
第 21回 「住宅課題賞 2021」 入選作品展
― 公開審査レポート ―

2021 年 10 月 30 日（土） 10：00 ～ 12：00  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、入選全 54作品を見て回った。

◆「住宅課題賞 2021」  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。今年の参加大学は過去最多の 40 大学 54 学科（54 作品）とな
りました。この中から特に優れた作品を公開審査により「優秀賞」として数点顕彰しています。
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、コロナ禍ではありましたが、9日間の展
示期間に 630 名以上の方々にご来場いただきました。
また、「住宅課題賞」公開審査は、新型コロナウイルス感染防止の観点からオンライン及び対面での併用開催としました。一部の
出展学生を対面参加とし、その他の出展学生と出展学校関係者 170 名を超える視聴者の中、本年は、植田実氏をはじめとする 5
名の審査員、アストリッド クライン氏、駒田 由香氏、妹島 和世氏、中村 晃子氏により、約 4時間に渡る審査の結果、参加 40 大学
54 学科（54 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】
審査員

■審査員長：
　　植田 実（編集者）

■審査員： 
　　アストリッド クライン（クライン ダイサム アーキテクツ）
　　駒田 由香（駒田建築設計事務所）
　　妹島 和世（妹島和世建築設計事務所／ SANAA／横浜国立大学大学院 Y-GSA 教授）
　　中村 晃子（株式会社日建設計 設計部門 ダイレクター）

【会場構成】
濱野 裕司（㈱竹中工務店）

【協力】
（公財）ギャラリー エー クワッド
工学院大学 木下庸子研究室

【特別協賛・作品集発行】
（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、（株）エクスナレッジ

住宅課題賞2021

コロナ感染防止対策から審査員のみで開催された。

城戸崎 和佐（城戸崎和佐建築設計事務所／京都芸術大学教授）
佐々木 龍郎（東京建築士会理事／佐々木設計事務所／エネルギーまちづくり社）

■司会進行：
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◆「住宅課題賞 2021」  公開審査〈後半〉
1次投票で選ばれた 24作品を本審査の最終投票対象作品とし、各審査員 3 作品ずつ投票し、点数の多い順に優秀賞 1 等～ 3 等までを決めた。
最終投票では、各審査員点数配分を行い、1 等（5 点）、2 等（3 点）、3 等（1 点）とする。

日本工業大学の秋間 さんの作品が 18 点を獲得し優秀賞 1 等が確定した。
駒沢女子大学の山木さんが 9 点で優秀賞 2 等、共立女子大学の後藤さん、横浜国立大学の柳澤さんが 5 点で同点のためそれぞれ優秀賞 3 等を獲得した。

【最終投票内訳】　※1人 =3 作品投票（1等：5点、2等：3点、3等：1点）

植田＝1 等（5点）：小後藤  柚実香（共立女子大学）、 2 等（3点）：薄井 実乃里（東京都市大学）、 3 等（1点）：大塚 友貴（日本大学）

アストリッド＝1 等（5点）：秋間 悠希（日本工業大学）、 2 等（3点）：鈴木 晴香（日本工業大学）、 3 等（1点）：柳澤 美佳（横浜国立大学）

駒田＝1 等（5点）：秋間 悠希（日本工業大学）、 2 等（3点）：山木 智絵（駒沢女子大学）、 3 等（1点）：植松 駿（関東学院大学）

妹島＝1 等（5点）：山木 智絵（駒沢女子大学）、 2 等（3点）：秋間 悠希（日本工業大学）、 3 等（1点）：柳澤 美佳（横浜国立大学）

中村＝1 等（5点）：秋間 悠希（日本工業大学）、 2 等（3点）：柳澤 美佳（横浜国立大学）、 3 等（1点）：山木 智絵（駒沢女子大学）

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。
【審査員賞 投票内訳】
植田賞＝岩城 瑛里加（日本女子大学）　アストリッド賞＝鈴木 晴香（日本工業大学）　駒田賞＝薄井 実乃里（東京都市大学）
妹島賞＝森下 空 （々静岡理工科大学）　中村賞＝河村 恵里（工学院大学）

【1次 投票内訳】　※1人 =6 作品投票
植田＝植松 駿（関東学院大学）／後藤 柚実香（共立女子大学）／笹本 直也（芝浦工業大学）／薄井 実乃里（東京都市大学）／大塚 友貴（日本大学）／
　　　服部 友香（明治大学）

アストリッド＝坂本 萌乃（茨城大学）／佐藤 大河（工学院大学）／工藤 秀俊（日本大学）／鈴木 晴香（日本工業大学）／浦上 龍兵（ものつくり大学）／
　　　　柳澤 美佳（横浜国立大学）

駒田＝植松 駿（関東学院大学）／山木 智絵（駒沢女子大学）／上條 陽斗（東京大学）／長谷 果奈（東京藝術大学）／小林 日向子（法政大学）／
　　　島 かのん（前橋工科大学）

妹島＝佐藤 香絵（関東学院大学）／森下 空 （々静岡理工科大学）／木村 友香（東海大学）／薄井 実乃里（東京都市大学）／安藤 朋恵（東京理科大学）／
　　　秋間 悠希（日本工業大学）

中村＝山田 楓子（千葉大学）／木村 友香（東海大学）／秋間 悠希（日本工業大学）／鈴木 晴香（日本工業大学）／柳澤 美佳（横浜国立大学）／
　　　國松 六花（早稲田大学）

2021 年 10 月 30 日（土） 13：30 ～ 17：30  会場：竹中工務店東京本店 2F A ホール〔対面+オンライン併用開催〕
事前巡回審査終了後、場所を竹中工務店 2F の Aホールに移して公開審査を行った。各審査員がそれぞれ作品のコメントを述べ、全作品を講評し、事前
巡回審査による 1次投票の結果が発表された。その後、票の入った 24作品について各審査員がコメントを述べ、中間投票を行い議論を重ねた。

◆「住宅課題賞 2021」  公開審査 〈前半〉
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以上、3時間以上におよぶ白熱した議論の末、以下の 9名の方々が選ばれ閉幕となった。
後日、受賞者 9名には、本会よりクリスタルトロフィーの寄贈、特別協賛会社〔総合資格〕より軸組模型、コンクリート製ペン、後援会社〔エクスナレッ
ジ〕より書籍をそれぞれ贈呈し、後援会社〔新建築社〕より優秀賞 1等には副賞として月刊新建築 1年分、優秀賞 2等には月刊住宅特集 1年分を贈呈し
た。なお、出展学生の皆様全員には、事前に本会より入選賞状と後援会社〔エクスナレッジ〕より書籍を贈呈した。
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第 21回 「住宅課題賞 2021」入選作品展
― 公開審査受賞者 ―

■「優秀賞」（3点）
・優秀賞 1 等：秋間 悠希（日本工業大学）
・優秀賞 2 等：山木 智絵（駒沢女子大学）
・優秀賞 3 等：後藤 柚実香（共立女子大学）
　　　　　　   柳澤 美佳（横浜国立大学）

■審査員賞（5点）
・審査員「植田 実賞」：岩城 瑛里加（日本女子大学）
・審査員「アストリッド クライン賞」：鈴木 晴香（日本工業大学）
・審査員「駒田 由香賞」：薄井 実乃里（東京都市大学）
・審査員「妹島 和世賞」：森下 空 （々静岡理工科大学）
・審査員「中村 晃子賞」：河村 恵里（工学院大学）

No 課題名 大学名 学部名 学科・コース名 学年 作者名 No 植田 アストリッド 駒田 妹島 中村 計 植田 アストリッド 駒田 妹島 中村 計

1 「つながり」を創る 集合住宅 足利大学 工学部 創生工学科　建築・土木分野 建築学コース 3 わたなべ かずき

渡辺 一輝
1

2 茨城大学学生寮＋国際交流施設建替計画
 -Hitachi station dormitory-

茨城大学 工学部 都市システム工学科 建築デザインプログラム 3
さかもと　もえの

坂本 萌乃 2 ● 1

3 集まって住まう「街なか暮らし」 宇都宮大学 地域デザイン科学部 建築都市デザイン学科 3 きむら ともや

木村 友哉
3

4 併用住宅の設計 大妻女子大学 社会情報学部 社会情報学科 環境情報学専攻 3 おばた みな

小幡 美奈
4

5 30人が暮らし、30人が泊まれる、この先の暮らしの場 神奈川大学 工学部 建築学科　建築デザインコース 4 いとう たまみ

伊東 珠見
5

6 人とその伴侶のための家 関東学院大学 建築・環境学部 建築・環境学科 すまいデザインコース 3
さとう かえ

佐藤 香絵 6 ● 1

7 商業地域に建つ集合住宅 関東学院大学 建築・環境学部 建築・環境学科　建築デザインコース 3 うえまつ　しゅん

植松 駿
7 ● ● 2 1 1

8 終の住処−2世帯住宅− 共立女子大学 家政学部 建築・デザイン学科　建築コース 3 ごとう ゆみか

後藤 柚実香
8 ● 1 5 5 優秀賞3等

9 デザインスタジオA（住まいと環境） 慶應義塾大学 環境情報学部 3 きた りりか

北 りり華
9

10 工学院大学八王子国際留学生寮 工学院大学 建築学部 建築学科 3
まわたり はつね

馬渡 初音 10

11 都市居住（都市施設を併設させた新しい集合住宅のかたち） 工学院大学 建築学部 建築デザイン学科 4
さとう たいが

佐藤 大河 11 ● 1

12 外のある家 工学院大学 建築学部 まちづくり学科 2
かわむら えり

河村 恵里 12 中村晃子賞

13 公園のとなりの家 国士舘大学 理工学部 理工学科　建築学系 3
うえた　あさひ

植田 朝飛 13

14 ダガヤサンドウに住むとしたら 駒沢女子大学 人間総合学群 住空間デザイン学類　建築デザインコース 3
やまき ちえ

山木 智絵 14 ● 1 3 5 1 9 優秀賞2等

15 開く家 静岡理工科大学 理工学部 建築学科 2
もりした らら

森下 空々 15 ● 1 妹島和世賞

16 まちに開いたシェアハウス 芝浦工業大学 建築学部 建築学科　APコース 2
かわぐち まほ

川口 真穂 16

17 地域と交換する集合住宅
～もらい・あたえる恒常的地域をつくる～

芝浦工業大学 建築学部 建築学科　SAコース 3
はせがわ なな

長谷川 奈菜 17

18 辰巳の３０戸集合住宅 断面で設計する 芝浦工業大学 建築学部 建築学科　UAコース 3
ささもと なおや

笹本 直也 18 ● 1

19 「商店長屋」 −商店街に暮らす− 昭和女子大学 環境デザイン学部 環境デザイン学科 建築・インテリアデザインコース 3
のぐち りか

野口 莉佳 19

20 集合住宅計画 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
ちん かう

陳 柯宇 20

21 《風景の中の住空間》～くつろげる週末住宅～ 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
いとう りゅうせい

伊藤 龍生 21

22 MAD City House 千葉大学 工学部 総合工学科 都市環境システムコース 3
やまだ ふうこ

山田 楓子 22 ● 1

23 集合住宅 多様な住戸の集合による居住環境の設計 千葉工業大学 創造工学部 建築学科 3
みなかわ りく

皆川 莉久 23

24 都心の住宅地に建つ50年後のヴィンテージマンション 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
ながい はるか くらら

長井 春雅 くらら 24

25 自然と建築 自然公園のとなりに建つ住宅 東海大学 工学部 建築学科 3
きむら ゆか

木村 友香 25 ● ● 2

26 多摩 NT 豊ヶ丘・貝取団地 一部再生計画 東京大学 工学部 建築学科 3
かみじょう はると

上條 陽斗 26 ● 1

27 西葛西アパートメント３ 東京藝術大学 美術学部 建築科 3
ながたに かな

長谷 果奈 27 ● 1

28 集合住宅の設計 東京電機大学 未来科学部 建築学科 3
よしかわ たけと

吉川 武仁 28

29 共生の里を作る 東京都市大学 建築都市デザイン学部 建築学科 3
うすい みのり

薄井 実乃里 29 ● ● 2 3 3 駒田由香賞

30 名作から考える 東京都立大学 都市環境学部 建築学科 3
こばや しふうた

小林 楓太 30

31 根津に住む 東京理科大学 工学部 建築学科 2
まるやま あまね

丸山 周 31

32 私の住まう将来の住宅 東京理科大学 理工学部 建築学科 2
あんどう ともえ

安藤 朋恵 32 ● 1

33 不純な住宅 東洋大学 理工学部 建築学科 3
まえだ じん

前田 仁 33

34 独立住宅（3世代1世帯）の設計 東洋大学 ライフデザイン学部 人間環境デザイン学科 2
もろはし かんな

諸橋 栞奈 34

35 これからの集合住宅 日本大学 芸術学部 デザイン学科 3
うちの しんや

内野 槙也 35

36 街に開く集住体 ―神楽坂の集合住宅 日本大学 生産工学部 建築工学科 建築総合コース 3
くどう ひでとし

工藤 秀俊 36 ● 1

37 8mキューブの空間 日本大学 生産工学部 建築工学科 建築デザインコース 3
おおつき みずは

大槻 瑞巴 37

38 SKELETON＆INFILL 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 3
やまもと ありさ

山本 有紗 38

39 代官山コンプレックス 日本大学 理工学部 建築学科 3
おおつか ゆうき

大塚 友貴 39 ● 1 1 1

40 水と共に生きる集合住宅 日本大学 理工学部 海洋建築工学科 3
まつい りょうた

松井 良太 40

41 アタラシイ村 価値観の異なる者たちの場の創造 日本工業大学 建築学部 建築学科 建築コース 2
あきま ゆうき

秋間 悠希 41 ● ● 2 5 5 3 5 18 優秀賞1等

42 シェアハウスの設計 日本工業大学 建築学部 建築学科 生活環境デザインコース 2
すずき はるか

鈴木 晴香 42 ● ● 2 3 3 アストリッドクライン賞

43 新しい都市居住のための集合を考える 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
いわしろ えりか

岩城 瑛里加 43 植田実賞

44 都市部に建つ戸建住宅 文化学園大学 造形学部 建築・インテリア学科 2
わたなべ れい

渡部 怜 44

45 デザインスタジオ5 集合住宅 法政大学 デザイン工学部 建築学科 3
こばやし ひなこ

小林 日向子 45 ● 1

46 ［ポストコロナ］の前橋中心市街地に建つ集合住宅 前橋工科大学 工学部 建築学科 4
しま かのん

島 かのん 46 ● 1

47 仕事場のある住まい 前橋工科大学 工学部 総合デザイン工学科 3
さいとう じゅり

齋藤 樹李 47

48 個人と社会の接点としての住まい 武蔵野大学 工学部 建築デザイン学科 3
なかじま しほ

中島 詩歩 48

49 敷地選択型 住宅プロジェクト
 −住宅+αの新しい可能性を提案する−

武蔵野美術大学 造形学部 建築学科 4
たかしま よしき

高嶋 佳樹 49

50 今日的な共用住宅（シェア住居） 明海大学 不動産学部 不動産学科　デザインコース 3
なかむら さき

中村 咲貴 50

51 多様な国籍の学生が混住する学生寮 明治大学 理工学部 建築学科 3
はっとり ともか

服部 友香 51 ● 1

52 更新する学生寮 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
うらかみ りゅうへい

浦上 龍兵 52 ● 1

53 自然のなかの居住単位 横浜国立大学 都市科学部 建築学科 3
やなぎさわ みか

柳澤 美佳 53 ● ● 2 1 1 3 5 優秀賞3等

54 早稲田のまちに染み出すキャンパスと住まい
 -Activate Waseda-

早稲田大学 創造理工学部 建築学科 3
くにまつ りっか

國松 六花 54 ● 1

第21回 住宅課題賞2021 公開審査　　【審査表】 巡回審査による1次投票 本審査による最終投票
審査結果

住宅課題賞 2021 公開審査　審査員採点表


