教育研究業績書
2017年10月20日

所属：生活造形学科

資格：准教授

氏名：森本

研究分野

真

研究内容のキーワード

インテリアデザイン

インテリアデザイン、家具デザイン、プロダクトデザイン
学位

最終学歴

修士（美術）、学士（美術）

東京藝術大学大学院 美術研究科 機器デザイン専攻 修士課程 修了
教育上の能力に関する事項

事項

年月日

概要

1 教育方法の実践例
2 作成した教科書、教材
3 実務の経験を有する者についての特記事項
1. 長岡造形大学造形学部環境デザイン学科
講師
2. 東京藝術大学美術学部デザイン科

非常勤

非常勤講師

2008年04月～2009年03月
2006年04月～2009年03月

3. 早稲田大学芸術学校生活デザイン・インテリアコ
ース 非常勤講師

2003年04月～2009年03月

4 その他
1. 武庫川女子大学附属高等学校における大学模擬講
義

2012年02月02日

講義内容「インテリアデザイン概論」

2. 神戸市立葺合高等学校における大学模擬講義

2011年11月22日

講義内容「インテリアデザイン概論」

3. 武庫川女子大学附属高等学校における大学模擬講
義

2011年02月01日

講義内容「インテリアデザインの実際」

職務上の実績に関する事項
事項

年月日

概要

1 資格、免許
2 特許等
3 実務の経験を有する者についての特記事項
4 その他
1. インテリアプランニング賞2006 特別賞（主催：
財団法人建築技術普及センター）
2. JCDデザイン賞
協会）

2006年05月

奨励賞（主催：日本商環境設計家 1998年06月

3. INAX店舗デザインアイデアコンテスト
催：株式会社INAX）
4. デザインフォーラム'91公募展
デザインコミッティー）

金賞（主

1997年12月

入選（主催：日本 1991年09月
研究業績等に関する事項

著書、学術論文等の名称

単著・
共著書別

発行又は
発表の年月

発行所、発表雑誌等
又は学会等の名称

概要

1 著書
1. 「生活環境の知を考える」シリー 共
ズ3 生活をデザインする

2011年10月

光生館

2 学位論文
3 学術論文
その他
１．学会ゲストスピーカー
２．学会発表

1

本書は総合的な生活環境学をめぐる知を、生活の美
学、生活の科学、生活のデザインの3つの領域に分け
て発行された「生活環境の知を考える」シリーズそ
の3として発行されたもの。担当部分：第1章3節「生
活を彩るインテリアの演出」21-28頁、編著者：横川
公子（著者19名）

研究業績等に関する事項
著書、学術論文等の名称

単著・
共著書別

発行又は
発表の年月

発行所、発表雑誌等
又は学会等の名称

概要

３．総説
1. 西宮船坂ビエンナーレ2012「竹林 共
」について

2013年09月

武庫川女子大学『生活 森本真、井上雅人
環境学研究 1号 2013』
44-47頁

2. 「ひのきざか」ラグジュアリーホ 単
テル直営の日本料理店

2007年10月

商店建築社『商店建築
2007年10月号（第52
巻10号）』115-117頁

3. 「家具」

共

2005年09月

新建築社『京都迎賓館 井上順一郎、森本真
継承される日本文化と
技能／新建築 2005年9
月臨時増刊号（第80巻1
1号）』180-181頁

4. ソニーが仕掛ける新しいエンタテ 単
インメントの形「メディアージュ
」

2000年07月

商店建築社『商店建築
2000年7月号（第45巻
7号）』84-86頁

5. 都市型エンタテインメント施設「 単
メディアージュ」

2000年06月

鹿島出版会『SD（スペ
ースデザイン）2000年6
月号（429号）』83-86
頁

6. 地域密着型のコミュニティーホテ 共
ル『ホテルモリノ新百合丘』

1998年03月

商店建築社『商店建築 良永和淳、片山賢、森本真
1998年3月号（第43巻
3号）』84-90頁

7. 「ホテルモリノ新百合丘」シック 共
でコンテンポラリーなインテリア

1998年03月

住友ベークライト『デ 片山賢、森本真
コラヴィータ通信No.17
1998年3月号』2-3頁

４．芸術（建築模型等含む）・スポーツ分野の業績
1. 竹林

共

2. 武庫川学院 スクールバス ／ ラ
ッピングデザイン監修
3. 新千歳空港「ANA Lounge」／ イ
ンテリアデザイン

2012年10月2 西宮船坂ビエンナーレ2 「井上雅人研究室 + 森本真研究室」名義
1日～11月24 012
日
2010年

共

2009年03月
竣工

4. ＡＮＡクラウンプラザホテル福岡 単
「中華料理 TAO-LI」(改修) ／
インテリアデザイン

2009年02月
竣工

5. 武庫川学院 創立70周年記念祝賀
会 ／ 舞台デザイン監修

2009年

6. 武庫川学院 創立70周年記念式典
／ 舞台美術・照明デザイン監修

2009年

7. 六本木ヒルズ森タワー・オフィス 共
エントランスロビー, カフェ等
(改修) ／ インテリアデザイン

2008年

東京都港区

8. キャピタル・マーク・タワー ア 単
トリウムロビー ／ 基本デザイン

2007年12月
竣工

東京都港区

9. ヨコハマ・グランド・インターコ 共
ンチネンタル・ホテル ゲストル
ーム「スタンダード・ツイン」リ
ニューアル計画 モデルルーム
／ インテリアデザイン

2007年11月
竣工

横浜市

10. ヨコハマ・グランド・インターコ 共
ンチネンタル・ホテル「ビュッフ
ェダイニング オーシャンテラス
」リニューアル計画 ／ デザイン
コンサルティング

2007年09月
～10月

横浜市

11. Ｉ健保会館「中国料理 桜華樓」 共
／ インテリアデザイン

2007年06月
竣工

東京都新宿区

12. Ｓ社 内装用壁面化粧シート2008 共
・2009年新商品開発 ／ デザイン
コンサルティング

2007年03月
～11月

13. ザ・リッツカールトン東京 スイ 単
ートルーム「ジャパニーズ・カー
ルトン・スイート」／ インテリ
アデザイン

2007年01月
竣工

東京都港区
『月刊ホテル旅館 2007
年6月号』、『東京カレ
ンダー 2007年5月号』
、新建築社『東京ミッ
ドタウン』(2007年12月
発行)

14. オークウッド・プレミア・東京ミ 共
ッドタウン パブリックエリア等
／ インテリアデザイン

2007年01月
竣工

東京都港区
新建築社『新建築2007
年5月号』、新建築社『
東京ミッドタウン』(20
07年12月発行)

15. ザ・リッツカールトン東京「日本 単

2007年01月

東京都港区

福岡市
近代建築社『近代建築
2009年5月号』
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研究業績等に関する事項
著書、学術論文等の名称

単著・
共著書別

発行又は
発表の年月

発行所、発表雑誌等
又は学会等の名称

４．芸術（建築模型等含む）・スポーツ分野の業績
料理 ひのきざか」／ インテリ
アデザイン

竣工

商店建築社『商店建築2
007年10月号』、新建築
社『東京ミッドタウン
』(2007年12月発行)、
商店建築社『商店建築
増刊「和食料理店＆居
酒屋」』(2008年10月発
行)、『月刊ホテル旅館
2007年6月号』、『東
京カレンダー 2007年5
月号』、『eurobiz JAP
AN 2010年09月号』、『
ミシュランガイド東京2
009』

16. 東京ミッドタウン・ミッドタウン 単
ウエスト オフィスロビー等 ／
家具デザイン

2007年01月
竣工

東京都港区
新建築社『東京ミッド
タウン』(2007年12月発
行)

17. 東京ミッドタウン・ミッドタウン 単
イースト オフィスロビー等 ／
家具デザイン

2007年01月
竣工

東京都港区

18. 東京ミッドタウン・ミッドタウン 単
タワー オフィスロビー等 ／ 家
具デザイン

2007年01月
竣工

東京都港区
新建築社『新建築2007
年5月号』、新建築社『
東京ミッドタウン』(20
07年12月発行)

19. 東京ミッドタウン・ミッドタウン 単
タワー オフィスパブリックエリ
ア(3,5,7F) ／ 基本デザイン

2007年01月
竣工

東京都港区

20. 住友不動産九段ビル/ベルサール 共
九段 エントランスロビー, 賃貸
会議室等 ／ インテリアデザイン

2006年06月
竣工

東京都千代田区

21. 住友不動産目白ガーデンヒルズ
単
パブリックエリア ／ インテリア
デザイン

2006年03月
竣工

東京都豊島区

22. 唐華賓館（西安ガーデンホテル） 単
ゲストルーム ／ 基本デザイン

2005年04月

中国・西安市

23. 住友不動産シティータワー西堀
単
パブリックエリア ／ インテリア
デザイン

2005年03月
竣工

新潟市

24. 住友不動産シティータワー松山
共
パブリックエリア ／ インテリア
デザイン

2005年03月
竣工

愛媛県松山市

25. 京都迎賓館 ／ 家具調度備品デザ 共
イン

2005年03月
竣工

京都市
新建築社『京都迎賓館
継承される日本文化と
技能／新建築 2005年9
月臨時増刊号』、新建
築社『新建築 2005年7
月号』、『GA JAPAN 75
』、平凡社『京都迎賓
館』、日刊建設通信新
聞社『京都迎賓館 もの
づくりものがたり』、
淡交社『京都迎賓館 現
代和風と京の匠の調和
』

26. 鄭州日産本社ビル エントランス 共
ロビー ／ 基本デザイン

2004年08月

中国・河南省鄭州市

27. ソニー品川シーサイド・ビジネス 単
センター カフェテリア ／ イン
テリアデザイン

2003年10月
竣工

東京都品川区

28. コウヅキキャピタルイーストビル 共
／ デザインコンサルティング・
家具基本デザイン

2003年01月
竣工

東京都港区

29. K邸 ／ インテリアデザイン

共

2002年11月
竣工

東京都港区

30. T健保会館「日本料理 古都里亭 共
」「鮨料理 一新」等 ／ インテ
リアデザイン

2002年07月
竣工

東京都港区

31. メディアージュ アトリウム等
／ インテリアデザイン

2000年04月
竣工

東京都港区
商店建築社『商店建築2
000年7月号』、鹿島出
版会『SD 2000年6月号
』、『日経アーキテク

共
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概要

研究業績等に関する事項
著書、学術論文等の名称

単著・
共著書別

発行又は
発表の年月

発行所、発表雑誌等
又は学会等の名称

４．芸術（建築模型等含む）・スポーツ分野の業績
チュア2000年5月15日号
』
32. クルーズ客船「にっぽん丸」 ゲ 単
ストルーム「ステートルーム」(
改修) ／ 基本デザイン

1999年12月

33. クルーズ客船「ふじ丸」 ゲスト 単
ルーム「ステートルーム」(改修)
／ 基本デザイン

1999年11月

34. 戸田競艇場(第3期) パブリック 単
エリア, レストラン等 ／ インテ
リアデザイン

1999年06月
竣工

埼玉県戸田市

35. 日本都市センター会館 レストラ 共
ン, フロントロビー等 ／ インテ
リアデザイン

1999年04月

東京都千代田区

36. 浦和ワシントンホテル「ビアレス 単
トラン ジョージ・タウン」／
インテリアデザイン

1998年06月
竣工

さいたま市

37. ホテルモリノ新百合丘 ゲストル 共
ーム、スイートルーム、フロント
ロビー、中庭等 ／ インテリアデ
ザイン

1997年10月
竣工

神奈川県川崎市
商店建築社『商店建築1
998年3月号』、『月刊
ホテル旅館 1998年02月
号』、『日経アーキテ
クチュア1998年6月8日
増刊号』、『日経アー
キテクチュア1999年4月
5日号』、『デコラヴィ
ータ通信No.17 1998年3
月号』

38. ホテルモリノ新百合丘「ラウンジ 共
ダイニング ステアーズ」／ イ
ンテリアデザイン

1997年10月
竣工

神奈川県川崎市
商店建築社『商店建築1
998年3月号』、『月刊
ホテル旅館 1998年02月
号』
『日経アーキテクチュ
ア1998年6月8日増刊号
』、『デコラヴィータ
通信No.17 1998年3月号
』

39. ホテルモリノ新百合丘「フレンチ 共
ダイニング シェゆりの」／ イ
ンテリアデザイン

1997年10月
竣工

神奈川県川崎市
商店建築社『商店建築1
998年3月号』、『月刊
ホテル旅館 1998年02月
号』、『日経アーキテ
クチュア1998年6月8日
増刊号』、『デコラヴ
ィータ通信No.17 1998
年3月号』

40. ホテルモリノ新百合丘「広東料理 共
赤坂璃宮」／ インテリアデザ
イン

1997年10月
竣工

神奈川県川崎市
商店建築社『商店建築
1998年3月号』、『月刊
ホテル旅館 1998年02月
号』、『日経アーキテ
クチュア1998年6月8日
増刊号』、『デコラヴ
ィータ通信No.17 1998
年3月号』

41. すみだトリフォニーホール パブ 共
リックエリア, 楽屋等 ／ インテ
リアデザイン

1997年05月
竣工

東京都墨田区

42. 戸田競艇場(第2期) パブリック 共
エリア, レストラン等 ／ インテ
リアデザイン

1996年10月
竣工

埼玉県戸田市

43. 長野ホテル犀北館 ゲストルーム 共
(南館), バンケットルーム等 ／
インテリアデザイン

1995年08月
竣工

長野市

44. 長野ホテル犀北館「中華料理 寒 共
山拾得」／ インテリアデザイン

1995年08月
竣工

長野市
『月刊ザ・ホテル 1995
年11月号』、『月刊ザ
・ホテル 1998年3月号
』

45. セミナープラザ東中野 ／ インテ 共
リアデザイン

1995年06月
竣工

東京都中野区

46. 山崎産業製品開発プロジェクト
／ 商品構想・プロダクトデザイ
ン

1994年10月

共
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概要

研究業績等に関する事項
著書、学術論文等の名称

単著・
共著書別

発行又は
発表の年月

発行所、発表雑誌等
又は学会等の名称

概要

４．芸術（建築模型等含む）・スポーツ分野の業績
47. リバーサイド読売
／ 家具デザイン

大型ベンチ等 単

48. 3Points（デスクサイドのための
テープカッター）／ プロダクト
デザイン

単

1994年10月

東京都中央区

1991年09月0 日本デザインコミッテ
4日～09日
ィー『デザインフォー
ラム'91公募展』

５．報告発表・翻訳・編集・座談会・討論・発表等
６．研究費の取得状況

学会及び社会における活動等
年月日

事項

1. 2011年10月、2011年11月、2012年 枚方家具団地家具専門アドバイザー2級講習「家具専門知識」講師
02月
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