
2022年日本建築学会賞（教育貢献）

JIA関東甲信越支部学生デザイン実行委員会
「東京都学生卒業設計コンクールの実施とアーカイブ化」

2004年コンクールより



2006年 公開審査 会場風景（工学院大学アトリウム）



2004年 審査風景（工学院大学アトリウム） 2011年 審査風景（工学院大学アトリウム）

2016年 入賞者記念撮影（芝浦工業大学）2015年 最終審査（工学院大学アトリウム）



「歳をとって審査を頼まれることが増えてきたのですが審査っていやなんですね。

実は審査している様だけど実は僕ら（審査員が）審査されている側になっているのではないか？

僕らが学生さんの作品を通してこの時代の評価軸を打ち出せていたかどうか不安になりますが

精一杯やってみたつもりです。

それが学生の皆さんの参考になればと思っているのが最初に思っていることです。

できていなかったらごめんなさい。

それが少しでも皆さんの人生にプラスになっていればよかったぁと思っています。」

第29回 JIA東京都学生卒業設計コンクール2020 山梨知彦審査委員長

「とても太っ腹で良いアーカイブだと思います。特に審査動画を卒計コンペシーズンだけでなくいつでも

見られるのが画期的です。学内の講評会はどうしても常連の学生と教授陣による馴れ合いの質疑応答を

見せられる形になりますが、学外コンペでは初対面の相手にしっかり説明し切る能力の重要性を

しっかり学べたので、学部の早いうちからこうした資料に触れられるようになれば素晴らしいと思います。」

「作品集は、他の多くの展覧会でも出されているが、どれも図集になりやすい傾向があるように思う。

せっかく作品集をみても、その表層を参考にするにとどまり、掲載作品の

評価されたもしくはされなかった理由については、テキストを読むだけで理解することが難しい。

審査員のみの一次審査、学生と交わる2次審査の２つが動画としてアーカイブされることで、書類審査

で何が伝わっていて、2次審査の発表で何が捕捉できてあらゆる受賞につながったか否かが

分かるというのは非常に有意義だと思います。」

出展者アンケート自由記述項目より



独自性と教育的アプローチ
○デザインレビューによる建築家教育への貢献

○デジタル技術を用いたアーカイブ化による教育的資料の提供による貢献

対話を通して評価軸を共有
暗黙知の育成
総合力/統合力
デザイン能力
自分なりの
考え方・
評価軸づくり

初のデジタルアーカイブ化

innovation 教育的資料の提供

対話も含めて
アーカイブ化



JIA東京都学生卒業設計コンクールアーカイブス
https://jiatokyodesign.com

https://jiatokyodesign.com/
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審査員が15作品に選び投票

１票以上獲得

一次通過 二次審査進出
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得票が多い作品から審査員

が議論を行い15作品程度を

選出。一次審査での投票に
重み付けがないため特に推

薦する作品など含め議論。

最終プレゼンを受けて議

論を行う。時には出展者

も巻き込んで議論を行い、
議論の中から入賞作品を

選出する。

審査・投票の経過を会場内に見える形で掲示。
上から一次審査、二次審査、最終審査。

審査経過 会場掲示

審査の進め方

会場には模型とプレゼンボードを展示。
一次審査では作品を囲んで出展者が全審査員、
一人一人とプレゼン、質疑を行う。

一次審査風景
最終審査では作品の模型を囲んで出展者が審査員
に最終プレゼンを行う。質疑や議論が交わされる
真剣勝負の楽しい場である。

最終審査風景

［ JIA東京都学生卒業設計コンクール 概要資料 ］
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審査動画

第29回冊子

アーカイブス サイト構成図

［ JIA東京都学生卒業設計コンクールアーカイブス 概要資料 ］

アーカイブス サイトの内容

A：アーカイブストップページ

第9回から現在までの全ての作品集が閲覧
可能。

上段には第29回以降現在まで、「作品詳
細図面」、「審査動画」の閲覧が可能。

A

B：作品集閲覧ページ

各年度に製作された作品集PDFを閲覧
可能。作品集には「審査員講評」、

「審査経過」「受賞など評価」「各作
品概要」など閲覧が可能。

B

C：審査用詳細図面

第29回以降については学生作品の審
査用詳細図面が閲覧可能。

審査動画と並行して閲覧するとコン
クールを疑似体験可能。

C

D：審査動画

一次審査、二次審査の審査動画を閲覧可
能。「審査員同士の議論」「出展者のプ

レゼンテーション」「審査員と学生の議
論」「審査経過」など閲覧可能。

D



［ History & Continuation ］

第1回 1992年
東京都学生

卒業設計コンクール
18大学
38作品参加

第5回 1996年 作品集を記念出版
※第1回から第4回入賞作品を掲載

第12回 2003年公開審査会・展示会開始

第5回 1996年 審査風景 第5回 作品集表紙

第12回 2003年 公開審査風景（工学院大学アトリウム）

第17回 2008年
作品集のカラー化

第17回 作品集金賞/銀賞

第25回 2016年
実行委員会奨励賞の創設

第25回 2016年 上段:実行委員会奨励賞最終プレゼン
下段入賞者記念撮影（工学院大学アトリウム）

第26回 2017年
専門学校の参加
過去参加校
26大学
6専門学校
延べ31校へ
門戸を拡大

第29回 2020年
ライブ配信、動画配信開始

第30回 2021年
アーカイブスを設立

未来へ



［ History & Continuation ］
歴代審査員一覧 第1回（1992年）〜第30回（2021年）

※JIA表彰規定に準じる考え方で審査員を選考。
実施時に東京に所在地を置く学校で専任教員をしているものを除いて選考を行なっている。
構造設計など建築設計に関係したエンジニア、ランドスケープデザイナー、
アーティストなどにも積極的に審査に参加していただいたいる。

回　数 委員長 副委員長 委　員 委　員 委　員 回　数 委員長 副委員長 委　員 委　員 委　員

第１回 内井昭蔵 戸尾任宏 栗生　明 長谷川逸子 村尾成文 第１６回 竹山　聖 伊平則夫 中村　勉 金箱温春 藤本壮介

1992年度 ㈱内井昭蔵建築設計事務所 ㈱建築研究所ｱｰｷｳﾞｨｼﾞｮﾝ 栗生総合計画 長谷川逸子都市計画工房 ㈱日本設計 2007年度 ㈱設計組織アモルフ ㈱久米設計 ㈱中村勉総合計画事務所 ㈲金箱構造設計事務所 藤本壮介建築設計事務所

第２回 内井昭蔵 柳澤孝彦 小倉善明 長谷川逸子 渡辺　明 第１７回 竹山　聖 伊平則夫 小玉　功一郎 金箱温春 東　利恵

1993年度 ㈱内井昭蔵建築設計事務所 ㈱TAK建築都市計画研究所 ㈱日建設計 長谷川逸子都市計画工房 ㈱渡辺明設計事務所 2008年度 ㈱設計組織アモルフ ㈱久米設計 エステック計画研究所 ㈲金箱構造設計事務所 東環境・建築研究所

第３回 高橋青光一 柳澤孝彦 小倉善明 妹島和世 渡辺　明 第１８回 北山　恒 小玉　功一郎 東　利恵 岡村　仁 ヨコミゾ　マコト

1994年度 ㈱第一工房 ㈱TAK建築都市計画研究所 ㈱日建設計 ㈱妹島和世建築設計事務所 ㈱渡辺明設計事務所 2009年度 ㈲arcitectureWORKSHOP エステック計画研究所 東環境・建築研究所 空間工学研究所 ﾖｺﾐｿﾞﾏｺﾄ建築設計事務所

第４回 高橋青光一 斎藤孝彦 妹島和世 宮崎　浩 室伏次郎 第１９回 北山　恒 宮崎　浩 松岡拓公雄 岡村　仁 乾　久美子

1995年度 ㈱第一工房 ㈱斎藤孝彦建築設計事務所 ㈱妹島和世建築設計事務所 ㈱プランツアソシエイツ スタジオアルテック 2010年度 ㈲arcitectureWORKSHOP ㈱プランツアソシエイツ （合）アーキテクトシップ 空間工学研究所 ㈲乾久美子建築設計事務所

第５回 槇　文彦 斎藤孝彦 高橋晶子 宮崎　浩 室伏次郎 第２０回 内藤　廣 宮崎　浩 松岡拓公雄 吉村靖孝 乾　久美子

1996年度 ㈱槇総合計画事務所 ㈱斎藤孝彦建築設計事務所 ㈲ワークステーション ㈱プランツアソシエイツ スタジオアルテック 2011年度 ㈱内藤廣建築設計事務所 ㈱プランツアソシエイツ （合）アーキテクトシップ ㈱吉村靖孝建築設計事務所 ㈲乾久美子建築設計事務所

第６回 槇　文彦 斎藤孝彦 今川憲英 高橋晶子 内藤　廣 第２１回 野沢正光 佐藤尚巳 成瀬友梨 吉村靖孝 山梨知彦

1997年度 ㈱槇総合計画事務所 ㈱斎藤孝彦建築設計事務所 ㈱ﾃｨｱｲｴｽｴﾝﾄﾞﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ ㈲ワークステーション ㈱内藤廣建築設計事務所 2012年度 野沢正光建築工房 ㈱佐藤尚巳建築研究所 成瀬・猪熊建築設計事務所 ㈱吉村靖孝建築設計事務所 ㈱日建設計

第７回 伊東豊雄 服部範二 今川憲英 内藤　廣 平倉直子 第２２回 野沢正光 佐藤尚巳 成瀬友梨 鈴木　啓 山梨知彦

1998年度 ㈱伊東豊雄建築設計事務所 ㈱ＫＲ建築研究所 ㈱ﾃｨｱｲｴｽｴﾝﾄﾞﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ ㈱内藤廣建築設計事務所 ㈲平倉直子建築設計事務所 2013年度 野沢正光建築工房 ㈱佐藤尚巳建築研究所 成瀬・猪熊建築設計事務所 ASA ㈱日建設計

第８回 伊東豊雄 服部範二 大江　匡 團   紀彦 平倉直子 第２３回 栗生　明 山梨知彦 西沢立衛 鈴木　啓 加茂紀和子

1999年度 ㈱伊東豊雄建築設計事務所 ㈱ＫＲ建築研究所 ㈱ﾌﾟﾗﾝﾃｯｸ総合計画事務所 ㈱團紀彦建築設計事務所 ㈲平倉直子建築設計事務所 2014年度 栗生総合計画事務所 ㈱日建設計 西沢立衛建築設計事務所 ASA みかんぐみ

第９回 香山壽夫 服部範二 大江　匡 團   紀彦 Nancy Finley 第２４回 栗生　明 三谷　徹 西沢立衛 末光弘和 加茂紀和子

2000年度 ㈲香山壽夫建築研究所 ㈱ＫＲ建築研究所 ㈱ﾌﾟﾗﾝﾃｯｸ総合計画事務所 ㈱團紀彦建築設計事務所 ㈲ﾌｧｸﾀｰ N ｱｿｼｴｲﾂ 2015年度 栗生総合計画事務所 オンサイト計画設計事務所 西沢立衛建築設計事務所 ＳＵＥＰ みかんぐみ

第１０回 香山壽夫 服部範二 小林正美 元倉眞琴 Nancy Finley 第２５回 山本理顕 三谷　徹 城戸崎和佐 末光弘和 山代　悟

2001年度 ㈲香山壽夫建築研究所 ㈱ＫＲ建築研究所 ㈱ｱﾙｷﾒﾃﾞｨｱ設計研究所 ㈱スタジオ建築計画 ㈲ﾌｧｸﾀｰ N ｱｿｼｴｲﾂ 2016年度 ㈱山本理顕設計工場 オンサイト計画設計事務所 ㈲城戸崎建築設計事務所 ＳＵＥＰ ㈲ビルディングランドスケープ一級建築士事務所

第１１回 元倉眞琴 松原忠策 芦原太郎 木下庸子 小林正美 第２６回 富永　譲 城戸崎和佐 江尻憲泰 永山祐子 羽鳥達也

2002年度 ㈱スタジオ建築計画 ㈱松田平田設計 芦原太郎建築事務所 設計組織ＡＤＨ ㈱ｱﾙｷﾒﾃﾞｲｱ設計研究所 2017年度 富永譲・フォルムシステム設計研究所 ㈲城戸崎和佐建築設計事務所 江尻建築構造設計事務所 永山祐子建築設計 ㈱日建設計

第１２回 元倉眞琴 松原忠策 芦原太郎 木下庸子 西沢立衛 第２７回 富永　譲 江尻憲泰 手塚由比 永山祐子 羽鳥達也

2003年度 ㈱スタジオ建築計画 ㈱松田平田設計 芦原太郎建築事務所 設計組織ＡＤＨ 西沢立衛建築設計事務所 2018年度 富永譲・フォルムシステム設計研究所 江尻建築構造設計事務所 ㈱手塚建築研究所 永山祐子建築設計 ㈱日建設計

第１３回 芦原太郎 松原忠策 三谷　徹 藤江和子 西沢立衛 第２８回 西沢立衛 手塚由比 羽鳥達也 齋藤精一 田根剛

2004年度 芦原太郎建築事務所 ㈱松田平田設計 オンサイト計画設計事務所 藤江アトリエ 西沢立衛建築設計事務所 2019年度 ㈲西沢立衛建築設計事務所 ㈱手塚建築研究所 ㈱日建設計 ランゾマテックス Atelier Tuyoshi Tane Architects

第１４回 長谷川逸子 松原忠策 三谷　徹 藤江和子 阿部仁史 第２９回 山梨知彦 駒田剛司 栃澤麻利 齋藤精一 田根剛

2005年度 長谷川逸子都市計画工房 ㈱松田平田設計 オンサイト計画設計事務所 藤江アトリエ 東北大学大学院工学研究科 2020年度 ㈱日建設計 ㈲駒田建築設計事務所 SALHAUS一級建築士事務所 ランゾマテックス Atelier Tuyoshi Tane Architects

第１５回 長谷川逸子 伊平則夫 中村　勉 佐々木睦朗 阿部仁史 第３０回 山梨知彦 駒田剛司 山田憲明 栃澤麻利 大西麻貴

2006年度 長谷川逸子都市計画工房 ㈱久米設計 ㈱中村勉総合計画事務所 佐々木睦朗構造計画研究所 東北大学大学院工学研究科 2021年度 ㈱日建設計 ㈲駒田建築設計事務所 山田憲明構造設計事務所 SALHAUS一級建築士事務所 o+h



［ Dialogue ］

第15回 2006年 一次審査風景（工学院大学アトリウム）審査員と１×１で対話。 第15回 2006年 一次審査風景（工学院大学アトリウム）見学するオーディエンス。

第20回 2011年 一次審査風景（工学院大学アトリウム）模型を最大限に使いプレゼンする出展者。第20回 2011年 一次審査風景（工学院大学アトリウム）出展者同士で対話を行う。



［ Dialogue ］

第22回 2013年 会場全体でさまざまな対話が生まれる。（工学院大学アトリウム）

第25回 2016年 最終審査風景（芝浦工業大学）白熱した議論。第24回 2015年 最終審査風景（工学院大学アトリウム）白熱した議論。

第22回 2013年 建築家である実行委員も積極的に対話を行う。（工学院大学アトリウム）



［ Dialogue ］

第27回 2018年 最終審査風景（早稲田大学）時には笑顔で対話し感覚を共有してく。

第26回 2017年 最終審査風景（工学院大学アトリウム）出展者からの強烈な投げかけに応える審査員。



［ Openness & Equality ］

第27回 2018年 投票結果_一次審査終了時（早稲田大学）常に見える位置に掲示 第20回 2011年 二次審査での投票や審査経過まで全て公開（工学院大学アトリウム）

青山製図専門学校・共立女子大学・駒沢女子大学・工学院大学・国士舘大学・実践女子大学
芝浦工業大学・昭和女子大学・職業能力開発総合大学校・多摩美術大学・東京藝術大学
東京工業大学・東京造形大学・東京大学・東京テクニカルカレッジ・東京電機大学
東京都市大学・東京都立大学・東京理科大学・中央工学校・日本工学院専門学校
日本工学院八王子専門学校・日本女子大学・日本大学・文化学園大学・法政大学
武蔵野大学・武蔵野美術大学・明星大学・読売理工医療福祉専門学校・早稲田大学

これまでの参加校



［ fullness ］
○22年分の作品を掲載 1083作品を収録 ※2021年9月末時点 2021年第30回作品集制作中

2000年_39作品 2001年_40作品 2002年_43作品 2003年_43作品 2004年_45作品 2005年_44作品 2006年_46作品

2007年_50作品 2008年_53作品 2009年_55作品 2010年_55作品 2011年_53作品 2012年_50作品 2013年_51作品

2014年_51作品 2015年_52作品 2016年_46作品 2017年_53作品 2018年_52作品 2019年_55作品 2020年_53作品



［ fullness ］
アーカイブス 収録作品（抜粋）

第14回 2005年 金賞受賞作品 能作史典さん／東京工業大学第9回 2000年 銅賞受賞作品 古澤大輔さん／東京都立大学



［ Record of dialogue ］
アーカイブス 収録された審査講評（2016年）

第25回 2016年 審査講評



［ Record of dialogue ］
アーカイブス 収録された審査経過・金賞受賞作品（2016年）

第25回 2016年 審査経過 金賞受賞作品



［ Record of dialogue ］
アーカイブス 応募作品（審査用図面）

第29回 2020年 銀賞受賞作品 岸晃輔さん／東京都市大学



［ Record of dialogue ］
審査動画（最終審査 プレゼンテーション）

第29回 2020年 銀賞受賞作品 岸晃輔さん／東京都市大学



［ Record of dialogue ］
審査動画（最終審査 ディスカッション）

第29回 2020年 銀賞受賞作品 岸晃輔さん／東京都市大学



［ Paticipation ］
30年間で参加した出展者 1485名

山本牧子 五十嵐賢治 菅家幹 澤根和治 上野勉 鶴田景子 谷津香 一条太郎 福田哲也 荒井美羽 有働江理子 三宅正樹 佐々木真 草野聡子 佐々井美幸 乾久美子 地引重己 高森和志 谷口知史 古賀範子 三輪康浩 福場数正 山下晶子 栗田康彦
瀬川淳一 漆間一浩 久野直美 奥山裕生 川村かお里 振木真紀 八木渉 柴田麻衣子 神野太陽 重田真理子 丸野道明 小林富夫 成田健志 張美郷 館林恵子 山内由紀 鍋谷具美 小寺俊充 伊澤昌之 服部完志 下江伸一 松淵三佳 安田祥子 石川弘樹
銘苅靖 大森美和 勝呂恭子 勢山詔子 奥村理恵 鈴木智朗 関尾英隆 青柳晋 高美香 長谷川龍友 日高仁 鈴木啓太 高橋大輔 小山紀彦 田中亮 西尾達司 羽鳥栄子 中島靖夫 藤井幹子 大友伊都子 国枝東史生 荒瀬誠 田中宏幸 中村毅 村上葉子
青木茂生 佐々木智之 石川彰久 吉田恭純 伊藤宏樹 川崎向太 鈴木美由貴 平沢良子 横田歴男 小沢淳弥 鳴川肇 石井ひろみ 山下真里 卯月恵美子 金井良夫 田中敬子 百田容子 市川創太 宮本三恵 加藤園子 繁昌朗 片山恵仁 米澤彰子 桂隆彰
福田治彦 葛西真由 渡辺宏紀 榎並和人 菊地潤 浅井雅儀 元永二朗 川上裕子 三宅寿子 石川修 関本竜太 竹村尚久 中村崇 篠原隆 根津幸子 久保嶋亜矢 高野直紹 井上雅宏 田中智之 藤田若菜 漆谷芳美 人見さつき 赤塚達也 手嶋伊知郎
田辺晁彦 藤江航 縣美樹 㐮允淑 石橋良彦 大竹海 奥脇利江 高木雅子 中西道也 渡邉修 梅野圭介 木下芳郎 栗山茂 溝口寛ニ 浅野言郎 津野恵美子 勝澤康一 鷲尾淳 千葉敬介 藤井伸介 河村賢一 常磐純代 安藤智庸 宇田川義長 式地香織
福井幸恵 陳世銘 石鍋壮史 岡本極 清水航太 魚谷佳史 長谷川伸 田村泰意 原田典幸 鈴木貴紀 森川嘉一郎 塩谷純子 田中真紀 水上芽美 内野昌樹 富士川太一 倉石修 本田真吾 舘崎麻衣子 佐々木温子 伊庭真奈美 玉井章子 牛木健司 阿部典子
石田和美 梅原千津子 林太郎 松浦寛樹 佐々木省悟 増山絵理奈 佐藤央 豊田啓介 福屋粧子 松永光央 小高孝司 峯島亜紀子 河本光正 菊池宏 戸張麻美 戸梶大 島村茂雄 馬場未織 桐原麻紀 塩入新太 櫛田直 塩見理絵 余田正徳 菅原正輝
飯塚正規 讃井章 道面実香 小泉一斉 西田勇人 広瀬郁 石上純也 富永明日香 内田敦子 小川一人 原田賢一 矢部倫太郎 長根潤 阿部洋之 谷口麻里子 横田孝夫 斉川拓未 芦澤麻美子 工藤徹 雀ケ野泉子 赤嶺淳 須川哲也 トヨカワサイカク
川合悦子 宮下朋枝 河野健治郎 米津正臣 大槻猛 土山忍 長谷川あおい 松下巌 中村光隆 吉川征通 大野博史 土田耕太郎 森理恵 小林亜希子 端野亮一 平塚智服部美亜 塩浦雅也 中山英之 苅込英之 小松亮太郎 高田諭 松川昌平 夫学桂
佐藤世界 長岡大樹 福田剛之 横山慎司 梅澤朋和 長昌規恭 小林拓人 永沼慎一 小山貴弘 半澤雅仁 野村基喜 浅田真理子 高橋真紀 長谷川久美 北澤美奈子 玉置華枝 伊藤立平 浅井正憲 鞍谷万樹 真田井良子 三和田真人 塩田大成 高橋直子
伊藤美代子 武田安弘 姫野裕子 笹野陽子 鍋田知宏 小林司郎 早川慶太 栗田祥弘 山崎徹也 中村英隆 吉村昭範 新居幸治 中島貴光 平瀬有人 末光弘和 絹川いずみ 中楯哲史 船曳桜子 大村卓 星名岳志 若杉綾子 下田一太 林大吾 本田昌義
堀川純一 水澤路子 林要次 松山智 向井健 中山幸子 浜口雅代 榎本拓幸 三ツ木秀章 和田夏子 白石真紀子 芳野聡子 小竹由起 高橋夏季 保坂裕信 高橋由希 梅澤豪太郎 前田英統 加藤淳 金田隆彦 大竹真紀子 岡山昌樹 吉岡寛之皆川由紀

和田江身子 工藤貴子 牧子源矢 向井健司 加茂洋 柴田俊介 船山哲郎 古澤大輔 石原篤 清井悟詞 多田津優芽 下川太一 船山千里 田中裕之 二藤部知哉 菅真樹 本田昌義 加々美祐和 水澤路子 颯波真理子 岩田朋子 小椋詳子 榎本拓幸 斎藤洋介
朝田亮 宇川雅之 谷地元節子 和知暖子 中村和延 長谷川豪 松岡里衣子 島田和幸 加藤三香子 晋吾 西村当巨 浜田真 科谷龍介 金成香子 渡邉直美 山本真弓 藤田美也子 名取雄一郎 阿部俊彦 下川太郎 松田健嗣 鈴木雅史 竹波由有子 宮野隆行
三谷健太郎 金子篤嘉 真岩拓郎 押田拓也 西村優子 鳥飼千紘 鈴木崇志 須藤稔 勝又敏男 青柳恵子 小野真理子 梅沢勉 土屋哲郎 四宮幸子 有山宙 小川佳子 菅真理子 野口一将 黒川智之 鈴木悠子 戸田歩武 松口賢士 富永大穀 野田郁子
小坂香奈恵 伊藤芽理 多田吉宏 中原英隆 伊東弥生 木村祐章 真板暁子 香川冴子 溝口裕子 田中伸明 矢崎美奈子 原口剛 坂東幸輔 高橋真人 副島健介 小川仁 小倉亮司 増田忠史 池田純平 佐野健太 大村成美 斎藤真 菊地幸子 神戸美雪
土屋毅 木村留美 岩嵜康明 佐藤悠 佐藤善幸 姫野由佳 渡邉朋未 大西俊美 小出美希 中島祥子 前田力 熊本智子 渡部あゆみ 武石一憲 倉林貴彦 玉井洋一 東野亜希子 宮澤秀明 佐々木里紗 前谷英如 岩崎みゆき 古谷哲郎 矢原智郎 石山友美
大平貴臣 鄭煥翔 林義尚 岩本健治 岩松静香 光嶋裕介 若林大 明石真理子 末木章介 田中匡美 藤澤賢一 松島潤平 鈴木淑美 宇野翠 有賀みなと 野田恒雄 鈴木智香子 森山ちはる 岩崎かほり 川瀬沙耶花 松崎義和 有島幸寿 近藤久人 小川文象
黒田靖裕 横濱久美子 栗山悠子 伏見友衣 三山孝 小林由香 加藤美和 竹内智子 礒谷博史 服部拓庸 林久順 奥澤健 堀善郎 川口素子 真下美和 佐々木奈緒子 常田夏夏子 吉田恵美 中村谷威之 和田潤平 石崎哲也 相澤桂 林泰寛 後藤雄亮
太田英理 逸見篤俊 渡邉大志 相田麻実子 宮内義孝 長尾達也 稲垣淳哉 永井友紀子 大森彩子 加藤比呂史 山形章 中井崇義 中田道子 大橋奈央子 田内徹郎 片桐和也 井上亮 阿部聡子 大和裕子 角屋ゆず 中澤ゆか里 藤原美緒 竹内光子
福江洋紀 岩崎大祐 大城達郎 和井田めぐみ 高橋ユカリ 立川玲香 田辺道生 谷口聡子 大谷泰弘 中野泰宏 松永里加 大村真也 宮井千尋 佐々木章行 梶村健 市川竜吾 廣瀬彩子 千賀順 須藤潤 関一浩 伊藤舞 関佳彦 三星安澄 能作文徳
糀澤嘉孝 東根章悟 中村賢 佐藤桂火 清水亨 岡部文 沼俊之 酒井亮憲 片瀬雪乃 鷹箸譲青木弓佳 飯島真由美 大島彩 小野雅子 金子公亮 岸野亮吾 久保田裕美 柴田栄治 白戸晴果 新保優樹 鈴木美咲 高橋ゆきみ 田坂綾子 田中渉 谷田恭大
団野浩太郎 常山未央 虎尾亮太 内藤純 中山忍 野口浩太 畑裕子 藤貴彰 吉田知美 前島留美 松村和典 村田温子 森泰彰 吉井麻弥 吉田奈美 渡邉結衣 瀬川幸太 三好礼益 中田裕一 森弘子 舘岡静乃 湯浅孝史 鶴見博之 千田友己 宮崎晃吉
青木公隆 足立真吾 新井匠 飯島順子 池本千穂 伊藤尚子 大庭早子 加藤渓一 神山雅志 菊池由希子 ケデン・シナル 小峰玲奈 田中美喜子 斎藤洋介 笹田絵里 佐藤絵里 沢田聡 雫石令子 杉本聡美 妹尾湊 高本直樹 谷口尚子 玉木浩太 趙思達
柘植昌貴 常井順司 新田成人 服部暁文 原嶋宏樹 広澤由起子 深見友規 堀江康介 松浦暢 水野裕太 袋谷真吾 服部将志 宗政由桐 諸橋奈緒 山下久美子 渡辺ゆうか 古川智子 西村萌 伊藤友紀 中川千歳 岡田麻里 祖父江一宏 峠宏実 時岡壮太
安藤顕祐 小野寺宗貴 梁井司菜 五十嵐麻美 池ケ谷陸 井上奈々星 入江祥太 江面太基 佐藤慶太 内田陽介 大場英明 小笠原陵子 荻原秀祐 奥寺あずさ 北村佑里子 工藤真紀 栗原佳子 小林怜ニ 酒井裕子 中原匠子 柴家志帆 島田明生子 清水佐和
白倉由貴 高橋園子 高橋瑞世 高山基 田邊都 永山いづみ 伊藤裕子 小出沙耶 中村小浦 橋山ちづる 仁井田百合 二ノ宮正行 野原修 野村裕志 服部一晃 早坂直貴 林奈津子 坂野真理子 広瀬香織 広瀬由佳梨 藤田華代子 松山宗平 宮内朋美
宮下淳平 山崎智志 四元真史 渡辺典文 池田琢 吉田詩織 大旗祐 高塚順旭 山田明子 安井慎治 古澤修一 荒木聡 熊谷祥吾 平須賀信洋 村口勇太 上見浩基 阿礼めぐみ 安藤晃一 生駒大輔 磯部智砂 井上加奈子 岩崎渓太 岩澤佐和子 小川有花
忍足知彦 神谷季美 山崎博司 川田康介 田中希枝 河原麻衣子 城所有希子 工藤浩平 熊田小春 坂寄真由美 栗原咲恵 栗原季佐 栗間敬之 越光晋 斎藤啓佑 先田佳代 櫻井美希子 佐々木千晶 残間智子 関谷祐美 高橋茉莉子 高松祐也 田極智子
田谷公人 徳野由美子 富岡由貴 菱田佳奈 平田駿 平山彬子 堀内翔 松井恵 宮本裕也 向山祐二 望月茉莉子 森中康彰 柳澤彩 横山翔大 渡邉麻衣子 夏目将平 脇本夏子 鈴木舞 丸岡みなみ 平岡美樹 田代直人 山岸勇太 山崎康弘 小松拓郎

大山智司 加藤夏美 阿部秀彦 新木仁士 石川知弘 伊東優 干海涛 上野舞 宇賀神亮 内野秋津 大川玉青 岡田侑子 鈴木真友美 緒方洋平 金光宏泰 和知力嗣 甲斐つぐみ 柿添宏 風間貴志 梶原絵梨佳 加瀬美和子 可知友貴子 金子のどか 菊地悠介
後藤礼美 坂本徹 清水佑紀 下大薗将人 鈴木高敏 高橋仁 田村彩 塚越阿希江 津金みほろ 永井禎啓 中嶋陽子 永田彩 似鳥俊平 橋本健 福田悦子 古市のぞみ 古海和華菜 松島咲季子 水口朝博 宮城島崇人 山崎和哉 山田英恵 吉岡祐馬 古澤健一
渡辺安結 渡邉純矢 渡辺有佳里 木藤美和子 三堀麻里子 横井丈晃 佐野穂高 金山恵美子 大泉修 田川三早希 安齋寿雄 蔵田敬嗣 羽田真由美 伊藤孝仁 荒木海威 荒木希早加 池上晃司 市場美智子 今福紗織 蝦名達朗 大澤さほり 大野剛 尾方証
小澤拓典 金田大輔 梯誠 川島宏起 川名沙織 川西乃里江 菊原啓二 木原紗知 木村俊介 久保田幸恵 河野俊次 今野和仁 斎藤真吾 平田裕信 平野遼介 齊藤誠 佐藤朱紗 佐藤雄亮 佐原あい 杉浦彩 鈴木政博 鈴木晴香 鈴木梨絵 須山明美

玉田隆之助 塚原詩野 中込千尋 長門孝行 平賀卓也 平野晴香 藤井和典 藤原康裕 松永さくら 宮内礼子 百瀬雄介 山西加奈子 山本祥太 湯浅絵里奈 渡邉光 鈴木暁允 冨永美保 中島弘貴 渡会実穂 草薙彩音 大島碧 竹味佑人 木田恵理奈 有坂徹
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松田航毅 三野紗理奈 南佑樹 八木このみ 山際朝香 山田詩乃 吉柚帆 吉田彩華 松村直哉 吉村優里 林千絵 渡邉朋 田嶋海一



［ Paticipation ］
JIA関東甲信越支部機関紙特集掲載
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学生時代の思い出
　学部生のころアルバイトをした設計事務所では、1つ
のプロジェクトの基本・実施・現場それぞれの段階の模
型作業を担当させてもらいました。現場段階では、職人
さんへ作業の説明をするためのディテール模型や、音響
実験用の巨大模型などを現場事務所でつくりました。自
分が机の上で組み立てているのは白いスチレンボードの
抽象的な模型だけど、窓の外に目をやると、そこには重
機が砂埃を立てながら土を掘り返し、職人が汗を垂らし
ながらコンクリートを流し込み、溶接工が火花を散らし
ながら鉄骨を組み上げていく風景が広がっている。職人
さんたちが現場事務所に入って来た時の汗の強烈な臭い
や、現場の騒音を、今でも鮮明に覚えています。大学で
は難解な建築論の書物に触れ、現場では日々作業にあ
たっている人たちに触れる。この徹底的に抽象的で、そ
して徹底的に具象的という「建築の両義性」に、当時の
私は困惑し、そして完全にやられてしまいました。この
建築という両義的な存在は何なのか、もっと知りたいと
強く思ったのです。
卒業設計のテーマ
　当時私が所属していた東京都立大学では、4年生の12月
までに卒業論文を書き上げ、残りのわずか2ヵ月間で卒
業設計に取り組むというスケジュールでした。当時、動
線空間に興味を持っていた私は、建築のシークエンスを
研究テーマに決め、動線計画が明確なビルディングタイ
プである葬祭場を題材として卒業論文を書き上げました。
そして卒業設計では、論文で得られた知見を活かし、火
葬場の設計に取り組みました。敷地は明治神宮の森と原
宿の街が接し合う境界面に設定し、火葬場と原宿の駅舎
を複合させました。火葬場と駅舎という、ともに動線計
画が明確なビルディングタイプを重ね合わせ、静と動／
森と街／聖と俗といった相反する事項を拮抗させ、両義
的な状態を創り出そうとしたのです（写真）。2つあるガラ
スヴォリュームのうち、左側に配されたスロープは4基の
火葬炉へのアプローチ動線です。遺族たちは原宿の街を
眺めながら、野辺送りをするように火葬炉へとアクセス
します。一方、右側のスロープは駅舎の動線となっており、

S字に湾曲した駅前広場が明治神宮の森に接続します。
修士設計のテーマ
　こうした「建築の両義性」への眼差しは修士設計にも引
き継がれます。修士設計で取り上げたテーマはコンバー
ジョンです。当時、この語彙はまだ知られておらず、リノ
ベーションすら一般的ではありませんでした。私は、建築
が再生される時の、既存と新規の状態が同居する両義的
な状態に興味を持ちました。対象とした既存建物は、ア
ノニマスなロードサイド施設です。東京都立大学が位置
する多摩ニュータウンのロードサイドの約6kmの区間を、
自動車の視点からシークエンス分析を行い、ファミレス
やガソリンスタンド、家電量販店などを公共施設へ再生
する提案を行いました。既存と新規／民間と公共／人と
車といった両義項が重なり合う建築をめざしたのです。
両義的な建築をめざして
　卒業設計と修士設計がともに学内の最優秀賞に選ばれ
た私は、建築家になることを決意し、大学院を修了し
た2002年にすぐに自分の事務所を設立しました。そし
て、まだ実績のなかった私は、「カムフラージュ・アイデ
ンティティ」、つまり匿名的な個性という両義的矛盾に
孕んだ標語を、自分の活動マニフェストとして掲げたの
でした。また、建築の再生への興味は、「転用」という建
築的手法に移っていきました。既存の形態が存在するた
めの根拠が漂白され、根拠と無根拠が同時存在する転用
的な状態が、建築の両義性を解明するヒントになると考
えたからです。そして、この眼差しは、私の博士学位論
文や2019年度 JIA日本建築大賞を受賞した「古澤邸」へ
と繋がっていきました。こうして今もなお、両義的な建
築をめざして設計活動を行っています。

卒業設計の模型写真。火葬場と原宿駅舎を複合させた計画

古澤大輔
2000年東京都立大学卒業／2002年東京都立大学大学院修了

「建築の両義性」への眼差し
卒 業 設 計 を ふ り か え る
2021夏号



［ Output ］

合本版作品集
1996-2018年までのすべての作品集を合わせて構成

関係大学図書館へ寄贈

作品 第29回 2020年 丹羽達也さん／東京大学

ライブ配信・動画配信



［ Supportive ］
小さな善意が集まり支える運営 ー瓦寄進的発想に支えられたみんなの輪ー

JIA東京都学生
卒業設計コンクール アーカイブス

(公社)建築家協会関東甲信越支部学生デザイン実行委員会
運営

(公社)建築家協会関東甲信越支部
Back up

建築家・設計事務所・出版社・資格学校など
事業協力

国内外の一線で
活躍する
建築家など

審査員

学校

出展者

参加者

今後卒業設計に
取り組む学生
（希望者）

在学生

東京都・建築士会連合会・日本建築学会他
建築系出版社他
会場となる学校

後援

事業協力

（一口5,000円から）
本事業に賛同してくだ

さった方の小さな善意
に支えられている

事業協力としての掲示

作品集の送付
作品の出展

参加費の協力

学習の場の提供
作品集の送付
ｱｰｶｲﾌﾞｽの利用

審査による協力

自らの考え方を
見つめる場 自らの考え方を

見つめ直す場
つながりと

ネットワーク

運営を支える基本

JIA準会員(学生会員）

となることでｱｰｶｲﾌﾞｽ
の閲覧が可能

（学生会員：在学期間中
入会金¥1,000ー）

コンクールへの
オーディエンス
としての参加

アーカイブスの
閲覧

JIAから

ID、
パスワード

を発行
最大4年間
閲覧可能

後援として

バックアップ

情報の共有バックアップ



㈱ＩＮＡ新建築設計 ㈱相田土居設計 ㈱明野設備研究所 アーキウェーブ㈱ 合同会社アーキテクトショップ
アーキテクトジャパン㈱ ㈱ア・シード建築設計 ㈱芦原太郎建築事務所 ㈱梓設計 ㈱アトリエ・天工人

㈱APOLLO ㈱新居千秋都市建築設計 ㈱アール・アイ・エー ㈱アール・エフ・エー ㈱アルコ建築設計事務所
㈱アルセッド建築研究所 ㈱青木茂建築工房 AMBIENCE ARCHITECTS ㈱一色建築設計事務所 ㈱石本建築事務所

一級建築士事務所大橋智子建築事務所 一級建築士事務所オフィス・アースワークス 一級建築士事務所加賀谷建築設計
一級建築士事務所健康設計 ㈱市浦ハウジング＆プランニング ㈱伊藤喜三郎建築研究所 ㈱伊藤建築設計事務所
㈱伊東豊雄建築設計事務所 ㈱入江三宅設計事務所 ㈱内井昭蔵建築設計事務所 ㈱エステック計画研究所

㈱ＮＴＴファシリティーズ一級建築士事務所 ㈱大宇根建築設計事務所 ㈱大河原建築設計事務所 ㈱オーガニックデザイン
㈱岡野建築設計事務所 ㈱岡村泰之建築設計事務所 ㈲小川真樹建築綜合計画 奥野公章建築設計室

㈱織本匠構造設計研究所 各務謙司建築設計事務所 ㈱鼎設計事務所 ㈲金箱構造設計事務所 兼松設計
㈱環境デザイン研究所 ㈱観光企画設計社 木島千嘉建築設計事務所 ㈱北川原温建築都市研究所
㈱教育施設研究所 ㈱共同建築設計事務所 ㈱久米設計 ㈱栗生総合計画 ㈱ケイエム構造設計

㈱K3建築研究所 ㈱計画・環境建築 ㈱K計画研究所 ㈱現代計画研究所 ㈱隈研吾建築都市設計事務所
㈲黒木実建築研究所 ㈱広建設計 ㈱公共施設研究所 小島光晴建築設計事務所 佐々木設計事務所

㈲左知子建築設計室 ㈱佐藤総合計画 ㈲ＳＡＮＡＡ事務所 ㈱椎名政夫建築設計事務所 ㈱JRE東日本建築設計
JIA城東地域会 JIA新宿地域会 JIA世田谷地域会 JIA千代田地域会 JIA港地域会 JIA目黒地域会
シーザーペリアンドサエティジャパン㈱ 篠田義男建築研究所 シーラカンスケイアンドエイチ㈱ ㈱昭和設計

㈱杉本由美子建築設計事務所 スタジオアルテック スタジオエイチ一級建築士事務所 スタジオクチン一級建築士事務所
㈲スタジオ４設計 ㈲設計アトリエ ㈱設計工作舎 ㈱全国農協設計 ㈱設計室コム 設計組織ADH
㈲瀬野和広＋設計アトリエ 総合資格学院 ㈲ＺＯ設計室 ㈱曽根幸一環境設計研究所 ㈱大建設計

㈱タオアーキテクツ ㈱TAK建築都市計画事務所 ㈱田中建築事務所 ㈱團建築設計室 ㈲千葉学建築計画事務所
㈱ツヅキオフィス ㈱T.S.Architects デザインスタジオ建築設計室 ㈱手塚建築研究所 ㈱寺尾三上建築事務所
㈱東畑建築事務所 ㈱東急設計コンサルタント 直井建築設計事務所 ㈱中村勉総合計画事務所 ㈲ナスカ

㈲西森事務所 ㈱難波和彦＋界工作舎 ㈱日建設計 ㈱日建ハウジングシステム ㈱日総建 ㈱日本設計
V建築設計室 長谷川逸子・建築計画工房 長谷川順持建築デザインオフィス㈱ ㈱林寛治設計事務所

㈱半田雅俊設計事務所 ㈱彦根建築設計事務所 ㈱ファーイースト・デザイン・ラボ ファースト・デザイン・ラボ
福島加津也＋富永祥子建築設計事務所 藤木隆男建築研究所 ㈱藤本壮介建築設計事務所

ペリ クラーク ペリ アーキテクツ ジャパン㈱ ㈱堀池秀人都市建築研究所 ㈱松田平田設計 ㈱マトリックス
みかんぐみ 光井純アンドアソシエーツ建築設計事務所㈱ ㈱三菱地所設計 ミリグラムデザイン一級建築士事務所
㈱村上設計 ㈲連健夫建築研究室 村山隆司アトリエ一級建築士事務所 ㈱矢板建築設計研究所 ㈱安井建築設計事務所

安井雅裕アーキテクチャーオフィス ㈱山岡嘉彌デザイン事務所 ㈱山下設計 ㈱山下P M C
㈱山本・堀アーキテクツ ㈱山本理顕設計工場 ㈱惟建築計画 遊空間設計室 ㈱横河建築設計事務所

㈱レーモンド設計事務所 ㈱渡辺明設計事務所

過去の事業協力してくださった建築家、設計事務所など 延べ149
［ Supportive ］



［ Supportive ］

JIA関東甲信越支部学生デザイン実行委員会

長谷川賢治 児玉卓士 大野二郎 常盤木隆 中村行雄 山岸竜司
飯島庸司 飯野哲也 岡田敦志 奥村洋司 松枝京二 山崎靖ニ
山嵜雅雄 志村留美子 柳学 木村利雄 佐藤毅 田口雅之
深宮矩夫 元倉真琴 渡部和生 阿部操 阿部光伸 松田知子
吉田信一郎 鯵坂徹 榊原信一 中原まり 藤吉秀樹 三木浩
水沢一夫 吉田真澄 石原智也 長井淳一 本間至 萩原渉
市川達夫 上西明 遠藤義浩 岡本長城 北田静男 白崎裕
杉丸淳 高野修嗣 岩崎克也 金山眞人 小林和行 石川純男
田中寛治 安田俊也 伊藤誠之 近宮健一 平井正之 村山隆司
矢田廉順 近藤美登里 倉本剛 國分昭子 柴田康博 三塩達也
澤岡清史 柴田康博 上坂智史 河野泰治 駒田剛司 杉山英知
栃澤麻利 河野泰治 狩野朋子 松村哲志 小川大志 小西恵
谷口麻里子 水谷俊博 村田豊 佐野勤 大内田史郎 佐々伸子
瀬戸健似 小池義弘

多くの建築家が実行委員会に参加。皆の力が集まることで実現。



［ 熟達化に向けた卒業設計の経験学習サイクル ］
※これまでの運営経験やアンケート調査などから本委員会で考えるモデルである。

学校による学習 卒業後の学習

大学・専門学校 大学院・設計事務所など実務（OJT）

卒 業 設 計
テ
ー
マ
、
敷
地
選
び
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ン
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プ
ト
の
構
築

デ
ザ
イ
ン
・
エ
ス
キ
ス

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

講
評
会
・
発
表

ア ー カ イ ブ ス

東
京
都
学
生
卒
業
設
計
コ
ン
ク
ー
ル

出展に向けた準備

内省的省察

積極的
実践へ

具体的経験

抽象的
概念化

振り返り

コンクール自体が対話を通じて
評価軸を共有し暗黙知育成を目指す
経験ともなっている。（小さなサイクル）

アンケート調査より

多くの出展者が成長を感じ、
良い振り返りの機会であったと回答

卒業設計への教材・資料の提供。
対話をアーカイブ化することで暗黙知育成の
資料となることに貢献

継続的に
デジタルアーカイブ化
コンクールとの
さらなる相乗効果

（大きな学習サイクル）

教材・資料として提供

在学している学習者へ
希望者には資料として
提供

卒業設計による学習

・課題設定
・課題解決
・設計技術力

（計画力、構造、設備との統合力）
・デザイン

・プレゼンテーション etc
↓

コンクールでの様々な直接対話から

自らの行ってきたことが相対化され
学習サイクルを回す原動力となる


