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２０２２年度支部共通事業 日本建築学会設計競技 

課題｢『他者』とともに生きる建築｣ 

全国入選作品の決定 
 

設計競技事業委員会 
委員長 郷田 桃代 

 

  標記設計競技につきまして、応募数 285 作品のうち支部審査を経た支部入選 62 作品を対象

に、千葉学審査委員長はじめ審査員計 7 名により、7 月 27 日（水）に全国一次審査会（於：建

築会館ホール）を開催した結果、別紙のとおり全国入選作品を決定いたしました。 

 なお、全国入選作品の中から最優秀賞・優秀賞・佳作を決定する全国二次審査会を、下記の

とおり開催いたします。例年は大会会場にて開催しておりますが、今年はコロナ禍のため大会

期間外にオンライン（Zoom）にて開催し、YouTube より配信いたします。全国一次審査会にて

決定したタジマ奨励賞の結果も全国二次審査会にて公表いたしますので是非ご覧ください。 

 
 

記 
 
■全国二次審査会（公開） 

日   時：2022 年 9 月 13 日（火）13：00～17：00 

会   場：オンライン（YouTube 配信） 

視 聴 方 法：準備が整い次第、日本建築学会 Web サイト ｢催し物・公募｣欄へ視聴用 URL を掲載

いたします。 
全国審査員：委員長 千葉  学（東京大学教授） 
      委 員 赤松佳珠子（法政大学教授） 
          蟻塚  学（蟻塚学建築設計事務所代表取締役） 
          貝島 桃代（スイス連邦工科大学チューリッヒ校教授） 
          高野 洋平（MARU。architecture 共同主宰） 
          前田 圭介（近畿大学教授） 
          柳沢  究（京都大学准教授） 
プログラム： 

13:00～13:10 概要説明 

13:10～14:50 全国入選作品のプレゼンテーション 12 作品×各 8 分間（発表 4 分、質疑 4 分） 

15:00～17:00 審査・結果発表（最優秀賞・優秀賞・佳作をそれぞれ決定します。また、全国一次

審査会にて決定したタジマ奨励賞を発表いたします。） 
 

以上 

https://www.aij.or.jp/event/list.html


賞 作品名 応募支部 所属

全国入選 空き家はアソビバ、皆のニワ 関東 ○ 正会員 清 亮太 日本大学大学院

正会員 木田 琉誓 日本大学大学院

正会員 星川 大輝 日本大学大学院

正会員 松下 優希 日本大学大学院

正会員 中村 健人 日本大学大学院

全国入選 関東 ○ 正会員 谷本 優斗 神奈川大学大学院

正会員 半井 雄汰 神奈川大学大学院

正会員 嶋谷 勇希 神奈川大学大学院

正会員 林 眞太朗 神奈川大学大学院

正会員 井口 翔太 神奈川大学大学院

全国入選 関東 ○ 正会員 中川 晃都 日本大学大学院

正会員 井上 了太 日本大学大学院

正会員 岩﨑 琢朗 日本大学大学院

正会員 熊谷 拓也 日本大学大学院

全国入選 漂着都市 関東 ○ 正会員 橋口 真緒 東京理科大学大学院

正会員 殖栗 瑞葉 東京理科大学大学院

正会員 山口 丈太朗 東京理科大学大学院

正会員 小林 泰 東京理科大学大学院

全国入選 近畿 ○ 正会員 本山 有貴 神戸大学大学院

正会員 有吉 慶太 神戸大学大学院

正会員 眞下 健也 神戸大学大学院

正会員 尹 道現 神戸大学大学院

全国入選 近畿 ○ 正会員 半澤 諒 大阪工業大学大学院

正会員 池上 真未子 大阪工業大学大学院

正会員 井宮 靖崇 大阪工業大学大学院

正会員 小瀧 玄太 大阪工業大学大学院

全国入選 近畿 ○ 正会員 亀山 拓海 大阪工業大学大学院

正会員 谷口 歩 大阪工業大学大学院

準会員 芝尾 宝 大阪工業大学

準会員 袋谷 拓央 大阪工業大学

準会員 古家 さくら 大阪工業大学

準会員 桝田 竜弥 大阪工業大学

準会員 島原 理玖 大阪工業大学

準会員 村山 元基 大阪工業大学

全国入選 学校の解体、町の再縫合 中国 ○ 正会員 上垣 勇斗 近畿大学大学院

正会員 藤田 虎之介 近畿大学大学院

正会員 船山 武士 近畿大学大学院

正会員 吉田 真子 近畿大学大学院

全国入選 中国 ○ 正会員 宮地 栄吾 広島工業大学大学院

準会員 原 琉太 広島工業大学

準会員 松岡 義尚 広島工業大学

全国入選 中国 ○ 準会員 岩崎 匠 近畿大学

準会員 藤本 泰弥 近畿大学

準会員 高橋 拓馬 近畿大学

全国入選 都市の狩猟採集民 中国 ○ 正会員 曽根 大矢 近畿大学大学院

正会員 粕谷 しま乃 近畿大学大学院

正会員 池内 聡一郎 近畿大学大学院

正会員 篠村 悠人 近畿大学大学院

正会員 小林 成樹 近畿大学大学院

全国入選 九州 ○ 正会員 栁田 陸斗 鹿児島大学大学院

＊：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。

桜島と生きる――活火山を受け入れる建
築

ハナとミツバチ――移動キャンパスによ
る生業と暮らしのインターン

基町の再スラム化――計画的無計画によ
る公私解体への小さな後押し

豊かさに水を差す――いどからいとへ、
いとみずが紡ぐ新たな風景

「共界」に暮らす――50cmの干満差を利
用したともに生きるための境界

磯礎――防災と復興を見据えた島づくり

2022年度支部共通事業 日本建築学会設計競技　課題「『他者』とともに生きる建築」

全国入選者*受賞者一覧

※掲載順不同

制作者 （◯印は代表者）

潤う大地――土中環境から整える、多様
な主体が生きるまち

日常をめくる――他者とともに生きるや
わらかな関係性のあり方
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