
第 14回 「住宅課題賞 2014」 入選作品展
― 公開審査レポート ―

平成26年 11 月 15 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に質問をしながら、入選作品 45点全てをそれぞれ見て回った。
下記の写真は事前巡回審査の審査模様である。

◆「住宅課題賞 2014」  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 において開催し、15 日間の展示期間に、1,400 名もの方々に
ご来場いただきました。
11 月 15 日 ( 土 ) に行いました「住宅課題賞 2014」公開審査は、出展関係者 160 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、貝島 桃代氏、吉良 森子氏、島田 陽氏、谷内田 章夫氏による、4時間を超える白熱した審査により、参加 36 大
学 45 学科、45 点の作品の中から 4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： 
　　貝島 桃代（アトリエ・ワン／筑波大学准教授）
　　吉良 森子（アムステルダム設計事務所主宰／神戸芸術工科大学環境建築デザイン客員教授）
　　島田 陽（タトアーキテクツ／島田陽建築設計事務所）
　　谷内田 章夫（谷内田章夫／ワークショップ）

■司会：
　　佐々木 龍郎（佐々木設計事務所）

【協力】（公財）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、
（一社）日本建築学会 関東支部、（公社）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』



【巡回審査（1次審査） 選出内訳】　※1人 =7 票
植田＝小池 萌子（工学院大学）／鈴木 智子（東京理科大学）／山下 大樹（日本大学）／猪野 恵梨菜（日本大学）／松本 寛司（前橋工科大学）／池川 健太（武
　　　蔵野美術大学）／浦江 彩子（早稲田大学）

貝島＝横尾 周（慶應義塾大学）／池上 里佳子（多摩美術大学）／出射 有紀子（東京大学）／阿部 春香（東京藝術大学）／吉田 哲也（日本工業大学）／池川 
　　　健太（武蔵野美術大学）／立原 磨乃（明海大学）

吉良＝小池 萌子（工学院大学）／池上 里佳子（多摩美術大学）／下川 翔平（千葉工業大学）／阿部 春香（東京藝術大学）／劉 劍橋（東京理科大学）／吉村 
　　　菜摘（日本工業大学）／山岸 龍弘（法政大学）

島田＝横尾 周（慶應義塾大学）／出射 有紀子（東京大学）／白石 矩子（東京電機大学）／山岸 龍弘（法政大学）／松本 寛司（前橋工科大学）／池川 健太（武
　　　蔵野美術大学）／栗原 一樹（横浜国立大学）

谷内田＝谷口 翔太（工学院大学）／小池 萌子（工学院大学）／仁井 のはら（東京都市大学）／山下 大樹（日本大学）／山岸 龍弘（法政大学）／松本 寛司（前
　　　　橋工科大学）／浦江 彩子（早稲田大学）

◆「住宅課題賞 2014」  公開審査 〈後半〉
1次審査で選ばれた上記 21作品を各審査員がコメントを述べ、21作品の入選者への質問を行った。その後、2次審査（最終審査）対象作品を 12作品に絞り込
み、各審査員 3作品ずつ選出し、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。各審査員の点数配分は、1等（5点）、2等（3点）、3等（1点）。

優秀賞 1～ 3等選出後、各審査員が印象に残った作品を審査員賞としてそれぞれ 1点ずつ（計 5作品）選出した。

前橋工科大学の松本さんの作品が 18 点を獲得し優秀賞 1 等が確定した。工学院大学の小池さんが 11 点で優秀賞 2 等が確定した。武蔵野美術大学の
池川さんと明海大学の立原さんが共に 5点と並び同点たなったので、双方を優秀賞 3等とした。よって今回は優秀賞 3等が 2名となった。

【最終審査（2次審査） 選出内訳】　※1人 =3 票（1等：5点、2等：3点、3等：1点）

植田＝1 等（5点）：松本 寛司（前橋工科大学）、2等（3点）：小池 萌子（工学院大学）、3等（1点）：池川 健太（武蔵野美術大学）

貝島＝1 等（5点）：立原 磨乃（明海大学）、2等（3点）：横尾 周（慶應義塾大学）、3等（1点）：池上 里佳子（多摩美術大学）

吉良＝1 等（5点）：小池 萌子（工学院大学）、2等（3点）：松本 寛司（前橋工科大学）、3等（1点）：池川 健太（武蔵野美術大学）

島田＝1 等（5点）：松本 寛司（前橋工科大学）、2等（3点）：池川 健太（武蔵野美術大学）、3等（1点）：浦江 彩子（早稲田大学）

谷内田＝1 等（5点）：松本 寛司（前橋工科大学）、2等（3点）：小池 萌子（工学院大学）、3等（1点）：山岸 龍弘（法政大学）

【審査員賞 選出内訳】
植田＝鈴木 智子（東京理科大学）　貝島＝横尾 周（慶應義塾大学）　吉良＝池上 里佳子（多摩美術大学）　島田＝山岸 龍弘（法政大学）　谷内田＝白石 矩
子（東京電機大学）

平成 26年 11 月 15 日（土） 13：00 ～ 17：00  会場：竹中工務店東京本店 1F 食堂
事前巡回審査終了後、場所を竹中工務店 1F の食堂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、全作品を講評し、事前巡回
審査（１次審査）の結果が発表された。その後、各審査員が票の入った作品のコメントを述べた。これらのコメントを踏まえ、最終審査（２次審査）へと進
んだ。

◆「住宅課題賞 2014」  公開審査 〈前半〉
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第 14回 「住宅課題賞 2014」 入選作品展
― 公開審査レポート ―



以上、4時間以上におよぶ白熱した議論の末、以下の 9名の方々が選ばれた。
受賞者 9名には、クリスタルトロフィーの授与、後援会社〔新建築社〕より副賞として、寄贈いただいた、各建築月刊誌の 1年間分と特別協賛会社〔総合
資格〕より木造軸組み模型を、それぞれ贈呈した。
また、出展していただいた学生の皆様全員には、入選賞状と入選記念バッジ（純銀製オリジナルデザイン）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。
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住宅課題賞 2014 公開審査　審査員採点表

第14回 「住宅課題賞 2014」入選作品展
― 公開審査受賞者 ―

第 14 回 「住宅課題賞 2014」 入選作品展
― 公開審査レポート ―

No 大学名 学部名 学科・コース名 学年 作者名 ふりがな 植田 貝島 吉良 島田 谷内田 植田 貝島 吉良 島田 谷内田 計

1 宇都宮大学 工学部 建設学科　建築学コース 3 二瓶 賢人 にへい けんと

2 神奈川大学 工学部 建築学科　デザインコース 3 亀岡 貴彦 かめおか たかひこ

3 関東学院大学 工学部 建築学科　建築コース 3 布川 真衣 ぬのかわ まい

4 共立女子大学 家政学部 建築・デザイン学科　建築コース 3 中野 日向子 なかの ひなこ

5 慶應義塾大学 総合政策学部・環境情報学部 総合政策学科・環境情報学科 3 横尾　周 よこお しゅう ● ● 3 3 審査員 貝島賞

6 工学院大学 建築学部 建築学科 2 谷口 翔太 たにぐち しょうた ●

7 工学院大学 建築学部 建築デザイン学科 4 小池 萌子 こいけ もえこ ● ● ● 3 5 3 11 優秀賞2等

8 工学院大学 建築学部 まちづくり学科 2 小笠原 美沙 おがさわら みさ

9 国士舘大学 理工学部 理工学科　建築学系 3 古木 祥太 ふるき しょうた

10 芝浦工業大学 工学部 建築学科 3 大塚 文音 おおつか あやね

11 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 3 松本 有未子 まつもと ゆみこ

12 昭和女子大学 生活科学部 環境デザイン学科　建築コース 3 堂谷 実穂 どうたに みほ

13 女子美術大学 芸術学部 デザイン・工芸学科　環境デザイン専攻 4 崔 守然 チェ・スヨン

14 多摩美術大学 美術学部 環境デザイン学科　建築デザインコース 2 池上 里佳子 いけがみ りかこ ● ● 1 1 審査員 吉良賞

15 千葉大学 工学部 都市環境システム学科 3 覚張 郁美 がくはり　いくみ

16 千葉工業大学 工学部 建築都市環境学科　建築設計コース 3 下川 翔平 しもかわ しょうへい ●

17 筑波大学 芸術専門学群 デザイン専攻　建築デザイン領域 3 水越 俊宇 みずこし としいえ

18 東海大学 工学部 建築学科 3 本井 加奈子 もとい かなこ

19 東京大学 工学部 建築学科 3 出射 有紀子 いでい ゆきこ ● ●

20 東京家政学院大学 現代生活学部 生活デザイン学科 3 武村　香穂里 たけむら かおり

21 東京藝術大学 美術学部 建築科 3 阿部　春香 あべ はるか ● ●

22 東京電機大学 未来科学部 建築学科 3 白石 矩子 しらいし のりこ ● 審査員 谷内田賞

23 東京都市大学 工学部 建築学科 3 仁井 のはら にい のはら ●

24 東京理科大学 工学部第一部 建築学科 2 劉 劍橋 リュウ ケンキョウ ●

25 東京理科大学 工学部第二部 建築学科 3 鈴木 智子 すずき ともこ ● 審査員 植田賞

26 東京理科大学 理工学部 建築学科 2 稲葉　佳帆 いなば かほ

27 東洋大学 理工学部 建築学科 3 小林 周平 こばやし しゅうへい

28 日本大学 生産工学部 建築工学科　建築総合コース 3 今 夏紀 こん なつき

29 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 4 山下 大樹 やました たいき ● ●

30 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 2 杉山 未沙 すぎやま みさ

31 日本大学 理工学部 建築学科　設計・計画コース 3 猪野 恵梨菜 いの えりな ●

32 日本大学 理工学部 海洋建築工学科 3 重田 秀之 しげた ひでゆき

33 日本工業大学 工学部 建築学科 2 吉田 哲也 よしだ てつや ●

34 日本工業大学 工学部 生活環境デザイン学科 2 吉村 菜摘 よしむら なつみ ●

35 日本女子大学 家政学部 住居学科　居住環境デザイン専攻・建築デザイン専攻 3 大西 眞由 おおにし まゆ

36 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 2 佐藤 麻衣 さとう まい

37 法政大学 デザイン工学部 建築学科 3 山岸 龍弘 やまぎし たつひろ ● ● ● 1 1 審査員 島田賞

38 前橋工科大学 工学部 建築学科 4 松本 寛司 まつもと かんじ ● ● ● 5 3 5 5 18 優秀賞1等

39 武蔵野大学 環境学部 環境学科　都市環境専攻 3 菊地 晴香 きくち はるか

40 武蔵野美術大学 造形学部 建築学科 4 池川 健太 いけがわ けんた ● ● ● 1 1 3 5 優秀賞3等

41 明海大学 不動産学部 不動産学科　デザインコース 3 立原　磨乃 たちはら まの ● 5 5 優秀賞3等

42 明治大学 理工学部 建築学科 3 中島　健 なかじま けん

43 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 4 高橋 和誠 たかはし かずまさ

44 横浜国立大学 理工学部 建築都市・環境系学科　建築EP 3 栗原 一樹 くりはら かずき ●

45 早稲田大学 理工学術院 創造理工学部　建築学科 3 浦江 彩子 うらえ あやこ ● ● 1 1

第14回 住宅課題賞2014　公開審査　　【審査結果表】 １次投票（巡回審査） 2次投票（本審査）
審査結果

■「優秀賞」（4点）
・優秀賞 1等：松本 寛司（前橋工科大学）
・優秀賞 2等：小池 萌子（工学院大学）
・優秀賞 3等：池川 健太（武蔵野美術大学）
・優秀賞 3等：立原 磨乃（明海大学）
 
■審査員賞（5点）
・審査員「植田賞」：鈴木 智子（東京理科大学）
・審査員「貝島賞」：横尾 周（慶應義塾大学）
・審査員「吉良賞」：池上 里佳子（多摩美術大学）
・審査員「島田賞」：山岸 龍弘（法政大学）
・審査員「谷内田賞」：白石 矩子（東京電機大学）


