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「千葉県建築学生賞」による建築文化向上への貢献

千葉県建築学生賞協議会 

　名誉会長　明智　克夫 

顧　問　寺川　典秀

（一社）日本建築学会　関東支部 千葉支所  

 　　　　　　　　　　　（公社）千葉県建築家協会(JIA)　千葉地域会 

　　　　　　　（一社）千葉県建築士会 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　（公社）千葉県建築士事務所協会
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千葉県建築学生賞について

千葉県内に建築系学科を有する大学・高等学校各位との 

意見交換・意識交流を図る場を創出し、 

卒業設計にスポットを当て優秀な作品を表彰することで、 

将来性溢れる学生たちを後押しするという表彰制度。 
　

3１  概 要



1988年10月 

日本建築学会 会員有志が チャータ－メンバーとして 千葉県で創設・開催　　　

4２  あゆみ

episode 1　　

若木滋日本大学教授（現名誉教授・建築学会）より、 

千葉県建築設計監理協会（現ＪＩＡ千葉）・千葉県建築士会・千葉県 

建築士事務所協会による優秀な学生・卒業設計作品にエールを贈るため

「（仮称）千葉県三会賞」 制度の創設を発表。 

同年11月には、この創設三団体と 千葉県内に建築学科を擁する 

千葉大学、千葉工業大学、東京理科大学、日本大学の４大学により 

連絡協議会を組織。

翌 1９８９年3月に各大学より推薦された卒業設計作品、計10作品で

「千葉県建築三会学生賞」として選考会・展示会が開催された。



建築学会、千葉県建築設計監理協会、千葉県建築士会、千葉県 

建築士事務所協会の4団体から選出された選考委員によって 

金、銀、銅賞 及び 努力賞を選定　 

千葉大学、千葉工業大学、東京理科大学、日本大学（２学部）より 

推薦された卒業設計作品、計１０作品が出展

第1回 

1989年
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1989年3月18日　 

千葉工業大学の製図室で選考会を開催　

２  あゆみ

episode 2　　

3月20日〜23日　津田沼サンペディック　センターモールにて 

展示会を開催 

各大学の先生方、学生はもとより 

多くの一般市民、子ども達の関心を呼ぶこととなった



○　記念講演　開催　　

6２  あゆみ

第2回-6回 

1989年〜1994年 

episode 3　　

　　記念講演　　　　　　　　

千葉県建築三会学生賞　　　 
　審査会場：千葉工業大学 
　展示会場：津田沼サンペディック　 

第2回　服部岑生（千葉大学助教授）　 
                「理想の住まいづくり、まちづくり」

第3回　山口　廣（日本大学教授）　  
                「建物の保存と再生」

第4回　小原二郎（千葉工業大学教授）　 
                 「木の文化」

第5回　若木　滋（日本大学教授）　
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   記念講演　 

　 第  7回  守屋秀夫（千葉大学教授） 

　 第10回　池田武邦（長崎総合科学大学教授） 

　　　       　「風土に根ざした建築」 

　 第11回  審査委員プロフィール公開 

　　　　       特別出展：県内工業高校・建築設計作品展

第7回-11回 
      1995年〜1999年

２  あゆみ

千葉県建築四会学生賞　　　　 
　審査会場：千葉工業大学 
　　　　　　　（第11回日本大学） 
　展示会場：津田沼サンペディック 

○ 　審査委員プロフィール公開episode 3



○ 　公開審査　開始　
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第12回-14回 

2000年〜2002年 

episode 4　　

２  あゆみ

第12回　公開審査　 
　　併設展示：県内工業高校・建築設計作品展 

　　 

第13回　公開審査　講評誌作成 
　　　 

参加校が４大学７学科に 
　　併設展示：県内工業高校・建築設計作品展 

第14回　参加校が５大学９学科に

千葉県建築四会学生賞 
　　会場：津田沼サンペディック 
　　

○ 　県内工業高校・建築設計作品展　開催

○ 　子どもの為のイベント　併催　　

　　　　　　　　　　併設イベント:『図形で遊ぼう！』 

　　 「教具ポリドロンで、かたち・造形・建築のおもしろさ・楽しさを体験しよう」 

　 
　　　　　　　　　　併設イベント：『図形で遊ぼう！ Part2 』 
　　　　　　　　　　　　　　=ふしぎな教具“ポリドロン”= 



○ 公開プレゼンテーション　開始
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　 第15回　公開プレゼンテーション 
　　　併設出展：県内工業高校建築設計作品展 
　 
　 第16回 公開プレゼンテーション　 
      市民参加イベント：アンケート「市民の声」 
　　　併設出展：県内工業高校建築設計作品展　 

２  あゆみ

第15回-16回 

2003年〜2004年

episode 5　　

千葉県建築四会学生賞 
　会場：千葉市生涯学習センター 

○ 市民参加型アンケート　実施



○  市民参加型公開プレゼンテーション　開始
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第17回-21回 

2005年〜2008年

episode 6　　

２  あゆみ

第17回　参加校が6大学10学科に 
　　　  
　　　　市民参加型公開プレゼンテーション審査　（～現在） 
　　　  
　　　　市民参加イベント：「市民の声」アンケート 
　　　　（〜現在/市民賞）　 
       

千葉県建築学生賞に改称 

会場：千葉市生涯学習センター

○  特別審査委員（漫画家）　招致

○  歴代出展者の会「なの花会」　参加

○  20周年記念誌　発行

　併設イベント：小学生による「未来の建築家コーナー」 

特別審査委員賞を新設 
          特別審査委員：モンキー・パンチ（漫画家）（〜21回）
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第17回-21回 

2005年〜2008年

episode 6　　

２  あゆみ

第18回   
       併設展示：県内工業高校・建築設計作品展 
　　   併設イベント：小中学生による「未来の建築家コーナー」 
　 
第19回   
       併設展示：千葉県工高生卒業設計コンクール 
　　   併設イベント：小中学生による「未来の建築家コーナー」 

　　 
第20回  20周年記念誌発行     　 
　　　 併設展示：千葉県工高生卒業設計コンクール 
　　   併設イベント：20周年の歩みパネル展示 
　　　 なの花会（歴代出展者の会）から審査員参加（〜現在） 
　　  
第21回  入選作品決定に至るまでの全審査過程を公開（～現在） 
　　　 併設展示：千葉県工高・専門学校生卒業設計コンクール 



○  審査コーディネーター　配置
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第22回-29回 

2009年～2017年

episode 7　　

２  あゆみ

第22回　審査コーディネーターの進行による公開審査 
                （〜現在） 
              併設展示：千葉県工高・専門学校生卒業設計 
                               コンクール 
　　          特別審査委員：大橋富夫　（おおはし とみお） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　写真家 （建築） 
    
第23回    併設展示：千葉県工高・専門学校生卒業設計 
                                コンクール 
　　           特別審査委員：此木三紅大　（このき みくお） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　芸術家 （ジャンル無） 
    
第24回    併設展示：千葉県工高生卒業設計コンクール 

会場：千葉市Qiball きぼーる　　　

○  特別審査委員（漫画家・陶芸家　等）　招致 

○  なの花会賞　設立 
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episode 7　　

２  あゆみ

第25回    併設展示：千葉県工高生卒業設計コンクール 
　　          　特別審査委員：若木滋（日本大学名誉教授） 

第26回    併設展示：千葉県工高生卒業設計コンクール 

第27回    併設展示：千葉県工高生設計作品展 
　　　       　なの花会が選出する「なの花会賞」設立 （～現在）       　 

会場：千葉市Qiball きぼーる　　　

第22回-29回 

2009年～2017年

○　後援団体 
　　　・千葉県、千葉県教育委員会 
　　　・千葉市、千葉市教育委員会 
　　　・NHK 千葉　・千葉県ケーブルテレビ協会 
　　　・朝日，読売，毎日，産経　各新聞社，他 

○　協賛団体 　 65社

第28回    併設展示：千葉県工高生卒業設計コンクール 

第29回    併設展示：千葉県工高生卒業設計コンクール

熊谷俊人 千葉市長　招致



○  県内工業高校　プレゼンテーション
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第30回-31回 

2018年～2019年

episode 8　　

２  あゆみ

第30回  併設展示：千葉県工高生卒業設計コンクール 

　　　　　 30周年記念誌発行 

第31回  併設展示：千葉県工高生建築設計作品展

会場：イオンモール幕張新都心 
        グランドモール　「イオンホール」

○  30周年記念誌　発行 

○  一般市民向　大型会場
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30周年記念誌発行

15２  あゆみ



○  WEB配信公開審査　実施
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第32回-33回 

2020年〜2021年

episode 9　　

２  あゆみ

新型コロナウイルス感染拡大により 
多くののコンクールが中止・延期される中… 

学生生活最後の貴重な機会を確保するため、 
WEB配信を利用した公開審査を実施

32回会場：イオンモール幕張新都心 
　　　　グランドモール　「イオンホール」 

３３回会場：千葉市文化センター５階 
　　　　　　　　　　　　　　　「セミナー室」

○  海外審査委員　招致 

国際的な見解意見を得るため海外の建築家を 
特別審査員に招致し、審査のグローバル化へ

第32回　WEB配信による公開審査 

　　特別審査員：Arch.Antonio Esposit (アントニオ エスポジト) 

　　　　　　　　　　（建築家・イタリア ボローニャ大学教授）

併設展示：千葉県工高生建築設計作品展



17２  あゆみ

episode 9　　

第33回　WEB配信による公開審査 

　　　　　　 
　　　　　　併設展示：千葉県工高生卒業設計作品展

第32回-33回 

2020年〜2021年

32回会場：イオンモール幕張新都心 
　　　　グランドモール　「イオンホール」 

３３回会場：千葉市文化センター５階 
　　　　　　　「セミナー室」

○  出展者フォーローのため 

　　 なの花会による　作品レビュー

特別審査員： Arch.Antonio Esposit 
                          アントニオ エスポジト 
　　　　　　　　　（建築家・イタリア ボローニャ大学教授）



ポスターコンペ

なの花会（歴代出展者の会）が

主体となってコンペを開催 

学生から応募されたデザインが

ポスターになる

18

episode 8　　

２  あゆみ



193  特徴

特徴

１． 継続活動　 

２． 建築教育の発展への寄与　 

３． 進化を続ける審査・展示会 

４． 優れた教育の場の提供 

５． 市民に開かれた展示 

６． 横軸と縦軸でつなぐ建築文化発展への寄与 



203  特徴

１．継続活動

　千葉県内の建築設計に係わる建築関係団体が、 

『社会へ旅立つ学生たちにエールを贈る』という 

主旨の下で一つに纏まりスポンサーとなる協議会 

の形態は、他に例を見ない文化活動といえる。 

　各会より派遣された建築専門家が協力し話し合い 

大学・企業・官庁と連携しながら行う活動が、 

留まること無く33年以上継続されてきたことは、 

内外から纏まりの必要性が求められる建築設計界 

において、稀有ながら注目すべき実例である。 



213  特徴

２．建築教育発展への寄与

　千葉県内に建築系学科を有する 

大学・高校から推薦された優秀な卒業設計作品の 

審査・表彰をすることで、 

エントリー自体が学生たちの目標となっている。　
　同時に、同世代の学生たち相互の建築的思考 

を共有・交流しながら、 

建築界における　多様性・可能性を見出し、 

社会的課題を考える場として機能させることで、 

建築教育の発展に貢献している。 



223  特徴

３．進化する審査・展示会
　設立当初は作品のプレゼンテーションのみ公開 

審査員の議論などは別室で行われていた。　

　2009年（第21回）からは全審査過程を公開し、 

審査の透明性を図ると共に教育効果が高められた。
また、構造設計の視点からJSCAに審査員を依頼。 

同時に、学生に近い立位置として「なの花会」も

審査員として参加。
　2020年（第32回）更なる国際的・多角的な知見

を求め、海外の建築家を特別審査員に招致。 

審査のグローバル化を図る。
　時代と共に学生たちの資質向上に伴い、 

審査・展示の在り方も、常に改善・改良を試みる

姿勢を保ち続けなければならない。



233  特徴

４．優れた教育の場の提供

高校生は、異校・同学年相互の作品を見ることができ、 

上級学府(大学)作品から学び、 

大学生も、高校生の感性に刺激をうけ意見交換するなど、 

設計への相乗・相加効果を得る教育的機会となる。 

このように学生賞の会場自体が教育の場となっている。
加えて… 

関係メンバーが、高校主催の｢コンクールの審査｣に参加 

したり、手がけた作品の｢見学会｣や高校に出向いて設計 

に関する講話を開催する｢出前授業｣など、 

協議会委員による教育活動は、更なる広がり見せている。

　学生賞は大学生だけではなく、県内工業高校の卒業 

設計作品の審査・表彰も行っている。



第31回学⽣賞 市⺠アンケート

243  特徴

５．市民に開かれた展示

　2004年（第16回）から、展示会場に訪れる 

一般市民へのアンケートを実施し、展示・イベント

に係る特性や意見等を集積・分析。
同時に、市民投票による『市民賞』の設置を含め 

多くの併設イベントを開催。 

広く一般市民の方々との交流を図りながら、 

建築に対する文化的・社会的認識を深める機会と 

なっている。



253  特徴

６．横軸だけでなく縦軸でつなぐ建築文化発展への寄与

　同年代の優秀作品を評価する（横軸）だけでなく、 

過去の受賞者を中心とした歴代出展者の会を設立。 

学生賞の運営にかかわるという循環が継続され、 

次代を育て続ける（縦軸）のつながりとルーティンを持つ。

学生賞の運営や審査委員の輩出 

にとどまらず、 

出身大学や所属企業，各団体等 

立位置に囚われない集まりとなり、 

勉強会，フォーラム等へと派生。 

建築文化の発展に寄与している



出展経験者が審査員として活躍

佐久間 達哉 

（建築家）

第5回 奨励賞 伊藤 茉莉⼦ 

（⼤学 ⾮常勤講師）

第17回 最優秀賞 

関⾕ 和則 

(Ex.宮下パーク)

第6回 ⾦賞 皆川  拓 

（メキシコ×⽇本）

第19回 最優秀賞

中野 達也 

（⼤学 ⾮常勤講師）

第9回 ⾦賞 ⻄⼭ 芽⾐ 

（リノベまちづくり）

第24回 特別賞 

⽥村 裕希 

（⼤学 准教授）

第12回 奨励賞 櫻井  彩 

（建築家）

第26回 市⺠賞 

佐々⽊ 達郎 

（建築家） 
第14回 奨励賞

263  特徴



まとめ

274  まとめ

　33年の歴史を持つ千葉県建築学生賞は、 

若者に貴重な機会を提供し建築設計への意欲を啓発し、希望を育み、延いては 

新しい時代の原動力となってきました。　　

古くより、その時代の文化を象徴してきた都市と建築は 

これから何処に向かおうとしているのか 

今、彼らと語り合いましょう 

未来の美学を…

そして引続き、『産』・『官』・『学』・『民』 が一体となり、建築教育の発展に貢献して参ります。

　千葉県内の建築設計団体のみならず　様々な立場の関係各位と共に、卒業設計という 

社会へ巣立つ学生達の大切なイベントへ 多くの人々と関わりながらエールを送ることは、 

関係者一同誇りに思うところです。



回 会期 出展⼤学数 出展数 審査会場 展⽰会場 企画の変遷

第1回 1989年3⽉18⽇〜24⽇ 4校5学部 10 千葉⼯業⼤学 津⽥沼サンペディック
千葉県建築三会学⽣賞 発⾜ 
（千葉県建築⼠会、千葉県建築設計監理協会、千葉県建築⼠事務所協会）

第2回 1990年3⽉17⽇〜21⽇ 4校5学部 10 千葉⼯業⼤学 津⽥沼サンペディック 記念講演：服部岑⽣（千葉⼤学教授）「理想の住まいづくり、まちづくり」

第3回 1991年3⽉21⽇〜24⽇ 4校5学部 10 千葉⼯業⼤学 津⽥沼サンペデック
千葉県建築四会学⽣賞へ（上記三会に（社）新⽇本建築家協会千葉が加わる） 
記念講演：⼭⼝廣（⽇本⼤学教授）「建物の保存と再⽣」

第4回 1992年3⽉17⽇〜20⽇ 4校5学部 10 千葉⼯業⼤学 津⽥沼サンペディック
千葉県建築三会学⽣賞（事務所協会離脱 〜第６回） 
記念講演：⼩原⼆郎（千葉⼯業⼤学教授）「⽊の⽂化」

第5回 1993年3⽉19⽇〜21⽇ 4校5学部 10 千葉⼯業⼤学 津⽥沼サンペディック 記念講演：若⽊ 滋（⽇本⼤学教授）

第6回 1994年3⽉19⽇〜21⽇ 4校5学部 10 千葉⼯業⼤学 津⽥沼サンペディック  

第7回 1995年3⽉18⽇〜21⽇ 4校5学部 10 千葉⼯業⼤学 津⽥沼サンペディック
千葉県建築四会学⽣賞（事務所協会復帰） 
記念講演：守屋秀夫（千葉⼤学教授）

第8回 1996年3⽉21⽇〜24⽇ 4校5学部 10 千葉⼯業⼤学 津⽥沼サンペディック  

第9回 1997年3⽉20⽇〜23⽇ 4校5学部 10 千葉⼯業⼤学 津⽥沼サンペディック  

第10回 1998年3⽉19⽇〜22⽇ 4校5学部 10 千葉⼯業⼤学 津⽥沼サンペディック 記念講演：池⽥武邦（⻑崎総合科学⼤学教授）「⾵⼟に根ざした建築」

第11回 1999年3⽉19⽇〜22⽇ 4校5学部 9 ⽇本⼤学 津⽥沼サンペディック
審査委員プロフィール公開（〜現在） 
特別出展：千葉県内⼯業⾼校 建築設計作品展

　　1989年［第1回］～1999年［第11回］
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2000年［第12回］～2009年［第21回］
回 会期

出展⼤学
数

出展数 審査会場 展⽰会場 企画の変遷

第12
回

2000年3⽉17⽇〜20⽇ 4校5学部 10 津⽥沼サンペディック
公開審査の導⼊ 
併設展⽰：千葉県内⼯業⾼校 建築設計作品展 
併設企画：図形で遊ぼう 

第13
回

2001年3⽉17⽇〜20⽇ 5校7学部 14 津⽥沼サンペディック

併設展⽰：千葉県内⼯業⾼校 建築設計作品展 
併設展⽰：千葉県建築四会会員作品展 
併設企画：図形づくりを楽しもう Part2 
講評誌作成

第14
回

2002年3⽉1⽇〜3⽇ 5校9学部 18 津⽥沼サンペディック

併設展⽰：千葉県内⼯業⾼校 建築設計作品展 
併設展⽰：⼤学研究作品・建築四会会員作品展 
併設企画：図形づくりを楽しもう Part3 
講評誌作成（〜現在）

第15
回

2003年2⽉28⽇〜3⽉2
⽇

5校9学部 18 千葉市⽣涯学習センター
公開プレゼンテーション審査を導⼊ 
併設展⽰：千葉県内⼯業⾼校 建築設計作品展

第16
回

2004年3⽉5⽇〜7⽇ 5校9学部 18 千葉市⽣涯学習センター
併設展⽰：千葉県内⼯業⾼校・専⾨学校 建築設計作品展 
市⺠参加企画「市⺠の声アンケート」開始

第17
回

2005年3⽉4⽇〜6⽇ 6校10学部 18 千葉市⽣涯学習センター

千葉県建築学⽣賞へ改称（〜現在） 
市⺠参加型公開プレゼンテーション審査（〜現在） 
モンキー・パンチ（漫画家）を特別審査員に迎え、特別審査員賞を設け
る 
併設企画：⼩学⽣による「未来の建築家コーナー」

第18
回

2006年3⽉24⽇〜26⽇ 6校9学部 20 千葉市⽣涯学習センター

特別審査員：モンキー・パンチ（漫画家） 
併設企画：⼩中学⽣による「未来の建築家コーナー」 
併設展⽰：県内⼯業⾼校・建築設計作品展 
講評誌から作品集へと編集⽅針を刷新

第19
回

2007年3⽉9⽇〜11⽇ 5校9学部 18 千葉市⽣涯学習センター

特別審査員：モンキー・パンチ（漫画家） 
出展者作品インデックス公開 
併設企画：千葉県⼯⾼⽣卒業設計コンクール 
併設企画：⼩中学⽣による「未来の建築家コーナー」

第20
回

2008年3⽉14⽇〜16⽇ 6校10学部 18 千葉市⽣涯学習センター

特別審査員：モンキー・パンチ（漫画家） 
20周年記念誌発⾏ 
併設展⽰：20年の歩みパネル展⽰ 
併設企画：千葉県⼯⾼⽣卒業設計コンクール

第21
回

2009年3⽉20⽇〜22⽇ 5校9学部 16 千葉市⽣涯学習センター

市⺠アンケートによって選出する「市⺠賞」設⽴（〜現在） 
なの花会（歴代出展者の会）が審査に参加（〜現在） 
⼊選作品決定に⾄るまでの全審査過程を公開（〜現在） 
特別審査員：モンキー・パンチ（漫画家） 
併設企画：千葉県⼯業⾼校・専⾨学校卒業設計コンクール
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2010年［第22回］～2021年［第33回］
回 会期 出展⼤学数 出展数 審査会場 展⽰会場 企画の変遷

第22回 2010年3⽉19⽇〜21⽇ 5校10学部 17 Qiball（きぼーる）
審査コーディネーターの進⾏による公開審査（〜現在） 
特別審査員：⼤橋富夫（建築写真家） 
併設企画：千葉県⼯業⾼校・専⾨学校卒業設計コンクール

第23回 2011年3⽉11⽇〜13⽇ 6校11学部 19 Qiball（きぼーる）
特別審査員：此⽊三紅⼤（芸術家） 
併設企画：千葉県⼯業⾼校・専⾨学校卒業設計コンクール

第24回 2012年3⽉16⽇〜18⽇ ５校８学部 15 Qiball（きぼーる） 併設企画：千葉県⼯⾼⽣卒業設計コンクール

第25回 2013年3⽉8⽇〜10⽇ 6校10学部 17 Qiball（きぼーる）
特別審査員：若⽊滋（⽇本⼤学名誉教授） 
併設企画：千葉県⼯⾼⽣卒業設計コンクール

第26回 2014年3⽉14⽇〜16⽇ 6校9学部 16 Qiball（きぼーる） 併設企画：千葉県⼯⾼⽣卒業設計コンクール

第27回 2015年3⽉13⽇〜15⽇ 5校9学部 16 Qiball（きぼーる）
なの花会が選出する「なの花会賞」設⽴（〜現在） 
併設展⽰：千葉県⼯⾼⽣建築設計作品展

第28回 2016年3⽉10⽇〜13⽇ 5校9学部 17 Qiball（きぼーる） 併設企画：千葉県⼯⾼⽣卒業設計コンクール

第29回 2017年3⽉10⽇〜12⽇ 6校9学部 17 Qiball（きぼーる） 併設企画：千葉県⼯⾼⽣卒業設計コンクール

第30回 2018年3⽉9⽇〜11⽇ 7校12学部 23 イオンモール幕張新都⼼「イオンホール」
30周年記念誌発⾏ 
併設企画：千葉県⼯⾼⽣卒業設計コンクール

第31回 2019年3⽉9⽇〜10⽇ 6校8学部 21 イオンモール幕張新都⼼「イオンホール」 併設展⽰：千葉県⼯⾼⽣建築設計作品展

第32回 2020年3⽉14⽇〜15⽇ 7校11学部 21 イオンモール幕張新都⼼「イオンホール」
特別審査員：アントニオ・エスポジト（建築家） 
WEB配信による公開審査 
併設展⽰：千葉県⼯⾼⽣建築設計作品展

第33回 2021年3⽉13⽇〜14⽇ 7校10学部 18 千葉市⽂化センター
特別審査員：アントニオ・エスポジト（建築家） 
WEB配信による公開審査 
併設展⽰：千葉県⼯⾼⽣卒業設計作品展
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