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第32回村野藤吾賞発表

　第32回村野藤吾賞の選考は去る2019年2月9日（土）、北典夫　内藤廣　藤江和子　安田幸一の各氏と本会代表
の古谷誠章による5名の選考委員により厳正に行なわれ、3月6日開催された村野藤吾記念会委員会において、第32回
村野藤吾賞を下記の通り決定しましたのでお知らせいたします。
　記事としてお取り上げいただけますようお願いいたします。また、報道用写真をご用意しておりますので、ご利用ください。
　

第32回村野藤吾賞
受賞者　三分一博志（さんぶいち・ひろし）

受賞作品　直島ホール

選考委員
古谷誠章、北典夫、内藤廣、藤江和子、安田幸一

　

また、下記の通り、村野藤吾の生誕記念日である2019年5月15日（水）に、村野藤吾記念会主催による授賞式と受賞
記念パーティを開催します。あわせてご取材いただけますようお願いいたします。なお、選考評は選考委員より当日発表
します。

第32回村野藤吾賞公式レセプション（授賞式・受賞記念パーティ）
日時　2019年5月15日（水） 18:00より（17:30開場）

会場　国際文化会館
〒106‐0032 東京都港区六本木5‐11‐16 tel. 03‐3470‐4611

問合せ
村野藤吾記念会

〒162‐0802 東京都新宿区改代町42 金森ビル302 tel. 03‐6280‐7497（金森ビル302共用）

info@muranotogoprize.com
担当／大森
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第32回村野藤吾賞、受賞者、受賞作品紹介

直島ホール
所在地｜香川県直島郡直島町
竣工｜2015年
設計｜三分一博志建築設計事務所
施工｜鹿島建設

三分一 博志 （さんぶいち・ひろし） 建築家

1968年生まれ。東京理科大学理工学部建築学科卒業。現在、デンマー
ク王立芸術アカデミー教授（非常勤）。
主な受賞歴に、The Daylight Award（デンマーク、2018）、日本建
築学会賞（2011、2017）、日本建築大賞（2011）、BCS賞（2012、
2017）、吉岡賞（2001）
代 表 作に、おりづるタワー（ 広 島 ）、 宮 島 弥

み せ ん

山 展 望 台（ 広 島 ）、
Cisternerne Pavillion「The Water」（デンマーク）、犬島精錬所美
術館（岡山）、自然体感展望台六甲枝垂れ（兵庫）、Running Green 
Project（山口）。
近年の豪雨災害をきっかけに地域拠点としての井戸を整備していく「井戸
端プロジェクト」が進行中。

直島ホールについて
自然空調を前提とした「ホール」と「集会所」、「庭園」からなる災害拠点

を兼ねた町民施設。敷地は瀬戸内海に浮かぶ直島の東岸、本
ほんむら

村地区に
ある。

本村集落の各民家は夏の風を室内へと導くために南北にふたつの庭と続
き間を配していることが、設計者による2年半の調査からわかった。建物
や井戸の配置、街路、集落のつくりそのものが、設計者のいう「動く素材」
すなわち風・水・太陽を通じて直島固有の姿形を現代に伝えていた。こ
の風・水・太陽の集落の造りをいかに次の世代へ伝えるかが大きなテー
マとなっている。
「ホール」の大屋根は総檜葺きの入

い り も や

母屋形状で、直島の風向に即した風
穴が開いている。地下を通して冷やされた外気は、滑らかな漆喰塗りの天
井に沿って緩やかに上昇し、南北に抜ける入母屋部分の風穴から南風に
誘引されて排出される。バドミントンなど微風の中での活動にも対応してい
る。四国や瀬戸内に多くみられる農村舞台の形式を継承した舞台は、香
川県指定有形・無形民俗文化財の直島女文楽の練習場や、町の伝統的
な祭りなどのイベントにも幅広く利用されている。
「集会所」の大屋根は総檜の寄

よせむね

棟形状で、二重の水平ルーバーとトップ
ライトで構成され、空気は緩やかに通し、大屋根の下の4棟の建物を雨や
強い日射から護っている。中央には井戸が掘られ、建物の天井内には地
下水が循環し、夏場に室内を涼しく保っている。近年忘れられていた井戸
水の新たな利用の試みと、災害時のインフラとしての価値の再生でもある。
「庭園」の、紅葉や枝垂れ桜のステージ、水に浮かぶ桟敷は、ホールと

一体となって茶会や花見、観劇の場として多目的に利用されている。建物
の廻りは苔の盛り土で覆われ、その保水力によって室内を夏の暑さと冬の
寒さから守りながら、災害時の高潮にも対応している。

直島ホールは、地域の伝統を継承しつつ、文化芸術、スポーツなどさま
ざまな町民活動と、現代アートの聖地を目指して世界から訪れる観光客と
町民の交流の拠点となっている。

撮影：小川重雄

撮影：小川重雄

撮影：小川重雄

報道用写真の貸し出しについて
この頁の写真を受賞発表記事への使用に限り貸し出します。E-mail にてご
連絡下さい。
使用に当たっては必ず撮影者を明記してください。
使用後はデータを破棄していただけますようお願いいたします。
info@muranotogoprize.com
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第321回村野藤吾賞選考経過

　第32回村野藤吾賞選考委員会は、2019年2月9日、建築家会館大会議室において、北典夫、内藤廣、藤江和子、
安田幸一の4氏と、当会代表の古谷誠章を加えたの5人の選考委員全員の出席をもって開催された。
選考委員には予め推薦作品の資料を送付し、任意に現地審査を依頼した。

第32回村野藤吾賞には、村野藤吾記念会会員により以下の16人とその作品が推薦された。（推薦者、掲載誌等はHP参照）

 1 齊藤裕 水庭の家
 2 堀部安嗣 堀部安嗣
 3 大野秀敏 K‐TOWN
 4 前田紀貞 ENISHI RESORT VILLA
 5 石原健也 守山市立森山中学校
 6 新関謙一郎 『NIIZEKI STUDIO建築設計図集』に見られる一連の作品
 7 小堀哲夫 NICCA INNOVATION CENTER
 8 手塚貴晴 富岡商工会議所会館
 9 篠﨑淳 上越市立水族博物館 うみがたり
 10 三分一博志 直島ホール
 11 原田真宏 道の駅ましこ
 12 岩﨑宏 DISC（DESCENTE INNOVATION STUDIO COMPLEX）
 13 乾久美子 釜石市立唐丹小学校・釜石市立唐丹中学校・釜石市唐丹児童館
 14 手島浩之 みんなの交流館 ならはCANvas
 15 森下修 クサツココリバ（草津川跡地公園商業施設）
 16 手嶋保 三秋ホール

（番号は開封順整理番号。順不同。）

整理番号順にすべての作品について、それぞれ各委員が見解を述べ、意見を交換した。
その中で議論が集中したのは、以下の4作品であった。

 1 齊藤裕 水庭の家
 8 手塚貴晴 富岡商工会議所会館
 10 三分一博志 直島ホール
 13 乾久美子 釜石市立唐

と う に

丹小学校・釜石市立唐丹中学校・釜石市唐丹児童館

議論が尽くされたところで、ひとり2票の投票を行ったところ、三分一博志さんの直島ホールが4票を得、他の3作品は
各2票であった。
4票を集めた直島ホールに対して各委員が改めて見解を述べた上で、全員一致で、直島ホールを設計した三分一博志さ
んに第32回村野藤吾賞を贈ることを決定した。
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村野藤吾賞
　村野藤吾賞は日本現代建築に多大な功績を残した建築家・村野藤吾を記念し、建築界に感銘を与えた建築作品を
設計した建築家を毎年ひとり選んで与える賞で、1987年に創設されました。
　この賞を維持、運営することにより、建築界を担う次世代の育成を目的とした村野藤吾記念会が主催します。
　選考対象は、村野藤吾記念会会員および選考委員が推薦した作品で、選考は、村野藤吾記念会が選定する5名の
選考委員が行います。
　毎年5月15日、村野藤吾の生誕記念日に授賞式を行います。受賞者には、村野藤吾と同じく芸術院会員で文化勲章
を受章した彫刻家、圓鍔勝三（えんつば・かつぞう、1905 ‐ 2003）による村野藤吾の横顔を刻んだ銀製のメダルが送
られます。

村野藤吾記念会
　村野藤吾記念会は、村野藤吾賞を維持、運営することにより、建築界を担う次世代の育成を目的とした任意団体です。
村野藤吾賞の趣旨とその継続に賛同し、基金へ醵金いただいた方 を々会員とし、会員の互選により選出された委員、お
よび委員会により選出された代表によって運営されています。
　現在の代表は、建築家の古谷誠章が務めます。
　現在の会員数は、個人会員352名、法人会員103社です。
　会の運営を行う委員会の構成は下記です。
──
代表 古谷誠章
顧問 谷口吉生
監査役 近藤正一　馬場璋造
委員 尾崎勝　可児才介　亀井忠夫　賀持剛一　隈研吾　栗生明　小林照雄　佐野吉彦　高宮真介
 田中隆吉　内藤徹男　波多野伸美　日置滋　松隈洋　松葉一清　村松映一　安田幸一　山本敏夫
 大森晃彦（事務局）

村野藤吾賞について



歴代の村野藤吾賞受賞者、受賞対象作品、選考委員一覧

回数（年度） 選考委員 受賞者 受賞作品

第1回（1987） 菊竹清訓　清家清　高橋 一　槇文彦　柳澤孝彦 原広司 ヤマトインターナショナル

第2回（1988） 池田武邦　池原義郎　浦辺鎮太郎　大高正人　香山壽夫 阪田誠造 東京サレジオ学園

第3回（1989） 竹山実　中島隆　林昌二　原広司　穂積信夫 伊東豊雄 サッポロビール北海道工場

第4回（1990） 出江寛　阪田誠造　清家清　谷口吉生　山本俊介 木島安史 熊本県立東稜高等学校

第5回（1991） 伊東豊雄　内田祥哉　篠原一男　長谷川堯　舟橋巌 坂本一成 コモンシティ星田

第6回（1992） 梅崎正彦　近江栄　岡田新一　宮本忠長　山下和正 永田祐三 ホテル川久

第7回（1993） 太田隆信　坂本一成　櫻井清　鈴木博之　槇文彦 谷口吉生 丸亀市猪熊弦一郎現代美術館

第8回（1994） 佐々木群　永田祐三　林雅子　福士勝夫　松葉一清 香山壽夫 彩の国さいたま芸術劇場

第9回（1995） 内井昭蔵　谷口吉生　内藤徹男　三宅理一　森田重人 竹原義二 鴻
と ん の す

ノ巣の家

第10回（1996） 香山壽夫　近藤正一　佐野幸夫　高橋志保彦　戸尾任宏 早川邦彦 パーク・コート杉並前

第11回（1997） 池原義郎　東孝光　伊東豊雄　高橋 一　藤森照信 槇文彦 風の丘葬祭場

第12回（1998） 池原義郎　早川邦彦　村松映一　柳澤孝彦　葉祥栄 田窪恭治 サン・ヴィゴールド・ミュー礼拝堂の再生（林
檎の礼拝堂）

第13回（1999） 池原義郎　出江寛　小倉善明　北川原温　古田敏雄 内藤廣 牧野富太郎記念館

第14回（2000） 池原義郎　楜沢成明　竹原義二　長谷川逸子　藤縄正俊 隈研吾 馬頭町広重美術館

第15回（2001） 池原義郎　狩野忠正　内藤廣　中園正樹　六角鬼丈 安田侃 アルテピアッツァ美唄

第16回（2002） 池原義郎　隈研吾　佐野吉彦　山本理顕　横沢国夫 安田幸一 ポーラ美術館

第17回（2003） 池原義郎　大野秀敏　岡本宏　鈴木恂　細田雅春 高橋 一 群馬県立館林美術館

第18回（2004） 池原義郎　石井和紘　菅原道雄　成瀬嘉一　安田幸一 鈴木了二 金刀比羅宮

第19回（2005） 池原義郎　岡本賢　高橋 一　山本敏夫　若林広幸 栗生明 国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館

第20回（2006） 池原義郎　可児才介　鈴木了二　高宮真介　團紀彦 菅順二 竹中工務店新社屋

第21回（2007） 池原義郎　今川憲英　岸和郎　栗生明　横山孝治 北川原温 中村キース・ヘリング美術館

第22回（2008） 池原義郎　菅順二　妹島和世　富永譲　六鹿正治 入江正之 実験装置/masia2008

第23回（2009） 池原義郎　遠藤秀平　北川原温　八木幸二　割田正雄 伊丹潤 二つの手の美術館と、水、風、石の美術館

第24回（2010） 谷口吉生　入江正之　岡部憲明　岡本慶一　千葉学 仙田満 国際教養大学図書館棟

第25回（2011） 谷口吉生　仙田満　高橋晶子　古谷誠章　村上徹 西沢立衛 豊島美術館

第26回（2012） 谷口吉生　芦原太郎　新谷眞人　尾崎勝　西沢立衛 小嶋一浩＋
赤松佳珠子 宇土市立宇土小学校

第27回（2013） 谷口吉生　亀井忠夫　木下庸子　小嶋一浩　松隈洋 千葉学 工学院大学125周年記念総合教育棟

第28回（2014） 谷口吉生　赤坂喜顕　乾久美子　小林照雄　千葉学 妹島和世 犬島「家プロジェクト」

第29回（2015） 古谷誠章　妹島和世　日置滋　古市徹雄　トム・ヘネガン 新居千秋 新潟市秋葉区文化会館

第30回（2016） 古谷誠章　新居千秋　篠原聡子　田中隆吉　三井所清典 伊東豊雄 台中国家歌劇院

第31回（2017） 古谷誠章　赤松佳珠子　伊東豊雄　河野晴彦　横河健 平田晃久 太田市美術館・図書館

第32回（2018） 古谷誠章　北典夫、内藤廣、藤江和子、安田幸一 三分一博志 直島ホール


