
賞 作品名 応募支部 所属

全国入選 GLを共有する家々――造成された敷地を
集合の枠組みとして利用する戸建ての集
合住宅

北海道 ○ 正会員 山﨑 巧 室蘭工業大学大学院

全国入選 五尺草子 関東 ○ 正会員 市倉 隆平 マサチューセッツ工科
大学大学院

全国入選 Soft border houses 関東 ○ 正会員 恒川 紘和 東京理科大学大学院

正会員 佐々木 里佳 東京理科大学大学院

正会員 田中 大我 東京理科大学大学院

正会員 楊 葉霊 東京理科大学大学院

全国入選 Phenomenal Encounter 関東 ○ 正会員 冨田 深太朗 東京理科大学大学院

正会員 高橋 駿太 東京理科大学大学院

正会員 田島 佑一朗 東京理科大学大学院

全国入選／ 関東 ○ 準会員 中川 晃都 日本大学

タジマ奨励賞 準会員 北村 海斗 日本大学

準会員 馬渡 侑那 日本大学

全国入選 関東 ○ 正会員 根本 一希 日本大学大学院

正会員 渡邉 康介 日本大学大学院

正会員 中村 美月 日本大学大学院

全国入選 よろづ寄宿店 関東 ○ 正会員 勝部 秋高 日本大学大学院

正会員 篠原 健 日本大学大学院

全国入選 東海 ○ 正会員 四方 勘太 名古屋市立大学大学院

正会員 片岡 達哉 名古屋市立大学大学院

正会員 喜納 健心 名古屋市立大学大学院

正会員 岡田 侑也 名古屋市立大学大学院

全国入選 近畿 ○ 正会員 大杉 悟司 京都府立大学大学院

準会員 川島 史也 京都府立大学

全国入選 潮待ちの港の“暮らしの振る舞い” 中国 ○ 正会員 小島 新平 戸田建設株式会社

全国入選／
タジマ奨励賞

孤独のサナトリウム――隠れ場における
セレンディピティを誘発する集合住宅

九州 ○ 準会員 平田 颯彦 九州大学

全国入選 九州 ○ 正会員 土田 昂滉 佐賀大学大学院

正会員 西田 晃大 佐賀大学大学院
正会員 森本 拓海 佐賀大学大学院

タジマ奨励賞 街を散歩する集合住宅――移動して暮ら
す住まいの提案

東北 ○ 準会員 小山田 陽太 東北工業大学

タジマ奨励賞 ヨコニワタウン――庭を譲ると街路となる 関東 ○ 準会員 山田 航士 日本大学

準会員 井上 了太 日本大学

準会員 栗岡 雅己 日本大学

タジマ奨励賞 壁の間に間に 近畿 ○ 準会員 柴田 貴美子 神戸大学

準会員 加藤 亜海 神戸大学

タジマ奨励賞 近畿 ○ 準会員 佐藤 駿介 日本大学

準会員 石井 健聖 日本大学

準会員 大久保 将吾 日本大学

準会員 駒形 吏紗 日本大学

準会員 鈴木 亜実 日本大学

タジマ奨励賞 ボーダーモアの家 近畿 ○ 準会員 高坂 啓太 神戸大学

準会員 山地 雄統 神戸大学

準会員 幸田 梓 神戸大学

タジマ奨励賞 悪を濯ぐ 中国 ○ 準会員 大本 裕也 熊本大学

準会員 村田 誠也 熊本大学

タジマ奨励賞 木から始まる暮らしの波紋 九州 ○ 準会員 今泉 達哉 熊本大学

準会員 菅野 祥 熊本大学

準会員 簗瀬 雄己 熊本大学

タジマ奨励賞 九州 ○ 準会員 稲垣 拓真 愛知工業大学

準会員 林 佑樹 愛知工業大学

準会員 松田 茉央 愛知工業大学

＊２：タジマ奨励賞は、田島ルーフィング㈱、㈱タジマから、タジマグループ創業70周年を記念して寄せられた寄金をもとに1989年に設置された「建
築教育振興基金（タジマ基金）」により、支部入選作品の中から、準会員（学部生）の個人またはグループを対象に10件以内の優れた作品を表彰する
ものです。

2020年度支部共通事業 日本建築学会設計競技　課題「外との新しいつながりをもった住まい」

全国入選者*1・タジマ奨励賞*2 受賞者一覧

＊１：全国二次審査会にて、全国入選作品の中から最優秀賞・優秀賞・佳作を決定します。

余床の再考――既存ストック活用による
新たな住まいの提案

新 向こう三軒両隣――2つのファサード
を持つ住まい

※掲載順不同

制作者 （◯印は代表者）

共助住宅――傾斜地における限界集落化
抑制のケーススタディ

エレメントが動く時――廃線を活用した
インフラストラクチャがつくる新たな住
まい方

拝啓、小さな隣人たちへ。――地域生態
系の再解釈による新たな住まいの在り方

籠もり知らずの家――拡張する回廊と溢
れ出る生活

生活のおすそわけ――湧水文化の継承と
再編が循環する住まい


	一覧

