であり、私はプログラムを通じて出会った皆
さん、とりわけ一緒に学んだ７人の海外研修生、
OFIX のスタッフ、通訳さん達、私のホストファミ
リーの皆さん、そして企業研修でお世話になった
方々との素晴らしい出会いに感謝しています。 
最後になりましたが、最も記憶に残る大切な時間

は、安藤先生に直にお会いしたことでした。安藤先
生を表敬訪問した際に少しお話をすることができ、 

また先生のオフィスも見学させていただき、私の
建築人生において永遠に忘れられない１日となり
ました。 
受入先で得たもの・学んだこと 
大和ハウス工業では、研修生として実り多き貴

重な体験をしました。日本で住宅産業、耐震、建築
技術を学びたいという私の希望は、この研修中に
すべて叶えられました。 
大和ハウス工業の歴史と発展に深く感銘を受け

ました。1950 年代のパイプハウスやミゼットハウ
スという初期の発明から、より災害に強い住宅を
提供し、戦後の生活で高まる住宅需要に応えまし
た。創業者の創意工夫、忍耐力、先見性が日本にお
ける住宅開発と、それを個人や社会に役立たせる
ために活かされています。 
大和ハウス工業は、時間と社会的ニーズと共に

持続的により良いものを追求し続ける企業として
規範的な役割を担っています。これは建築の知識
や技術を通じて、新しいタイポロジー（類型/タイ
プという概念に基づいて建築の本質や特徴を思考
する建築論）を発明しようと努力を重ねている彼
らに見てとれます。私の国ではほとんど適用され
ないような高度な建築技術、電気の分配や水と廃
棄物の管理システムを含んだエネルギー管理シス
テムに感銘を受けました。また、奈良工場と総合技
術研究所では、プレハブ住宅の製造、耐震技術に関
する知識、防音試験などについても一通り見学さ
せていただきました。 
結論として、大和ハウス工業での研修は、異なる

建築的側面を視覚と触覚を通して経験できるリビ 
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ングラボを訪れたかのようでした。私がそこで学ん
だことは直接的に私の仕事に適用することはでき
ないかもしれませんが、建築や技術に対する捉え方
やビジョンを広げてくれた貴重な学習の場でした。 
現在の事業 
タンザニアの北部にあるンゴロンゴロ保全地域

内にンゴロンゴロクレーターは堂々と広がってい
ます。それは巨大な火山が噴火し、噴火口を吹き飛
ばすことで形作られました。おおよそ 250 年前の大
爆発で巨大なカルデラが出現しました。(Team, V., 
2020) その凹地は野生動物の宝庫です。1979 年に
ユネスコ世界遺産に登録されており、アフリカの自
然七不思議の１つです。(Team, V., 2020) 

FS ンゴロンゴロと名付けられたリゾートは、アフ
リカのサファリ冒険の歓楽街の 1つとして、増え続
けるンゴロンゴロクレーターの観光客へ宿泊施設
を提供します。マガディ湖の南西に約 40500㎡の敷
地が選定されました。アルーシャの街から車でおお
よそ 4.5 時間のところにあり、リゾートまでの道中
には魅力的なサファリ風景、キャンプ場、ロッジが
あります。観光客は、両側に滝の噴水が流れ落ちる
到着通路によって歓迎されます。 

FS ンゴロンゴロは主に 2 つのパートで構成され
ています。素朴な外観とランダムに配置された木製
のよろい窓の付いた 4階建ての建物がメインとなる
建物で、ロビー、ラウンジ、終日のダイニング等の
共用施設で構成されています。客室やスイートルー
ムはその建物の東棟に割り当てられています。 
建物の西棟には、木製の山小屋のような建物群が

設計され、専門レストラン、ディスカバリーセンタ
ーやキッズエリア等の共用施設で構成されていま
す。木製の小屋の高さが異なっているのは、急勾配
の地形に適応させるためです。また、建物と通路に
木の小屋の集合体を組み込むことで、より楽しく特
別なおもてなし体験を生み出すことを目的として
います。 

 

安藤先生へのメッセージ 
2018 年の安藤プラグラムに研修生として選ばれ

て大変光栄でした。関西圏の先生の建築作品のほと
んどを訪れる機会を得られ、そして最も重要なのは
安藤先生に直接お目にかかれて、自分はなんて幸運
な人間なんだろうと思いました。安藤先生そして事
務所の方々には、事務所を訪問した際にお時間を割
いていただき、またいろいろとご説明いただきあり
がとうございました。そのような丁寧な説明に私達
が自身で観察したことが合わさって、安藤プログラ
ム中に訪れた先生の作品すべてに対する理解と感
覚をより深めることができました。 
安藤プログラムは、私に日本の建築技術を余すと

ころなく提供してくれました。実際、私は建築や建
築キャリアに関して、異なる捉え方を認識できるよ
うになりました。新卒のまたは若き建築家として、
開発途中の街で勤務すると、容易に「商業化」より
の建築へと導かれてしまいがちです。私は表敬訪問
の際に安藤先生から頂いたアドバイスに感謝して
います。それは「常に人々や文化、自然を忘れるこ
となく、この分野における自分の強みを意識するこ
と」でした。これは、建築の役割が住民や環境にど
れほどの影響を与えているのかを私に思い出させ
てくれます。 
私は常に建築の実践は芸術作品をつくるような

ものだと考えています。芸術作品の創造には、作家
の興味、知識、キャリア・人生経験や背景が関わっ
ていると思います。見る人の心に響いた時、その芸
術作品に特別な価値が見いだされますが、建築につ
いても同じことが言えます。成功する建築というも
のは、ただ単に機能性によるものだけではなく、
様々なアイディアや思い、インスピレーションを与
える歴史が詰まっています。私達の師として、そし
て影響を与える人として安藤先生がいてくださっ
て、この上なく恵まれていると思います。 
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研修の思い出 
安藤プログラムの中で最も印象に残ったのは、

安藤忠雄建築作品視察旅行でした。関西圏の都市
をほぼ制覇したと言っても過言ではないでしょ
う。毎日盛りだくさんのスケジュールでしたが、得
られた経験の素晴らしさを考えれば、多少の疲れ
などたいして問題ではありませんでした。 
視察で訪れた安藤先生の代表作のほとんどは、

様々な建築関係の本で見たことがあるものでし
た。作品のイメージや説明は本から得られるので
すが、実際に体感するのとでは比べものになりま
せん。作品に取り入れられた安藤マジックは、ただ
単に美を引き出すだけではなく、その空間に足を
踏み入れた者に命や魂を感じさせます。安藤先生
の建築は、どの作品も独特の体験をつくりだすよ
う細部にわたって計画されています。空間、自然、
建築における見事なまでの匠の業が展開される作
品を、発見や驚きに出会いながら見学したことは
この上ない喜びでした。 
これらの経験は、私の物事の見方とデザインの

仕方を変えました。安藤先生ならそのように表現
したであろう「遊び心」をプロジェクトに取り入れ
始めたのです。以前は、第一に空間を効果的に配置
することを考えてデザインし、その後で美学や空
間における体験を考慮していましたが、今ではま
ず最初に建物全体の空間における体験を考慮して
デザインするようになりました。この方法でデザ
インを行うと、美や空間の配置は自然とデザイン
の中に収まるのです。これが安藤プログラムで私
に一番影響を与えたことで、大変感謝しています。 

 

受入先で得たもの・学んだこと 
錢高組での研修は、他の研修生達が体験した企

業研修とは異なっていました。オフィスの範囲内
で見学したり学んだりする代わりに、安藤プログ
ラムの視察旅行のように、実際に建築を体験する
機会をいただきました。古いお寺から大阪のビジ
ネス中心街にそびえ立つ近代的なタワービルまで
日本の建築についてより深く、より詳細に学びま
した。指導役の方々は、日本文化における建物の
独特な建築要素がどのように発展してきたのかを
説明してくださいました。 
建築済みの建物を見学する以外に、担当の設計

士さんと技術者の方が私達を様々な建築現場にも
連れて行ってくださって、プロジェクト現場で採
用している革新的な工法や実践について案内して
くださいました。 
それぞれの国の文化や環境に基づいて、どのよ

うに建築が発展してきたのかを考察することは興
味深いです。日本とフィリピンは大海原で隔てら
れてはいますが、かなりよく似た建築要素がいろ
いろあります。そのため、近代日本建築の実用性
や狭い空間の有効利用法から容易にアイディアを
得ることができます。日本で見学した狭い空間の
プランニングにおける原理を、私の手掛けるプロ
ジェクトに適用して大いに役立てています。日本
で学んだ革新的な工法についてはまだ適用できて
はいませんが、今後の建築プロジェクトに適用す
ることを楽しみにしています。 

  
 



 

現在の事業 
私が携わっているプロジェクトは、基本的に高層

ビル等の複合開発です。有名なプロジェクトの 1つ
は、２棟のオフィスビル、住宅棟、ホテル棟に商業
施設を含む用途混在の開発基本計画です。すべての
建物は、１階のスロープ状の庭からブリッジに至る
まで、様々なフロアレベルでつながっています。建
物の高低差や遠近法で遊び心あるデザインを心掛
けたとてもお気に入りのプロジェクトでした。この
プロジェクトは、市営地下鉄と直接つなぐことにな
っていました。私はこの MRT（メトロ・レール・
トランジット/フィリピン運輸局運営の鉄道）の接
続部分に、人々の視線と視覚的構成で遊びを表現す
ることを思い描きました。利用者は様々なアクセス
で場内に進入できるようになっています。メインの
経路としても、複数の階へアクセスできるようにな
っていて、建物に接続している MRT から地上/出
口へ上昇すると、一階部分ではなく２階のデッキ部
分へ出てきます。地下の接続部分は、閉塞感を打開
するために部分的に吹き抜け構造を採用した広い
中庭を設けており、１階の庭から MRT に接続して
いるところが見られるようになっています。この吹
き抜け部分は、MRT の乗客が行き先を確認する要
素としての役割も果たしており、吹き抜けから差し
込む太陽の光を見て出口の場所を容易に予測でき
るようになっています。 
私が楽しんで取り組んだもう１つのプロジェク

トは、友達のザフラ、V、バワー、F、マニボグと一
緒に参加した建築コンペでした。それはマニラ首都
圏のバランガイ（区の意味）にあるコミュニティセ
ンターでした。私達が適用したコンセプトは、マイ
クロ・パブリック・スペースと必然的に交差する通
路でした。 
安藤先生へのメッセージ 

私達研修生は、安藤忠雄プログラムの最後の年
のグループでした。期間は短かったですが、今でも 

互いに連絡を取り合うほど仲の良い友達になり
ました。 
安藤プログラムは、建築を愛してやまない自分

に気付かせてくれました。私の夢はより高度な学
術研究を追求することでした。このプログラムで
建築の講義やワークショップに参加して、私は勉
学に励んだ大学時代を思い出しました。大学卒業
後は、日々の業務と仕事を覚えることに追われ、日
本で修士課程を学ぶという夢を忘れてしまってい
ました。安藤プログラムでの研修は、私のこの夢を
類似体験させてくれ、私の夢に対する熱意はより
一層強くなりました。 
私達研修生にとって、この安藤プログラムはた

だの海外研修ではなく、何かしら私達を刺激し、物
の見方を変化させるものでした。私のように眠っ
ていた夢が呼びさまされた人もいます。安藤プロ
グラム修了生はみんな、このプログラムが今後も
続行され、私達と同じように若き建築家やデザイ
ナー達に素晴らしい体験を提供し続けることを願
っています。 
安藤プログラムでの経験は、私の人生のそして

キャリアの糧となっています。安藤先生、このよう
な貴重な体験をさせていただき本当にありがとう
ございました。今後も世界に向けて、安藤先生がユ
ニークで遊び心のある建築を提供され続けて行く
ことを願っています。総勢２４１名の安藤研修生
の１人であること、そして「安藤先生」と直接先生
をお呼びすることができたことは私の誇りです。 
ありがとうございます。 
 



 
 
 
 

 
 
 

 
グエン クイ フー 
大和ハウス工業(株) (2019) 
建築デザイナー 
ベトナム 
                      

 
氏名 
受入先 
職業 
出身地 
 

研修の思い出  
私が「建築」というものに興味を持ち始めて以来、

日本と安藤忠雄先生は常に私にインスピレーショ
ンを与えてくれました。「安藤忠雄」プログラムに
参加することで、思っていたよりもさらに多くのこ
とを学ぶことができました。日本の建築文化や安藤
忠雄先生の作品は日本に行く前にもなじみはあり
ましたが、何百回とオンラインで見てきた建築物の
中に実際に足を踏み入れた時、その雰囲気に畏敬の
念を新たにしました。私たち研修生が訪ねた様々な
建築物や、研修中に会った素晴らしい人々は、私の
心の中に最も大切な思い出として残っています。 
またグンタ・ニチケ教授との出会いや対話がこれ

ほど奥深いものになるとは思いませんでした。教授
が様々な書籍やご自身の知識を紹介してくださり、
またシンポジウムで「勝った」ことでいただいた記
念品は、私に常にインスピレーションを与えてくれ
るとともに、さらに知識を高めるための源であり続
けるでしょう。 
プログラム中の自由時間には研修生同士で食事

をしたり、会話を楽しみました。貴重な時間を割い
て私たちをこの研修に参加させてくださり、質の高
いプログラムを運営してくださった全ての皆さん
のご尽力に心から感謝します。日本を離れる時まで
には世界についての見聞を広め、建築についてもさ
らに知識を身につけることができ、それ以前よりも
少し賢くなりました。またすべての経験が私を世界
中の同僚たちと結び付けてくれたため、世界の状況
についてより高い関心を持つことができるように
なりました。 

 

受入先で得たもの・学んだこと 
ソナリと私は一緒に、建材研究から構造、モジ

ュールの組立ライン、聴覚や視覚的な体験など、
様々な研修に参加しました。大和ハウス工業での
研修は自分が関心を持っていたほとんどのことや
その他の事柄も取り上げており、思っていた以上
の内容でした。学んだことをすべて消化するには
もう少し時間がかかりそうです。 
最初の数日間は大和ハウスの本社で講義を受講

しましたが、この本社社屋からは大阪全体を見渡
すことができ、その景色は息をのむような美しさ
でした。また移動には常にふたりの女性が同行し
てくださいましたが、とても親切で礼儀正しい
方々で、私も丁寧にふるまうことようにと暗に教
えてくださったように感じます。また実際のとこ
ろ、ベトナムのような国では生産はまだ手作業に
頼ることが多いですが、大和ハウスの工場では体
系化された工業生産が行われており、その様子を
見て目からうろこが落ちるような思いでした。見
学したロボティクスや遮音等の実験は、ベトナム
の仕事の環境では実現にはまだ時間がかかると思
いました。今後はベトナムの建設業界でも、持続
可能な建築技術が応用されていけばと思います。 
現在の職務はほとんど設計であるため、今のと

ころ大和ハウスで学んだことを日々の業務に生か
すチャンスがありません。ただ、大和ハウスでの
経験は建設作業の現実により意識を向ける機会と
なりました。今後は現地の技術を使ってより簡便
に、また持続可能な方法で建設を行う建築のあり
方について常に考えていきたいと思います。 

 



 

現在の事業 
最近は国際コンペに参加し、アルメニアのエレ

バンにある District 33という場所について、マス
タープラン・都市デザインのソリューションに関
するプロポーザルを提出しました。審査員の言葉
が私の思いをよく物語っていると思います。  
「このプロジェクトでは、新しい開発スキーム

を利用しながらも現地に残る都市構造と遺産を活
用することができ、大成功であった。投資家や設計
者など複数のステークホルダーが、包括的な建築/
設計の方向性を固定することなくプロジェクトに
参加することができるようなプロセスを明示し、
そして『文化的表現のための枠組み』という、むし
ろ様々な設計の方向性を展開することができる場
を提供している。本コンペでは国内の既存の都市
環境の規模を維持しつつも、より密度が高くなる
ことを想定して設定された大まかな要件が提示さ
れたが、応募した建築家はその要件を見事に満た
している。空間の多様性や使途、機能という課題を
解決しようと注力することで、プロジェクトが概
念的なものから実行可能なものに素早く移行する
体制が整った」。 
  「パリンプセスト」と呼ばれるこのプロジェク
トは、皮革が貴重な素材だった頃の記録の方法に
ちなんで名付けられました。私の設計する建築物
の建設が速く進む理由のひとつとして、建材が豊
富に入手できることがあります。建材のコストが
安いため、建設することに対して「何も考えない」
という姿勢があることで、気候変動の原因となっ
ただけでなく、多くのコミュニティを破壊してき
たのだと思います。このプロポーザルにより、私た
ちが築いてきた環境が「タブラ・ラサ」ではなく、
使われ続けるパリンプセストとなるために活動す
ることで、その姿勢から変えることを目指してい
ます。過去の歴史だけではなく未来にも常に意識
を向けていかなければならないのです。 

 

安藤先生へのメッセージ 
まず、世界に建築を通じて多くのものを与えて

くださった安藤先生が、ご健康で心安らかにいら
っしゃることをお祈りします。私は先生に対して
メッセージをお送りするのにふさわしい立場では
ないと思いますが、 このような意義深いプログラ
ムに資金を投じてくださった寛大なお心に深く感
謝するばかりです。安藤プログラムは開始当初か
ら、アジアの才能ある若者に建築の世界への扉を
開いており、そのおかげで世界がよりよい場所に
なったと思います。そして先生のお心が無駄にな
ることはないと確信しています。私たち若手建築
家は大きな希望を持ち、先生の作品のように素晴
らしい、また偉大な作品を作りたいと思っていま
す。そしてこれからも、建築の伝統が建築の文化に
寄与するように努力を続けていきたいと思いま
す。 
先生は深い学びだけでなく、時にはユーモアに

満ちた時間も共有させてくださいました。これか
らも周りの方と、楽しく喜びに満ちた対話を続け
ていかれることをお祈りします。今思うと、建築と
はシンプルで自然なものであるべきなのでしょ
う。先生の作品の表現の方法、先生がご自身の思い
を語り、また若者の質問に答え、また先生のクライ
アントが建築物の完成から長い時間がたっても嬉
しそうにその建築物を見せてくださった様子を考
えると、建築物は適切に建築されれば、それを使用
する人も建築家も幸せにするのだという考えに至
りました。シンプルな学びですが、この学びを得た
ことにずっと感謝していきます。 
最後にもう一度お礼を申し上げます。ありがと

うございます！ 
 



 
 
 
 

 
 
 

最後に 

 安藤先生の「本や芸術文化を通じて子どもたちが豊かな想像力を育む施
設として活用するため」という思いにより、2017 年からおよそ 3 年を経
て、2020年 7 月に「こども本の森 中之島」が開館されました。 
 記念誌の表紙にはこども本の森中之島を採用したく、初めて足を運びま
した。平日の午後ゆっくりと建物を視察することができました。いろんな
写真を撮っているうちに、ある看板が目に入りました。その内容が心に響
き、これをぜひ皆様と共有したいと思い、この記念誌と安藤事業の締めく
くりとしても掲載させていただきます。 

青春 

 

青春とは人生のある期間を言うのではなく心の様相を言うのだ。優れた想像力、逞しき意志、炎
も

ゆる情熱、

怯懦
きょうだ

を却
しりぞ

ける勇猛心、安易を振り捨てる冒険心 

こういう様相を青春というのだ。 

 

年を重ねただけで人は老いない。理想を失う時に初めて老いが来る。歳月は皮膚のしわを増やすが情熱を

失う時に精神はしぼむ。 

苦悶や、狐疑、不安、恐怖、失望、こう言うものこそ恰
あたか

も長年月の如く人を老いさせ、世紀ある魂を芥
あくた

に帰せしめてしまう。 

年は七十であろうと十六であろうと、その胸中に抱き得るものは何か。 

曰く「驚異への愛慕心」空にひらめく星晨、その輝きにも似たる事物
じ ぶ つ

や思想の対する欽
きん

迎
ぎょう

、事に處
しょ

する

剛毅な挑戦、小児の如く求めてやまぬ探求心、人生への歓喜と興味。 

 

人は思念と共に若く  疑惑と共に老ゆる 

人は自身と共に若く  恐怖と共に老ゆる 

希望ある限り若く   失望と共に老い朽ちる 

 

大地より、神より、人より、美と喜悦、勇気と壮大、偉力と霊感を受ける限り人の若さは失われない。 

これらの霊感が絶え、悲歎
ひ た ん

の白雪が人の心の奥までも蔽
おお

いつくし、 

皮肉の厚
あつ

氷
ごおり

がこれを固くとざすに至ればこの時にこそ人は全くに老いて神の憐れみを乞う他はなくな

る。 

 

サミュエル・ウルマン 



これまでの大阪府海外短期建築 ・ 芸術研修生招聘事業につきまして、 次の企業及び関係者の皆様から
ご支援とご協力をいただきましたことを、 深く感謝申しあげます。 
 
安藤忠雄建築研究所  
 
安藤基金賛助会員 
＜法人会員＞  
株式会社アトリエ安藤忠雄  
大阪ガス株式会社  
株式会社大林組  
株式会社カナオカ機材  
関西石材株式会社  
近鉄グループホールディングス株式会社  
株式会社クボタ  
株式会社クマシュー工務店  
株式会社くれおーる  
サントリーホールディングス株式会社  
 
協力団体 
大阪府 都市整備部、住宅まちづくり部、府民文化部の職員の皆様 
特定非営利活動法人関西ミニウィングス 
近畿大学 
大阪大学 
大阪府立大学 
神戸芸術工科大学   
株式会社淺沼組 大阪本店 
株式会社大林組 大阪本店    
株式会社鴻池組 大阪本店 
清水建設株式会社 関西事業本部 
株式会社錢高組 本店 ・ 大阪支店   
株式会社竹中工務店 本店 ・ 大阪支店   
大和ハウス工業株式会社 本社 ・ 本店  
OFIXホームステイボランティアの皆様 
OFIX語学ボランティアの皆様 
東アジア建築都市研究所 

 

協力企業・関係者 

積水ハウス不動産関西株式会社  
積水ハウス株式会社  
株式会社錢高組  
大光電機株式会社  
株式会社竹中工務店  
阪急電鉄株式会社  
阪急阪神不動産株式会社  
廣田証券株式会社  
レンゴー株式会社 
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