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「千葉県建築学生賞」による建築文化向上への貢献	

千葉県建築学生賞協議会	

　名誉会長　明智　克夫	

顧　問　寺川　典秀	

（一社）日本建築学会　関東支部千葉支所 	

 　　　　　　　　　　　（公社）千葉県建築家協会(JIA)　千葉地域会	

　　　　　　　（一社）千葉県建築士会	

 　　　　　　　　　　　　　　　　　（公社）千葉県建築士事務所協会	
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千葉県建築学生賞について	

千葉県内に建築系学科を有する大学各位との意見交換・意識交流を図る場を創出する

と同時に、卒業設計にスポットを当て、優秀な作品を表彰することで将来性溢れる学生

たちを後押しするという表彰制度	

　	

3 １  概 要	



　1988年10月、日本建築学会が千葉県で初めて開催された。	

	

　若木滋日本大学教授（現名誉教授・建築学会）より、千葉県

建築設計監理協会（現ＪＩＡ千葉）・千葉県建築士会・千葉県建

築士事務所協会による優秀な学生・卒業設計作品に称賛と

エールを贈るため「（仮称）千葉県三会賞」制度の創設を発

表。	

　同年11月には、この三団体と千葉県に建築学科を擁する千

葉大学、千葉工業大学、東京理科大学、日本大学の４大学に

より連絡協議会が組織。	

　翌1９８９年3月に各大学より推薦された卒業設計作品、計10

作品で「千葉県建築三会学生賞」として選考会・展示会が開

催された。	

4 ２  あゆみ	

episode 1　　	



第1回 

1989年	
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1989年3月18日　	

千葉工業大学の製図室で選考会を開催	

　	

千葉大学、千葉工業大学、東京理科大学、日本大学（２

学部）より推薦された卒業設計作品、計１０作品が出展	

　建築学会、千葉県建築設計監理協会、千葉県建築士

会、千葉県建築士事務所協会からの選考委員によって

金、銀、銅賞及び努力賞を選定　	

　3月20日〜23日　津田沼サンペディック1階センター

モールにて展示会を開催	

　　各大学の先生方、学生はもとより多くの一般市民、子

ども達の関心を呼ぶこととなった	

２  あゆみ	
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○　記念講演　開催　　	

6 ２  あゆみ	

第2回-6回	

1989年〜1994年	

	

episode 3　　	

　　記念講演	
	
　　第2回　服部岑生（千葉大学助教授）　	

                「理想の住まいづくり、まちづくり」	
　　第3回　山口　廣（日本大学教授）　 	
                「建物の保存と再生」	
　　第4回　小原二郎（千葉工業大学教授）　	
                 「木の文化」	
　　第5回　若木　滋（日本大学教授）　	

千葉県建築三会学生賞　　　	
　審査会場：千葉工業大学	
　展示会場：津田沼サンペディック　	
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   記念講演　	

　 第  7回  守屋秀夫（千葉大学教授）	

　 第10回　池田武邦（長崎総合科学大学教授）	

　　　　「風土に根ざした建築」	

　 第11回  審査委員プロフィール公開	

　　　　       特別出展：県内工業高校・建築設計作品展	

第7回-11回	

1995年〜1999年	

episode 3　　	

２  あゆみ	

千葉県建築四会学生賞　　　　	
　審査会場：千葉工業大学	
　　　　　　　（第11回日本大学）	
　展示会場：津田沼サンペディック	
	

○ 　審査委員プロフィール公開	
○ 　県内工業高校・建築設計作品展	



○ 　公開審査　開始　	
○ 　県内工業高校・建築設計作品展　併設	
○ 　子どのも為のイベント　併設　　	
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第12回-14回	

2000年〜2002年	

	

episode 4　　	

２  あゆみ	

第12回　公開審査　	
　　　 併設展示：県内工業高校・建築設計作品展	
       併設イベント：図形で遊ぼう	
　　　　= 教具ポリドロンでかたち・造形・建築の	
　　　　　　おもしろさ・楽しさを体験しよう =	

	
第13回　公開審査　講評誌作成	
　　　　参加校が４大学７学科に	
　　　　併設展示：県内工業高校・建築設計作品展	
　　    併設イベント：図形で遊ぼう Part2 	
　　　　　=ふしぎな教具“ポリドロン”=	

	
第14回　参加校が５大学９学科に	

千葉県建築四会学生賞	
　　会場：津田沼サンペディック	
　　	



○ 公開プレゼンテーション　開始	

○ 市民参加型アンケート　実施	
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　　第15回　公開プレゼンテーション	
　　　併設出展：県内工業高校建築設計作品展	
　	
　 第16回 公開プレゼンテーション　	
      市民参加イベント：アンケート「市民の声」	
　　　併設出展：県内工業高校建築設計作品展　	
	

２  あゆみ	

第15回-16回	

2003年〜2004年	

episode 5　　	

千葉県建築四会学生賞	
　会場：千葉市生涯学習センター	
 



○  市民参加型公開プレゼンテーション　開始	

○  特別審査委員（漫画家）　招致	
○  歴代出展者の会「なの花会」　参加	
○  20周年記念誌　発行	
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第17回-21回	

2005年〜2008年	

episode 6　　	

２  あゆみ	

第17回　参加校が6大学10学科に	
　　　 	
　　　　市民参加型公開プレゼンテーション審査　（～現在）	
　　　 	
　　　　市民参加イベント：「市民の声」アンケート	

　　　　（〜現在/市民賞）　	
       	
　　　　併設イベント：小学生による「未来の建築家コーナー」	
       	
　　　　特別審査委員賞を新設	
          特別審査委員：モンキー・パンチ（漫画家）（〜21回）	

	

千葉県建築学生賞に改称	
　会場：千葉市生涯学習センター	
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第17回-21回	

2005年〜2008年	

episode 6　　	

２  あゆみ	

第18回  	
       併設展示：県内工業高校・建築設計作品展	
　　   併設イベント：小中学生による「未来の建築家コーナー」	
　　	
第19回  	

       併設展示：千葉県工高生卒業設計コンクール	
　　   併設イベント：未来の建築家コーナー	
　　	
第20回  20周年記念誌発行     　	
　　　 併設展示：千葉県工高生卒業設計コンクール	
　　   併設イベント：20周年の歩みパネル展示	

　　　 なの花会（歴代出展者の会）より審査に参加（〜現在）	
　　 	
第21回  入選作品決定に至るまでの全審査過程を公開（～現在）	
　　　 併設展示：千葉県工高・専門学校生卒業設計コンクール	

	



○  審査コーディネーター　招致	

○  特別審査委員（漫画家・陶芸家　等）　招致	
○  なの花会賞　設立	
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第22回-29回	

2009年～2017年 

episode 7　　	

２  あゆみ	

第22回　審査コーディネーターの進行による公開審査	
                （〜現在）	
              併設展示：千葉県工高・専門学校生卒業設計	
                               コンクール	
　　          特別審査委員：大橋富夫（建築写真家）	

   	
第23回    併設展示：千葉県工高・専門学校生卒業設計	
                                コンクール	
　　           特別審査委員：此木三紅大（芸術家）	
   	
第24回    併設展示：千葉県工高生卒業設計コンクール	

	

会場：千葉市Qiball きぼーる　　　	
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episode 7　　	

２  あゆみ	

第25回    併設展示：千葉県工高生卒業設計コンクール	
　　         特別審査委員：若木滋（日本大学名誉教授）	
	
第26回    併設展示：千葉県工高生卒業設計コンクール	
	

第27回    併設展示：千葉県工高生設計作品展	
　　　       なの花会が選出する「なの花会賞」設立	
             （～現在）	
　　　       熊谷俊人千葉市長来場	
	
第28回    併設展示：千葉県工高生卒業設計コンクール	

	
第29回    併設展示：千葉県工高生卒業設計コンクール	
	

会場：千葉市Qiball きぼーる　　　	

第22回-29回	

2009年～2017年 



○  県内工業高校　プレゼンテーション	

○  30周年記念誌　発行	
○  一般市民用　大型会場	
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第30回-31回	

2018年～2019年 

episode 8　　	

２  あゆみ	

第30回  併設展示：千葉県工高生卒業設計コンクール	
	
30周年記念誌発行	
	
第31回  併設展示：千葉県工高生建築設計作品展	

会場：イオンモール幕張新都心	
        グランドモール3階「イオンホール」	
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30周年記念誌発行	

15 ２  あゆみ	



○  WEB配信公開審査　実施	

○  海外審査委員　招致	
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第32回-33回	

2020年〜2021年	

episode 9　　	

２  あゆみ	

•  新型コロナウイルス感染拡大により、他のコン
クールが中止や延期される中、学生が専門家の
意見を聞く貴重な機会を確保するため、WEB配
信を利用した公開審査を実施	

	

•  国際的な見解意見を得るため海外の建築家を
特別審査員に招致し、審査のグローバル化へ	

	
	
第32回　WEB配信による公開審査	
　　　　　特別審査員：アントニオ・エスポジト	

　　　　　　　　　　　　　（建築家・イタリア）	
　　　　　併設展示：千葉県工高生建築設計作品展	

32回会場：イオンモール幕張新都心	
　　　　グランドモール3階「イオンホール」	
	
３３回会場：千葉市文化センター５階	
　　　　　　　「セミナー室」	



17 ２  あゆみ	

episode 9　　	

第33回　WEB配信による公開審査	
　　　　　　特別審査員：アントニオ・エスポジト	
                               （建築家・イタリア）	
　　　　　　併設展示：千葉県工高生卒業設計作品展	
	

第32回-34回	

2020年〜2022年	

32回会場：イオンモール幕張新都心	
　　　　グランドモール3階「イオンホール」	
	
33回会場：千葉市文化センター５階	
　　　　　　　「セミナー室」	

○  出展者フォーローのため、なの花会による	

　　作品レビュー	

34回会場：イオンモール幕張新都心	
　　　　グランドモール3階「イオンホール」	
	

第34回　公開審査	
　　　　　 特別審査員：アントニオ・エスポジト(WEB審査）	
                               （建築家・イタリア）	
　　　　　　併設展示：千葉県工高生卒業設計作品展	
	



ポスターコンペ	

なの花会（歴代出展者の会）
が主体となってコンペを開催	

	

学生から応募されたデザイ
ンがポスターになる	
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episode 8　　	

２  あゆみ	



19 3  特徴	

特徴	

１． 継続活動　 
 
２． 建築教育の発展への寄与　 
 
３． 進化を続ける審査・展示会 
 
４． 優れた教育の場の提供 
 
５． 市民に開かれた展示 
 
６． 横軸だけでなく縦軸でつなぐ建築文化発展への寄与 
 



20 3  特徴	

継続活動	

　千葉県内の建築設計に係わる建築関係
団体が、社会へ旅立つ学生たちにエール
を贈るという同じ主旨の下で一つに纏
まってスポンサーとなる協議会の形態
は、他に例を見ない活動である。 

　各会より派遣された委員が協力し話し
合い、大学・企業と連携しながら行う活
動が30年も続いてきたことは、内外から
の纏まりの必要性が叫ばれる建築設計界
において、稀有ながら注目すべき実例で
ある。 



21 3  特徴	

建築教育発展への寄与	

　千葉県内に建築系学科を有する大学から推
薦された優秀な卒業設計作品の審査・表彰す
ることで、エントリーすることが学生たちの
目標となっている。 

　さらに、同世代の学生たちの相互の建築的
思考を共有し、建築における多様性・可能性
を見出し、建築的課題を考える場としても機
能しており、建築教育の発展に貢献してい
る。 
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22 3  特徴	

進化する審査・展示会	 　当初は作品のプレゼンテーションのみの公開
で、審査員の議論などは別室で行われていた。 

　2009年（第21回）からは全審査過程を公開
し、審査の透明性を図ると共に教育効果が高め
られた。   構造設計の視点からJSCA千葉より審
査員が加わり、学生に近い立場から「なの花
会」からも審査員が加わるなど、審査の在り方
について、常に改善・改良を試みる活動を続け
ている。 

　2020年（第３２回）からは国際的な見解を得
るために海外の建築家を特別審査員に招致する
など、審査のグローバル化が図られるなど、審
査会の価値をさらに高めている。 



23 3  特徴	

優れた教育の場の提供	 　学生賞は大学生だけではなく、県内工業高
校の卒業設計作品の審査・表彰も行ってい
る。異校種の学生が相互の作品を見ることが
でき、高校生が上級学校の作品から学ぶだけ
でなく、大学生も高校生の作品から刺激をう
け、建築設計への意欲を啓発する教育的機会
となる。このように、学生賞の会場が教育の
場となっている。 

　さらに、学生賞に携わる建築士が高校が主
催するコンクールの審査委員として参加した
り、手がけた作品の見学会や高校に出向いて
設計に関する講話を開催するなど、協議会委
員による教育活動の広がりを見せている。 



24 3  特徴	

市民に開かれた展示	

　2004年（第16回）からは、展示期間
中に訪れる市民の投票による市民賞な
どを企画するなど、多くの併設イベン
トを催し、広く一般市民の方々との交
流を図り、建築文化に対する社会的認
識を深める機会となっている。 

第31回学⽣賞 市⺠アンケート



25 3  特徴	

市民に開かれた展示	



26 3  特徴	

市民に開かれた展示	



27 3  特徴	

横軸だけでなく縦軸でつなぐ建築文化発展への寄与	

　同年代の優秀作品を評価する（横軸）だけでなく、各年代の受賞者を中心とし
て、歴代出展者の会を設立し、学生賞の運営にかかわるという循環が継続され、次
代を育て続けるという縦軸のつながりを持つ活動である。 

　学生賞の運営や審査委員の輩出にとどまらず、出身大学や所属企業にとらわれな
い建築の集まりとなり勉強会などを派生させ、建築文化の発展に寄与している。 

 



28 3  特徴	

なの花会賞・作品レビュー	

　なの花会賞は、過去の千葉県建築学生賞への出展者で構成する会員の中で、審査会当
日に発表を公聴したり作品を見たりし、審査終了後に投票・討議し決定する賞です。過
去に出展した経験をもつからこそ感じ取れるもの、出展学生に近い立場にあるからこそ
見えてくる視点で次世代を担う長く語り継がれる作品を発掘しています。 

 

　これからも「なの花会」は、大学や世代の枠を超えた人と人との豊かな繋がりを創造
し、幅広いメンバーの交流の場となることを目指して行きます。 



出展経験者が審査員として活躍	

佐久間 達哉 第5回 奨励賞 伊藤 茉莉⼦ 第17回 最優秀賞 

関⾕ 和則 第6回 ⾦賞 皆川  拓 第19回 最優秀賞

中野 達也 第9回 ⾦賞 ⻄⼭ 芽⾐ 第24回 特別賞 

⽥村 裕希 第12回 奨励賞 櫻井  彩 第26回 市⺠賞 

佐々⽊ 達郎 第14回 奨励賞

76

さ さ き　 た つ ろ う 

佐々木　達 郎

出向元：なの花会

1979 北海道生まれ /2002 千葉工業大学工学部工

業デザイン学科卒業 /2004 千葉工業大学大学院 

修士課程修了 /2004 ～ 2013 東環境・建築研究所

/2013 ～ 株式会社佐々木達郎建築設計事務所 設

立 / 現在 千葉工業大学デザイン科学科 非常勤講

師

星のや軽井沢※  ARCASIA Awards Gold Medal, 

AACA 賞 , JIA 環境建築賞優秀賞 , グッドデザイン

賞 / 星のや東京※ グッドデザイン賞 / 星のやバ

リ※ ( ※ 東環境・建築研究所在籍時の担当作品 )/ 

House-AN  グッドデザイン賞 / 三浦電機新社屋  

日経ニューオフィスデザイン賞 , 北海道知事賞

 

■ 思いの強い様々な作品に出会え、私自身も刺

激を受けました。今の思いを忘れず、作品をつく

り続けて下さい。活躍を期待しています。

い と う　ま り こ　
伊 藤　茉莉子

出向元：なの花会

2005 日本大学生産工学部建築工学科卒業 /2005

～ 2014 谷内田章夫 / ワークショップ ( 現：株式

会社エアリアル ) /2013 ～ 会津大学短期学部 非常

勤講師 /2014 ～  KITI 一級建築士事務所 設立

「清澄白河の集合住宅」グッドデザイン賞ベスト

100 ( 谷内田章夫 /ワークショップ在籍時 )

共著書：「矩形図で徹底的に学ぶ住宅設計《木造

編》、《RC 編》、《S 編》」オーム社 / 「世界で一番

美しい名作住宅の解剖図」  他

■私がそうであったように、思い入れの強い程、

卒業設計の作品と製作に打ち込んだ日々は学生時

代の強烈な思い出となり、今後の建築人生にも影

響を与える事になるでしょう。皆さんの熱い想い

を共有する事を楽しみにしています。

審査委員

い そ の　と も よ し

磯 野　智 由

出向元：（公社）日本建築家協会 (JIA 千葉 )

1974 千葉県生まれ /1997 明治大学理工学部建築

学科卒業 /1999 明治大学理工学研究建築学専攻

博士前期課程修了 /1999 株式会社榎本建築設計事

務所入所 /2004 一級建築士事務所 STYLELAB 創設

/2014 ～ 一級建築士事務所 STYLELAB 株式会社

第 23 回日新工業建築設計競技入賞 ( 新建築 '98.1)

/ 建築学生設計大賞 準大賞 ( 新建築 '99.3) / 第 24

回 INAX デザインコンテスト アイデア賞 /大多喜

町庁舎建設設計業務プロポーザル 優秀賞　共同

提案：NAP 建築設計事務所 中村拓志 / 大多喜町

立老川小学校 (文部科学大臣賞 ) /富山町ハイウェ

イオアシス富楽里「道の駅」 / 知的障碍者更生施

設 山武みどり学園 ( 建築文化賞 )

■卒業設計として学生ならではの創造力と熱意、

現実のとらわれないのびのびとした作品を期待し

ています。また、プレゼンでは如何に人を惹き付

ける表現ができるか楽しみにしています。

審査委員 審査コーディネーター

三浦電機新社屋多目的格子の家

鴨川の集合住宅※

倉庫コンバーション

中庭のある家

目黒中央町の家

軽井沢の別荘※清澄白河の集合住宅※

※は谷内田章夫 /ワークショップ在籍時の担当作品

星のや東京 星のや軽井沢 /星のやバリ

76

さ さ き　 た つ ろ う 

佐々木　達 郎

出向元：なの花会

1979 北海道生まれ /2002 千葉工業大学工学部工

業デザイン学科卒業 /2004 千葉工業大学大学院 

修士課程修了 /2004 ～ 2013 東環境・建築研究所

/2013 ～ 株式会社佐々木達郎建築設計事務所 設

立 / 現在 千葉工業大学デザイン科学科 非常勤講

師

星のや軽井沢※  ARCASIA Awards Gold Medal, 

AACA 賞 , JIA 環境建築賞優秀賞 , グッドデザイン

賞 / 星のや東京※ グッドデザイン賞 / 星のやバ

リ※ ( ※ 東環境・建築研究所在籍時の担当作品 )/ 

House-AN  グッドデザイン賞 / 三浦電機新社屋  

日経ニューオフィスデザイン賞 , 北海道知事賞

 

■ 思いの強い様々な作品に出会え、私自身も刺

激を受けました。今の思いを忘れず、作品をつく

り続けて下さい。活躍を期待しています。

い と う　ま り こ　
伊 藤　茉莉子

出向元：なの花会

2005 日本大学生産工学部建築工学科卒業 /2005

～ 2014 谷内田章夫 / ワークショップ ( 現：株式

会社エアリアル ) /2013 ～ 会津大学短期学部 非常

勤講師 /2014 ～  KITI 一級建築士事務所 設立

「清澄白河の集合住宅」グッドデザイン賞ベスト

100 ( 谷内田章夫 /ワークショップ在籍時 )

共著書：「矩形図で徹底的に学ぶ住宅設計《木造

編》、《RC 編》、《S 編》」オーム社 / 「世界で一番

美しい名作住宅の解剖図」  他

■私がそうであったように、思い入れの強い程、

卒業設計の作品と製作に打ち込んだ日々は学生時

代の強烈な思い出となり、今後の建築人生にも影

響を与える事になるでしょう。皆さんの熱い想い

を共有する事を楽しみにしています。

審査委員

い そ の　と も よ し

磯 野　智 由

出向元：（公社）日本建築家協会 (JIA 千葉 )

1974 千葉県生まれ /1997 明治大学理工学部建築

学科卒業 /1999 明治大学理工学研究建築学専攻

博士前期課程修了 /1999 株式会社榎本建築設計事

務所入所 /2004 一級建築士事務所 STYLELAB 創設

/2014 ～ 一級建築士事務所 STYLELAB 株式会社

第 23 回日新工業建築設計競技入賞 ( 新建築 '98.1)

/ 建築学生設計大賞 準大賞 ( 新建築 '99.3) / 第 24

回 INAX デザインコンテスト アイデア賞 /大多喜

町庁舎建設設計業務プロポーザル 優秀賞　共同

提案：NAP 建築設計事務所 中村拓志 / 大多喜町

立老川小学校 (文部科学大臣賞 ) /富山町ハイウェ

イオアシス富楽里「道の駅」 / 知的障碍者更生施

設 山武みどり学園 ( 建築文化賞 )

■卒業設計として学生ならではの創造力と熱意、

現実のとらわれないのびのびとした作品を期待し

ています。また、プレゼンでは如何に人を惹き付

ける表現ができるか楽しみにしています。

審査委員 審査コーディネーター

三浦電機新社屋多目的格子の家

鴨川の集合住宅※

倉庫コンバーション

中庭のある家

目黒中央町の家

軽井沢の別荘※清澄白河の集合住宅※

※は谷内田章夫 /ワークショップ在籍時の担当作品

星のや東京 星のや軽井沢 /星のやバリ

29 3  特徴	



まとめ	

30 4  まとめ	

　30年の歴史を持つ千葉県建築学生賞が、若者に貴重な機会を

提供し建築設計への意欲を啓発し、希望を育み、延いては新しい

時代の原動力となってきたと考えます。	

　そして、千葉県内の建築設計団体のみならず、建設関係産業各

社と共に卒業設計という学生達の社会へ巣立つ最大のイベントに

関わり、この作品展を続けて来られたことに関係者一同誇りに思っ

ています。	

　今後も、建築設計団体が一致団結して建築設計活動の発展に、

貢献していく思いです。	

古くより、その時代の文化を象徴してきた都市と建築は	

これから何処に向かおうとしているのか	

今、彼らと語り合いましょう	

未来の美学を	



回 会期 出展⼤学数 出展数 審査会場 展⽰会場 企画の変遷

第1回 1989年3⽉18⽇〜24⽇ 4校5学部 10 千葉⼯業⼤学 津⽥沼サンペディック 千葉県建築三会学⽣賞 発⾜
（千葉県建築⼠会、千葉県建築設計監理協会、千葉県建築⼠事務所協会）

第2回 1990年3⽉17⽇〜21⽇ 4校5学部 10 千葉⼯業⼤学 津⽥沼サンペディック 記念講演：服部岑⽣（千葉⼤学教授）「理想の住まいづくり、まちづくり」

第3回 1991年3⽉21⽇〜24⽇ 4校5学部 10 千葉⼯業⼤学 津⽥沼サンペデック 千葉県建築四会学⽣賞へ（上記三会に（社）新⽇本建築家協会千葉が加わる）
記念講演：⼭⼝廣（⽇本⼤学教授）「建物の保存と再⽣」

第4回 1992年3⽉17⽇〜20⽇ 4校5学部 10 千葉⼯業⼤学 津⽥沼サンペディック 千葉県建築三会学⽣賞（事務所協会離脱 〜第６回）
記念講演：⼩原⼆郎（千葉⼯業⼤学教授）「⽊の⽂化」

第5回 1993年3⽉19⽇〜21⽇ 4校5学部 10 千葉⼯業⼤学 津⽥沼サンペディック 記念講演：若⽊ 滋（⽇本⼤学教授）

第6回 1994年3⽉19⽇〜21⽇ 4校5学部 10 千葉⼯業⼤学 津⽥沼サンペディック  

第7回 1995年3⽉18⽇〜21⽇ 4校5学部 10 千葉⼯業⼤学 津⽥沼サンペディック 千葉県建築四会学⽣賞（事務所協会復帰）
記念講演：守屋秀夫（千葉⼤学教授）

第8回 1996年3⽉21⽇〜24⽇ 4校5学部 10 千葉⼯業⼤学 津⽥沼サンペディック  

第9回 1997年3⽉20⽇〜23⽇ 4校5学部 10 千葉⼯業⼤学 津⽥沼サンペディック  

第10回 1998年3⽉19⽇〜22⽇ 4校5学部 10 千葉⼯業⼤学 津⽥沼サンペディック 記念講演：池⽥武邦（⻑崎総合科学⼤学教授）「⾵⼟に根ざした建築」

第11回 1999年3⽉19⽇〜22⽇ 4校5学部 9 ⽇本⼤学 津⽥沼サンペディック 審査委員プロフィール公開（〜現在）
特別出展：千葉県内⼯業⾼校 建築設計作品展

　　1989年［第1回］〜1999年［第11回］
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2000年［第12回］〜2009年［第21回］

回 会期 出展⼤学数 出展数 審査会場 展⽰会場 企画の変遷

第12回 2000年3⽉17⽇〜20⽇ 4校5学部 10 津⽥沼サンペディック
公開審査の導⼊
併設展⽰：千葉県内⼯業⾼校 建築設計作品展
併設企画：図形で遊ぼう 

第13回 2001年3⽉17⽇〜20⽇ 5校7学部 14 津⽥沼サンペディック
併設展⽰：千葉県内⼯業⾼校 建築設計作品展
併設展⽰：千葉県建築四会会員作品展
併設企画：図形づくりを楽しもう Part2
講評誌作成

第14回 2002年3⽉1⽇〜3⽇ 5校9学部 18 津⽥沼サンペディック
併設展⽰：千葉県内⼯業⾼校 建築設計作品展
併設展⽰：⼤学研究作品・建築四会会員作品展
併設企画：図形づくりを楽しもう Part3
講評誌作成（〜現在）

第15回 2003年2⽉28⽇〜3⽉2⽇ 5校9学部 18 千葉市⽣涯学習センター 公開プレゼンテーション審査を導⼊
併設展⽰：千葉県内⼯業⾼校 建築設計作品展

第16回 2004年3⽉5⽇〜7⽇ 5校9学部 18 千葉市⽣涯学習センター 併設展⽰：千葉県内⼯業⾼校・専⾨学校 建築設計作品展
市⺠参加企画「市⺠の声アンケート」開始

第17回 2005年3⽉4⽇〜6⽇ 6校10学部 18 千葉市⽣涯学習センター
千葉県建築学⽣賞へ改称（〜現在）
市⺠参加型公開プレゼンテーション審査（〜現在）
モンキー・パンチ（漫画家）を特別審査員に迎え、特別審査員賞を設ける
併設企画：⼩学⽣による「未来の建築家コーナー」

第18回 2006年3⽉24⽇〜26⽇ 6校9学部 20 千葉市⽣涯学習センター
特別審査員：モンキー・パンチ（漫画家）
併設企画：⼩中学⽣による「未来の建築家コーナー」
併設展⽰：県内⼯業⾼校・建築設計作品展
講評誌から作品集へと編集⽅針を刷新

第19回 2007年3⽉9⽇〜11⽇ 5校9学部 18 千葉市⽣涯学習センター
特別審査員：モンキー・パンチ（漫画家）
出展者作品インデックス公開
併設企画：千葉県⼯⾼⽣卒業設計コンクール
併設企画：⼩中学⽣による「未来の建築家コーナー」

第20回 2008年3⽉14⽇〜16⽇ 6校10学部 18 千葉市⽣涯学習センター
特別審査員：モンキー・パンチ（漫画家）
20周年記念誌発⾏
併設展⽰：20年の歩みパネル展⽰
併設企画：千葉県⼯⾼⽣卒業設計コンクール

第21回 2009年3⽉20⽇〜22⽇ 5校9学部 16 千葉市⽣涯学習センター

市⺠アンケートによって選出する「市⺠賞」設⽴（〜現在）
なの花会（歴代出展者の会）が審査に参加（〜現在）
⼊選作品決定に⾄るまでの全審査過程を公開（〜現在）
特別審査員：モンキー・パンチ（漫画家）
併設企画：千葉県⼯業⾼校・専⾨学校卒業設計コンクール
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2010年［第22回］〜2022年［第34回］
回 会期 出展⼤学数 出展数 審査会場 展⽰会場 企画の変遷

第22回 2010年3⽉19⽇〜21⽇ 5校10学部 17 Qiball（きぼーる）
審査コーディネーターの進⾏による公開審査（〜現在）
特別審査員：⼤橋富夫（建築写真家）
併設企画：千葉県⼯業⾼校・専⾨学校卒業設計コンクール

第23回 2011年3⽉11⽇〜13⽇ 6校11学部 19 Qiball（きぼーる） 特別審査員：此⽊三紅⼤（芸術家）
併設企画：千葉県⼯業⾼校・専⾨学校卒業設計コンクール

第24回 2012年3⽉16⽇〜18⽇ ５校８学部 15 Qiball（きぼーる） 併設企画：千葉県⼯⾼⽣卒業設計コンクール

第25回 2013年3⽉8⽇〜10⽇ 6校10学部 17 Qiball（きぼーる） 特別審査員：若⽊滋（⽇本⼤学名誉教授）
併設企画：千葉県⼯⾼⽣卒業設計コンクール

第26回 2014年3⽉14⽇〜16⽇ 6校9学部 16 Qiball（きぼーる） 併設企画：千葉県⼯⾼⽣卒業設計コンクール

第27回 2015年3⽉13⽇〜15⽇ 5校9学部 16 Qiball（きぼーる） なの花会が選出する「なの花会賞」設⽴（〜現在）
併設展⽰：千葉県⼯⾼⽣建築設計作品展

第28回 2016年3⽉10⽇〜13⽇ 5校9学部 17 Qiball（きぼーる） 併設企画：千葉県⼯⾼⽣卒業設計コンクール

第29回 2017年3⽉10⽇〜12⽇ 6校9学部 17 Qiball（きぼーる） 併設企画：千葉県⼯⾼⽣卒業設計コンクール

第30回 2018年3⽉9⽇〜11⽇ 7校12学部 23 イオンモール幕張新都⼼「イオンホール」 30周年記念誌発⾏
併設企画：千葉県⼯⾼⽣卒業設計コンクール

第31回 2019年3⽉9⽇〜10⽇ 6校8学部 21 イオンモール幕張新都⼼「イオンホール」 併設展⽰：千葉県⼯⾼⽣建築設計作品展

第32回 2020年3⽉14⽇〜15⽇ 7校11学部 21 イオンモール幕張新都⼼「イオンホール」
特別審査員：アントニオ・エスポジト（建築家）
WEB配信による公開審査
併設展⽰：千葉県⼯⾼⽣建築設計作品展

第33回 2021年3⽉13⽇〜14⽇ 7校10学部 18 千葉市⽂化センター
特別審査員：アントニオ・エスポジト（建築家）
WEB配信による公開審査
併設展⽰：千葉県⼯⾼⽣卒業設計作品展

第34回 2022年3⽉12⽇〜13⽇ 6校8学部 19 イオンモール幕張新都⼼「イオンホール」
特別審査員：アントニオ・エスポジト（建築家）
WEB配信による公開審査
なの花会による⼤学政策品レビュー
併設展⽰：千葉県⼯⾼⽣卒業設計作品展
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