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『作品選集2023』掲載作品
募集について

『作品選集2023』への発表作品を募集しま
す。作品選集の刊行は、1989年に始まり、日
本における建築作品の発表の場として、国内外
より高い評価を受けており、本会の最も重要な
事業のひとつとなっております。作品選集掲載
作品のうちから特に優れた作品を「作品選奨」
として選考し表彰します。また、2022年4月1

日時点で41歳未満の作品選集掲載作品の筆
頭設計者を「作品選集新人賞」として表彰し
ます。会員諸氏の作品選集への積極的な応募
を望みます。

2020年度の作品選集事業中止に伴う
対応について

2020年度は新型コロナウイルス感染症の流
行により、設計者・施主をはじめ関係各位の
健康・安全を最優先し、作品選集の募集・審
査・発行を中止いたしました。
作品選集委員会では2021年度に引き続き、

2022年度の募集についても検討のうえ、以下
の対応を決定し、今回の募集要領に反映して
おります。
【例年からの変更点】

1. 募集対象となる作品の竣工年月日は2017

年8月1日～ 2021年7月末日とする。
（通常の3年間を1年期間を拡張）

2. 作品選集新人賞対象は応募年の4月1日
時点で41歳未満の筆頭設計者とする。
（通常の40歳未満を＋1歳拡張）

3. 掲載作品数は応募数により100～ 130作
品前後の範囲で決定する。

＊ 2020年度の作品選集事業中止に伴う対応
については毎年委員会で検討するが、最長
で『作品選集2024』までとなる予定。

オンライン応募システムについて
応募者各位におかれましては、作品選集

ホームページ（https://www.aij.or.jp/jpn/

transaction/design/index.htm）に掲載予定
の「作品選集オンライン応募マニュアル」をご
確認のうえ、ご応募ください。
オンライン応募システムのURLにつきましても、
後日作品選集ホームページに掲載いたします。

現地視察について
・ 新型コロナウイルス感染症対策として、委員
は検温し、マスク等を装着のうえ、ソーシャ
ルディスタンスを保ち、実施いたします。

募集　作品選集

・ 現地での手指消毒等の準備をお願いいたし
ます。

・ 応募関係者の都合により現地視察が実施で
きない場合、選考対象から除外されます。

・ 応募関係者からの依頼により委員がPCR検
査や抗体検査を行う場合、応募者が費用を
ご負担ください。

・ 緊急事態宣言等、審査に重大な影響を及
ぼす事象が生じた場合、選考を見送ること
があります。

応募前に必ずご確認ください。
「作品選集」に関するFAQ

https://www.aij.or.jp/jpn/transaction/

design/FAQ.pdf

入会手続きに関する注意
https://www.aij.or.jp/jpn/transaction/

design/admission.pdf

募集要領
① 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。
②募集対象
本会会員により設計され、2017年8月1日

から2021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。
③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。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。なお、応募受付後の主
たる設計者の追加・削除・順番変更はいかな
る理由でも認めない。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 」（https://www.aij.or.jp/jpn/guide/rinri.

pdf）を参照のこと。
④応募の件数
制限は設けない。作品ごとに応募すること。
⑤選考の資料
以下の資料を事前に準備し、後日作品選集

ホームページに掲載されるオンライン応募シス
テムにアップロードすること。ファイル形式は

PDFとし、容量は1ファイル20MB以内とする。
（1）現地交通案内概略図
（掲載時の巻末地図、現地視察資料として使用）
（2）原稿（見開きとなるように、設計主旨（英
文は空欄でもよい）と図面・写真を割り付けた
もの）
原稿の体裁は「原稿執筆要領（抜粋）」（https: 

//www.aij.or.jp/jpn/symposium/2022/

sakuhinstyle.pdf）を参照して作成する。
（3）図面（配置、平面、立面、断面、構法や
仕上げがわかるもの（矩計図等）、その他設計
主旨を補足する図面、縮尺は適宜）。A4判に
レイアウトする。
（4）写真はA4判20枚以内。周辺環境がわか
るものを含むこと。
（5）各階面積等基本データ
（6）検査済証のコピー（建築）。竣工年月は検
査済証の発行年月日で確認するが、募集対象
の竣工期間から外れている場合は必ず理由書
を提出すること。また、確認申請不要物件は、
不要理由を明記した文書を提出のこと。
検査済証ではなく仮使用認定通知書等を提

出する場合、理由書（竣工日をどのように扱っ
ているか等を記載したもの）を必ず提出するこ
と。理由書がない場合は審査対象外となる。
（7）単独設計の場合も含め、設計者が応募作
品にどう関与したかを明記した資料を提出する
こと（主たる設計者はその応募作品に主となっ
て関与した関係者のあいだで了解が得られてい
ること）。設計者の資格に関しては内容を問い
合わせることがある。
（8）およそ1万分の1地図（作品の所在地を
図示したもの）。
（9）作品選集「応募料」銀行振込要領兼振
込元銀行等通知書。通知書部分に必要事項
を記入すること。
＊ 選考の必要上さらに詳細な資料の提出を求
めることがある。海外作品については、プロ
ジェクトの背景とその解決について明快なコ
ンセプトを示すこと。

⑥応募期間
2022年4月11日（月）から5月10日（火） 
17:00まで
⑦応募支部
後日作品選集ホームページに掲載されるオ

ンライン応募システムより手続きを行う際、応
4

募作品の所在地を所轄
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

する支部（⑰参照）、
海外作品については本部を選択する。応募作
品を提出する支部が違う場合は、選考から外
れるので十分注意すること。
例） 応募作品の所在地が福岡県の場合、九
州支部へ資料を提出する。

⑧選考方法
（1）各支部に提出された応募作品のうちから、
各支部に設置された支部選考部会が作品選
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集委員会に推薦する作品を決定する。選考は
上記資料に一部現地視察（応募の際には必ず
施主の了解を得ること）を加えて行う。
（2）海外作品については、海外作品選考部会
が作品選集委員会に推薦する作品を決定する。
（3）各支部選考部会ならびに海外作品選考部
会によって推薦された作品のうちから、作品選集
委員会が作品選集に掲載する作品を決定する。
（4）選考結果は10月上旬までに応募者に通
知する。
⑨ 選考基準
建築の学術・技術・芸術面での調和のとれ

た進歩、発展を目的とする本会の立場から、採
択される作品は下記の諸点において、本会が
刊行する作品選集に掲載されるにふさわしい水
準を持つべきものとする。
（1）計画、構造、環境・設備および材料・工
法技術に関する設計の論理性
（2）社会性、歴史性、文化性から見た地域環
境への適合性
（3）外部空間、内部空間の両面における造形
（4）設計全般にわたってのオリジナリティ
（5）地球環境保全に対する配慮および建築物
のライフサイクルに対する取り組み
以上の側面から見て優れた作品であること。

また個別部分に際立って優れた部分のある作
品であること。
⑩ 掲載原稿
作品選集に掲載が決まった作品は、採用通

知に記載する期日までに下記の掲載原稿を作
成し、本部事務局に提出する。執筆要領等詳
細は掲載決定通知とともに送付する。
（1）設計主旨（英文併記）
（2）建築概要（作品名、設計者名、所在地等、
基本データには英文併記のこと。なお、設計
者名は応募申込時点の主たる設計者（記載順
も含む）から変更不可となっているので注意す
ること）
（3）図面（そのまま版下となる明瞭なもの）
（4）写真（写真の版権処理は応募者の責任と
する）
（5）作品データ
⑪ 作品選集の発行
建築雑誌増刊号として2023年3月に発行

の予定。
各作品は、見開き2ページに、設計主旨、
建築概要、図面、写真、ならびに選評を収める。
⑫ 応募料・掲載料
（1）応募料
応募者は応募料として1作品につき税込

11,000円（※）を応募と同時に必ず銀行振込
で応募支部に納入する。作品選集「応募料」
銀行振込要領兼振込元銀行等通知書
（https://www.aij.or.jp/jpn/symposium/ 

2022/ouboryou2023.pdf）にしたがって送金

すること。
（2）掲載料
作品選集に掲載が決まった場合は、1作品

につき税込55,000円（※）を掲載料として掲
載原稿とともに本部に納入する。納入方法は
別途通知する。
※ 応募料・掲載料は10,000円＋税、50,000

円＋税で算出しており、消費税の見直しが
あった場合は変更となる。

⑬ 著作権
（1）掲載作品の著作権は応募者に帰属するも
のとし、本会は編集出版権をもつ。
（2）複写権、翻訳権を本会に委託するものとする。
（3）本会は、掲載作品を電子形態によって公
開できる。
（4）著作権の侵害等の問題は応募者がすべて
の責任を負う。
作品選集は電子形態によって公開されること

を前提に、写真等について他者の著作権を侵
害しないように十分注意する。
⑭ ウェブサイトによる公開
（1）作品選集は本会および本会が許諾したウェ
ブサイトから全ページが公開される。
（2）公開にあたり、本会は応募者の許諾をとる
ことによって掲載ページの写真・図面等を無償
で利用することができる。
⑮ 賞対象
（1）作品選奨
掲載作品は、「2023年日本建築学会作品
選奨」の候補となる。ただし、海外作品は除く。
対象となる主たる設計者（筆頭設計者もしく

は筆頭設計者と同等と認められる者）は、オン
ライン応募システムの作品選奨対象者の項目
に必ずチェックを入れること。現地審査対象と
なった場合は現地審査にて、作品選奨対象者
としてふさわしいかどうかの審査も行う。応募後
の賞対象者の変更は原則として認めない。
（2）作品選集新人賞
応募年（2022年）の4月1日時点で41歳

未満の作品選集掲載作品の筆頭設計者を
「2023年日本建築学会作品選集新人賞」とし
て表彰する。ただし、すでに新人賞を受けたこ
とのある者、また過去に学会賞（作品）または
作品選奨を受賞した者は除く。また、新人賞は
作品選集掲載決定後、当該作品を本誌以外
に掲載する際（すでに刊行された書籍は除く）、
設計者の記載順位を変更しないことを条件とし
ているため、了承したうえで申請すること。
応募作品が支部選考において現地視察対

象となった場合、対象者は必ず立会うことを条
件とする。
※ 詳細については「新人賞申込に関する重要
事項」（https://www.aij.or.jp/jpn/transa 

ction/design/shinjin.pdf）を参照
⑯ その他

（1）オンライン応募システムより手続きを行うこ
と。郵送やメールでの応募は受け付けない。
（2）応募資料、掲載原稿の作成費は自己負担
とする。
（3）応募資料、掲載原稿の図面・写真は採用
後の校正紙を含め原則返却しない。
（4）学会賞（作品）への応募は応募者が別途
行う。
⑰ 各支部の所轄都道府県
・  北海道支部（北海道）
・  東北支部（青森県・岩手県・宮城県・秋
田県・山形県・福島県）

・  関東支部（茨城県・栃木県・群馬県・埼
玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県）

・  東海支部（静岡県・岐阜県・愛知県・三
重県）

・  北陸支部（新潟県・富山県・石川県・福
井県・長野県）

・  近畿支部（滋賀県・京都府・大阪府・兵
庫県・奈良県・和歌山県）

・  中国支部（鳥取県・島根県・岡山県・広
島県・山口県）

・  四国支部（徳島県・香川県・愛媛県・高
知県）

・  九州支部（福岡県・佐賀県・長崎県・熊
本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県）

・  本部（海外）
⑱ 作品選集委員会
＊印の退任委員の後任は、2022年6月まで
に決定
（1）作品選集委員会
委員長 郷田桃代
幹　事 中島裕輔 ヨコミゾマコト＊

委　員 石田敏明 岩佐明彦
 坂牛　卓 末廣香織
 田中智之＊ 手島浩之
 寺内美紀子＊ 中薗哲也
 夏目欣昇 新居照和
 真境名達哉 宮下智裕
 山中俊夫 横山太郎
（2）支部選考部会
北海道 真境名達哉 岩澤浩一
 小倉寛征 小篠隆生
 菊田弘輝 前田芳伸
 松島潤平
東　北 手島浩之 鎌田光明
 栗本直美 菅原紀昭
 友渕貴之 村井弘道
 森内忠良
関　東 坂牛　卓 岩下　剛
 海老原靖子 小川一郎
 高野　明 佐藤慎也
 篠崎弘之 新間英一
 田村裕希 手嶋　保
 手塚由比 豊原範之
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 萩生田秀之 藤村　正
 鉾岩　崇 矢澤一哉
 横尾昇剛
  ※ 2022年6月に支部役員よりもう 

1名選出
東　海 夏目欣昇 浅井裕雄
 久野紀光 嶋田将吾
 古川忠稔 堀田典裕
 諸江一紀 尹　奎英
 吉村昭範
北　陸 宮下智裕 佐藤考一
 清水俊貴 棒田　恵
 梅干野成央 横山天心
近　畿 山中俊夫 井上雅祐
 大平滋彦 勝山太郎
 神澤宏明 楠　敦士
 槻橋　修 三浦　研
中　国 中薗哲也 岡松道雄
 土井一秀 原　浩二
 前田圭介 向山　徹

四　国 新居照和 安藤雅人
 佐藤昌平 渡辺菊眞
九　州 末廣香織 鰺坂　徹
 大西康伸 清水耕一郎
 城間　俊 鳥井信吾
 中村裕文 西村謙司
 松山将勝 山田由香里
（3）海外作品選考部会

 石田敏明 田中智之＊

 寺内美紀子＊ 中島裕輔
 ヨコミゾマコト＊ 横山太郎

 （敬称略）
⑲ 問合せ（本部）
＊ オンライン応募システムおよび海外作品につ
いては、以下へお問い合わせください。

＊ メールでの応募は受け付けません。
日本建築学会事務局
作品選集担当：内野、力武
TEL 03-3456-2017

E-mail senshu@aij.or.jp

問合せ
日本建築学会　建築書店 Archi Books
〒108-8414 東京都港区芝 5-26-20　TEL03-3456-2018　FAX03-4334-7200
E-mail：hanpu@aij.or.jp　営業時間：9:30 ～17:30　定休日：土曜・日曜・祝日

詳細 http://w w w.aij.or.jp/jpn/books/kounyu.htm

会員サービス
建築書店では、会員サービスの一環として、本会会員の方は、直営
出版物＊を会員特価（定価の 10％割引）でご購入いただけます。また、
本会発行書籍・資料以外の一般の書籍につきましては、本会会員の
方にはポイントカードを発行しており、1,000 円ご購入ごとにスタ
ンプ 1個捺印し、20 個たまりましたら 1,000 円の割引券としてご利
用いただけるようになっています。
　なお、遠方の方には、建築学会発行書籍の郵送（会員の方は会員
特価＋送料無料）も行っておりますので、本会ホームページ「出版
図書」よりぜひご利用ください。
＊「直営出版物」とは、本会が出版元となり一般の書店にて定価を付けて販売する書籍を指し、シンポジウム等の資料や論文集、建築雑誌はこれに該
当しません。また、「民間（旧四会）連合協定　工事請負契約約款」もこれに含まれませんのでご注意ください。
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