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「Under 35 Architects exhibition 35 歳以下の若手建築家による建築の展覧会 2016」は、開催 7 年目となる今秋に大阪駅前・うめきたシップホールにて開催します。昨年末よ
り若手建築家を対象として、これからの活躍を期待される 35 歳以下の出展候補者を、全国から公募で募り、日本を代表するひと世代上の建築家の中から本年は、建築家・五十嵐
淳氏による厳正な審査を経て、出展若手建築家による展覧会を開催します。また、優秀な展示作品を審査・選出し、Under 35 Architects exhibition 2016 Gold Medal 賞 を
授与しま す。本展は、これからの活躍が期待される若手建築家に発表の機会を与え、日本の建築の可能性を提示し、建築の今と未来を知る最高の舞台となるでしょう。

it is always the young ones, who changes the era

時代を変えるのは、いつだって「若手」だ。

《中野の集合住宅》2015
川嶋洋平 

《石の祈念堂》2014 
小引寛也+石川典貴 

《hanai》2015
酒井亮憲 

《Space structure》2015
竹鼻良文 

《野菜畑の倉庫》2015
前嶋章太郎 

《Asakusa》2015 
松本光索 

［展覧会］会場

［ 17日間 ］ 期間中無休 ※ 各日19:30最終入場2016年10月14日（金）～ 10月30日（日）12:00～20:00
グランフロント大阪 うめきたシップ 2F うめきたシップホール 〒530-0011 大阪市北区大深町4-1

大阪駅・中央北口前　うめきたシップホール

201635歳以下の若手建築家による建築の展覧会
川嶋洋平（川嶋洋平建築設計）　小引寛也+石川典貴（小石川建築／小石川土木）　酒井亮憲（studio[42]）
竹鼻良文（TAKEHANAKE design studio）　前嶋章太郎（前嶋章太郎建築設計事務所）　松本光索



ギャラリー・トーク
10.16（日）-22（土）　出展若手建築家によるギャラリー・トーク
10.23（日）-28（金）　関西を代表するA40建築家のゲスト・トーク

RELATED EVENTS  │

会期中、関連する建築団体や企業によるコンペティションやワークショップ、
出展者や関西で活躍する建築家によるレクチャーを開催します。
ふるってご参加ください。事前予約制、各回定員30 名。

● 展覧会入場料が必要です（￥1,000）　
● 要事前申込み　http://u35.aaf.ac/ または【U35】で検索
※ 定員になり次第、申込みを締切ります。予めご了承ください。
※ 講演内容、時間、および講演者は変更になる場合があります。最新情報はウェブサイトよりご確認ください。

 関連イベント（展覧会会場内）

ギャラリー・イベント
10.16（日）-28（金）　本展に関連する企業・団体による開催
12:30開場-13:00開演-17:00終了　｜  開催時間は日により変更

http://u35.aaf.ac/

it is always the young ones, who changes the era

時代を変えるのは、いつだって「若手」だ。
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12:00-20:00
開幕
（展覧会開催初日）

15:30-19:30
記念シンポジウムⅠ
ゲスト建築家
五十嵐淳×石上純也
×平田晃久 ×平沼孝啓
×藤本壮介
meets U-35出展者

13:00-17:00
LIVING&DESIGN
「木材を使った家具の
デザインコンペ2016」
発表会

18:30-19:30
ギャラリー・トーク
小引寛也+石川典貴
（出展若手建築家）

13:00-17:00
大阪府地域産材活用フォーラム

「U-12 未来の建築家はだれだ？」 

ワークショップ

18:30-19:30
ギャラリー・トーク
松本光索
（出展若手建築家）

13:00-17:00
パナソニック
「デジタルチョーク
アート体験会」
ワークショップ

18:30-19:30
ギャラリー・トーク
酒井亮憲
（出展若手建築家）

13:00-17:00
丹青社
「次世代を担うのは、私たち!
空間デザイナーの未来のカタチ」
トークセッション+ワークショップ

17:30-19:30
U-25 建築フォーラム
25歳以下 (限定 )講評会
 ( 出席の登壇者募集 )

13:00-17:00
TMO
「グランフロント大阪」
トークセッション

18:30-19:30
ギャラリー・トーク
前嶋章太郎
（出展若手建築家）

13:00-17:00
高島屋
「歴史かるた」
インタラクション

18:30-19:30
ギャラリー・トーク
川嶋洋平
（出展若手建築家）

15:00-17:00
在阪建築四団体
「ARCHITECTURE CITY」
カンファレンス

18:30-19:30
ギャラリー・トーク
竹鼻良文
（出展若手建築家）

13:00-17:00
日本建築協会U-35委員会
「設計者のしごと」
-U35 世代の
担当プロジェクトより-

18:30-19:30
イブニング・レクチャー
島田陽（建築家）

13:00-15:00
大阪市＋関西電力
「エネルギー・シティ大阪」
パネルディスカッション

18:30-19:30
イブニング・レクチャー
香川貴範（建築家）

13:00-17:00
BIM LABO
「今日はビム日」
セミナー

18:30-19:30
イブニング・レクチャー
前田茂樹（建築家）

13:00-17:00
積水ハウス
「住環境未来計画」
ワークショップ

18:30-19:30
イブニング・レクチャー
木村吉成（建築家）

13:00-15:30
ナレッジキャピタル
「知的創造・交流の場」
トーク＆ツアー

18:30-19:30
イブニング・レクチャー
前田圭介（建築家）

13:00-17:00
シェルター
「インターナショナル
学生設計協議 2016」
一次審査生中継

18:30-19:30
イブニング・レクチャー
家成俊勝（建築家）

15:30-19:30
記念シンポジウムⅡ
ゲスト建築家 
伊東豊雄　
meets U-35出展者

12:00-20:00
最終日
（展覧会開催終了日）

月10

13:00-17:00
AGC 旭硝子
「世界はガラスで変えられる」

セミナー

13:00-17:00
AGC 旭硝子
「世界はガラスで変えられる」

セミナー

KIDS

U-35出展若手建築家

U-35出展若手建築家

2016年10月15日（土） 15:30-19:30
（14:00 開場　15:30 第一部開演　17:20 第二部開演　19:30 終了）

2016年10月29日（土） 15:30-19:30
（14:00 開場　15:30 第一部開演　18:00 第二部開演　19:30 終了）

日本を代表し全国で活躍する、出展者のひと世代上の建築家を一同に招き、これからの日本の建築のあり方を探ります。

第一部では、出展者のプレゼンテーションに加えて、ゲスト建築家による処女作を紹介。 
第二部では、ゲスト建築家 × U-35 出展者によるディスカッションと、AWARDの審議・表彰を行います。

第一部では、 伊東豊雄氏による近作のレクチャーと出展者によるプレゼンテーション。 
第二部では、 五十嵐太郎氏進行による、　伊東豊雄氏 × U-35 出展者のディスカッションを行います。

平沼孝啓（ひらぬま こうき） 建築家
1971年 大阪生まれ。ロンドンのAA スクールで建築
を学び、99年 平沼孝啓建築研究所設立。主な受賞に
イノベイティブ・アーキテクチュア国際建築賞（イタリ
ア）など。14年ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展。

（ひらた あきひさ） 

五十嵐淳 （いがらし じゅん） 建築家
1970 年北海道生まれ。97 年 五十嵐淳建築設計事務
所設立。著書・「五十嵐淳 / 状態の表示」(2010年、彰
国社)・「五十嵐淳/状態の構築」(11年TOTO出版)。
主な受賞・吉岡賞、JIA新人賞、北海道建築賞など。

倉方俊輔 （くらかた しゅんすけ） 建築史家
1971年東京都生まれ。大阪市立大学准教授。
主な著書に『大阪建築みる・あるく・かたる』
『吉阪隆正とル・コルビュジエ』『伊東忠太建築資
料集』など。ADAN機関誌『建築設計』編集長。

倉方俊輔

五十嵐太郎

五十嵐淳 × 石上純也 × 平田晃久 × 平沼孝啓 × 藤本壮介

1941 年生まれ。東京大学工学部建築学科卒業。近作に、「台湾大学社
会科学部棟」、「みんなの森 ぎふメディアコスモス」など。現在、「台中国
立歌劇院」（台湾）などが進行中。日本建築学会賞作品賞、ヴェネチア・
ビエンナーレ金獅子賞、プリツカー建築賞など受賞。2011年に私塾「伊
東建築塾」を設立。児童対象の建築スクールや、地方の島のまちづくり
など、これからのまちや建築を考える場として様々な活動を行っている。

Under 35 Architects exhibition　35歳以下の若手建築家による建築の展覧会

伊東豊雄
世界を代表する日本人建築家・伊東豊雄氏を招き、これからの建築を考えていく方法と手がかりを探ります。

1967 年パリ（フランス）生まれ。92 年東京大学
大学院修士課程修了。博士（工学）。東北大学
教授。あいちトリエンナーレ 2013 芸術監督。
芸術選奨新人賞を受賞。

松本光索川嶋洋平 前嶋章太郎小引寛也 酒井亮憲 竹鼻良文石川典貴

伊東豊雄氏によりこれから世界での活躍が期待できる若手建築家を出展者より1 名選出し、Toyo Ito Prize（伊東賞） が贈られます。

出展者の作品発表とゲスト建築家による審査により、Under 35 Architects exhibition 2016 Gold Medal が 1 点贈られます。

タワーB

タワーC

タワーA

グランフロント大阪
北館4階

ナレッジシアター

インターコンチネンタル
ホテル大阪

うめきた広場
うめきたシップ2階
うめきたシップホール

シンポジウム会場

関連イベント会場

381名（事前申込制・座席は当日先着順）シンポジウム各回定員

（各回）￥1,000

大阪駅・グランフロント大阪 北館4階
〒530-0011  大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪北館4階

シンポジウム会場（交通）のご案内

ナレッジシアター
ナレッジキャピタル

展覧会会場の運営サポーターを募集しています。
詳しくは、ウェブサイトをご覧ください。【 U-35 で 検索 】

展覧会
会場運営
サポーター
募集

※ JR「大阪駅」中央口より徒歩3分
地下鉄御堂筋線「梅田駅」 より徒歩3分

香川貴範 （かがわ たかのり）
SPACESPACE 代表

前田茂樹（まえだ しげき） 
ジオ-グラフィック・デザイン・ラボ 主宰

前田圭介（まえだ けいすけ） 
UID 主宰

島田陽（しまだ よう） 
タトアーキテクツ 主宰

家成俊勝 （いえなり としかつ）
dot architects 共同主宰
「ますます何をしているのか分から
ない最近の仕事について」

「ホームを拠点としたインターロー
カルな活動」

「フレームワークス」 「日常と連続した場のデザイン」

木村吉成（きむら よしなり） 
木村松本建築設計事務所 代表

「近作について」

「misinterpretation」

※お申し込み後、参加証をメールでお送りします。当日ご持参ください。
※定員を大きく超えた場合、中継試聴となる場合があります。お早目にお越しください。
※当日参加も可能ですが、混雑具合により入場をお断りする場合がございます。
　14:00より先着順にて整理券を発行します。

35歳以下の若手建築家による建築の展覧会35歳以下の若手建築家による建築の展覧会


