■

JIA 北海道支部学生卒業設計コンクール 2022 応募要項

■

日本建築家協会（JIA）北海道支部では、建築教育の集大成として特別な位置づけにある卒業設計を、社会で
広く活躍している審査員が公開の場で審査することにより、学生時代の心に残る記念の機会とし、今後の社
会における一層の活躍を期待して卒業設計コンクールを開催いたします。学校や地域の枠を超えた深い学び
の場として、多くの学生の参加を期待します。尚、本年度の応募要項は以下のとおりです。

■

応募資格

令和４（2022） 年 3 月卒業予定の大学,短大,専門学校の卒業予定の学生。大学推薦及び、学生個人でのエ
ントリーも可とする。尚、出展作品は 2021 年度に製作された卒業設計作品とし、複数学生による共同設計の
作品の応募も可能とする。また、支部コンクール当日に審査会へ出品・出席（共同製作の場合は代表者のみ
でも可）が可能なこと。

■ 支部コンクール概要
日程

2022 年 3 月 14 日（月）

搬入 14 日 8：30 集合 審査会・講評会 14 日 10：00〜16：30
搬出 14 日審査終了後随時
※詳しくはタイムスケジュール予定（別紙 資料１）を参照してください
会場 北海道芸術デザイン専門学校
（札幌市北区北 24 条西 8 丁目 1-12）
選考 JIA 北海道支部会員による選考委員数名により、３〜４作品を選考。
※本年度は感染対策を行い、例年通り対面での審査を予定していますが、プレゼンテーション時に
オンラインでの参加も可能なように対応を行います。また、感染防止のため緊急事態宣言の発令
などの場合、オンライン審査とする可能性があります。

受賞者には JIA 北海道支部総会（５月）に於いて賞状の授与を行います。また、選考作品の内 3 作品を「JIA
全国学生卒業設計コンクール 2022」へ推薦致します。推薦にあたり、全国コンクール（2022 年 6 月末）への
模型、図面の出品及び参加が可能なことを条件とさせていただきます。
全国コンクールへの推薦作品には、参加旅費の助成（50,000 円）又は記念品の贈呈を予定しています。
当コンクールに応募された方の氏名・作品名・大学名は卒業設計コンクール 2022（全国版）作品集に掲載致
します。

■ JIA 全国卒業設計コンクール 2021 作品集 の販売について
昨年（2021 年）の全国コンクール作品集を販売しています。JIA 北海道支部事務局にお問合せ頂くか、
JIA 本部ホームページより申込が可能です。
（１，０００円／冊）
JIA 本部 全国学生卒業設計コンクール http://www.jia.or.jp/event/aword/gakusei/

■応募登録・参加・搬入

当コンクールへの応募登録は下記の要領で行なって下さい。

（１） 応募登録

2022 年 2 月 21 日（月）必着

登録期間内に下記登録フォームから応募登録を行ってください。または、
下記の支部ホームページより、応募登録用紙をダウンロードし北海道支部事務局へ送付してください。
送付は E メール、FAX、又は郵送が可能です。メールの件名は「卒業設計登録」として下さい。
登録フォーム

https://forms.gle/dt5j3cuE4KCKysrE6

北海道支部 HP

http://www.jia-hok.org

FAX 送付先 （有）エヌディースタジオ 011-799-1045

※本年度は対面での審査を行う予定ですが、オンラインでの参加を希望される場合は、
連絡欄にその旨を記載してください。 応募登録者には 2 月 22 日以降メールにて連絡を行います。
（数日中連絡がない場合は問い合わせください）

（２） 作品概要送付

2022 年 3 月 3 日（木）必着

（別紙

資料２を参照してください）

審査会に使用する以下の作品概要を事前に送付して下さい。
・ 作品概要（A3 版１枚 PDF カラー）
〜審査時の手元資料とします。作品タイトル、氏名を右上隅に記載してください。
・ 作品画像データ（JPEC 形式 フル HD 画質相当（1920×1080 ピクセル程度） 10 枚以内）
〜審査会の説明資料として壁面投影します。

（３） 応募作品

及び

模型

2022 年 3 月 14 日（月）審査会当日搬入 8：30 集合

応募作品はＡ１版３枚に図面をパネル化しまとめて下さい
模型サイズに制限は有りませんが、展示が困難な場合搬入をお断りする場合があります。

＜JIA 北海道支部 事務局＞ ※2 月 15 日以降は事務所移転のため、下記は変更になります。
〒060-0061

札幌市中央区南１条西８丁目 14-3

TEL 011-261-7708
WEB アドレス

＜お問合せ＞

FAX

011-251-4866

札幌第２スカイビル５階

E-mail : shibu_hok@jia-hok.org

http://www.jia-hok.org

内容又は、詳細に付きまして不明な点があれば、下記までお問合せください。

JIA 北海道
有限会社
E-mail

卒業設計コンクール
エヌディースタジオ

nsj@ndstudio.org

担当
中舘誠治

又は

携帯

090-2874-5741

資料１

■タイムスケジュール

予定

2022 年 3 月 14 日（月）

8：15 コンクール運営委員集合（JIA） 受付準備
8：30 出展者集合（受付後随時作品搬入）
、受付開始（〜9:50）
9：50 開会式
10：00 公開審査開始
作品説明（各審査委員が全作品の内容把握のため各作品を巡回します）
12：00 休憩（１時間程度 進行状況により変更になる場合があります）
13：00 作品説明再開
14：30 第一次審査
※提出していただいた画像データによりプレゼンテーションを行う予定です
15：20 第二次審査
16：00 第三次審査
16：30 受賞者発表

審査終了後随時撤収作業（17：30 終了予定）

このタイムスケジュールは現在時点の予定です。変更になる場合は各出展者にメールにて連絡するほか、
JIA 北海道支部 HP にて公表いたします。

資料２

作品概要、画像データ提出要領
本年度の JIA 北海道⽀部学⽣卒業設計コンクールは対⾯での審査を予定しています。提出物は
審査時のプレゼンテーションの際、壁⾯投影して利⽤します。
（状況によりオンライン審査となった場合には、下記提出物を審査対象といたします）
■作品概要シート
A３横使い（カラー） PDF データにて提出
（ファイル名は 00-名前 としてください）
（例 00-建築太郎）
作品の概要（コンセプト等）が記載された「プレゼンシート」になります。A３横向にカラープ
リントし、審査委員の⼿元資料として審査中に随時利⽤いたします。PDF にて提出いただきま
すが、カラーコピー機にて印刷して利⽤しますので、適度な解像度にて作成してください。
シート右上に作品名、⽒名を記載してください。

参照イメージ（2020 年全国コンクール出品作品

「不図-図⾯に載らない線を引く」

渡邉

憲成さん/北海学園⼤学

A３縦使いや、画像データでの提出などフォーマットが異なる提出があった場合、実⾏委員側で
適宜加⼯等を⾏う場合があります。その際に出⼒データの不都合等があってもご了解ください。
尚、受領データを実⾏委員にて画像化し第⼀次審査時の作品説明スライドの１ページ⽬として
利⽤いたします。
（参照イメージは⽩⿊ですが、カラーで出⼒しますのでご注意ください）

■作品画像データ
作品画像データ（1920x1080 ピクセル程度 10 枚まで JPEG データにて提出 カラー）
ファイル名は順番がわかる様に 01 から連番とする（01-名前… 10-名前）
（例：01-建築太郎）
第⼀次審査の際、作品説明に利⽤いたします。画像データをパワーポイントのスライドとして加
⼯して利⽤しますので、順番がわかる様にファイル名を連番としてください。画像解像度は
1920x1080 ピクセル（1080p 相当）程度とします。
（モニター・プロジェクター表⽰のため横づかいとしてください）

ファイル名
01-名前
02.
.
.
10-名前

画像サイズや解像度など、異なるフォーマットにて提出された場合、実⾏委員側で適宜調整を⾏
います。その際の画像荒れなどに関してはご了承ください。

以上２点を、ZIP 圧縮ファイル（各 OS 標準）にてまとめて、メール等にて送付してください。
尚、⼤容量データ送付サービスを利⽤される場合は、週末を挟むとリンクが期限切れとなり、ダ
ウンロードができない場合があります。送付期間の⻑いサービスを利⽤するか、メールを分割し
て送付してください。
（送付期間７⽇のデータ転送サービス FIRESTORAGE など）

ＪＩＡ 北海道支部 学生卒業設計コンクール 2022

応募者登録用紙
（手書きの場合は大きくはっきりご記入下さい）
WEB での登録フォームは https://forms.gle/dt5j3cuE4KCKysrE6

応募作品名
難解なものはふりがなを記入

フリガナ
応募者氏名
連絡先住所

〒

郵便物が届くように詳しく書いて下さい

携帯電話番号
（又は自宅電話）
Ｅ－ｍａｉｌ
（添付書類が確認できるもの）

学校名
学部学科名
同・所在地
研究室名
（担当教授名）

その他連絡欄

記載された個人情報は、JIA 北海道支部卒業設計コンクール審査に使用致します。

Email : shibu_hok@jia-hok.org
ＦＡＸ : 011-799-1045 （有限会社エヌディースタジオ）
（2022 年 2 月 21 日必着）

送信先 JIA 北海道事務局
又は

