2016 年 2 月 20 日（土） 14:00-18:00

日本の研究者による研究報告（英語）

ŝƐĐƵƐƐŝŽŶĂŶĚŽŶĐůƵƐŝŽŶф16:30-17:30>
Moderator : ,ŝĚĞŶŽďƵ:/EE/ | Hosei University

司会＝マッテオ・ダリオ・パオルッチ（ヴェネツィア建築大学）

アゾロへの視点̶開会の挨拶にかえて ｜伊藤 毅（東京大学）
《第一部》 丘陵都市の領域構造
丘陵都市アゾロの空間構造̶都市および周辺領域の復元的分析を通して ｜福村 任生（東京大学）
古代・中世におけるアゾロの都市発展過程 ｜べビオ・アマロ（東京大学）
水系と土地所有からみた丘陵地帯の建築 ｜中尾 俊介（東京大学）

コメントおよび討議 ｜マウリツィオ・トレヴィザン（SAMT 建築家） マッシモ・ロッシ（ベネトン研究財団）
ダリオ・カンツィアン（パドヴァ大学）

2016 年 2 月 21 日（日） 10:30-17:30

イタリアにおける風景・領域研究の最前線（日伊同時通訳・機材先着順 100 名）

司会＝藤崎衛（東京大学）

《第二部》 ヴェネトの建築と風景
アゾロにおける歴史的建築の素材 ｜マウリツィオ・トレヴィザン（SAMT 建築家）
アゾロ領域における歴史的風景の保存 ｜マッテオ・ダリオ・パオルッチ（ヴェネツィア建築大学）
コメント ｜赤松 加寿江（京都工芸繊維大学） 福村 任生（東京大学）
《第三部》 領域史への方法と視座

【会場案内】

日伊国際シンポジウム運営委員会事務局

ヴェネトの風景の歴史地理学 ｜マッシモ・ロッシ（ベネトン研究財団）

千代田線 根津駅
Chiyoda-Line Nezu-Sta.

中世ヴェネトにおける未墾地の役割̶辺境地帯の生産と社会 ｜ダリオ・カンツィアン（パドヴァ大学）
コメント ｜伊藤 毅（東京大学） 髙田 京比子（神戸大学）

メール = italysympo2016@itolab.org
ウェブサイト = http://itolab.org/event/italysympo2016
法文２号館
Faculty of Law & Letters Bldg. 2

基盤的研究」
（代表：伊藤毅）
【共催】都市史学会
南北線 東大前駅
Namboku-Line Todaimae-Sta.

正門
Main Gate

丸の内線・大江戸線
本郷三丁目駅

赤門
Akamon Gate

Marunouchi-Line / Oedo-Line
Hongo-Sanchome-Sta.

全体討議

司会＝陣内秀信（法政大学）

Italy-Japan International Symposium

during the Medieval and Modern Periods

Territorial History of Veneto

また、20 日 19 時より懇親会を開催いたします。
こちらも上記ウェブサイトよりお申し込みください。（2016/2/10 締切）

（定員 200 名・事前予約制）

アゾロおよび北イタリアの都市におけるポルティコ̶公と私の間で ｜片山 伸也（日本女子大学）

Moderator : DĂŵŽƌƵ&h:/^</ | The University of Tokyo
«Session 2» ƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĂŶĚ>ĂŶĚƐĐĂƉĞŝŶƚŚĞsĞŶĞƚŽZĞŐŝŽŶф10:40-12:20>
DĂƵƌŝǌŝŽdZs/^E!" 
         
DĂƩĞŽZ/KWK>h/ | Università IUAV di Venezia
!           
Comments by <ĂǌƵĞ<Dd^h and DŝǌƵŬŝ&h<hDhZ
«Session 3» DĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐĂŶĚWĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐƚŽǁĂƌĚƐĂdĞƌƌŝƚŽƌŝĂů,ŝƐƚŽƌǇф14:00-16:00>
DĂƐƐŝŵŽZK^^/# $ %
&    
!      "  
ĂƌŝŽE/E | Università degli Studi di Padova
     #$  % #    "           
Comments by dĂŬĞƐŚŝ/dK | The University of Tokyo and <ĞŝŬŽd< | Kobe University

【主催】2013-2017 年度科学研究費基盤研究（S）
「わが国における都市史学の確立と展開にむけての
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資料・機材使用代として 1,000 円（両日共通）を申し受けます。
参加を希望される方は下記ウェブサイトよりお申し込みください。
予約用ウェブサイト：http://itolab.org/reservation

アゾロ近郊のヴィラとパエサッジョ ｜赤松 加寿江（京都工芸繊維大学）

Sun. 21st Feb. 2016 10:30-17:30
&ƌŽŶƟĞƌƐŽĨ>ĂŶĚƐĐĂƉĞĂŶĚdĞƌƌŝƚŽƌŝĂů^ƚƵĚŝĞƐŝŶ/ƚĂůǇ (Italian/Japanese)

【後援】日本イタリア国交 150 周年事業 / イタリア文化会館 /
アゾロ市 / ベネトン研究財団 / ヴェネツィア建築大学 /
SAMT / 公益財団法人日伊協会

ȆȪȈȪǪ

Moderator: DĂƩĞŽZ/KWK>h/ (Università Iuav di Venezia)
dĂŬĞƐŚŝ/dK | The University of Tokyo
        
«Session 1» ^ƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨΗdĞƌƌŝƚŽƌǇΗ͗ĂĐĂƐĞƐƚƵĚǇŽĨƐŽůŽΖƐŚŝůůĂƌĞĂ͘ф14:15-17:10>
DŝǌƵŬŝ&h<hDhZ | The University of Tokyo
                
ĠďŝŽs//ZDZK | The University of Tokyo
                
^ŚƵŶƐƵŬĞE<K | The University of Tokyo
                
<ĂǌƵĞ<Dd^h     
Villa and paesaggio          
^ŚŝŶǇĂ<dzD | Japan Women's University
The                  
       ф17:15-18:00>

〒 113-8656 東京都文京区本郷 7-3-1
東京大学大学院工学系研究科建築学専攻伊藤毅研究室気付
電話 = 03-5841-6184

2 月 20 日（土）・21 日（日）

【会場】東京大学法文二号館一番大教室

Sat. 20th Feb. 2016 14:00-18:00
WƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐďǇƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐŝŶ:ĂƉĂŶ (English)

【問い合わせ先】

2016 年
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20th and 21st February 2016

