
第２6 回 JIA 東北建築学生賞 開催と審査経過について 

＜行事の期間及び場所＞ 

自 ２０２２年（令和４年）１０月２７日（木）開会  12 時 30 分 

至 ２０２２年（令和４年）１０月２７日（木）表彰式 17 時 10 分から 閉会 17 時 40 分 

会 場 仙台市市民活動サポートセンター（サポセン）６階 セミナーホール 

（審査員の参集場所  所在地：仙台市青葉区一番町 4-1-3） 

および Zoom によるオンライン開催（作品応募登録者の参加方法） 

＜入場者、参加者、応募者等の数＞ 

公開審査会入場者：関係者３１名 応募作品数：３３点 

＜その他行事等の結果＞ 

「第２６回ＪＩＡ東北建築学生賞」 

◆審査員（敬称略）

審査員長 荒内 要  （荒内要建築設計事務所．ＪＩＡ青森） 

審査員 加納 大輔 （加納大輔建築アトリエ．ＪＩＡ秋田） 

佐々木 則章（ファクト（株）．ＪＩＡ岩手） 

出井 弘介 （（株）デイ・アーキテクツ．ＪＩＡ宮城） 

矢野 英裕 （空間芸術研究所．ＪＩＡ山形） 

邉見 啓明 （（有）辺見設計．ＪＩＡ福島） 

瀧澤 宏  （大光電機（株）仙台支店．ＪＩＡ東北支部協力会) 

小島 義弘 （（一財）みやぎ建設総合センター 評議員． 

（株）建設新聞社 取締役副社長 兼 編集総局長） 

須田 眞史 （（一社）日本建築学会東北支部 建築デザイン教育部会． 

秋田県立大学 ｼｽﾃﾑ科学技術学部 建築環境ｼｽﾃﾑ学科 計画学講座 教授） 

協力会特別賞審査員（5 名） 

審査員長：元旦ビューティ工業（株） 三國 宏輔 

審査員：ガーデン二賀地（株）有賀 英夫 

三協立山（株）三協アルミ社東北支店 南雲 明広 

（株）ＬＩＸＩＬ 内田 真太郎 

東北ポール（株） 相川 英二 

＜審査経過報告＞ 

公益社団法人 日本建築家協会東北支部 

事業委員長 櫻井 一弥 

JIA 東北建築学生賞は、今回２６回目を迎えました。ここまでの長期間にわ

たって続けてこられたことは、ひとえに多くの皆様からのご支援の賜物と、篤

く感謝申し上げます。東北地方において建築を学ぶ学生さんや教育機関にとっ

て、本賞が建築界への登竜門となってきたことを改めて感じている次第です。 

審査会は、２０２２年１０月２７日（木）に、仙台市市民活動サポートセンター

（サポセン）６階セミナーホールで行われました。１１校（９大学１大学校１高専）１２学科 ３３作品

が応募され、白熱した議論を経て各受賞者が決定しました。
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 昨年に引き続き「コロナ禍における審査」ということで、制作者である学生さん学生さんには、遠隔

会議ツールである「zoom」を使ってリモートで参加いただきました。審査員は全員会場に参集し、提出

された３３作品のパネルを会場に並べて各作品を確認しながら審査を行いました。 

各作品の画像を zoom 上で画面共有しながら会場でもスクリーンに映し、一作品ずつプレゼンテーシ

ョンと質疑を行い、十分な作品の読み込みができたと感じています。機器上のトラブルもほとんどなく、

スムーズな運営ができました。

 今回も、事業協賛金のご協力を各方面にお願いいたしましたところ、本賞の趣旨に賛同くださった

多くの皆様から協賛金が寄せられました。厚く御礼申し上げます。 

 最後になりましたが、受賞された皆さん、誠におめでとうございます。また、積極的にご支援くださ

いました各学校関係者の皆様、および開催にあたって準備をして下さった全ての関係者の皆様に、この

場をお借りしてお礼を申し上げます。誠にありがとうございました。 

 来年度以降も、東北地方にとって重要なものとなりつつある、JIA 東北建築学生賞の継続的な運営に

向けて、関係者一同努力して参りたいと考えております。ご支援・ご指導を賜りますようよろしくお願い

申し上げます。 

■入賞者・作品（敬称略）

第２６回ＪＩＡ東北建築学生賞 入賞者一覧 

No.は審査会発表順 

賞 No 作品名 学校名 学年 氏名 

最優秀賞 13 出航の灯火 
東北大学 工学部 

建築・社会環境工学科 
3 

小林  珠枝 

志村  裕己 

遠田  慎之介 

優秀賞 7 
絡み合う空気  

ふとした出会いを生むたまりば 

東北大学 工学部  

建築・社会環境工学科 
4 山口 有覇 

優秀賞 11 心の器 日本大学 工学部 建築学科 4 糠谷 勇輔 

奨励賞 

みやぎ建設 

総合センター賞 

8 
記憶の方舟  

～６次産業による地域の活性化～ 
日本大学 工学部 建築学科 4 阿部 佳穂 

奨励賞 

河北新報社賞 
20 都市の縫合 

東北芸術工科大学 デザイン工学部 

建築・環境デザイン学科 
4 戸田 巽 

特別賞 18 TREE BUILDING 
秋田県立大学 システム科学技術学部 

建築環境システム学科 
3 二瓶 真凜 

特別賞 21 なないろ 〜利用される防潮堤〜 
東北工業大学 工学部 

建築学科 
4 千葉  龍矢 

特別賞 29 もくもく ナナメ館 
東北芸術工科大学 デザイン工学部 

建築・環境デザイン学科 
4 猪野 航誠 
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2022.10.27（木） 

第２６回ＪＩＡ東北建築学生賞 公開審査会の様子 
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第 26 回 JIA 東北建築学生賞 応募作品講評 

◆応募作品講評 （荒内 要）№ ０１～０６

賞 No 作品名 学校名 氏名 
学
年

1 Art と歩く 
東北工業大学 ライフデザイン学部 

生活デザイン学科 
遠藤 幸登 3 

具体的な敷地に要望用途を踏まえた建築を設計した上で、1ha の範囲まで視野を拡げ街をリ

デザインするという非常に難しい課題に対して、アートを街中に点在させ拠点を子供たちが

アートと触れ合う場として検討している点に可能性を感じた。ただ設計した拠点が本当に子

供たちが生き生きと使われるのかは疑問で、無理に子供が使う施設として設計しているよう

に感じられた。むしろ設計者の言う人々の媒介になるストリートファニチャー自体を建築と

して家具として丹念に設計しても良かったのではないか。 

2 Atrium Market 

秋田県立大学 

システム科学技術学部

建築環境システム学科 

伊藤 香乃 3 

市場というコンテンツが屋内、半屋内、屋外問わず敷地中の至る所で開かれていたら圧巻だ

ろうなと感じた。4つの箱にテラスが貫入することによって生まれる吹抜け空間が魅力的

で、こういう操作がテラスの上下間でも行われていたら市場を巡り歩くという行為とマッチ

して、建物自体が立体的な街のようになったのではないかと思う。現段階では箱同士をテラ

スが繋いでいるように見えるのでまだまだこの案は発展途上でまだまだスタディする価値あ

り。 

3 
「いただきます」 

が聞こえる 

東北工業大学 ライフデザイン学部 

生活デザイン学科 
森田 凜子 3 

参道沿いに野菜を育てる菜園があり、そこで収穫した野菜を料理する場所があったら素敵

で、設計者のいう食育に繋がると感じた。ただ参道沿いの街をかたちづくる風景として、こ

の建物の佇まいは一見、飲食店のようでもあり疑問を感じるのと北側の広場との関係性も示

して欲しかった。パースで描かれている段々畑のような菜園は魅力的なので、奥州街道側の

ファサードは一面段々畑でも良かったんではないかと思った。
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賞 No 作品名 学校名 氏名 
学
年

4 居場所が見つかる場所 
宮城学院女子大学 生活科学部 

生活文化デザイン学科 
三井 旭葉 3 

幾何学を組み合わせたりレベル差を設けることで設計者のいう居場所は多様に生まれている

と感じた。ただ、課題であるラーニング・コモンズとカフェの違いが空間的によくわからな

かった。世界中でラーニングセンター的な建築やラーニング・コモンズ的な大学がつくられ

ているがそれらにもあまり違いはないように感じる。ふたつの要素が設計者のいう居場所と

いう概念でもっとないまぜに作られてもよかったのではないかとも思った。 

5 癒しの遊歩道 物語 東北工業大学 工学部 建築学科 山川 凜花 4 

ストレスのかかりやすい社会において都市の中に森をつくるという提案はとても面白いと感

じた。ただそこからの発展はあまり感じられず、人間の行動を今ある自然に沿わせることに

終始しているようだ。提案自体をそのまま引き継いで、森つまり樹々の生態自体を深く追求

して欲しかった。例えばお弁当を食べる場所には、こういった木をこのくらいの密度で植樹

しこのくらいの木漏れ日のなかで食べたら気持ちいいだろうなという具合に自分が行きたい

と思う場所を想像して設計して欲しい。 

6 ウズまきドコロ
仙台高等専門学校 

建築デザインコース 
工藤 碧乃 4 

まず通路幅 1.5m や渦巻く中心に向かって床を上げつつ天井を下げ、屋根勾配を通常考える方

向とは逆に設けるなど独特の身体感覚に驚いた。また敷地を選定する際に入念に観察を行っ

ており、既存のボイラー室を活用しながら新設する建物もそれに併せたスケールで配置し、

不思議な、かつ魅力的な風景が広がっている。プランに関してはもっと詰めて欲しい感じも

するが、住宅など異なる用途にも対応できるアイデアだと思う。 
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第 26 回 JIA 東北建築学生賞 応募作品講評 

◆応募作品講評 （加納 大輔）№ ０７～１２

賞 No 作品名 学校名 氏名 
学
年

優秀賞 7 

絡み合う空気 

ふとした出会いを生む

たまりば 

東北大学 工学部 

建築・社会環境工学科 
山口 有覇 4 

 本課題では宮城県美術館 ANNEX 計画と題して、地方における美術館の役割が問われまし

た。作者はアートに触れられる日常のたまり場を提案しています。雰囲気を持った空間を

「空気塊」と捉え建築操作をすることで、様々な場面が一体となって透明感をもった軽やか

な建築になっています。また、ギャラリーや展示室を地下に設けることで地上部分の高さを

抑え、さらに軒を薄くすることで、パースでは文字通り空気塊のような表現として目を引き

ます。プレゼンボードを見るたびに、様々な工夫が発見できる濃密な提案です。この提案を

2分間の発表で全て伝えることは難しいと思うので、質疑の時間も視野に入れ、要点をゆっ

くり話すとさらに良かったと思います。 

奨励賞 
みやぎ建設 

総合センター賞 

8 

記憶の方舟 

～６次産業による地域

の活性化～ 

日本大学 工学部 建築学科 阿部 佳穂 4 

作者は、東日本大震災の復興事業によって生まれた漁業の衰退に着目し、６次産業により

地域活性化を促す拠点を、震災の記憶と地域の文化・資源を活かして解決に導こうとする提

案をしています。防潮堤に神社への新参道を設け、それに擦りつく丘とともに、搬入動線等

の機能面を解決しながら海と町を再び結びつけています。さらに漁師網を海に投げ出すよう

にトラス構造の工作物が、海の生物の新たな生息地として、シンボルとしてこの提案を彩っ

ています。震災の記憶、未来への希望という正と負の側面を、精巧につくられた模型により

表現されており、想像力をかき立てられます。実用と象徴の間を揺れ動く緊張感が、この提

案の大きな魅力だと思います。 

9 丘陵の学び舎 
山形大学 工学部 

建築・デザイン学科 

中野 真優 3 

前元 香乃 3 

 30 年後の未来の学校を考えるという課題に対し、幼稚園と小学校が一体化した学校を提案

しています。分棟方式と有機的な形態を用いて屋上広場や中庭が作られ、子供たちの屋外で

の活動を促そうと設計したことが伝わってきます。パースの技術は高くとてもリアルで、写

真と見間違うような表現がされています。だからこそ、パースに頼りすぎずに「30 年後を考

える」ことに時間をかけてほしいし、表現してほしいと思いました。自分と分断された歴史

は空想と変わりないと思います。自分を起点として歴史を掘り下げ、そこから未来を探るこ

とで 30 年後を考えるとはどういうことか、何かしらの手ごたえが得られるのではないかと思

います。 
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賞 No 作品名 学校名 氏名 
学
年

10 
ごきげんよう 

すとりーと 

秋田県立大学 

システム科学技術学部

建築環境システム学科 

小田川 塁 3 

田口 径 3 

見田あかり 3 

 羽後本荘駅前を題材に地方の駅周辺が抱える様々な課題に対し、あいさつを通して交流の

きっかけを作れるような大小の通りを、集合住宅と店舗をランダムに配置し結ぶ提案をして

います。また、「みんぐる」と呼ばれる空間が店舗の拡張機能や学習、交流の場となってお

り、住民が住居の他にも日常生活の中で気軽にいられる場所も提案されています。みんぐる

の説明では半屋外という記述がされていますが、パースでは多少内部に閉じた印象を受けま

す。昨今様々な交流スペースができていますが、以前は人が見られた場所が逆に入りづらく

寂しい場所になってしまっている場合もあります。雪国での魅力的な半屋外空間のあり方を

さらに探って頂きたいです。 

優秀賞 11 心の器 日本大学 工学部 建築学科 糠谷 勇輔 4 

福島に 3年間過ごし、寄り添った作者でなければ説得力を持ちえない、被災地の人々の心

という難しいテーマに取り組んでいます。心のコアに思いを蓄積し、壁で囲い、開閉する。

囲う、開く、閉じるという普遍的な建築の条件のみで、心のありようを表現する。空間も心

も直接触れられないものだからこそ、何かを介して現したい。この場所では心と建築がコン

クリートという重い素材を通して同期する。XXX 年後、復興のいかんにかかわらずそこに被

災者はいない。心と建築だけが残る。東日本大震災という歴史は残りますが、そこで生きた

人たちの想いは忘れられてしまうということへの社会的批判として、この開閉しづらい建築

は機能していると思います。

12 自然とつながる家 
宮城学院女子大学 生活科学部 

生活文化デザイン学科 
藤原 優花 3 

 仙台市内にある大学の学生と他校の学生が交流しながら学ぶゲストハウスを、自然とつな

がる家として、敷地南の崖とコの字型の建物で中庭を囲み、デッキを巡らせた開放的で気持

ちの良い空間に設計されています。建物内には、主要な室以外にも様々な交流の場が設けら

れており、会話の内容で場所が選べたり、場所ごとの雰囲気によって普段話さないような会

話も生まれそうな楽しい生活を想像できます。模型内には様々な家具が作りこまれていて、

その空間の雰囲気がうまく表現されています。空間を丁寧に設計する姿勢は、4人部屋の 2

段ベッドの一つ一つに窓がついていることからも伺えます。とても堅実で時と共に魅力が増

していく建築だと思います。 
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第 26 回 JIA 東北建築学生賞 応募作品講評 

◆応募作品講評 （佐々木 則章）№ １３～１８

賞 No 作品名 学校名 氏名 
学
年

最優秀賞 13 出航の灯火 
東北大学 工学部 

建築・社会環境工学科 

小林  珠枝 3 

志村  裕己 3 

遠田慎之介 3 

地方都市が抱える問題解決への第一歩となりうる複合型集合住宅の提案です。いろいろなモ

ノが集まる港町から着想を得て、それを新たな商業へ変化させる現代版港町というコンセプ

ト、自然の河が織りなす場面に倣った形態検討が良く出来ています。プレゼンボード全体の

レイアウトも見やすくまとめられ、パース、図面、スケッチ等の作り込みや表現方法も良く

出来ていると思います。全体的に完成度が高く、力を注いだことが伝わる作品になっている

と思います。象徴として灯台を設置するという部分に関してもう少し意義が感じられる説明

があれば更に説得力が増す作品になると思います。

14 
循環 

～湖の保護と再生～ 

国際情報工科自動車大学校 

建築 CAD 設計科 
橋本  若奈 2 

水質汚濁が進む猪苗代湖の現状を知ってもらおうと水環境に関して学習、体験する施設を提

案しています。意欲的にテーマに取組んだことが伝わる作品になっていますし、このような

施設の必要性に賛同します。施設での学習や体験に関してもう少し深く追求し、提案が出来

れば来館者の水環境に関する理解が深まる施設になると思います。湖面に対して大きく開放

したいという思いは理解出来ますが、この敷地に作る場合の規模、形態、プラン、ランドス

ケープ等が適しているか、川をまたいで作る意味は何か、もう一段深く検討が重ねられれば

更に完成度が高い作品になると思います。

15 

Sports Complex 

〜宙に架かるサイクリン

グ・ロードとともに〜 

東北学院大学 工学部 

環境建設工学科 

今野 優也 4 

高橋  健 4 

目黒 咲希 4 

仙台駅前にスポーツを核とした複合施設を提案しています。スポーツというテーマに対して

いろいろなアクティビティを検討、展開している部分が評価出来ます。鳥瞰パースから見て

取れる全体の造形、特に空中公園やサイクリングロードの作り方が非常に魅力的に出来てい

ると思います。プレゼンボードも必要な説明要素は揃っていると思いますし、各要素の作り

込みも良く出来ていると思います。総合的に完成度の高い作品になっていると思います。施

設内で完結している印象を受けますので、街を行き交う人や周辺環境を巻き込む仕掛けの提

案がもう少しあれば、更に魅力的な施設になると思います。 
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賞 No 作品名 学校名 氏名 
学
年

16 

タビダチ

広瀬川を望む 

コミュニティスポット

東北工業大学 ライフデザイン学部 

生活デザイン学科 
吉田 安沙 3 

川辺にいろいろな人が集うコミュニティ施設を作ることによって周辺エリアをより良くする

提案です。子供、その親、シニア、学生、通行人などいろいろな人が利用出来るスペースを

施設に取り入れている部分が評価出来ます。災害等に備えて避難場所を想定している部分も

評価出来ます。近隣の神社や川との関わりについてもう少し検討、説明があれば周辺エリア

がどのように変わっていくかが理解出来る作品になると思います。３階建ての計画ですが、

各階で施設が完結しているような印象を受けます。上下の空間のつながりや回遊するような

動線が提案出来れば更に活発なコミュニティが生まれる施設になると思います。 

17 
津 ―ガラスアートの 

継承・地域拠点として― 
日本大学 工学部 建築学科 小柳陽菜子 3 

ガラスアートの美術館と図書館を人が集まる駅前に作り、情報の発信、コミュニティの形

成、商業を活発化させる地域拠点となる提案をしています。思いが伝わる意欲的な作品にな

っていると思います。配置計画からプランニングまで詳細に練られており、多くの時間を費

やした事が伝わります。プレゼンボードにもまとまりが感じられますし、世界観が感じられ

る表現も好感が持てます。ガラスコップから着想した凸凹の外観が街並みに変化を与え、寄

与していると思います。内部空間としてはどのような使われ方をしてどのようなメリットが

あるか、もう少しイメージが加えられれば更に魅力が伝わる作品になると思います。 

特別賞 18 TREE BUILDING 

秋田県立大学 

システム科学技術学部

建築環境システム学科 

二瓶 真凜 3 

大学敷地内に作者が考える自然を取り入れた建築ワークショップ棟を作り、学生同士の交流や理解

を深める場にしたいという提案です。木造の交差ヴォールトが並ぶ空間は美しくもあり、またダイナミ

ックな空間が出来ていると思います。木格子による耐力壁で構成される講義スペースはオープンで

開放的な空間が意図通り出来ていると思いますし、ヴォールトの曲線と格子の直線が空間にメリハリ

を与え、全体的に引き締まった印象を受けます。家具の形状検討を含め、学生それぞれの居場所の

提案も好感が持てます。平面図の精度を上げ、プレゼンボードの表現に統一感を出すと更に完成度

が高くなると感じます。 
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第 26 回 JIA 東北建築学生賞 応募作品講評 

◆応募作品講評 （出井 弘介）№ １９～２３

賞 No 作品名 学校名 氏名 
学
年

19 読書のふち 
東北工業大学 建築学部 

建築学科 
秋葉  美緒 3 

図書館というオーソドックスなテーマの課題。アクティビティと読書のありかたを「ふち」を用いて表現

したかったようですが、なぜ「ふち」にたどり着いたのかをもう少し丁寧に紐解いて表現していく必要

があったと思います。「ふち」を３つデザインされていますが、そのふちがどのようなもので構成され、

なぜその位置(形)なのか、プレゼン手法が非常にあいまい、且つ、分かりづらいのが残念でした。着

目点は素晴らしいと思いますが、もっと深く考察して答えを導いて行く必要があると思います。 

奨励賞 

河北 

新報社賞 

20 都市の縫合 
東北芸術工科大学 デザイン工学部 

建築・環境デザイン学科 
戸田 巽 4 

この作品は防火帯建築という特色と空きテナントをうまく利用し構成されていると思います。一筆書き

のような本棚が通りを挟んで建物間で結合する発想は、非常に単純ですが、非常に難問でもありま

す。空きテナントの大きさによって規模や形が大きく変わり、時にそれがファサードとなるなど想像力

豊かな作品だと思います。計画した地域の分析もよくできていて防火帯建築の利点をうまくデザイン

に取り入れたと思います。 

特別賞 21 
なないろ 〜利用される

防潮堤〜 

東北工業大学 工学部 

建築学科 
千葉  龍矢 4 

課題主旨として、新しい時代の場を考察するという作品。被災地にそびえる防潮堤に着目し、殺風景

な景色を色とりどりの賑やかなものにデザインしています。防潮堤自体に穴をあけることが可能かど

うかは不問としますが、課題趣旨にある新しい時代の場としての表現は非常にわかりやすく明瞭で

す。屋根伏せ図ではある程度の規則性が見られデザインされていますが、パースになるとそのデザ

インが消えてしまい少し乱雑さを彷彿としてしまうのが残念でした。
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賞 No 作品名 学校名 氏名 
学
年

22 滲む、混ざる、重なる。 
宮城大学 事業構想学群 

価値創造デザイン学類 
及川  和怜 3 

空間の境目をあいまいにして滲む、混ざる、重なるといった表現で提案していますが、プランからは

あまりそれらが感じ取れないのが残念でした。また建物内部のみでしか構成されていないような印象

を受けたので、外部空間のとの関係性も考慮するとよかったのではないかと思います。全体的に空

間をつなぐ仕掛けの考察が足りていないように感じました。滲ませ混ざり重なるならば、人を呼ぶ、足

を運ばせるような仕掛けを建築的に創造できるとよかったと思います。 

23 
PUBLIC TOOL 

COLLECTION 

東北芸術工科大学 デザイン工学部 

建築・環境デザイン学科 
早坂 愛佳 3 

この課題は建築ではなくプロダクトデザインとして作成されています。バラエティに富んだものであふ

れていて、楽しさが伝わる反面、ガードレールやフェンスなどの公共物を依り代としているところに疑

問が生じます。実際に実物を制作しているようですが、仮設的な見た目のものが多いのも残念なとこ

ろです。趣旨にあるように、土地や空間のためのデザイン、ライフスタイルのためのデザインをもっと

掘り下げて工夫することで、さらにバラエティに富んだ作品になったのではないかと思います。 

12



第 26 回 JIA 東北建築学生賞 応募作品講評 

◆応募作品講評 （矢野 英裕）№ ２４～２８

賞 No 作品名 学校名 氏名 
学
年

24 ふらっとさまよう本町 
宮城大学 事業構想学群 

価値創造デザイン学類 
山下 尚希 4 

かつて家具店を中心として栄えていたが、時代の流れで姿を変えようとしている地域に対して、容積

率一杯のボリュームではなく、建物同士のすき間や屋上テラスなどをつくって、道行く人々を引き込も

うとするとする試みは興味深い。ただ、今回のプレゼンテーションにおいては、屋上テラスの地上階

（1 階）とのつながりや活用法がよくわからなかった。また円錐台の室内化された部分の外壁同士が

ぎりぎりまで近接しているが、人の通れるくらいの通路幅を設けて回遊性を高めた方が、より「さまよ

う」というコンセプトに適っているのではないかと思われた。中央にシンボリックに店舗と離れて配置さ

れた機械室の存在意義に関しても、説明が十分ではなかった。 

25 
街と人をつなぐ 

音楽ホール 

山形大学 工学部 

建築・デザイン学科 
関 杏月 4 

山形の代表的な観光資源である文翔館に向けて大きく広場をとっているのは魅力的な配置と

感じられる。しかし、その広場で、現在の文翔館の前庭の弱い部分＝「にぎわい」を補完す

るような活動がなされている様子がよく表現されてはいないし（文翔館との関係がわかる絵

も必要だろう）、その広場と内部との関係も弱いように感じられる。東西をつなぐ通路をと

っているが、東側は古くからの住宅地であり、それが適切であるのかも疑問である。音楽ホ

ールは３００席程度と聞いた。そうなるとこの施設は、音楽ホールというよりも、他の機能

も含む複合文化施設となると思われるが、この規模のホールに対しては過大である「ホワイ

エ」を、都市の余白として積極的に活用するための提案をより具体的に示してほしかった。

26 水と生きる 
仙台高等専門学校 

建築デザインコース 
千葉 圭吾 5 

ダム湖畔公園の近くに敷地を選んだことから、「水の循環と建物の構造の関係」などをコンセプトにし

たのは面白いが、それが「際（エッジ）に建つメディアセンター」という課題とどのように結びついてい

るのかがよくわからなかった。もっとも重要なはずのメディアセンターとしての機能がどのように実現

されているのかもよく読み取れない。パースに遠くに描かれているだけで、平面図にさえも湖の水と

の関係が示されていないことで、「水と生きる」というテーマが弱くなってしまっている。円形の組み合

わせによる建物のデザインは興味を引くが、このようなロケーションならば、建物内に人工的な水辺

空間をつくるよりも先に、まず、湖と建物との関係性について考えた方がよかったのではないか。 
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賞 No 作品名 学校名 氏名 
学
年

27 

みんなのはな輪 

～人々のつながりで 

創る～ 

国際情報工科自動車大学校 

建築 CAD 設計科 
下重  柚香 2 

少子高齢化の影響もあり、かつては年中行事が行われていた地域から賑わいが失われてしまって

いることをふまえ、古い建物を一部残しながら、周囲の自然的環境を生かして、人々の交流拠点をつ

くろうという着眼点は素晴らしい。しかし、その理念が建築の力で十分に具現化されているようには見

えなかった。また、一見して、どこが新旧の境界かがわかりにくい、方位や縮尺が記入されていない

ために採光や適切な規模設定なのかという判断ができない、などの建築の図面表現として基本的か

つ重大な問題も散見される。そのようなテクニカルな問題は、誰かに正確に自分の案を伝えようとい

う意思があれば、おのずと修正されるはずだ。図面もコミュニケーション（交流）の手段であるというこ

とを忘れないでほしい。 

28 上川のほとり 
山形大学 工学部 

建築•デザイン学科 

市川  尚弥 3 

本間  華音 3 

土手という長い年月をかけて人の手でつくられた地形を利用するアイディアは面白い。しかし、「 上

川のほとり」というタイトルであるならば、 上川と建物の関係をパースなどでわかりやすく表現して

ほしかった。また、鉄道やバスといった交通の結節点にあることがこの施設の大きな特徴であろう

が、列車やバスの姿がどこにも描かれておらず、ただの川のそばにあるコミュニティセンターのように

なってしまっている。バス停やプラットフォームの機能説明や描写も十分ではない。課題で提示され

た「まちの駅」という要素が抜け落ちてしまっているように感じられる。比喩ではない「駅」本来の機能

を有しているならば、沿線地域のより広域的なネットワークの中でのこの施設の位置づけを表現して

ほしかった。 
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第 26 回 JIA 東北建築学生賞 応募作品講評 

◆応募作品講評 （邉見 啓明）№ ２９～３３

賞 No 作品名 学校名 氏名 
学
年

特別賞 29 もくもく ナナメ館 
東北芸術工科大学 デザイン工学部 

建築・環境デザイン学科 
猪野 航誠 4 

先ず、構造にフォーカスした課題主旨に共感を抱いた。日本建築の真骨頂は自国の森林資源を活

かした構造美にあると確信を強めつつある昨今であるが、猪野くんの提案はその課題にシンプル且

つダイナミックに応えた案だと思う。単純な格子トラスを斜めにし、無駄を削ぎ落していく思考プロセス

にも興味を抱いた。その反面、外構計画に対する意識が感じられなかったことが惜しまれる。構造美

とともに、縁側のような中間領域を介して建築の内外を豊かに繋ぐことも日本建築の特筆すべき点で

ある。構造的アプローチを端緒として、空間性、意匠性、施工性、生産性、経済性、LCCO２など、建

築的思考の裾野を、更に広げてもらいたいと感じた。 

30 
もりの図書館 ～明日 

またこの場所で～ 

国際情報工科自動車大学校 

建築 CAD 設計科 
松本  天羽 2 

郡山中央図書館に隣接する、分館としての図書館の提案である。既存図書館に窮屈さを感じている

ことから、温かみや癒しの場、交流と一人の空間の融合を図ることをコンセプトとしている。１階と２階

のボリュームがずれて重なっており、ずれた部分が軒下空間やデッキとなって交流する場を生み出し

ている。公園内部に計画しており、よく見ると建物周囲の樹木に呼応するような外壁曲面となってい

る。内部には、「３本の柱」と呼ばれる独立した読書スペースがあり、外部を感じながらの読書の場所

となっている。平面からは、様々な居場所や読書空間を生み出そうという意図は感じられるが、断面

的なスタディに物足りなさを感じた点が惜しまれる。 

31 山とつながる学び舎 
東北学院大学 工学部 

環境建設工学科 
東海林祐斗 3 

自分が卒業した小学校を建て替えるという提案である。メインパースを見てわかるように泉ヶ岳を背

景とした美しい眺望のある立地である。様々な「つながり」をコンセプトとしているが、パースからは周

辺の豊かな自然との「つながり」が余り感じられないことが惜しまれる。学校のどの場所から、泉ヶ岳

がどのように見えるのかなど、周辺環境との関係について具体的なイメージが欲しかった。普通教室

は２つの L 字の壁が対となって向き合い、２方向へ抜ける動線があるが、その特徴的な構成が学校

生活にもたらす効果や壁自体の機能、それ以外のオープンスペースや共用部分の広さ、使われ方

について具体的な提案が欲しかったと思う。 
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賞 No 作品名 学校名 氏名 
学
年

32 寄合の画廊 
東北学院大学 工学部 

環境建設工学科 
中津川歩夢 3 

居場所を失った絵たちを展示する美術館の提案である。コンセプトで展示方法について言及している

ため、先ずは、その方法そのものについての探求が欲しかった。内観パースを見ると、全ての絵が壁

に展示され、空間も均質に見える。果たしてそれが適当か疑問が残る。家の奥深くに埋もれていた絵

を引き出して展示するというのであれば、その絵に対する思いや様々な感情があると思う。それが、

展示や空間の差異に現れても良かったのではないか。３本のキャンティレバーのボリュームが特徴

的であるが、コンセプトと建築形態の間に必然性を感じられなかった。人が絵と向き合う際の様々な

距離感など、人の内面にも配慮した提案をして欲しかったと思う。 

33 Road Memory 
仙台高等専門学校 

建築デザインコース 
阿部向日葵 5 

道の魅力や愛着について１００の要素を抽出し、そこに新たな要素を加えることで新たな気付きや発

見を生み出そうとする提案である。先ず、１００もの要素を抽出すること自体大変であるが、見慣れた

日常に潜む細やかな魅力を立ち止まって観察し、一つひとつを柔らかなスケッチで丁寧に描き、読み

取ろうという姿勢に好感を抱いた。水彩画テイストの着色やケント紙の質感から、ほのぼのとした日

常の時間が感じ取れる。他の提案では、場を生み出す装置（のようなもの）を実空間に配置し、１分

の１スケールで体感実験を試みるものもあったため、この提案も、是非、インスタレーションとして、実

際に体感実験をしても良かったのではないかと思う。 
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第２６回 JIA 東北建築学生賞 全体講評 

◎審査員長 荒内 要（JIA 青森）

昨年に引き続いて審査させて頂きましたが、今年も対面でのプレ

ゼンテーションが叶わず残念でした。本賞の審査は課題が異なるた

め難解だと昨年も感じましたが今年は更にでした。今の世相なのか

内に籠った提案が多いのも要因で、心象を設計手法とした案が出て

来た事にも驚きました。80 年代のアンビルドやポストモダンの頃

に回帰しているのでしょうか。 

それぞれの案に対して気になったのはあまりにも拙速に図面や絵にしていることで

す。初めのうちは色々考えてもアイデアが浮かんでこないのは当然で敷地に何度も向

き合う事や右往左往することで活路は開け、そこからやっと設計は始まると僕は思っ

ています。諦めずにジタバタして欲しいです。 

その中で楽しんで設計していると感じたのは奨励賞に輝いた「都市の縫合」です。メ

タファーとしての本棚が一本の本棚で繋がらなくても良いとは思いましたが、空店舗

を本棚がジャックし陸橋にもなってしまう様は圧巻です。パースは奇麗すぎますが模

型のような雰囲気で街全体に雑多な場が生まれている事が想起できました。選外とな

った「ウズまきドコロ」は敷地と課題を丹念に分析し、独特の身体感覚のスケール感

による設計は魅力的でした。 

◎審査員 加納 大輔（ＪＩＡ秋田）

学生の皆さん、長時間の審査会お疲れさまでした。昨年に引き

続き 2 回目の審査員をさせていただきました。普段、学生の皆さ

んに接する機会がないため、今学校ではどんなことが考えられて

いるのか楽しみに参加させていただきました。 

今回の 33 作品を見渡すと、新築の提案が多いことが印象的で

した。社会インフラの更新時期という状況が影響しているのでし

ょうか。また、少数ですが、まちをリサーチし、そこにあるものを捉えなおし、ほん

の少し手を加えるだけで場を更新する提案には、まだまだ飛躍の可能性が秘められて

いると思いました。 

さて、仮に敷地やまちの一画を更地にして計画を始めるにしても、全てが白紙にな

るわけではないことは言うまでもありません。今回、周囲の状況や地域の風土や歴史

や課題を無視して、白紙の上に計画するような提案はありませんでしたが、その場所

や現代社会が引きづっているものをどの程度引き受けたかによって、作品の内容の濃

さに差が出ていると思います。この会を機に他校の作品の分析に是非時間を割いてい

ただき、思考の過程を辿り、気になるものは直接質問や教えを乞うなどできれば、

この会への参加がより有意義なものになると思います。 
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◎審査員 佐々木 則章（JIA 岩手）

今回応募された作品は、学生らしい発想豊かな作品が多いと感じ

ました。インスタレーション的な試み、簡易組立して再利用可能な

建築、躯体が可動する建築、家具を街中に巡らせて街全体で機能す

る建築など説明を聞いていて楽しかったですし、同時に刺激を受け

ました。このような着眼点や発想は今後も持ち続けていただきたい

と思いました。また、プレゼンボードの完成度が高い作品が多く見

受けられたと思います。ボード内のレイアウト、説明するために必要な要素、表現の

方法、作品の世界観などよく作り込まれている印象を受けました。多くの時間と労力

を費やしたことが伝わりました。今後もこの情熱を建築に注ぎ込んでいただきたいと

思います。 

 課題に取組む際、ひとつの考えや解決方法に辿り着くと、それを貫き通すことに固

執してしまうことが私を含め誰にでもあると思います。そうなると計画に無理が出て

きてしまいます。作業の途中で一度立ち止まって自分の作品や考えを客観的な目で眺

めて下さい。少しの変更や追加によって更に説得力が増し、理解が深まる作品になる

と思います。 

入賞に関係なく皆さんは各学校の代表です。自信を持って今後も取り組んで下さい。 

◎審査員 出井 弘介（JIA 宮城）

今回初めてＪＩＡ東北建築学生賞の審査員として参加させて頂き

ました。どの作品も力作ぞろいで、審査する側としてはとても苦労

しました。今回の審査で思ったことは、主旨にとらわれ過ぎて内容

が追い付いていないもの、手法にこだわり過ぎて主旨が伝わってこ

ないものが大半で、空回っているようなもどかしさと大量の熱意が

伝わる学生らしい審査会だったこという事です。半面、今の学生が

どのようなものに関心があるのか非常に興味が湧きました。それぞれの関心事に建築

で切り込んでいく訳ですが、建物の計画に追われているためか周辺環境をないがしろ

にしている作品が多かったことがとても残念でした。自分の作品を他人に評価しても

らうという事は、決して良いところを褒めてもらうというだけでは無く、厳しい指摘

を受ける場合も多々あります。自分の考えを相手に伝えるという事はすごく難しいで

すが、大いに悩み検討考察し、次のステップへチャレンジしてください。 
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◎審査員 矢野 英裕（JIA 山形）

2000 年以降生まれのデジタルネイティブで、またコロナの影響で

遠隔教育を受けざるをえなかった学生たちが、その厳しくも新しい環

境の中で感受性を発揮しながらつくった作品には、時代が表れていた。 

東北建築学生賞は 1997 年の初回から今年で２６年目を迎えた。こ

の間デジタル技術は著しく発達し、日常において固定電話がスマホに

置き換わったのと同じくらいの大きな変化が建築の世界でも生じた。 

コンピューターとそのソフトの性能の飛躍的な向上により、学生でも比較的容易に

仮想空間の中に複雑な建築を構築し、またあたかも熟練した人が描いたようなレンダ

リングを機械に描かせることができるようになった。

高性能なスマホの登場により個人が得られる情報量は圧倒的に増えたが、使用する

人間の能力や生活の質は必ずしも向上している訳ではなく、便利さへの依存はむしろ、

知らぬ間にそれらを劣化させている懸念すらある。建築にもそれは当てはまる。 

より深い思考を伴って、部分と全体を何度も行き来しながら設計に取り組んだかど

うかは、時代を問わず、よい建築であるための一つの条件であろう。さらに、その内

容や思いを第三者に正確かつ十分に伝えられているかということも重要だ。受賞作品

はそれらの要素を満たしていた。便利な道具は手段であって目的ではない。今回は惜

しくも受賞を逃した人たちも含め、そのことを心に留めて、研鑽に励んでほしい。 

◎審査員 邉見 啓明（JIA 福島）

今年は３３作品の審査に携わらせて頂いた。昨年に引き続きリモー

ト審査で、本人を前にしたヒアリングではなかった事が惜しまれる。

この思いは学生も同じかも知れない。さて、今年の学生賞を通じて感

じた事を１つ。それは提案から伝わる「粒度」について。審査会場に

掲示された A１パネルを目にし、事前配布された A４資料では分から

なかった魅力を感じた作品が複数あった。パネルの色味や大きさ、印

刷する紙の違いもあろうが、各学生の提案に対する思考（試行）の密度（粒度）の差

が、より鮮明になって見えた気がした。何度もスタディを繰り返し、描いては消し、

細部まで考え抜いたものは、細かい粒度となって見る者を想像へと引き込む。一方、

曖昧なものは曖昧なままで伝わって来ない。実寸大のパネルや生の声によるヒアリン

グは、その粒度の濃淡を顕現化する手段だ。細部まで考え抜いて、敢えて、表現は曖

昧な粒度に留めて、という事も有り得る。何れにせよ、考え抜かなければ、いくらデ

ジタルツールを駆使した解像度の高いパースを描こうが、解像度の高い粒度を持つ提

案とはならないと思う。学生達の今後、益々の活躍と努力を期待し、簡単ではあるが

審査の講評としたい。 
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◎審査員 大光電機（株）仙台支店／瀧澤 宏 （ＪＩＡ東北支部協力会）

 まずは、今回初めて審査員として参加させて頂き、また貴重な経験を

させて頂きました事に感謝申し上げます。 

全体に於いての講評という事で、感じた事を記したいと思います。 

総じて感じたのは、プレゼンの仕上がりが綺麗で、皆さんパソコンを

駆使して制作されてるんだなと、自分の様な古い人間には現代プレゼン

を見せつけられた様で感慨深いものでした。そんな中、最優秀賞を獲得

された「出航の灯火」は、実は資料を頂いた時から目を奪われてしまっ

ていました。手書きで起こされたパース、そのタッチ、設計された建築の造形。これ

だけ気持ちを持っていかれるプレゼンはタダモノではないなと。素晴らしかったです。

惜しくも入賞を逃した皆さんも、もっともっとチャレンジして頂いて、これからに繋

げていって頂ければと思います。 

－若い皆様の未来に光あれ！－ 

◎審査員 小島 義弘 （（一財）みやぎ建設総合センター 評議員．

（株）建設新聞社 取締役副社長 兼 編集総局長） 

今年もコロナ禍のため対面での審査ができず、プレゼンがリモート

となり学生たちの熱意や意気込みなどを直接体験できずに残念な感は

あったが、審査した３３作品はどれをとっても若者らしい独創性が感

じられ、楽しんで審査に臨むことができた。 

特に、社会性、歴史性といった地域社会や周辺環境に配慮した作品

では、学生の方々が作品を仕上げる以前の予備取材に時間を費やした

ことが十分に理解できた。 

 審査にあたっては自分として勝手ながら審査基準とされているコンセプトの導き

方、空間性、造成力、表現力のほかに現実性（リアルさ）とＳＤＧｓ（持続可能な開

発目標）の理念の実現性も加味して作品を選定した。この点が他の審査員に方々との

評価に違いがあったと反省しているところでもある。 

 今回も若者たちの創造性の豊かさ、思考力のポテンシャルの限りなき広さと深さに

感激させられた。コンクールに参加された学生たちが、設計を愛する気持ちと、強い

責任感、コミュニケーション能力、独自の発想力にさらに磨きをかけて、数年後には

建設業界で活躍することを期待したい。 
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◎審査員 須田 眞史 （（一社）日本建築学会東北支部 建築デザイン教育部会．

秋田県立大学 ｼｽﾃﾑ科学技術学部 建築環境ｼｽﾃﾑ学科 計画学講座 教授） 

今回は審査員という中立な立場で参加した。いろいろな大学の課題を

外観でき、その優秀作品を一望できたことはとても有益であった。まず、

この機会を与えて下さった櫻井一弥先生に、この場をお借りしてお礼申

し上げます。 

応募作品は全体的に CG 表現が多く、その技術が非常に高いことが伺

えた。コロナ禍の遠隔授業の影響で、この１〜２年で CG がプレゼンツ

ールとして完全に定着したことを改めて実感した。しかし、エスキス不

足の作品が多くみられた。ダイヤグラム段階のものを CAD や BIM で描いて、しかも

長けた技術で CG にできてしまうので、建築ができたと勘違いしてしまうのだろう。

また、CG に頼る反面、図面表現が疎かにされている現状に危機感を覚えた。これは

大学の責任であり、様々なエスキスツールを使いこなし、いい建築を造っていく設計

教育が大学に課されている。 

私が審査で重視した点は、しっかりと建築を造っていること、そして表現できてい

ることであった。入賞した作品はどれもこれを満たしており、特に断面がしっかりと

検討されていた。また、学生らしい弾けた提案もあった。学生のみなさんには、手を

たくさん動かす粘り強いスタディを期待する。 

◎特別賞審査員長 三國 宏輔（（公社）日本建築家協会東北支部協力会．

元旦ビューティ工業（株）東北支店） 

協力会特別賞では正賞とは異なる視点で独創性を感じた作品を選出

しました。異なる視点とは協力会各社が日々の業務の中で得られた専

門的な目線です。特別賞に受賞した３作品はどれもそんな各社の専門

的な目線で独創性を感じ、各社の技術開発や日々の営業において少な

からず刺激を与えた作品でした。 

そのような意味では受賞作品だけでなく３３作品全てが何かしら参考

となるアイデアを含んでいたと思います。 

建築作品は独創性を求められながらも常に実現可能性を問われており、実現するため

の技術的なサポートによって建築作品に関わることが協力会のやりがいや面白さな

のではないかと改めて思うことができました。 

参加された学生の皆様、審査員及びスタッフの皆様お疲れ様でした。 
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