
AACA賞
受賞者紹介のつどい
第2回  10月27日（火）

JAPAN ASSOCIATION OF ARTISTS CRAFTSMEN AND ARCHITECTS

AACA賞は建築家、美術家、工芸家、デザイナー達が連携協力し、

芸術性豊かな環境と景観を実現させた個人·グループまたは団体を

1年に1回表彰する賞です。昨年で既に29回を数えます。

AACA賞1点、芦原義信賞(新人賞) 1点、それに次ぐ優れた作品には

優秀賞、奨励賞、美術工芸賞が贈られます。

今までは、AACAの設立記念会で表彰されたあと

簡単な作品紹介はありましたが、受賞者についての紹介はあまりありませんでした。

そこで、受賞者の皆さんにお集まり頂き、受賞作品だけではなく、

これまでの作品や活動など幅広く作者のことをご自身から紹介して頂く

「つどい」の機会を設け会員の皆さんと交流をして頂きたいと思います。

9名の受賞者を2回に分けて開催します。

第2回は、芦原義信賞、優秀賞、奨励賞、美術工芸賞の受賞者を紹介します。



「淡路島の住宅」

1976 愛媛県生まれ
1999 東京大学建築学科卒業
2001 東京大学大学院修了
2001～06 伊東豊雄建築設計事務所
2007～ SUEP.
2009～11 横浜国立大学大学院Y-GSA設計助手
2011～ SUEP.代表取締役
2012～ 東京大学、横浜国立大学、東京理科大学にて非常勤講師
2020～ 九州大学大学院准教授

末光 弘和
すえみつ ひろかず

1974 福岡県生まれ
1997 広島大学工学部第四類(建設系)卒業
1997～2003 佐藤総合計画
2003～ SUEP.
2010 広島大学非常勤講師｠
2011～ SUEP.代表取締役
2012～ 武蔵野大学非常勤講師｠
2019～ 昭和女子大学非常勤講師

末光 陽子
すえみつ ようこ

1987 カナダトロント生まれ
2011 横浜国立大学工学部建設学科建築学コース卒業
2014 横浜国立大学大学院Y-GSA修了
2014～ SUEP.
2018～ SUEP.パートナー

田中 建蔵
たなか けんぞう

AACA芦原義信賞

「La・La・Grande GINZA」
AACA奨励賞

中藤 泰昭
なかふじ やすあき

1970 東京都生まれ
1993 早稲田大学理工学部建築学科卒業
1995 早稲田大学院建設工学修了後、大成建設入社
現在、同社建築設計第一部 設計室長

「日本橋旧テーラー堀屋改修」
AACA奨励賞

「早稲田大学37号館 早稲田アリーナ」
AACA優秀賞

水越 英一郎
みずこし えいいちろう

1970 千葉県生まれ
1993 早稲田大学理工学部建築学科卒業
1995 早稲田大学大学院修士課程修了
1995 山下設計
現在、山下設計 ジェネラルアーキテクト

篠﨑 亮平
しのざき りょうへい

1977 埼玉県生まれ
2000 早稲田大学理工学部建築学科卒業
2002 早稲田大学大学院修士課程修了
2002 山下設計
現在、山下設計 デザインラボ 副室長

宮崎 俊亮
みやざき しゅんすけ

1979 東京都生まれ
2002 早稲田大学理工学部建築学科卒業
2004 早稲田大学大学院修士課程修了
2004 清水建設
現在、清水建設 設計本部 教育・文化施設設計部　設計長

吉村 純一
よしむら じゅんいち

1956 島根県生まれ
1980 千葉大学園芸学部園芸学科卒業
1980 鈴木昌道造園研究所入所
1990 PLACEMEDIA設立
2008 多摩美術大学美術学部環境デザイン学科教授

三井 嶺
みつい れい

1983 愛知県生まれ
2006 東京大学工学部建築学科卒業
2008 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻修士課程修了
2008～2015 坂茂建築設計
2015 三井嶺建築設計事務所代表

「i liv （アイリブ）」
AACA美術工芸賞

大谷 弘明
おおたに ひろあき

1962 大阪生まれ
1986 東京藝術大学美術学部建築科卒業
1986 日建設計入社
現在、日建設計 常務執行役員 設計部門 チーフデザインオフィサー

上原 徹
うえはら とおる

1960 大阪生まれ
1986 早稲田大学大学院理工学研究科修了
1986 日建設計入社
現在、日建設計 クライアント・リレーション＆ソリューション部門 ダイレクター

大藤 淳哉
おおふじ じゅんや

1967 東京生まれ
1991 東京工業大学工学部建築学科卒業
2002 日建設計入社
現在、日建設計 設計部門 アソシエイト アーキテクト

府中 拓也
ふちゅう たくや

1982 東京生まれ
2008 東京工業大学大学院理工学研究科建築学専攻修了
2008 日建設計入社
現在、日建設計 エンジニアリング部門（監理グループ） スーパーバイザー

定員・会費

参加費用：aaca会員 1,500円 / 一般 2,000円 / 学生 無料
会場参加：定員 20名（先着順）

日時

17：30～ 受付 ／ 18：00～19：30 受賞者プレゼンテーション
2020年10月27日（火）

参加費用：aaca会員 1,500円 / 一般 1,500円 / 学生 1,500円
オンライン参加

（一社）日本建築美術工芸協会のホームページより「Peatix」のサイ
トへお申し込み下さい。（http://www.aacajp.com/schedule/lecture/）
参加費の振り込みが確認された方には、当日用のZoomWebinarの
URLとログインパスワードおよびYoutubeのURLをメールにてお知ら
せします。（Youtubeへのアクセスは登録メールアドレスからのみとなります。）
WEBで同時配信しますので、オンライン参加の皆さんは指定の
URLから同時刻にアクセスをお願いします。申込者には後日録画を
Youtubeにて配信します。当日参加できない方も申し込みの上ご利
用ください。

・

・

主催 （一社）日本建築美術工芸協会
事務局 TEL 03-3457-7998  FAX 03-3457-1598
E-mail : info@aacajp.com

※当日ご参加される方は、受付前に是非ショールームをご見学下さい。

場所　サンゲツ 品川ショールーム
住所　〒108-0075  東京都港区港南2-16-4 
　　　　　　　　  品川グランドセントラルタワー4Ｆ
TEL　0570-055-134

会場案内
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