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GBJ学生ユース

Hello!
GBJ学生ユースと申します。
私たちは、「建築」「まちづくり」「環
境」「サステナビリティ」をキーワード
に、グリーンビルディングの学習・普及
に関する活動を企画・実施する高校生・
大学生のコミュニティです。
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GBJ学生ユース

GBJとは？
GBJは、世界的なグリーンビル
ディング認証であるLEEDをは
じめ、グローバルな視点からグ
リーンビルディングの考え方を
日本に広めようと2013年に設
立された団体です。個人会員・
法人会員から構成されています
。すでに60を超える企業・団体
が法人会員として参画していま
す。

GBJホームページから詳細な情
報を確認することができます。

https://www.gbj.or.jp

一般社団法人
グリーンビルディングジャパン

学生ユースとの関係
GBJ学生ユースは、グリーンビ
ル業界の第一線で活躍されてい
るGBJメンバーの方との交流機
会が多くあります。ユースの活
動内容は、全てが学生の発案に
基づくものですが、活動段階に
おいて様々なアドバイスをGBJ
の皆様から頂戴しています。

GBJ学生ユースの所属メンバー
にはGBJ学生会員の登録を推奨
しています(無料, 2022年2月現在)。ま
た希望者はGBJ内のワーキング
グループにも参加しています。
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GBJ学生ユース

GBJ学生ユースとは？
2022年

2021年の活動メンバーに加え
、「GBJ学生オピニオンチャレ
ンジ2021」への参加者、大学
で建築・都市計画・環境を学ぶ
個性豊かな学生が、ユースに参
画。

GBJとの連携のもと、様々な活
動を計画中...

2021年

「GBJ学生オピニオンチャレン
ジ2020」への参加者を中心に
高校生・大学生の有志により発
足。

GBJシンポジウムへの参加、学
校のサステナビリティ評価プロ
ジェクト、他の環境系学生団体
との交流活動を展開。

GBJ学生ユースの活動状況に関する詳細は「一般社団法人グリーン
ビルディングジャパン(GBJ)」ホームページの特設ページよりご覧い
ただけます。https://www.gbj.or.jp/gbj-
introduction/student_youth/
問い合わせ: gbj.youth@gmail.com
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GBJ学生ユース

私たちは、グリーンビル世代。
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GBJ学生ユース

私たちの
活動の目的
1. 「グリーンビルディング」の考

え方を知ること
2. 学生として「グリーンビルディ

ング」にどのように関わること
ができるか考えること
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GBJ学生ユース

1. 
「グリーンビルディング」の
考え方を知ること

自分自身の興味を軸に、
「グリーンビルディング」について、
ともに学びましょう。

→ GBJ運営委員とのMTG
→ GBJ学生ユース見学会イベント
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GBJ学生ユース

「グリーンビルディング」について、
学ぶ機会がたくさんあります。

GBJ運営委員との
ミーティング
4半期に1回以上の頻度で、GBJ
メンバーの方とのミーティング
を企画します。

ミーティングでは、グリーンビ
ルディングに関する基本的な疑
問や感想を話すだけでなく、業
界のトレンドや裏話、将来の進
路・就職活動の相談なども...!?

グリーンビル業界で日本のトッ
プランナーとして活躍するGBJ
運営委員の方との会話はとても
学びが多いです。

GBJ学生ユース
見学会イベント
日本国内にも、グリーンビルデ
ィングの考え方を活かした建築
物・まちづくりの実例は増えて
きています。

GBJ学生ユースのメンバーを中
心に、関心のあるプロジェクト
の現場を見学するイベントも定
期的に開催します。

参考: 日本のLEED認証プロジェ
クトマップ
(https://www.gbj.or.jp/leed/about_
leed/leed-projects-map/)
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GBJ学生ユース

2. 
学生として
「グリーンビルディング」に
どのように関わることが
できるか考えること

GBJ学生ユースの仲間とともに、
「グリーンビルディング」の世界に
一歩踏み出してみませんか？

→ Arc School 学生プロジェクト
→ GBJ Youth Summer Program
→ GBJシンポジウムへの参加
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GBJ学生ユース

GBJ学生ユースとして、
「グリーンビルディング」に関する
様々な取り組みを実践しましょう。

Arc School
学生プロジェクト

2021年6月から、東京
都内の私立高校2校を
対象に、既存建物のサ
ステナビリティ評価ツ
ールを活用した、学校
の評価プロジェクトを
スタートしています。

2022年は昨年の活動
成果の発表に加え、新
たな学校を評価対象に
加え、活動を拡大した
いと考えています。

GBJ Youth
Summer Program

高校生・大学生にとっ
て、グリーンビルに関
係する企業がどのよう
な環境配慮のビジネス
を展開しているか、知
る機会は多くありませ
ん。

そこで、GBJ学生ユー
スは「グリーンビルデ
ィング」に特化した学
生向け短期プログラム
を企画・運営したいと
考えています。

GBJシンポジウム
への参加

昨年11月に開催され
たGBJシンポジウムで
は、GBJ学生ユースと
して、「SDGsとグリ
ーンビルの仕事」をテ
ーマに、30分間の発
表を行いました。

2022年においても、
シンポジウムへの参加
を通して、学生からの
メッセージを広く発信
したいと思っています
。
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GBJ学生ユースの普段の活動

毎月の定例ミーティング
原則、月に1度は学生メンバー間でのミーティングを実施します(オ
ンライン)。活動に関するアイデア出しや進捗の報告を行います。

現在は決まった日程ではなく、スケジュール調整の結果、参加者が
多い日程で開催しています。

広報活動
GBJ学生ユースでは、活動に参加する高校生・大学生メンバーを募集
しています。

SNSなどを活用し、GBJ学生ユースの取り組みを発信するとともに、
新たなメンバーの参加にもつながるような広報活動を進めていきま
す。



GBJ学生ユース

活動スケジュール(予定)
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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

GBJ運営委員
とのMTG ★ ★ ★ ★

GBJ学生ユース
見学会イベント ★ ★

Arc School
学生プロジェクト ★

GBJ Youth
Summer Program ★

GBJシンポジウム
への参加 ★

GBJ学生ユース
定例ミーティング ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

GBJ学生ユース
広報活動 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

★ 本番 準備 ◆ 定期
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2030年、持続可能な開発目標(SDGs)の達成。2050年、カーボンニュートラル社会の実現。
私たち世代は、こうした課題に真剣に取り組まなくてはなりません。
気候変動をはじめとする様々な課題に立ち向い、解決する最後の世代になるために。

これからの社会を生きる私たちだからこそ、
人々の生活の拠点であり、長い時間をともに過ごす「建物」は、
「環境」「人」にやさしく、サステナブルであってほしいと考えます。

世界人口の過半数が生活する「都市」を舞台に、
グリーンビルディングの考え方が、どのようなインパクトを世界に与えることができるのか、
一緒に考えてみませんか？
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よくあるご質問

Q. 参加にあたってノルマはありますか？

ノルマはありません。ご自身の興味に合わせて各種活動に参加することができます。

Q. 参加にあたってセレクションはありますか？

厳格なセレクションの過程はありませんが、参加希望者には活動内容の説明も兼ねて、一度GBJ
学生ユースメンバーとの面談を設定しています。

Q. 会費はかかりますか？

GBJ学生ユースについて、会費はありません。(関連する活動内で交通費など諸費用が発生する場
合があります。)

Q. 建築学を専攻していませんが、参加できますか？

「グリーンビルディング」に関心がある学生であれば、どなたでも参加できます。現在の参加学
生は、「環境」「ランドスケープデザイン」「都市計画」などに関心がある人が多くなっていま
す。

Q. 留学生ですが、参加できますか？

すでにGBJ学生ユースには、留学生や、海外の学校に通う学生も参加しています。通常MTGでの
使用言語は日本語ですが、英語でのコミュニケーションも可能です。またオンラインでの活動が
中心のため、居住地に制限はありません。

Q. 社会人ですが、参加できますか？

現在、GBJ学生ユースは高校生・大学生のみを対象としています。
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GBJ学生ユース メンバー(2022年2月現在)

Tomoaki Yoshino
Takeshi Yamashita
Soichiro Kuroshima

Giangg Nguyenn
Shotaro Miwa
Karin Hayashi

Kai Owa
Aika Oe

Keita Izumi
Yui Kusunoki
Miona Morita

Yuina Hosokawa
Tsubasa Kobayashi

& You :)
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Thank you!!
お問い合わせ:

gbj.youth@gmail.com

活動に関する質問や参加希望など、
常時受け付けています。


