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　目的、本会の目的に照らし、建築に関する総合的な観点から高い水準を有
する建築作品を広く会員より募集し、選考の結果、採択された作品の概要を
毎年1回刊行される「建築雑誌増刊 作品選集」に掲載して、会員に紹介するこ
とにより、優れた建築作品の発表の場を作り、これらの作品の記録に役立てる
とともに、会員の制作活動の向上に資することを目的とする。
　募集対象、本会会員により設計され、2014年8月1日から2017年7月末日ま
でに竣工した建築作品で、建築規模、用途は問わない。建築作品には、住宅設
計、修景設計、広場設計、団地設計等、都市デザイン的な領域をも広く含むも
のとする。
　応募資格、応募は、主たる設計者が全員個人会員であることとする。なお、
主たる設計者とは実際に設計に携わった者であり、作品への貢献が最も高い
と認められる者および作品の内容に共同の責任を負える者全員とする。詳細
は「論文・作品の発表の場におけるピアレビューに関する倫理規程」を参照
のこと。応募の件数、制限は設けない。
　　建築に関する総合的な観点から高い水準を有する建築作品を広く会員
より募集し、選考の結果、採択された作品の概要を毎年1回刊行される。

立面図　S=1/2000

1階平面図　S=1/400

※１撮影：建物 太

主な用途：事務所
敷地面積：3,052.86㎡
建築面積：2,473.92㎡
延床面積：8,884.00㎡

Main use：office
Site area：3,052.86㎡
Building area：2,473.92㎡
Total floor area：8,884.00㎡

中庭　気持ちのよい光が注ぐ

※１ホールに隣接する書店

In light of the purpose and purpose of the Society, we solicit a wide range of 
architectural works from members that have a high standard from a 
comprehensive perspective on architecture, and as a result of the selection, the 
outline of the selected works is published once a year. By posting it in the 
"Selection of Works" and introducing it to the members, the purpose is to create 
a place for the presentation of excellent architectural works, to help record 
these works, and to contribute to the improvement of the members' 
production activities.It is a building work that is targeted for recruitment, 

designed by members of the Society, and completed from August 1, 2014 to the 
end of July 2017, regardless of the scale and use of the building. Architectural 
works include a wide range of urban design areas such as housing design, 
landscape design, plaza design, and housing complex design.
For application qualifications and applications, all the main designers are 
individual members. 

※１エントランスはギャラリーに続いている

※２撮影：◯◯写真館木とガラスで明るい印象を持たせている※1南北に開かれた空間が，多種多様な活動を可能にする

6mm

❷【所在地】6Point
・ 都道府県名から地番まで記入
・ ×　１丁目２番３号
   ◯　 1-2-3
・ 住宅等でプライバシー侵害のおそれ
があるものは可能な範囲でよい

❹【所属】6Point
・「株式会社」，  
「 ㈱」，「〇〇
法人」などは
付けない

❸【主たる設計者】9Point
・ オンライン応募時に入力した者に限る
・ 主たる設計者の変更 （追加・削除・記載順の入れ替え）
は一切認めない
・ 姓や名が１字の場合は、間に「半角スペース」を入れる
・ 複数の設計者がいる、かつ、所属が異なる場合は、氏名
と所属の双方に「  *」, 「 ** 」…を付し、対応させる

【写真キャプション】6Point
・左揃え
・文章の途中でカンマ「 ， 」や句点「 。 」の使用
は可だが、文末には句点を付けない
・ピリオド「 ． 」は使用しない

※オレンジ枠内の図面及び写真（キャプション・クレジット）のレイアウトは
自由としますが、 作品名・所在地・主たる設計者・所属・主な用途
・敷地面積・建築面積・延床面積・設計主旨・選評のスペースは、
移動できません。

❻【所在地英文】6Point
・ 番地の後に「半角スペース」
・ 番地以降は、カンマ「 ，」で区切り、頭文字のみ大文字
・ ×　Tokyo Pref.　◯　Tokyo 
   ×　Mitaka city 　◯　Mitaka-shi
   ×　Aoba town     ◯　Aoba-cho

❽【所属英文】6Point　すべて大文字

❶【作品名】14Point
・ オンライン応募時に入力した名称と同一とする

【写真クレジット】6Point
・ 右揃え
・ クレジットが１種の場合⇒※撮影：建物 太
  クレジットが2種以上の場合⇒※１撮影：建物 太　
　　　　　　　　　　　　   ※２撮影：〇〇写真館

・ 同じクレジットの写真が複数ある場合　　　　　　
　⇒ ・対象となる写真の１枚目の右下に記載
・２枚目以降は対応する記号（「※」「※１」「※２」… ）　
を右下に記載

・ 姓や名が１字の場合は、間に「半角スペース」を入れる

❺【作品名英文】14Point　すべて大文字

❼【主たる設計者英文】9Point　
・ 姓：大文字　名：頭文字のみ大文字
・ 姓と名の間に「半角スペース」

作品選集　原稿執筆要領（抜粋）【注意事項】 A4判 2枚またはA3判 1枚に、作品名・所在地・主たる設計者名・所属・主な用途・敷地面積・建築面積・延床面積・
設計主旨・図面・写真（キャプション・クレジット）をレイアウトしたものをPDF化してご提出ください。

オレンジ枠内の
レイアウトは自由※

オレンジ枠内の
レイアウトは自由※

　【設計主旨】
7.5Point , 496文字（目安）
10【図面キャプション】6Point

・ 右揃え
・ 図面に階数がある場合、「1階平面図・2階平面図…」
のように数字＋「階」で表記
・ スケールを記載する場合は、「S＝１/◯◯◯」と表記

❾【建築概要】6Point
・ 主な用途（和文・英文），敷地面積，建築面積，延床面積を記載
・ 各面積は、小数点以下２位まで（㎡単位）記載
・ 主な用途英文はすべて小文字
（項目名Main use等は頭文字のみ大文字）
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　【設計主旨英文】7Point , 600文字（目安）
・ 二段組 ， 間隔6㎜
・ 設計主旨英文はスペースが狭いため 、和文の概要を英訳したものでもよい
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　【選評】
空欄のままとする
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In light of the purpose and purpose of the Society, we solicit a wide range of 
architectural works from members that have a high standard from a compre-
hensive perspective on architecture, and as a result of the selection, the outline 
of the selected works is published once a year. By posting it in the "Selection of 
Works" and introducing it to the members, the purpose is to create a place for 
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作品選集　原稿執筆要領（抜粋）【レイアウト見本】

【選評】


