
建築新人戦とは 
 
　建築新人戦は、所属する教育機関(大学・短期大学・専門学校・高等専門学校)で取り組んだ設計課題作品を対象に実施
するコンテストです。一次審査を突破した100作品は、展覧会場に展示され、二次審査・公開審査会において最優秀新人
を決定し、上位入賞者はアジア建築新人戦への日本代表となり、同世代のアジアの学生達とも競い合うことになります。 
　これは今後活躍が期待されるゴールデンルーキー発掘の場であるとともに、他校の学生との設計課題作品の対決や交流
を通じて、自らの構想や技量そして自身の所属する教育環境を問い直す場でもあります。  
　全国から多く学生が参加されることを願い、建築への高い志と情熱が躍動することを大いに期待します。 
 
 

建築新人戦オフィシャルホームページ 
http://kenchikushinjinsen.com/  
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【教育の効果】 
 
  1. 建築設計教育の一般的文脈における効果  
    　国内およびアジア各国の教育機関における、3年次前期までの設計課題作品を展示し、多様な視点で評価を行うことで、以下の 
 　効果を生んでいる。 
       1）学年や大学の枠を超えた建築教育成果の批評の場を設けることで、学部での建築設計教育における全国的水準での批評機能 
　　　　が一貫して保たれるようになったこと。  
       2）優れた教育効果を持つ設計課題のあり方について、意匠・計画と構造やランドスケープなどの視点が融合した、全国的、国 
　　　　際的な議論の場を創造したこと。 
       3）展示と審査を通して、学生や教員が自らの所属する大学における教育の 特徴を客観的に理解することで、各校における教 
　　　　育効果の向上に資すること。 

  2. 関西という地理的文脈における効果 
       特に関西という文脈では、次世代を担う学生に対する教育上、次の効果を生んでいる。 
       1）大学が多数集合しながら、建築設計教育に関わる学生間交流の場が少なかった関西において、 日本全国の学生が結集し交 
　　　　流する場を生み出すことで、議論と相互教育の場を創出すること。  
       2）学生が主体となった全国規模の学術的イベントの運営を通して、学生が社会との対応における技術や姿勢、マナーなどを育 
　　　　むこと。 
       3）教員実行委員会が学生実行委員会による運営に指導・支援を行う形式によって、学生は専門家との協働の機会を得、教員は 
　　　　学生と運営実務を協働するという新しい形での教育機会を得ること。 
 
　3. 学生実行委員への効果 
　　１）連帯と協働と結束を学ぶ：学生中心に準備をし、運営を行うことを通して、関西の学生たちに連帯感を生み出し、 
　　　　　　　　　　　　　　　　このプロジェクトを通して学生たちの協働と結束を促す。 
　　２）組織の動きと責任を学ぶ：各班ごとの責任を自覚し、連携を取ることにより、組織としての動き方を学ぶ。 
　　３）社会的儀礼と慣習を学ぶ：協賛各社との連絡や会場運営などを通して、現実社会との接し方、社会的儀礼、慣習を学ぶ。 
　　４）裏方仕事の重要性を学ぶ：ステージに上がる立場を支える裏方の仕事の重要性と困難さを学ぶ。 
　　５）他大学の設計課題を学ぶ：日本中の建築系学科の設計課題とそれに応じる学生の作品を味わうことを通して、日本の建築教 
　　　　　　　　　　　　　　　　育の現状を確認し、自身の大学との比較を通して視野を広げる。 



【教育上の創意工夫】 
 
   多様な情報交流と評価の場が提供されている卒業設計の場合と異なり、大学3年次までの設計課題では、外部からの批評なき 
教育が展開されやすい。特に関西では、多くの大学が集まっているにも関わらず、全国規模の批評空間に学生が参加する機会は 
得にくい状況にある。さらに近年の建築業界の国際化、学際化によって、国際的、領域横断的な視野を持った建築設計者の育成 
が緊急的な課題となっている。以上3つの課題的状況を改善すべく、より意義深い教育効果を得るため、次のような工夫を凝ら 
している。 
 
　1）募集の対象を、学部3年次前期までの学内設計課題で制作した作品とすること。 
　2）『建築新人戦オフィシャルブック』を出版し、参加学生に広い批評空間への発信と発表の機会を提供すること。 
　3）運営の主体を複数の大学に所属する学生達による実行委員会とし、教員実行委員会が指導し、支援すること。  
　4）学生実行委員会の教育進行プログラムによる運営システムの確立。 
　5）教員実行委員に構造設計家やランドスケープアーキテクトなどを複数含むことで、意匠・計画に限定されない、より一般 
　　  的な建築設計の批評空間を開くこと。 
 

【教育活動としての周知の状況】 
  
　幅広い周知をめざし、オフィシャルホームページの開設、ポスター・フライヤー・DMを全国の建築系大学138学部学科・短 
期大学26学科コース・専門学校99学科コース・高等専門学校35校・ギャラリー建築系書店39ヵ所、そして今後の進学を促す目 
的で高等学校（京都府・大阪府・兵庫県・滋賀県）248校へもDMを郵送し周知を願った。またWeb上の多くの建築コンペ・イ 
ベント情報サイトでも周知されており、そして建築新人戦オフィシャルブックは既に6冊発行され、7冊目となる2015版は2016
年2月に刊行された。 
 

【教育活動を通した社会への貢献の程度】  
 
　建築新人戦は2009年から毎年開催しており、2015年で7度目の開催となった。年々応募者、来場者共に多くの参加者があり、 
全国の建築高等教育機関における教員や学生に幅広く周知されている。 
　また、今年で4回目を迎えた建築新人戦アジア大会は、各国で建築新人戦が開催され、回を重ねるごとに参加国が増え、アジ
ア諸国での認知度も高まっている。 
 
 
 
 
 



第1回   建築新人戦 2009 
 
日本建築学会主催 
アーキニアリング・デザイン展（京都） 
の連携イベントとして出発 
 
 
実行委員長：竹山　聖 (京都大学) 
審査委員長：竹山　聖 (京都大学) 
   審査委員：遠藤秀平 (神戸大学) 
　　　　　：陶器浩一 (滋賀県立大学) 
　　　　　：長坂　大 (京都工芸繊維大学) 
 
会期：2009年10月10日(土) 
会場 ：京都工芸繊維大学伝統工芸資料館 
 
　　 



第２回  建築新人戦 2010 
サブタイトル：「ここから始まる」 
 
実行委員長：遠藤秀平（神戸大学） 
審査委員長：竹山　聖（京都大学） 
　審査委員：大西麻貴（東京大学博士課程）  
　　　　　：中村勇大（京都造形芸術大学）  
　　　　　：藤本壮介（藤本壮介建築設計事務所） 
　　　　　：宮本佳明（大阪市立大学） 
　　　　　：李　暎一（宝塚大学） 
 
学生実行委員代表：植村洋美（武庫川女子大学３回生） 
 　　学生実行委員：６５名　８大学 
 
会期：2010年10月1日(金)～10月3日(日)  
会場：梅田スカイビル　基調講演：原広司 
海外招待参加国（中国・韓国・インド） 



第３回　建築新人戦 2011  
サブタイトル：「みち、かけだす」 
 
実行委員長：中村勇大（京都造形芸術大学） 
審査委員長：宮本佳明（大阪市立大学） 　　 
　審査委員：谷尻　誠（Suppose design office） 
　　　　　：千葉　学（東京大学）  
　　　　　：槻橋　修（神戸大学）  
　　　　　：永山祐子（永山祐子建築設計） 
 
学生実行委員代表：石井優香（大阪市立大学３回生） 
　　学生実行委員：１３８名　１２大学  
 
会期：2011年10月7日(金)～10月9日(日)  
会場：梅田スカイビル 
海外招待参加国（中国・韓国・ベトナム） 



第４回　建築新人戦 2012  
サブタイトル：「とびこめ、新たなフィールドへ」 
 
実行委員長：中村勇大（京都造形芸術大学） 
審査委員長：遠藤秀平（神戸大学）  
　審査委員：五十嵐太郎（東北大学） 
　　　　　：キドサキナギサ（神戸大学）  
　　　　　：手塚貴晴（東京都市大学）  
　　　　　：長坂　大（京都工芸繊維大学） 
 
学生実行委員代表：小池真貴（神戸大学３回生） 
　　学生実行委員：１７４名　１８大学 
 
会期：2012年10月5日(金)～10月7日(日)  
会場：梅田スカイビル 
海外招待参加国（中国・韓国・タイ・ベトナム ） 



第５回　建築新人戦 2013 
サブタイトル：「ひろがる、世界」 
 
実行委員長：中村勇大（京都造形芸術大学） 
審査委員長：竹山　聖（京都大学） 
　審査委員：五十嵐淳（五十嵐淳建築設計事務所）  
　　　　　：末廣香織（九州大学）  
　　　　　：陶器浩一（滋賀県立大学）  
　　　　　：前田茂樹（大阪工業大学） 
 
学生実行委員代表：岡ひかる（近畿大学３回生）  
　　学生実行委員：１５５名　２０大学 
 
会期：2013年10月4日(金)～10月6日(日)  
会場：梅田スカイビル　 



第６回　建築新人戦 2014 
サブタイトル：「つなげる、夢の一歩」 
  
実行委員長：中村勇大（京都造形芸術大学） 
審査委員長：團　紀彦（神戸大学） 
　審査委員：倉方俊輔（大阪市立大学）  
　　　　　：竹口健太郎（大阪産業大学）  
　　　　　：平田晃久（平田晃久建築設計事務所） 
　　　　　：松岡恭子（スピングラス・アーキテクツ） 
　　　　　：吉村靖孝（明治大学） 
 
学生実行委員代表：池田みさき（神戸大学３回生） 
　　学生実行委員：１５５名　２０大学 
 
会期：2014年10月3日(金)～10月5日(日)  
会場：梅田スカイビル　 



第7回　建築新人戦 2015 
サブタイトル：「原点が、ここにある」 
  
実行委員長：中村勇大（京都造形芸術大学） 
審査委員長：遠藤秀平（神戸大学） 
　審査委員：工藤和美（東洋大学）  
　　　　　：島田　陽（タオアーキテクツ）  
　　　　　：前田圭介（UID） 
　　　　　：松本　明（近畿大学） 
　　　　　：マニュエル・タルディッツ（明治大学） 
 
学生実行委員代表：田中翔子（帝塚山大学３回生）  
　　学生実行委員：１７３名　２０大学 
 
日時：201５年10月２日(金)～10月４日(日)  
会場：梅田スカイビル　 



100選展覧会 2015.10.02-04：梅田スカイビル タワーイースト5F特設会場　@ Takimoto Kanako   



公開審査会：梅田スカイビル タワーウエスト3Fステラホール　@  Takimoto Kanako  



公開審査会：梅田スカイビル タワーウエスト3Fステラホール　@ Takimoto Kanako   



公開審査会：梅田スカイビル タワーウエスト3Fステラホール　@  Takimoto Kanako   



公開審査会場受付 公開審査早朝 展覧会搬出後 

二次審査会 新人戦終了後 アジア大会 

学生実行委員会　20大学　173名 

公開審査 

映像班 12名 

Tシャツ完成 

制作班 16名 

会場班 42名 舞台班 39名 広報班 9名 

記録班 14名 審査班 20名 海外班 10名 

執行部 11名 
代表・副代表・総務・会計 

幹部会 



教育プログラム　フローチャート 
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中国
日本

ベトナム

韓国
ソウル
第１回 ・

中国 日本

ベトナム

韓国

インドネシア

マレーシア

インド

カンボジア
タイ

ミャンマー

新たに加わった国

第2回
大阪

・

2012年11月3日(土)  
大宇プルジオバレー 

	

2014年10月25日(土) 
大連理工大学	

2013年10月5日(土) 
ASJ UMEDA CELL	

2015年10月24日(土) 
統一会堂	

建築新人戦 
アジア大会 

KENCHIKU-SHINJINSEN in ASIA 
Asian Contest of the Rookie’s Awards for Architectural Students 

2012~2015 



  　Country　　　    Juror (13) 
 
１  Chairman　　　  Lee Youngil（Nguyen Tat Thanh University) 

２  JAPAN　　　　　Dan Norihiko（KOBE UNIVERSITY）　　　 
　　　　　　　　　   Toki Hirokazu (The University of Shiga  
                              Prefecture) 
　　　  
３ KOREA　　　　　Kim ja young (Korea University)　　　　　　 
                              Jeon yong seok (Hongik University) 
　　  
４ CHINA                Gong Kai (Southeast University) 
                              Kong Yuhang (Tianjin University) 
 
５ MONGOLIA         Gonchigbat Ishjamts（Mongolian University of   
                              Science and  Technology） 
 
６ VIETNAM            Duyanh Trinh (The University of Architecture of 
                              Ho Chi Minh City) 
 
                              Toan Pham (Danang University of Architecture) 
７ MYANMAR         Thet Oo（West Yangon Technology of 
                              University） 
 
８ SINGAPORE        Wong Yunn Chii（Singapore National  
                              University）　　 
 
９ TAIWAN              Gene Kwang-Yu King 

KENCHIKU-SHINJINSEN in ASIA 
2015 

Asian Contest of the Rookie’s Awards for Architectural Students 
2015.10.23~25 



公開審査会 2015.10.24：統一会堂（ベトナムホーチミン市） 


