
第 12回 「住宅課題賞 2012」 入選作品展
- 公開審査レポート -

【審査員 選出内訳】
植田＝渡辺 知代（昭和女子大学）／櫻井 彩（千葉工業大学）／鈴木 陸（筑波大学）／川崎 将（日本大学 ）／前波 可菜子（法政大学）／
　　　佐崎 明（前橋工科大学）／金 嘯（キン ショウ）（明海大学）

大西＝相原 ふたみ（女子美術大学）／北城 みどり（東京芸術大学）／仲尾 梓（東京理科大学）／小出 杏（日本大学）／袴田 千晶（武蔵野大学）／
　　　五月女 和香（横浜国立大学）／佐野 優（早稲田大学）

平瀬＝川畑 友紀子（首都大学東京）／北城 みどり（東京芸術大学）／外川 喜裕（東京理科大学）／大豆生田 統一（日本大学）／前波 可菜子（法政大学）／
　　　田中 裕大（武蔵野美術大学）／佐野 優（早稲田大学）

藤原＝満永 藍（工学院大学）／渡辺 知代（昭和女子大学）／相原 ふたみ（女子美術大学）／北城 みどり（東京芸術大学）／嶋田 恵（東京電機大学）／
　　　行徳 美紗子（日本大学）／前波 可菜子（法政大学）

松岡＝垣中 智博（工学院大学）／北城 みどり（東京芸術大学）／小出 杏（日本大学）／川崎 将（日本大学）／前波 可菜子（法政大学）／
　　　田中 裕大（武蔵野美術大学）／佐野 優（早稲田大学）

平成 24年 10 月 27 日（土） 10：30 ～ 12：30  会場：竹中工務店東京本店 1F ギャラリー エー クワッド
事前巡回審査は、各審査員が展示会場を巡回し出展者から説明を受けて、作品を 5点～ 7点を選出する。21作品がノミネートされた。

◆「住宅課題賞 2012」  事前巡回審査 
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東京建築士会では、平成 13 年より「住宅課題賞」( 建築系大学住宅課題優秀作品展 ) を開催しています。
これは、東京圏に位置する大学の建築系学科等で行われている設計製図授業の中から、住宅課題における優秀作品を各校 1作品
ずつ推薦していただき、それらを一同に集めた展示会であります。
この中から特に優れた作品を公開審査により「優秀賞」として顕彰しています。
本年も竹中工務店東京本店１Ｆに在ります ギャラリー エー クワッド において行っていますが、27 日間の展示期間に、多数の
方々にご来場いただいております。
10 月 27 日 ( 土 ) に行ないました「住宅課題賞」公開審査は、出展関係者 180 名を超える参加者の中、本年は、植田 実氏をはじめ
とする 5名の審査員、大西 麻貴氏、平瀬 有人氏、藤原 徹平氏、松岡 恭子氏による、4時間を超える白熱した審査により、参加 34 大
学 44 学科、44 点の作品の中から 3点を「優秀賞」、5点を「審査員賞」として選出いたしましたので、ここに、ご報告申し上げます。

【公開審査員】

■審査員長：
　　植田　実（編集者・建築評論家）

■審査員： 
　　大西  麻貴（大西麻貴＋百田有希／ o+h）
　　平瀬  有人（佐賀大学大学院准教授／ yHa architects）
　　藤原  徹平（横浜国立大学大学院 Y-GSA 准教授／フジワラテッペイアーキテクツラボ）
　　松岡  恭子（東京電機大学未来科学部准教授／スピングラス・アーキテクツ）

■司会：
　　木下  庸子（工学院大学建築部教授／設計組織 ADH）

【協力】（一財）ギャラリー エー クワッド 【特別協賛】（株）総合資格【後援】
（公社）日本建築士会連合会、（一社）東京都建築士事務所協会、
（社）日本建築学会 関東支部、（一社）日本建築家協会 関東甲信越支部、
（株）新建築社、『日経アーキテクチュア』
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【本審査（2次審査） 選出内訳】
植田＝渡辺 知代（昭和女子大学）／鈴木 陸（筑波大学）／嶋田 恵（東京電機大学）／仲尾 梓（東京理科大学）／前波 可菜子（法政大学）

大西＝北城 みどり（東京芸術大学）／小出 杏（日本大学）／行徳 美紗子（日本大学）／前波 可菜子（法政大学）／袴田 千晶（武蔵野大学）

平瀬＝渡辺 知代（昭和女子大学）／北城 みどり（東京芸術大学）／大豆生田 統一（日本大学）／田中 裕大（武蔵野美術大学）／佐野 優（早稲田大学）

藤原＝北城 みどり（東京芸術大学）／嶋田 恵（東京電機大学）／小出 杏（日本大学）／行徳 美紗子（日本大学）／五月女 和香（横浜国立大学）

松岡＝垣中 智博（工学院大学）／渡辺 知代（昭和女子大学）／北城 みどり（東京芸術大学）／嶋田 恵（東京電機大学）／小出 杏（日本大学）

◆「住宅課題賞 2012」  公開審査 〈後半 1〉
本審査（2次審査）で選ばれた 14作品の中から、各審査員がそれぞれ気になった作品にコメントを述べた。その後、3次本審査にて、各審査員が 14作品
の中から 3作品を選出し点数を付けて、点数の多い順に優秀賞 1等～ 3等までを決めた。点数配分は、1等（5点）、2等（3点）、3等（1点）。

◆「住宅課題賞 2012」  公開審査 〈後半 2〉
優秀賞 1等～ 3等を選出後、審査員賞とし各審査員が印象に残った作品をそれぞれ 1点（計 5点）選出した。

東京芸術大学の北城さんの作品が16点と大きく引き離して優秀賞1等が確定した。東京理科大学の仲尾さんと日本大学の小出さんが共に9点と並ぶ。
同点なので、審査員長が票を入れた方を優秀賞 2等として東京理科大学の仲尾さんに、優秀賞 3等を日本大学小出さんとした。

【本審査（3次審査） 選出内訳】
植田＝1 等（5点）：仲尾 梓（東京理科大学）、2等（3点）：前波 可菜子（法政大学）、3等（1点）：渡辺 知代（昭和女子大学）

大西＝1 等（5点）：北城 みどり（東京芸術大学）、2等（3点）：小出 杏（日本大学）、3等（1点）：仲尾 梓（東京理科大学）

平瀬＝1 等（5点）：北城 みどり（東京芸術大学）、2等（3点）：前波 可菜子（法政大学）、3等（1点）：渡辺 知代（昭和女子大学）

藤原＝1等（5点）：北城 みどり（東京芸術大学）、2等（3点）：仲尾 梓（東京理科大学）、3等（1点）：小出 杏（日本大学）

松岡＝1等（5点）：小出 杏（日本大学）、2等（3点）：渡辺 知代（昭和女子大学）、3等（1点）：北城 みどり（東京芸術大学）

【審査員賞 選出内訳】
植田＝鈴木 陸（筑波大学）　大西＝袴田 千晶（武蔵野大学）　平瀬＝田中 裕大（武蔵野美術大学）　藤原＝嶋田 恵（東京電機大学）　松岡＝渡辺 知代（昭
和女子大学）

平成 24年 10 月 27 日（土） 13：00 ～ 17：00  会場：竹中工務店東京本店 2F A ホール
事前巡回審査（1次審査）後、場所をホールに移して公開審査を行った。各審査員が巡回した作品のコメントを述べ、事前巡回審査の結果が発表された
（※前項参照）。その後、各審査員が気になる作品に対し質疑をし、出展者はプレゼンを行った。このプレゼンを踏まえ、本審査（2次審査）として各審査
員 5点ずつ選出し、14作品に絞り込まれた。

◆「住宅課題賞 2012」  公開審査 〈前半〉
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以上、4時間以上におよぶ白熱した議論の末、以下の 8名の方々が選ばれた。
受賞者8名には、クリスタルトロフィーの授与、後援会社〔新建築社、日経BP社〕より副賞として、寄贈いただいた、各建築月刊誌の1年間分及び新刊を、
それぞれ贈呈された。
また、出展していただいた学生の皆様全員には、入選賞状と入選オリジナルデザイン記念バッジ（純銀製）の授与、特別協賛会社〔総合資格〕より副賞と
して新刊 3冊の本が贈呈され閉幕となった。

■「優秀賞」（3点）
・優秀賞 1等：北城 みどり（東京芸術大学）
・優秀賞 2等：仲尾 梓（東京理科大学）
・優秀賞 3等：小出 杏（日本大学）
 
■審査員賞（5点）
・審査員「植田賞」：鈴木 陸（筑波大学）
・審査員「大西賞」：袴田 千晶（武蔵野大学）
・審査員「平瀬賞」：田中 裕大（武蔵野美術大学）
・審査員「藤原賞」：嶋田 恵（東京電機大学）
・審査員「松岡賞」：渡辺 知代（昭和女子大学）

第 12回 「住宅課題賞 2012」入選作品展
-公開審査受賞者 -

住宅課題賞 2012 公開審査　審査員採点表

大学名 学部名 学科・コース名 学年 作者名 植田 大西 平瀬 藤原 松岡 植田 大西 平瀬 藤原 松岡 植田 大西 平瀬 藤原 松岡 計

宇都宮大学 工学部 建設学科 建築学コース 横山 伊織

神奈川大学 工学部 建築学科 デザインコース 中庭 耕太

関東学院大学 工学部 建築学科 建築コース 柴 侑里

共立女子大学 家政学部 建築・デザイン学科 建築コース 山口 文菜

慶応義塾大学（SFC）総合政策学部 総合政策学科 杉崎 奈緒子

工学院大学 建築学部 建築デザイン学科 樋口 祐介

工学院大学 工学部 建築学科 垣中 智博 ● ●

工学院大学 工学部 建築学科 建築学コース 満永 藍 ●

国士舘大学 理工学部 理工学科 建築学系 田中 麻梨奈

芝浦工業大学 工学部 建築学科 守屋 真一

首都大学東京 都市環境学部 都市環境学科 建築都市コース 川畑 友紀子 ●

昭和女子大学 生活科学部 環境デザイン学科 建築・インテリアデザインコース 渡辺 知代 ● ● ● ● ● 松岡賞

女子美術大学 芸術学部 デザイン学科 環境デザイン専攻 相原 ふたみ ● ●

多摩美術大学 美術学部 環境デザイン学科 早川 伸子

千葉工業大学 工学部 建築都市環境学科 建築設計コース 櫻井 彩 ●

筑波大学 芸術専門学群 デザイン専攻 建築デザインコース 鈴木 陸 ● ● 植田賞

東海大学 工学部 建築学科 猪狩 渉

東京大学 工学部 建築学科 西崎 慶

東京家政学院大学 現代生活学部 生活デザイン学科 五十嵐 明子

東京芸術大学 美術学部 建築科 北城 みどり ● ● ● ● ● ● ● ● 1等

東京電機大学 未来科学部 建築学科 嶋田 恵 ● ● ● ● 藤原賞

東京都市大学 工学部 建築学科 伊藤 大生

東京理科大学 工学部第一部 建築学科 仲尾 梓 ● ● 2等

東京理科大学 工学部第二部 建築学科 徐 政煥

東京理科大学 理工学部 建築学科 外川 喜裕 ●

東洋大学 理工学部 建築学科 押山 玲央

日本大学 芸術学部 デザイン学科 建築デザインコース 仲野 沙織

日本大学 生産工学部 建築工学科 建築総合コース 岡田 遼

日本大学 生産工学部 建築工学科 建築環境デザインコース 大豆生田 統一 ● ●

日本大学 生産工学部 建築工学科 居住空間デザインコース 小出 杏 ● ● ● ● ● 3等

日本大学 理工学部 建築学科 行徳 美紗子 ● ● ●

日本大学 理工学部 海洋建築工学科 川崎 将 ● ●

日本工業大学 工学部 建築学科 田端 由香

日本工業大学 工学部 生活環境デザイン学科 及川 典子

文化学園大学 造形学部 建築・インテリア学科 建築デザインコース 髙梨 早希

法政大学 デザイン工学部 建築学科 前波 可菜子 ● ● ● ● ● ●

前橋工科大学 工学部 建築学科 佐崎 明 ●

武蔵野大学 環境学部 環境学科 都市環境専攻 袴田 千晶 ● ● 大西賞

武蔵野美術大学 造形学部 建築学科 田中 裕大 ● ● ● 平瀬賞

明海大学 不動産学部 不動産学科 デザインコース 金 嘯 ●

明治大学 理工学部 建築学科 田島 亜莉沙

ものつくり大学 技能工芸学部 建設学科 建築デザインコース 谷岡 俊紀

横浜国立大学 理工学部 建築学科 五月女 和香 ● ●

早稲田大学 部学工理造創院術学工理 建築学科 佐野 優 ● ● ● ●

審査結果
（2次）本審査（1次）事前巡回審査 （3次）本審査2012年 「第12回 住宅課題賞」公開審査　　【審査結果表】
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