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 きっかけと始まり                        
 
40年前、ある学生とある画材店の店長の出会いから 
卒業設計展の先駆けである学生設計優秀作品展 
- 建築・都市・環境 -［通称：レモン展］が始まった 

学生設計優秀作品展が始まった1970年代は、学園紛争が終わったばかりであった 
  
その頃、大学の建築学科では、英国式と呼ばれる古式の高価な製図道具セットが 
売り続けられていた 
 
日本大学建築学科4年生であった重枝豊氏はレモン画翠店長であった加賀敏博に 
画翠が推薦する製図道具セットを作り、安く学生に提供できないかと提案し、 
あれこれと選定を始めていた 
  
当時は、卒業設計を他大学の学生が見る機会がなかった事があり、そのセットを 
販売した利益の一部を使って、 
 

  御茶ノ水近郊の大学を集めて展覧会を開催するという 
  企画を立ち上げたのである 



第1回の展覧会は、旧・日仏会館の一室を借り、7校7学科（東京大学、東京理科大学、 
東京電機大学、東京藝術大学、日本大学、文化学院、YMCA）で開催 
 
模型・図面（青焼き）・パース（手書き） 
会場設営は、スタッフと出品する学生の自主運営 
  
会場は現在（明治大学駿河台校舎アカデミーコモン）の1／10ほどのスペースしかなかっ 
たが、来訪者数は800名を超え、一時は入場制限をかけるほどであった 
開かれた展覧会として一般の方も入場できる 



          学生設計優秀作品展のあゆみ｜1978年〔第1回〕～2017年〔第40回〕 



 
 

あゆみⅠ                                  

 
1978年～1987年 
● 第5回展は、10校12学科に加え、フランスのボザール校、フィンランドのオタニエ 
     ミ大学が参加。「建築ティーチイン」を開催し、宮脇檀、三宅理一、團紀彦先生た 
     ちが登壇 
 
● 第6回展 参加校17校20学科になり、関東一円に拡大 
 
● 第7回展（23校26学科）の同時開催シンポジウム「卒業設計・そのテーマ設定をめ 
   ぐって」は、香山壽夫、近江榮、穂積信夫先生方により卒業設計のテーマについて 
    意見交換〔日仏会館、文化学院2会場〕 
 
 
1988年～1996年 
● 90 年代初頭、地球環境問題への関心の高まりに伴い下記の講演会開催 
  第12回展 芹沢高志「建築と生物学の融合」 

  第13回展 岩村和夫「建築環境論の地平」 

  第14回展 葉山成三「快適な住環境とは」 

 
● 第17回展（30校36学科）学生CAAD（Computer Aided Architectural Design）発表展示 
 （４校） 
 
● 第18回展から「学生CAAD教育の現場展」（17校20学科）併設し、会場で作者によ  
     るプレゼンテーションがセミナーとして毎回行われるようになる 
 
   



 
 

あゆみ Ⅱ                          
 
1997年～2006年 
● 第20回特別講演・パネルディスカッション「現代建築におけるデザインメソッ 
   ド」隈研吾、大江匡 
  
● 21世紀を目前にした第22回展（31校38学科）・学生CAAD展（32校33学科）には 
   アメリカのコロンビア大学が参加 
    
    その後海外からの出品：MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY（トルコ共和国）交通 
 大学（台湾）、NATIONAL CHIAO TUNG UNIVERSITY（台湾）、マサチューセッツ工 
 科大学（アメリカ）、特別展示はハーバード大学（アメリカ）、ウィーン工科大 
 学（オーストリア）、セントルーカス大学（ベルギー）、ブリティッシュコロン 
    ビア大学（カナダ） 
     
 「学生設計優秀作品展組織委員会」を設置し、多くの先生方に委員としてご参加い 
    ただく 
 
●  第29回展（49校70学科）より著名な建築家の審査委員長と審査の先生方を招いた 
 「講評会」を開催 
 
     先生方の強いご要望に応え、大学院修士設計の展示（11校12専攻）を開始 
 
 
 



 
 

あゆみ Ⅲ                            
 
2007年～2017年 
● 第30回展は、特別展示「学生設計優秀作品展の30年」と題し、当展覧会の過去の出品者で 
   ある著名な建築家の卒業制作作品を展示 
   
    特別講演会「卒業設計と私」を明治大学理工学部主催で開催 
    五十嵐太郎、坂牛卓、竹内昌義、手塚由比、米田明が登壇 
    会場は、卒業設計を控える多くの学生たちで満員になった 
   
 展覧会場で「学生による御茶ノ水・神田街づくり展」の展示とプレゼンテーションを行う 
 
● 第32回展から、学生WG企画「ポートフォリオレビュー」がスタート 
    学生であれば、建築学科専攻でなくても写真・グラフィック・プロダクト・ファッション 
    アニメなど他の分野も参加ができる 
  
● 第34回展「ポートフォリオレビュー」の会場デザイン・設営を、学生WGが担当する 
 学生たちは本領を発揮すべき場はここにあり、といった意気込みで取り組んでいる 
 
    この年は、東日本大震災という試練の年になる。地震により壊れた模型は、修復する時間 
    がなくそのまま展示。痛々しい姿の模型作品が、強く記憶に残る 
     建築の果たすべき役割を、先生、学生たちとともに新たに考える年になった  
 
 



「ポートフォリオレビュー」会場デザイン・設営を学生WGが担当 



「ポートフォリオレビュー」企画・運営・会場デザイン・設営を学生WGが担当 



    作品集・フライヤーのデザインを学生が担当 



 
 

あゆみ Ⅳ                             
 
●  第37 回展（55校75学科）大学院修士制作（18校19専攻） 
      学生WGによるテーマ「卒業設計は社会に何を投げかけるか？」の展示と発表を 
  行い会場は来場者の熱気で満たされた 
  
●  第39回展、特別企画として「過去の卒計から学ぶ」を開催、ゲストの山本圭介、 
 佐藤光彦、古澤大輔先生方と学生たちとの活発な意見交換が行われた 
  
     70年代、80年代、2000年と時代により、設計テーマが大きく変化していることが浮き彫り 
     にされ、それらを比較することで見えてくるモノはなにか、そこから学生たちが何を学ぶ 
     ことができるのかを探る、有意義な企画になった 
 
 
 
 
 



 
 

あゆみ Ⅴ                           
 
●  第40回展（56校78学科）大学院修士制作（19校21専攻）では、40回記念学 
     生企画『学生設計優秀作品展と卒業設計のこれまでとこれから』を開催 
 
     学生WGは、当展を最も歴史のある卒業設計の展覧会の一つと捉え、「過 
     去の優秀な作品群」に対する膨大なアーカイブとしての機能を持ち始め 
     ていると考えた 
     出展者（1,869名）にアンケートを送りその分析結果とシンポジウムから 
     構成された記念企画を立案  
 
      過去の出展者の追跡調査とアンケートの分析では、学生設計優秀作品展に出品 
          すること自体が目標となっていることが浮き彫りになった 
 
           卒業後の進路のグラフでは、第1回展から10回までは圧倒的にアトリエ系志向、 
           組織系事務所に就職する人はかなり少ない状況である 
          しかし、第31回以降には組織系事務所に逆転される結果となり、卒業設計の変遷 
          のみならず、業界の動向をも見ることができた 
 
 
 

 
 



第22回展・23回展 



第25回展・第26回展 



                   明治大学会場 



明治大学会場 



講評会 
 
 



40回記念出版 



40回記念出版 



40回記念出版 



 学生設計優秀作品展出品者アンケート 



 学生設計優秀作品展出品者アンケート 



第3回出品|昭和55年(1980)   40回記念冊子|学生インタビュー 



第6回出品｜昭和58年(1983)        



 第7回出品｜昭和59年(1984) 



 第9回出品|昭和61年(1986) 



 第13回出品|平成2年(1990) 



第14回|平成3年(1991)；第15回平成4年(1992) 



展覧会の特徴                   
 
⑴  各大学・専門学校建築科から正式に推薦された優秀な卒業設計作品 
       である 
 
⑵  学術団体や職能団体が主催するデザインコンペのような卒業設計展 
      ではなく、優秀な卒業設計作品を互いに展示し合い、同年代の学生 
      たちが相互に意識啓発することを目的としている 
 
⑶   建築デザインを表現する図面に加え、特に模型による表現力を重視 
       している 
 
⑷   第１回展から、学生の要望により展覧会を具体化し、第22回展に 
        学生設計優秀作品展組織委員会を設置し、多くの教育者が委員と 
    して参加、学生WGを設置し、各大学の学生たちが企画運営の段階 
    から主体的に参加し、優秀作品講評会、シンポジウム、ポートフォ 
        リオレビュー、会場デザインなどを担当・実施している 



我が国の建築教育へ貢献した点             
 
⑴  毎年、大学（大学院）・専門学校建築科の卒業設計から優秀作品を 
   一同に集めて展示し、記録集を発行することで、開催時における我 
   が国の建築設計教育の水準が正確に記録され、貴重な学術的資料と 
       なっている 
 （我が国における過去40年間の建築設計教育のアーカイブ性） 
 
⑵  全国の大学（院）生、専門学校生や高校生たちが、他の同年代の学 
       生たちの卒業（修士）設計に対する取り組みに直に触れることで相 
       互に刺激を与え、建築設計への意欲を啓発する教育的機会となって 
       いる 
   卒業設計に関する類似イベントの開催をけん引する役目も果たした 
  （建築設計への取組みに関する学生相互の意識啓発） 
 



我が国の建築教育へ貢献した点            
 
⑶  現在第一線で活躍している建築家の中に出展経験のある人材が 
       多数存在し、我が国の建築デザインの質を向上させる重要ネッ 
       トワーク環境を構築する契機となった 
        
        現在企画運営に参加している現役の学生たちの将来のプロ 

   フェッショナルなネットワーク構築が期待される 

   （人材のネットワーク構築による我が国全体の建築デザインの 

     質の向上） 

 
⑷  大学・専門学校の授業の場としても機能している 



 
 

独創性                   
 
⑴ 日本建築学会主催の卒業設計展に次ぐ長い歴史をもち 
  模型作品の展示では、日本で一番長い歴史をもつ 
 
⑵ 自由参加の展覧会ではなく、各大学・専門学校建築科が 
       推薦した優秀作品の展示を行うため、当展に出品するこ 
      とが学生たちの目標となっている 
 
⑶ 各大学の優秀な卒業設計作品を展示することで、設計教 
       育における多様性・可能性を追求し、今後の設計教育へ 
   の課題を考える場としても機能している 
 
⑷ 出展者全員の作品を掲載した作品集を継続して出版して 
       いる 
 
⑸ 過去40年間の優秀作品群の膨大なアーカイブをもつ 
 



坂牛卓| 東京理科大学教授｜建築家 

      おそらくこの展覧会だけが皆が集う卒業設計展だった。篠原先生に選んでいただいたのをとても嬉しく思った 

 
五十嵐太郎| 東北大学大学院教授｜建築批評家 

            辰野賞が出なかった年だったが、レモン展に推薦されたことで、一定の評価をされていたことがわかった 
 

門脇耕三| 明治大学大学院専任講師｜アソシエイツ株式会社 

                            学校推薦なので各大学の設計教育の方針やレベルが分かる。どの大学が何をやっているかが一目瞭然という 
                            点で非常に貴重な機会だと思います 
 
 

 

あなたにとっての学生設計優秀作品展とは               
 
 



山梨知彦| 日建設計執行役員設計部門代表 
       大学という枠組みから初めて「建築設計界」とでもいったものへ踏み出す登竜門のように感じていました 
 

古澤大輔| 日本大学理工学部助教｜建築家 

                           他に卒業設計展がなかったのでレモン展は憧れの場でした。自分の模型の前に名刺とノートを置くという 
                           文化があった。みんなで感想を書き込んだりしていました。初めて他大学の学生と交流できた貴重な機会 
                           でした 

西牧厚子| 新建築社『住宅特集』編集長 

             学生設計優秀作品展がもっている所属大学の枠を超えて交流する場は貴重だと思います 
 

あなたにとっての学生設計優秀作品展とは                  
 
 
 
 



  これから                   学生設計優秀作品展 

                    『50回展』へ   

      

 
「卒計イベントは、どうしても横軸に同時代を可視化するものばかりだが、 
   縦軸で切り取れるのは長い実績を誇る学生設計優秀作品展ならではだろう」 
                        （五十嵐太郎 artscapeレビュー） 
 
 



出品者位一覧｜第1回—第40回 



出品者位一覧｜第1回—第40回 



出品者位一覧｜第1回—第40回 



まとめ                             

40年間、我が国の建築設計関係者の卒業設計という個人的にも 
重要なイベントの交流と発信に関われたことを、学生設計優秀
作品展関係者一同誇りに思っております 
 
今後も、さらに建築設計界の発展のために、貢献をしたいと思
います 
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