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１９１２年明治天皇、その２年後に皇后の昭憲皇太后が崩御さ
れ、国民から御神霊をおまつりして御聖徳を永久に敬いお慕い
したいとの熱き願いが沸き上がり、全国から１１万人もの青年
団の勤労力奉仕により参道が造られ、約１０万本の献木が植え
られ造営、１９２０年１１月１日に鎮座祭が行われた明治神宮。

MEIJIJINGU
2021

２０２０年の昨年、鎮座百年祭を迎え本殿以下３６棟が重要文化
財に指定されたこの聖地において時代を築く学生が集まり、御社
殿群・宝物殿と意匠的に優秀な建造物が点在する祈りの杜にて、
全国の大学生を中心とした合宿による地域滞在型の取り組みか
ら、小さな建築の実現をめざします。 ＡＡＦ運営学生一同

※写真「明治神宮提供」

計画地：明治神宮・境内公開プレゼンテーション 9.12 会場：明治神宮 参集殿
建 築 学 生 ワ ー ク シ ョ ッ プ 明 治 神 宮

建築学生ワークショップ明治神宮２０２１  公開プレゼンテーション観覧者募集｜２０２１年９月１２日（日）09:20-18:00
会場 : 明治神宮参集殿 |交通 : JR「原宿駅」よりすぐ |参加費 : 無料 |申込 : 要 |https://ws.aaf.ac |定員：300名（事前申込制）

東京都渋谷区代々木神園町 1-1

明治神宮
NPO/AAF  Art&Architect Festa 特定非営利活動法人アートアンドアーキテクトフェスタ　ウェブ www.aaf.ac　E メール info@aaf.ac



開催概要
場所のもつ歴史や意味、地形や風の流れといった文脈を読むことを始点として建築はつくられていきます。つまり建築を
するという行為の原点には、「場」を読み解く力こそが始まりであり、最も重要なプロセスのひとつだといえます。境内
には、平成 23 年に重要文化財に指定された宝物殿。令和 2 年に都心の広大な社叢に鎮まる近代の神社建築群として本殿
以下 36 棟が「焼失を逃れた社殿を生かしつつ、内拝殿での祭式が見通せる外拝殿の形態など、参拝の便を図りつつ、大
規模な社殿群を優秀かつ特徴的な意匠でまとめた。戦後日本に相応しい神社を目指した建築群として価値が高い。」とし
て重要文化財に指定されたこの地で共に学んだ空間を発信していきます。そこで学ぶことは、建築の道を歩み始めた次の
日本を背負う学生にとって大切なことであり、これから建築をつくる揺るぎない基軸となっていくでしょう｡

全国の大学生たちが小さな建築を明治神宮に 8 体実現
全国の大学生が制作に 6 月より” 今、建築の、原初の、聖地から” 我が国を代表する聖地において空間を提案します。
明治神宮に、全国から建築を学ぶ大学生が集まり、受け継がれてきた歴史を現代の問題とともに未来へとつなげていくた
めに、「今、学問の、原初の、聖地から」伝えていくべきことを、それぞれが真剣に考え、原寸大の空間として表現し、訪
れた人が中に入り空間を体感することができる小さな建築空間を 1 日だけ創出します。

2020年東大寺開催 公開プレゼンテーションの様子

2020年東大寺開催 作品視察の様子

交通のご案内

　■電車でお越しの場合
　　J R 大和路線・近鉄奈良線「奈良駅」から市内循環
　　バス「東大寺大仏殿・春日大社前」下車徒歩 5 分。
　　または近鉄奈良駅から徒歩 2 0 分。
　＜J R 大和路線快速＞
　　大阪駅　⇒奈良駅＜約 5 0 分＞
　＜近鉄特急＞
　　大阪難波駅　⇒奈良駅＜約 4 0 分＞
　＜近鉄京都線特急＞
　　京都駅　⇒奈良駅＜約 3 5 分＞

参加予定講評者

建築・美術両分野を代表する評論家をはじめ、第一線で活躍をされている建築家や世界の建築構造研究を担い教鞭を執られているストラクチャー・エンジニアによる講評。 
また、大学で教鞭を執られ、日本を代表されるプロフェッサー・アーキテクト等にご講評をいただきます。

参加学生

予定プログラム      ※9:00-18:00 境内・計画地にて作品視察（公開）

08:00　開場（受付開始）
09:00　集合   各自挨拶
09:20　開始・開催の挨拶・予定説明
09:30　計画地案内
13:00　第一部 発表・講評（4グループ ×20 分）
14:20　休憩
15:00　第二部 発表・講評（4グループ ×20 分）
16:20　公開審査、質疑応答
17:00　結果発表、総評、表彰式
18:00　閉会

https://ws.aaf.ac「建築学生ワークショップ」で検索、もしくは

※2　当日のご参加も若干名様まで受付けております。
※1　お申込みいただきましたら、自動返信メールにて受付番号をお送りさせていただきます。会場受付にてにご提示ください。

9.12建築学生ワークショップ明治神宮2021 公開プレゼンテーション
MEIJIJINGUWorkshopArchitectural 2021 08:00  開場（受付開始）

09:20-18:00

統括：宮本 勇哉（神戸芸術工科大学 4年）/ 副統括： 山本 康揮（大阪工業大学 修士1年） 
　　  奥西 真夢（京都府立大学 3年）/ 吉田 雅大（近畿大学 2年）/ 杉田 美咲（畿央大学 2年）/ 岩屋 百花（関東学院大学 4年）
司会進行：久保 瑞季（武庫川女子大学 修士1年）/ 池田 怜（武庫川女子大学 修士1年）

５班　金子 広季（東京大学 修士1年）
　　　木原 夏樹（近畿大学 4年）  
　　　田中 一成（東京都立大学 3年）
　　　竹鼻 柊二（法政大学 2年）
　　　黒岩 七海（京都芸術大学 2年）
　　　本山 嵩（北九州市立大学 2年）

６班　市瀬 智之（名城大学 修士1年）
　　　冨井 治弥（東京大学 3年）
　　　竹田 季世（大阪大学 3年）
　　　小林 さくら（北九州市立大学 3年）
　　　衣笠 恭平（京都工芸繊維大学 2年）
　　　鈴木 珠実（武蔵野美術大学 2年）

７班　松本 隼（早稲田大学 修士2年）
　　　堀内 愛実（神戸芸術工科大学 4年）
　　　成吉 亜美（北九州市立大学 3年）
　　　小早川 佳矢（愛知淑徳大学 3年）
　　　北谷 心海（大阪工業大学 2年）

８班　石井 健成（工学院大学 修士1年）
　　　今田 木葉実（東京大学 3年）
　　　岡 千颯（大阪大学 3年）
　　　若杉 美弥（京都工芸繊維大学 3年）
　　　印南 学哉（名古屋工業大学 2年）

１班　徳田 華（早稲田大学 修士2年）
　　　房野 広太郎（明治大学 3年）  
　　　中山 亘（九州大学 3年）
　　　阿部 槙太郎（滋賀県立大学 2年）
　　　山田 奈々生（関東学院大学 2年）
　　　鄭 麗盈（多摩美術大学 2年）

２班　井上 奏音（関西学院大学 4年）
　　　出井 満里奈（岡山理科大学 4年）
　　　三谷 翼空（日本大学 3年）
　　　甲斐 有紗（昭和女子大学 2年）
　　　濱﨑 瀧大郎（宇都宮大学 2年）
　　　白石 悠喜（徳島大学 2年）

３班　小西 吾門（京都工芸繊維大学 修士1年）
　　　大野 蓮（日本女子大学 4年）
　　　森口 知愛（関西学院大学 3年）
　　　吉田 智陽（多摩美術大学 3年）
　　　稲葉 篤郎（法政大学 2年）
　　　伊藤 佑那（大阪市立大学 2年）

４班　鈴木 啓一郎（東京大学 4年）
　　　宮下 恵里花（東京都立大学 3年）
　　　小阪 廉（近畿大学 3年）
　　　大形 一誠（東海大学 3年）
　　　森 帆乃花（武庫川女子大学 2年）
　　　松井 美波（豊橋技術科学大学 2年）

AAF 運営スタッフ

公益財団法人カメイ社会教育振興財団

竹原義二
（神戸芸術工科大学 客員教授）

遠藤秀平
（遠藤秀平建築研究所 主宰）

長田直之
（奈良女子大学 准教授）

平沼孝啓
（平沼孝啓建築研究所 主宰）

平田晃久
（京都大学 教授）

安井昇
（桜設計集団 代表）

芦澤竜一
（滋賀県立大学 教授）

五十嵐太郎
（ 東北大学 教授）

南條史生
（森美術館 特別顧問）

ナガオカケンメイ
（D&DEPARTMENTディレクター）

前田浩智
（毎日新聞社 主筆）

太田伸之
（日本ファッションウイーク推進機構・実行委員長）

佐藤淳
（東京大学 准教授）

櫻井正幸
（旭ビルウォール 代表取締役社長）

腰原幹雄
（東京大学 教授）

稲山正弘
（東京大学 教授）

倉方俊輔
（大阪市立大学 准教授）

吉村靖孝
（早稲田大学 教授）

横山俊祐
（大阪市立大学 客員教授）

安原幹
（東京大学 准教授）

藤本壮介
（藤本壮介建築設計事務所 主宰）

江村哲哉
（アラップ構造エンジニア）

伊東豊雄
（伊東豊雄建築設計事務所 主宰）

特別連携協賛地域連携協賛

事業連携協賛連携協賛

〒151-0052　東京都渋谷区代々木神園町 1-1| 場　所 |　明治神宮 参集殿　
| 参加費 | 無料 | 定員 | （事前申込制・当日会場にて先着順座席選択）300 名

【要申込み】ウェブサイトよりお申込みください| 申込方法 |

建畠哲
（多摩美術大学 学長）

助成

後援

協賛

（公社）日本建築家協会
関 東 甲 信 越 支 部公益財団法人 日本建築家協会

一般社団法人東京建設業協会

公益財団法人

日本建築士会連合会

会場協力


