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交流会
【 時　間 】 17：15～18：30　【 会　場 】 竹中工務店 東京本店1F エントランスホール

【 開場日時 】 2014年11月4日（火）－11月21日（金）10：00～18：00 土・日・祝日休館（15日（土）は開館）／最終日16：00まで
【 会    場 】 ギャラリー エー クワッド  〒136-0075 東京都江東区新砂1-1-1 竹中工務店 東京本店内1F  ＜TEL＞03-6660-6011  ＜URL＞http://www.a-quad.jp/

01. 宇都宮大学 工学部 建設学科 建築学コース　02. 神奈川大学 工学部 建築学科 デザインコース　03. 関東学院大学 工学部 建築学科 建築コース　04. 共立女子大学 家政学部 建築・デザイン学科 建築コース　05. 慶應義塾大学
総合政策学部 総合政策学科　06. 工学院大学 建築学部 建築学科　07. 工学院大学 建築学部 建築デザイン学科　08. 工学院大学 建築学部 まちづくり学科　09. 国士舘大学 理工学部 理工学科 建築学系　10. 芝浦工業大学 工学部 
建築学科　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　12. 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　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
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　15. 千葉大学 工学部 都市環境システム学科　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　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　18. 東海大学 工学部 建築学科　19. 東京大学 工学部 建築学科　20. 東京家政学院大学 現代生活学部 生活デザイン学科　21. 東京藝術大学 美術学部 建築科　22. 東京電機大学 未来科学部 建築学科　23. 東京
都市大学 工学部 建築学科　24. 東京理科大学 工学部第一部 建築学科　25. 東京理科大学 工学部第二部 建築学科　26. 東京理科大学 理工学部 建築学科　27. 東洋大学 理工学部 建築学科　28. 日本大学 生産工学部 建築工学科 
建築総合コース　29. 日本大学 生産工学部 建築工学科 建築デザインコース　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　31. 日本大学 理工学部 建築学科　32. 日本大学 理工学部 海洋建築工学科　33. 日本工業
大学 工学部 建築学科　34. 日本工業大学 工学部 生活環境デザイン学科　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　36. 文化学園大学 造形学部 建築・インテリア学科　37. 法政大学 デザイン
工学部 建築学科　38. 前橋工科大学 工学部 建築学科　39. 武蔵野大学 環境学部 環境学科 都市環境専攻　40. 武蔵野美術大学 造形学部 建築学科　41. 明海大学 不動産学部 不動産学科 デザインコース　42. 明治大学 理工学部 建築
学科　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　44. 横浜国立大学 理工学部 建築都市・環境系学科 建築EP　45. 早稲田大学 理工学術院 創造理工学部 建築学科

［住宅課題賞］ 参加大学：36大学／45学科主　　催：（一社）東京建築士会

後援予定：（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

特別協賛：（株）総合資格

協　　力：（公財）ギャラリー エー クワッド

［住宅課題賞2014］建築系大学住宅課題優秀作品展
第14回 

＜申込・問い合わせ先＞
一般社団法人 東京建築士会
〒104-6204 中央区晴海1-8-12 オフィスタワーZ 棟4F（晴海トリトンスクエア内）
［ TEL ］ 03-3536-7711　［ FAX ］ 03-3536-7712
［ E-mail ］ info@tokyokenchikushikai.or.jp　［ URL ］ ht tp://www.tokyokenchikushikai.or.jp

＜申込方法＞
左記関連イベントの参加につきましては、下記メールまたはFAXにて、イベント名を明記し、氏名（ふりがな）・住所・勤務先ま
たは学校名・TEL・FAX、会員の方は会員番号をご記入の上、本会宛にご送信ください。
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（審査員による選出・審査、賞決定、審査員講評、入賞者インタビュー）

審査委員長：
審 査 委 員：

司 会 進 行：

植田 実（編集者・建築評論家）
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）
佐々木 龍郎（佐々木設計事務所）

【 日    時 】 2014年11月15日（土）13：00～17：00
【 会    場 】 竹中工務店 東京本店2F Aホール

「住宅課題賞」公開審査　入場無料　申込先着順150名

「住宅課題賞」公開審査
審査員

関連イベント

入場無料
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