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2015年度 第9回「九州建築作品発表会」（「建築九州賞(作品賞)」第2次選考会）プログラム
○日程： 2015年8月29日（土）9:30〜18:00（開場9:00）
9:30 - 9:35

作品名（発表予定順）

安閑居

9:35 - 10:20

Laughter Roof
Garden Gallery Hasami
吉野ヶ里の家
観世音寺の家

住宅部門２

閑小の家
箱崎の家

10:30 - 11:25

地形に寄り添う家
曽根崎町の住宅
House F,nagamine

住宅部門３

大池の住宅
京町の家

11:35 - 12:30

海をのぞむ家
Domus Ishigaki

12:30 - 13:20

古民家デイサービス「みんなの時間」
さやのもとクリニック

13:20 - 14:15

軒の教会 ―東八幡キリスト教会―
森のおうち保育園
福田保育園
小浜こども園

一般建築部門２

14:25 - 15:30

第一幼稚園
はなぞのこどもえん
宇城市立豊野小中学校
熊本県立熊本かがやきの森支援学校

15:30 - 15:50

九州工業大学未来型インタラクティブ教育棟
SOLA沖縄保健医療工学院

15:50 - 16:45

イクストライド鬼木町オフィス
沖縄セルラー本社ビル
BOATHOUSE OHORI PARK

一般建築部門４

Beneﬁt for you
佐賀大学美術館

16:55 - 17:50

諫早市美術・歴史館
ホルトホール大分

17:50 - 18:00

筑紫野市
長崎県
壱岐市
長崎県
波佐見町
佐賀県
吉野ヶ里
福岡県
太宰府市
福岡県
福岡市
福岡県
福岡市
福岡県
福岡市
佐賀県
鳥栖市
熊本県
熊本市
福岡県
福岡市
熊本県
熊本市
沖縄県
うるま市
大分県
別府市

第９回

応募者名・所属
高木正三郎・田中隆志（設計+制作/建築巧房）
松本隆之（１級建築士事務所 睦設計）
森敬幸（森敬幸一級建築士事務所）
北園徹（(株)北園空間設計），山﨑清二（(株)プレースホーム）

山田浩史（(株)山田デザイン研究室）

主催 （一社）日本建築学会九州支部
共催 （公社）日本建築家協会九州支部 ・ 沖縄支部

日本建築学会九州支部福岡支所

西日本工業大学

柳瀬真澄（柳瀬真澄建築設計工房）
柳瀬真澄（柳瀬真澄建築設計工房）
西井洋介（一級建築士事務所ROOTE）
京野宏亮・京野愛（B+O design 建築設計事務所）

森繁（(有)森 繁・建築研究所）

35

松山将勝（(株)松山建築設計室）

14

21

田中智之（熊本大学），田中美都（TASS 建築研究所）
畠山武史（(株)クレールアーキラボ）
矢田朝士（ATELIER-ASH）

佐賀県
鹿島市
福岡県
久留米市
佐賀県
佐賀市
福岡県
北九州市
福岡県
福岡市
長崎県
長崎市
長崎県
雲仙市
熊本県
熊本市
沖縄県
宮古島市
熊本県
宇城市
熊本県
熊本市

安閑居 / 福岡県筑紫野市

平瀬有人（佐賀大学），平瀬祐子（yHa architects），森部康司（昭和女子大学）
山隈直人（ｋｔ一級建築士事務所），田中政治・田中弘美（医療法人 千歳会）
山﨑健太郎（山﨑健太郎デザインワークショップ）
手塚貴晴・手塚由比・瀧翠・樋口耕介・藏田啓嗣（手塚建築研究所），東邦夫・松本永一（東建設）
杉本泰志・柴田陽平（(株)環・設計工房）

佐々木慧（(株)INTERMEDIA）
安藤達郎・日比野拓・門間直樹・青木貴宏（(株)日比野設計＋幼児の城）
安藤達郎・日比野拓・鈴木渉太（(株)日比野設計＋幼児の城）
安藤達郎・日比野拓・真栄城嘉敦（(株)日比野設計＋幼児の城）
小泉雅生（首都大学東京/小泉アトリエ），牧野朋子（SDA 建築設計事務所）

Laughter Roof / 長崎県壱岐市

富久千代酒造｜酒蔵改修ギャラリー / 佐賀県鹿島市
古民家デイサービス「みんなの時間」 / 福岡県久留米市
さやのもとクリニック / 佐賀県佐賀市

Garden Gallery Hasami / 長崎県波佐見町
吉野ヶ里の家 / 佐賀県吉野ヶ里町

軒の教会 ―東八幡キリスト教会― / 福岡県北九州市
森のおうち保育園 / 福岡県福岡市

観世音寺の家 / 福岡県太宰府市
閑小の家 / 福岡県福岡市

福田保育園 / 長崎県長崎市

箱崎の家 / 福岡県福岡市

小浜こども園 / 長崎県雲仙市

地形に寄り添う家 / 福岡県福岡市

第一幼稚園 / 熊本県熊本市
はなぞのこどもえん / 沖縄県宮古島市

曽根崎町の住宅 / 佐賀県鳥栖市
House F,nagamine / 熊本県熊本市

宇城市立豊野小中学校 / 熊本県宇城市

大池の住宅 / 福岡県福岡市

熊本県立熊本かがやきの森支援学校 / 熊本県熊本市

京町の家 / 熊本県熊本市

KYUSHUコミュニティホール / 福岡県福岡市

海をのぞむ家 / 沖縄県うるま市

九州工業大学

未来型インタラクティブ教育棟 / 福岡県北九州市
SOLA沖縄保健医療工学院 / 沖縄県宜野湾市

Domus Ishigaki / 大分県別府市

川島克也・近藤彰宏・中島究・髙木研作（(株)日建設計 設計部門），河野豊（(株)太宏設計事務所）

イクストライド鬼木町オフィス / 熊本県人吉市
沖縄セルラー本社ビル / 沖縄県那覇市

休憩
KYUSHUコミュニティホール

一般建築部門３

所在地
福岡県

休憩
富久千代酒造｜酒蔵改修ギャラリー

一般建築部門１

（北九州市小倉北区室町1-2-11）

開会 （主催者挨拶・選考部会委員紹介）

発表セッション

住宅部門１

○会場： 西日本工業大学小倉キャンパス3階 大講義室

閉会 （選考部会長挨拶）

BOATHOUSE OHORI PARK / 福岡県福岡市
福岡県
福岡市
福岡県
北九州市
沖縄県
宜野湾市
熊本県
人吉市
沖縄県
那覇市

古賀大・近藤崇・市丸貴裕（日本設計 建築設計群），安谷健・高良浩平（国建 建築設計部）

2015年8月29日（土）9:30〜18:00（開場9:00）
本田泰（生活スタイル研究所）

佐賀市
長崎県
諫早市
大分県
大分市

ホルトホール大分 / 大分県大分市

森山悟・山根信太郎・石出一郎・福山泰成（竹中工務店 設計部）

福岡市

佐賀県

諫早市美術・歴史館 / 長崎県諫早市

石川健三・石川保（(株)かみもり設計），李仁敦・小池啓介・山本匠一郎（(株)サードパーティ 一級建築士事務所）

川建康・橋本圭司・石出一郎・髙山一斗・福山泰成・渡邉大輔（竹中工務店 設計部），

大分県

佐賀大学美術館 / 佐賀県佐賀市

鮎川透・杉本泰志・倉掛健寛（(株)環・設計工房），徳田光弘（国立大学法人九州工業大学）

福岡県

別府市

Beneﬁt for you / 大分県別府市

工藤和美(シーラカンスK&H/東洋大学)，堀場弘（シーラカンスK&H/東京都市大学）

成田憲泰・茂木一樹（(株)山下設計 設計監理部）

(一社)日本建築構造技術者協会九州支部

(一社) 日本電設工業協会九州支部

(公社) 大分県建築士会

(一社) 福岡県建築士事務所協会

(一社) 鹿児島県建築士事務所協会

(一社) 福岡県建設業協会

西日本工業大学 小倉キャンパス 大講義室（3階）

(公社) 日本建築積算協会九州支部

(一社) 建築設備技術者協会九州支部

(公社) 福岡県建築士会

北九州市小倉北区室町1-2-11

(一社) 長崎県建築士会

(公社) 熊本県建築士会

(一社) 宮崎県建築士会

(公社) 鹿児島県建築士会

(公社) 沖縄県建築士会

(一社) 長崎県建築士事務所協会

(一社) 熊本県建築士事務所協会

(一社) 大分県建築士事務所協会

(一社) 宮崎県建築士事務所協会

(一社) 沖縄県建築士事務所協会

(一社) 佐賀県建設業協会

(一社) 長崎県建設業協会

(一社) 熊本県建設業協会

(一社) 大分県建設業協会

(一社) 宮崎県建設業協会

(一社) 鹿児島県建設業協会

(一社) 沖縄県建設業協会

(一社) 沖縄県設備設計事務所協会

(一社) 福岡電業協会

(一社) 宮崎県電業協会

9:35

永池雅人・伊地知寛・葉村幹樹・西田修治・佐藤弘・吉川佳江（(株)梓設計）
飛永直樹・田苗稔（(株)佐藤総合計画）
飛永直樹・田苗稔（(株)佐藤総合計画）

http://www3.nishitech.ac.jp/access.html

13 20
093-563-2221

2015 年度 第 9 回「建築九州賞 ( 作品賞 )」第 2 次選考対象作品

大池の住宅
松山将勝
( 株 ) 松山建築設計室

福岡県福岡市

Garden Gallery Hasami
森敬幸

京町の家
田中智之・田中美都

森敬幸一級建築士事務所

熊本大学 /TASS 建築研究所

長崎県波佐見町

Y.Harigane(Techni Staff)

熊本県熊本市

Keiichi Tashima

スタジオバウハウス 井上隆司

日本設計 建築設計群 / 国建 建築設計部

長崎県雲仙市

佐賀県吉野ヶ里町

沖縄県うるま市

セッション２（

ATELIER-ASH

絹巻豊

Y.Harigane(Techni Staff)

大分県別府市

竹中工務店 設計部 / 生活スタイル研究所
Kouji Okamoto(TechniStaff)

福岡県福岡市

Benefit for you
成田憲泰・茂木一樹

( 株 ) 山下設計 設計監理部

富久千代酒造｜酒蔵改修ギャ
ラリー
平瀬有人・平瀬祐子・森部康司

宇城市立豊野小中学校
小泉雅生・牧野朋子
首都大学東京 / 小泉アトリエ /SDA 建築

佐賀大学美術館
永池雅人・伊地知寛・葉村幹樹・
西田修治・佐藤弘・吉川佳江

佐賀大学 /yHa architects/ 昭和女子大学

設計事務所

( 株 ) 梓設計

熊本県宇城市

佐賀県佐賀市

熊本県立熊本かがやきの森支
援学校
川島克也・近藤彰宏・中島究・
髙木研作・河野豊

諫早市美術・歴史館
飛永直樹・田苗稔

佐賀県鹿島市

阿野太一

ｋｔ一級建築士事務所 / 医療法人 千歳会

( 株 ) 佐藤総合計画

( 株 ) 日建設計 /( 株 ) 太宏設計事務所
福岡県久留米市

一級建築士事務所 ROOTE

山﨑健太郎デザインワークショップ

黒住直臣

曽根崎町の住宅
京野宏亮・京野愛

佐賀県佐賀市

軒の教会 ―東八幡キリスト
教会―
手塚貴晴・手塚由比・瀧翠・樋口耕介・
藏田啓嗣・東邦夫・松本永一

B+O design 建築設計事務所

手塚建築研究所 / 東建設
Katsuhisa Kida(FOTOTECA)

福岡県北九州市

）
15:50~16:45

福岡県福岡市

セッション３（

さやのもとクリニック
山﨑健太郎

佐賀県鳥栖市

BOATHOUSE OHORI PARK
川建康・橋本圭司・石出一郎・
髙山一斗・福山泰成・渡邉大輔・
本田泰

大分県別府市

地形に寄り添う家
西井洋介

HIROKI KAWATA

沖縄県那覇市

沖縄県宮古島市

スタジオバウハウス 井上隆司

古民家デイサービス「みんな
の時間」
山隈直人・田中政治・田中弘美

）
13:20~14:15

福岡県福岡市

セッション１（

柳瀬真澄建築設計工房

川澄・小林研二写真事務所

( 株 ) 日比野設計＋幼児の城

一般建築部門

）
10:30~11:25

箱崎の家
柳瀬真澄

熊本県熊本市

はなぞのこどもえん
安藤達郎・日比野拓・真栄城
嘉敦

福岡県太宰府市

福岡県福岡市

Koichi Torimura

( 株 ) 日比野設計＋幼児の城

( 株 ) 日比野設計＋幼児の城

石井紀久

石井紀久

沖縄セルラー本社ビル
古賀大・近藤崇・市丸貴裕・安
谷健・高良浩平

( 株 ) クレールアーキラボ

( 株 ) 山田デザイン研究室

熊本県人吉市

小浜こども園
安藤達郎・日比野拓・門間直樹・
青木貴宏

( 株 ) 北園空間設計 /( 株 ) プレースホーム

Domus Ishigaki
矢田朝士

沖縄県宜野湾市

イクストライド鬼木町オフィス
森山悟・山根信太郎・石出一郎・
福山泰成

長崎県長崎市

第一幼稚園
安藤達郎・日比野拓・鈴木渉太

観世音寺の家
山田浩史

淺川敏

竹中工務店 設計部

海をのぞむ家
畠山武史

柳瀬真澄建築設計工房

( 株 ) かみもり設計 /( 株 ) サードパーティ

( 株 )INTERMEDIA

吉野ヶ里の家
北園徹・山﨑清二

閑小の家
柳瀬真澄

SOLA 沖縄保健医療工学院
石 川 健 三・ 石 川 保・ 李 仁 敦・
小池啓介・山本匠一郎

福田保育園
佐々木慧

スタジオバウハウス 井上隆司

石井紀久

福岡県福岡市

セッション４（ 16:55~17:50
）

石黒守

石井紀久

イクマサトシ (Technistaff)

）
14:25~15:30

イクマサトシ (TechniStaff)

( 株 ) 環・設計工房

セッション３

熊本県熊本市

１級建築士事務所 睦設計

長崎県壱岐市

森のおうち保育園
杉本泰志・柴田陽平

一級建築士事務所

セッション２（

）
9:35~10:20

Laughter Roof
松本隆之

( 有 ) 森 繁・建築研究所

セッション１

福岡県筑紫野市

House F,nagamine
森繁

）
11:35~12:30

セッション１（

設計 + 制作 / 建築巧房

セッション３（

住宅部門

安閑居
高木正三郎・田中隆志

淺川敏

熊本県熊本市

水崎浩志

ホルトホール大分
飛永直樹・田苗稔

KYUSHU コミュニティホール
工藤和美・堀場弘

( 株 ) 佐藤総合計画

シーラカンス K&H / 東洋大学 / 東京都市
大学

淺川敏

福岡県福岡市

九州工業大学 未来型インタ
ラクティブ教育棟
鮎川透・杉本泰志・倉掛健寛・
徳田光弘
(株)環・設計工房/国立大学法人九州工業大学
福岡県北九州市

長崎県諫早市

エスエス九州

大分県大分市

