
2010年度支部共通事業

第51回全国大学・高専卒業設計展示会

Aコース
開催地 日時 会場
室蘭 5月12日（水）～14日（金）10:00～17:00 室蘭工業大学大学会館多目的ホール（北海道室蘭市水元町27-1）

旭川 5月20日（木）～24日（月）9:00～17:00 東海大学芸術工学部1号館1階玄関ホール、2階第1製図室
（北海道旭川市神居町忠和224番地）

札幌 6月3日（木）～6日（日）9:00～18:00 北海道大学工学部共用実験棟建築都市スタジオ2F（北海道札幌市北区北13条西8丁目）

佐賀 6月23日（水）～26日（土）10:00～17:00 佐賀大学理工学部1号館地域連携デザイン工房（佐賀県佐賀市本庄町1番地）

岐阜 7月1日（木）～3日（土）10:00～17:00 岐阜市立女子短期大学生活デザイン学科4階製図室（3-407）、
4階エレベーターホール（岐阜県岐阜市一日市場北町1番7号）

高知 7月14日（水）～16日（金）11:00～17:00 高知工科大学教育研究棟B棟5階B501（高知県香美市土佐山田町宮ノ口185）

宇都宮 7月21日（水）～23日（金）9:00～16:30 宇都宮大学工学部建設棟3階製図室（栃木県宇都宮市陽東7-1-2）

新潟 8月3日（火）～6日（金）10:00～17:00 新潟大学工学部建設学科建築学コース5階製図室
（新潟県新潟市西区五十嵐2の町8050）

徳島 8月24日（火）～27日（金）10:00～16:00 四国大学交流プラザ3階キャンパスギャラリー（徳島県徳島市寺島本町西2-35-8）

富山 9月9日（木）～11日（土）9:00～17:00（11日は15:00まで） 富山大学五福キャンパス（富山県富山市五福3190番地）

広島 9月23日（木）～25日（土）10:00～17:00 広島工業大学三号館2階製図室（広島県広島市佐伯区三宅2-1-1）

八戸 10月9日（土）～10日（日）9:00～17:00（10日は16:00まで） 八戸工業大学建築工学専門棟A209設計室（青森県八戸市大字妙字大開88番地1号）

大分 10月15日（金）～17日（日）10:00～17:00 日本文理大学3号館331（大分県大分市一木1727）

石川 10月27日（水）～11月1日（月）9:00～22:00（土日は17:00まで） 金沢工業大学ライブラリーセンター（LC）1階展示室
（石川県石川郡野々市町扇ヶ丘7-1）

釧路 11月17日（水）～19日（金）10:00～17:00 釧路工業高等専門学校建築製図室（北海道釧路市大楽毛西2-32-1）

山形 11月29日（月）～12月4日（土）9:00～17:00 東北芸術工科大学デザイン工学実習棟A2階ギャラリー（山形県山形市上桜田3-4-5）

福井 12月16日（木）～19日（日）9:00～17:00 福井県立美術館第3展示室（福井県福井市文京3-16-1）

松山 2011年2月15日（火）～20日（日）10:00～17:00 愛媛県立美術館南館（愛媛県松山市堀之内）

Bコース
開催地 日時 会場
米子 5月13日（木）～17日（月）10:00～17:00 米子工業高等専門学校建築学科製図室（鳥取県米子市彦名町4448）

大阪 6月2日（水）～5日（土）10:00～17:00 大阪市立住まいのミュージアム（大阪くらしの今昔館）企画展示室
（大阪府大阪市北区天神橋6-4-20 大阪市立住まい情報センター8階）

三重 6月11日（金）～13日（日）9:00～17:00（13日は16:00まで） 三重大学講堂（三翠ホール）小ホール・ホワイエ（三重県津市栗真屋町1577番地）

長崎 6月24日（木）～27日（日）12:00～19:00 石丸文行堂6階イベントホール（長崎県長崎市浜町8-32）

熊本 7月7日（水）～9日（金）9:00～17:00 熊本大学工学部百周年記念館（熊本県熊本市黒髪2-39-1）

鹿児島 7月17日（土）～19日（月）9:00～17:00（17日は12:00から） 鹿児島県歴史資料センター黎明館第1展示室（鹿児島県鹿児島市城山町7-2）

仙台 7月27日（火）～30日（金）9:00～17:00 東北大学工学部人間環境系研究棟2階製図室（宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-06）

足利 8月7日（土）～8日（日）10:00～16:00 足利工業大学8号館第2製図室（栃木県足利市大前町268-1）

福岡 8月23日（月）～26日（木）9:00～17:00 福岡大学工学部5号館4階541製図室（福岡県福岡市城南区七隈8-19-1）

東京 9月6日（月）～8日（水）10:00～17:00 東京電機大学未来科学部建築学科御茶ノ水アネックス5階製図室
（東京都千代田区神田小川町2-12 進興ビル5階）

宇部 9月19日（日）～21日（火）10:00～17:00 山口大学工学部感性デザイン工学科本館2階製図室（山口県宇部市常盤台2-16-1）

郡山 9月28日（火）～29日（水）10:00～17:00 日本大学工学部62号館3階大講義室（福島県郡山市田村町徳定字中河原1）

沖縄 10月12日（火）～14日（木）10:00～17:00 琉球大学工学部環境建設工学科製図室（沖縄県西原町千原1）

由利本荘 10月21日（木）～24日（日）10:00～16:30（24日は15:00まで） 秋田県立大学本荘キャンパス（秋田県由利本荘市土谷字海老ノ口84-4）

前橋 10月29日（金）～31日（日）10:00～18:00（31日は16:00まで） 前橋工科大学4号館411,412製図室（群馬県前橋市上佐鳥町460-1）

名古屋 11月16日（火）～21日（日）10:00～17:00 名古屋都市センター11階企画展示スペース（愛知県名古屋市中区金山町1-1-1）

長野 12月1日（水）～3日（金）10:00～17:00 信州大学建築学科棟3階製図室（長野県長野市若里4-17-1）

神戸 12月11日（土）～17日（金）9:00～18:00（12日は休館） 神戸芸術工科大学ギャラリーセレンディップ（兵庫県神戸市西区学園西町8-1-1）

東京 2011年3月3日（木）～5日（土）10:00～17:00（5日は15:00まで）建築会館・建築博物館ギャラリー（東京都港区芝5-26-20）



展示作品一覧

No.	 学校名［学部		学科］	 作品名	 氏名

1	 東海大学［芸術工学部		建築・環境デザイン学科］	 SIDE	STEP	～札幌大通公園に面したパブリックスペースの提案～	 鈴木貴也
2	 道都大学［美術学部		建築学科］	 ４R	―RESCUE	REUNITE	REHABILITATE	REHOME―	 間谷荘子
3	 北海学園大学［工学部		建築学科］	 ともに紡ぐもの	 堀内敬太
4	 北海道大学［工学部		環境社会工学科		建築都市コース］	 淵底	 永島健児
5	 北海道工業大学［工学部		建築学科］	 ささやきをひろう	 町田賢俊
6	 札幌市立大学［デザイン学部		デザイン学科］	 経験を生み出す装置としての建築　繰り返しと時 	々 篠原麻那美
7	 室蘭工業大学［工学部		建設システム工学科］	 揺らぐ境界	 新岡朋也
8	 秋田県立大学［システム科学技術学部		建築環境システム学科］	 CONNECT	―まち・ひと・ものをつなぐ駅―	 稲嶋朋美
9	 東北大学［工学部		建築・社会環境工学科］	 斜面寄相／写面基層	 山日康平
10	 東北芸術工科大学［デザイン工学部		建築・環境デザイン学科］	 終わりを受け入れる都市	 佐藤香織　矢口麻智
11	 東北工業大学［工学部		建築学科］	 劇場街	―アーティストと創る街―	 齋藤育江
12	 東北文化学園大学［科学技術学部		人間環境デザイン学科］	 ひとつなぎの丘	 橋田貴彦
13	 日本大学［工学部		建築学科］	 いきる階段	―バッテリー型プラン団地の再生―	 永井	亮
14	 八戸工業大学［工学部		建築工学科］	 八鶴再生計画	―街へのかおり―	 石鉢幸子
15	 宮城大学［事業構想学部		デザイン情報学科］	 「共同」と「個」の視点による地区活性	―犬卒都婆地区への提案―	 佐藤成美
16	 宮城学院女子大学［学芸学部		生活文化学科］	 シックハウス患者のためのエコビレッジ
	 	 ―シックハウス患者と宮城県民が共生を育むための泉ヶ岳自然公園再生案―	 小野寺亜希
17	 足利工業大学［工学部		建築学科］	 成長・緑と共に繋げ　未来へ	～人の心を動かし……未来へつなげる芸術的建築～	 坂本安史
18	 宇都宮大学［工学部		建設学科］	 だんだん	～人でつなぐ棚田再生への道～	 堀内絵美
19	 神奈川大学［工学部		建築学科］	 大家族化	～新たなる保育園の探求～	 加藤隼輝
20	 関東学院大学［工学部		建築学科］	 HEALTHY	STRATUM　―	層を成す高齢者ケア施設	 安部絵理香
21	 共立女子大学［家政学部		建築・デザイン学科　建築コース］	 めぐる	～循環でつながるマチ～	 茂木朋恵
22	 慶應義塾大学［環境情報学部	］	 農交	 武藤奈穂
23	 慶應義塾大学［理工学部		システムデザイン工学科］	 ねじれたルーバーの狭小住宅	―旗竿地の斜線分割による提案―	 喜田健資
24	 工学院大学［工学部		建築学科］	 イッショウ此処で生きてきます	 中山恵理
25	 工学院大学［工学部		建築都市デザイン学科］	 天使のおくりもの	 加藤	学
26	 国士舘大学［工学部		建築デザイン学科］	 都心ダム	 池田翔太
27	 芝浦工業大学［工学部		建築学科］	 Hyper	market	～劇場型市場～	 宮地	洋
28	 芝浦工業大学［工学部		建築工学科］	 小さな世界の大きな風景	 横井丈晃
29	 芝浦工業大学［システム理工学部		環境システム学科］	 向き合う都市	 榎本俊輔
30	 女子美術大学［芸術学部		デザイン学科］	 香る街　摂田屋	―地域の再発見・自己の再発見―	 後藤友香
31	 昭和女子大学［生活科学部		環境デザイン学科］	 地下×光	 矢口陽子
32	 多摩美術大学［美術学部		環境デザイン学科］	 BOTAYAMA　―COAL	MINE	MUSEUM	 金	美花
33	 千葉大学［工学部		建築学科］	 TOKYO　STYLE	 海野遥香
34	 千葉大学［工学部		都市環境システム学科］	 ねんりんのいえ	―学童保育併設型高齢者福祉施設の提案―	 竹内	恵
35	 千葉工業大学［工学部		建築都市環境学科］	 AGAIN	APARTHEID	 須関温子
36	 千葉工業大学［工学部		デザイン科学科］	 活動領域の間	―３つの行動場面を誘発する認知症グループホームの提案	 小俣祐樹
37	 筑波大学［芸術専門学群		デザイン学科］	 urban	farmland	―大きな屋根は畑をまとう―	 柴田	岳
38	 筑波大学［理工学群		社会工学類］	 地域とつながる学校	 風間善光
39	 東海大学［工学部		建築学科］	 下丸子補強体	～アーバンインフラとしての町工場ミュージアムロード～	 八木優介
40	 東京大学［工学部		建築学科］	 re-Grounding　世界を巡る、パフォーミング、アーツ拠点計画	 鈴木岳彦
41	 東京大学［工学部		都市工学科］	 散学連繋	～みちの学校、学校のまち～	 宮本真栄
42	 東京家政学院大学［家政学部		住居学科］	 ぼくらは、夢をみた。	 中山智花子
43	 東京藝術大学［美術学部		建築科］	 花を待ちながら	 津布久	遊
44	 東京工業大学［工学部		建築学科］	 水面を架ける	 塚本晃子
45	 東京工芸大学［工学部		建築学科］	 成長　その先に繋がるもの	 山口由美子
46	 東京電機大学［工学部		建築学科］	 そこにある姿	―長崎斜面都市再生計画―	 中村	創
47	 東京電機大学［情報環境学部		情報環境学科］	 アートシークエンス	 安藤	司
48	 首都大学東京［都市環境学部		建築都市学科］	 縦横無尽に	～ずっと思い出に残る場所～	 平岡祐樹
49	 東京理科大学［工学部		第一部建築学科］	 ひらいた、「奥」	―格子状街区再構築―	 佐々木潤一
50	 東京理科大学［工学部		第二部建築学科］	 木の葉の記憶	 藏田啓嗣
51	 東京理科大学［理工学部		建築学科］	 2070	 向井優佳
52	 東洋大学［工学部		建築学科］	 無意識の中の意識の設計	 塩	大地
53	 日本大学［芸術学部		デザイン学科］	 耕作的建築	―Agricultural	Architecture―	Architecture	for	grape	farmers		 内田真仁
54	 日本大学［生産工学部		建築工学科］	 難民都市	―500人のシェアハウス―	 大沼慈佳
55	 日本大学［理工学部		海洋建築工学科］	 寄り添う関係	 細矢祥太
56	 日本大学［理工学部		建築学科］	 中野マニア	 池上晃司
57	 日本大学［理工学部		社会交通工学科］	 広島オリンピックシンボル計画	―国家危機管理機能を備えた湾岸構想―	 大古	剛
58	 日本工業大学［工学部		建築学科］	 かわのこみち　後ろからの生活	 涌井	領
59	 日本女子大学［家政学部		住居学科］	 都市と地域の狭間で　駒場から見る 地域に求める集合住宅	 青柳有依
60	 文化女子大学［造形学部		住環境学科］	 No	Brand	Street	―国際通りの活性化計画―	 剱持麻理子



No.	 学校名［学部		学科］	 作品名	 氏名

61	 法政大学［工学部		建築学科］	 TOCHINO-TANI	―祖母の山に工房を作る―	 渡部麻衣
62	 前橋工科大学［工学部		建築学科］	 日常への回帰	 大下良美
63	 東京都市大学［工学部		建築学科］	 glaze	 荘司麻人
64	 武蔵野大学［環境学部		環境学科住環境専攻］	 傾斜地ノ上ノ日常	 石戸弘子
65	 武蔵野美術大学［造形学部		建築学科］	 茨城県石岡市上青柳地区における屋外展示	 福田天太　山下高広
66	 明治大学［理工学部		建築学科］	 Elastic	museum	―都市の空白地に描く色―	 松井夏樹
67	 明星大学［理工学部		建築学科］	 Show	Plant	 田中	隼
68	 ものつくり大学［技能工芸学部		建設技能工芸学科］	 水・緑・文化　みんなの自然体験施設	 西島洋直
69	 早稲田大学［理工学部		建築学科］	 隅田川貨物駅の先の風景	 斎藤信吾　平田裕信　平野遼介
70	 横浜国立大学［工学部		建設学科　建築学コース］	 ガジュマル　マーケット	 二宮佑介
71	 愛知工業大学［工学部		都市環境学科　建築環境学専攻］	 大須のヒト・コト・マチ　OSU	People	Situation	Downtown	 志水はる菜
72	 愛知工業大学［工学部		都市環境学科　建築学専攻］	 架ける想い	―はたらくひとの夢とたのしみを求めて―	 山本翔一朗
73	 愛知産業大学［造形学部		建築学科］	 水面に映える浮遊都市	～乙川の生活景を演出する都市デザイン提案～	 林	拓雅
74	 愛知産業大学［通信教育部造形学部		建築学科］	 Disaster	Defence	Base	災害防衛基地	―災害対応型小学校―	 髙井真弓
75	 愛知淑徳大学［現代社会学部		現代社会学科　都市環境デザインコース］	熱田の魚市場	―若き世代への鼓動―	 河村文音
76	 岐阜女子大学［家政学部		生活科学科　住居学専攻］	 魂柱	―人と自然を仲介する芸術空間―	 多賀惇子
77	 椙山女学園大学［生活科学部		生活環境デザイン学科］	 Trip	Box	～環境循環型建築の可能性を求めて～	 水野麻里奈
78	 大同大学［工学部		建築学科］	 イオンのかたち	 池谷	翔
79	 中部大学［工学部		建築学科］	 始原の演劇空間への回帰	～会所と小劇場の出会いがつくる2030年の名古屋～	 船橋明日香
80	 豊橋技術科学大学［工学部		建設工学系］	 海との記憶	―過去・現在・未来―	 中條	恵
81	 名古屋大学［工学部		社会環境工学科］	 とろける美術館	 廣瀬友香
82	 名古屋工業大学［工学部		建築・デザイン工学科］	 マリオネットの家	 鈴木淳平
83	 名古屋女子大学［家政学部		生活環境学科］	 ウェディングのこれからの姿	～人生最高の思い出はこの場所で～	 加藤	舞　若山美樹
84	 名古屋市立大学［芸術工学部		都市環境デザイン学科］	 都市境界segment	 大平忠之
85	 名古屋造形大学［造形学部		造形学科　建築デザインコース］	 Media	Forest　Design	of	Media	Center	 石川次郎
86	 三重大学［工学部		建築学科］	 研ぎ澄まされた心	～いのちを思う斎場～	 宮司典弘
87	 名城大学［理工学部		建築学科］	 温室通りでつながる家	 杉浦陵子
88	 名城大学［理工学部		環境創造学科］	 The	third	place	―地域の自律性向上を目指したサブ・コンパクトシティの提案―	 奥田良太
89	 金沢工業大学［環境・建築学部		建築学科・建築都市デザイン学科］	 VOID空間による視覚体験	 齋藤	翔
90	 信州大学［工学部		社会開発工学科］	 立ち上がる町家	 内堀佑紀
91	 長岡造形大学［造形学部		環境デザイン学科］	 郷知開華	～町が町であるために～	 長谷川原平
92	 新潟大学［工学部		建設学科］	 マチを紡ぐ	―大学と地域の結節点となる複合施設の提案―	 東城	葵
93	 新潟工科大学［工学部		建築学科］	 共鳴する鼓動	～収束と起点～	 関本竜二
94	 福井大学［工学部		建築建設工学科］	 CO-	―Cooperative	Officeの提案―	 塩入香名
95	 福井工業大学［工学部		建設工学科］	 志壁	―神経回路が奏でる四住唱―	 土山隆史
96	 大阪大学［工学部		環境・エネルギー工学科］	 マチのタネ	 徳原俊樹
97	 大阪大学［工学部		地球総合工学科］	 屋根裏は大きな図書室	―蔵書を共有する集合住宅―	 中安智子
98	 大阪芸術大学［芸術学部		建築学科］	 oblique　曖昧と連続をめぐる黙劇　Dubai	Core	of	Arts	and	Technology	 小林亮介
99	 大阪工業大学［工学部		建築学科］	 記憶の解体	―変化する東京タワー博物館―	 村木貴仁
100	 大阪工業大学［工学部		空間デザイン学科］	 中崎　Inner	Village	 上田哲史
101	 大阪産業大学［工学部		環境デザイン学科］	 KAKOMU	―開かれた裁判所をめざして―	 池之内	香
102	 大阪市立大学［工学部		建築学科］	 地形と建築の間	 堀野	彩
103	 大阪市立大学［生活科学部		居住環境学科］	 風景の蓄積	―大阪市立大学旧図書館建物の保存再生計画―	 佐藤千翔　蓑毛あゆみ
104	 大手前大学［社会文化学部		人間環境学科］	 職人集住	 清田大輔
105	 関西大学［環境都市工学部		建築学科］	 たまで幼保園	―まちのよはく・こどものよはく―	 新開由梨
106	 畿央大学［健康科学部		人間環境デザイン学科］	 OSAKA	Central	Park	 廣岡	学
107	 京都大学［工学部		建築学科］	 SEVEN'S	HEAVEN	～創作家七人のための集住体～	 中園幸佑
108	 京都工芸繊維大学［工芸科学部		造形工学科］	 その先にあるもの	 吉岡あずさ
109	 京都工芸繊維大学［工芸科学部		造形工学課程］	 meets	 宇山優香
110	 京都女子大学［家政学部		生活造形学科］	 Variant	 山田育美
111	 京都精華大学［デザイン学部		建築学科］	 Sustainability	by	Time	 鈴木博貴
112	 京都造形芸術大学［芸術学部		環境デザイン学科］	 織り成す美術館	 矢野杏奈
113	 京都府立大学［人間環境学部		環境デザイン学科］	 時間の建築	 宮岡良衣
114	 近畿大学［理工学部		建築学科　デザインコース］	 EDEN	豊かな余暇生活	 清水広志
115	 神戸大学［工学部		建築学科　建築系建築学コース］	 終わりではなく、はじまりの場所に	―葬送空間と廃棄物問題にみる非日常空間の在り方―	池田雅彦
116	 神戸大学［工学部		建築学科］	 HiStructure	―漁業ツーリズムによる漁村振興計画―	 髙木祐子
117	 神戸芸術工科大学［デザイン学部		環境・建築デザイン学科］	 停泊する都市	 上谷佳之
118	 滋賀県立大学［環境科学部		環境建築デザイン学科］	 笑顔の家　Watch	with	me	 奥藤道郎
119	 滋賀県立大学［人間文化学部		生活デザイン学科］	 おはなしの森	 近藤茉莉
120	 摂南大学［工学部		建築学科］	 街の記憶	～住宅密集地の更新と継承～	 南	弘和
121	 奈良女子大学［生活環境学部		住環境学科］	 Sakura	×	Platform	 越智	梓



No.	 学校名［学部		学科］	 作品名	 氏名

122	 兵庫県立大学［環境人間学部		環境人間学科］	 街路がイエの輪郭を規定し、イエの輪郭で街路が再構築され、
	 	 その街路でイエの内部が決定される	 永岡英里子
123	 武庫川女子大学［生活環境学部		建築学科］	 ツナギ、トメル。	 井上貴恵
124	 武庫川女子大学［生活環境学部		生活環境学科］	 UMEDA	FOREST
	 	 	―大阪北ヤード再開発地区隣接地における新たな複合施設の提案―	 萩森陽子　橋本佳代
125	 平安女学院大学［生活環境学部		生活環境デザイン学科］	 しろきたこみち	～阪急高槻市駅前のリノベーション～	 衣笠愛子
126	 立命館大学［理工学部		建築都市デザイン学科］	 時の帰念館	 矢野展寛
127	 和歌山大学［システム工学部		環境システム学科］	 都会の動きと田舎の風景	 竹内悠人
128	 岡山県立大学［デザイン学部		デザイン工学科］	 Media	Art	Square	 宮川智日子
129	 川崎医療福祉大学［医療福祉マネジメント学部		医療福祉デザイン学科］	 no	limit	―出産・育児に関連する機関を集約した総合施設の提案―	 幡山仁美
130	 近畿大学［工学部		建築学科］	 発見する建築	～カタチと隙間が生む集合住宅～	 高橋翔太朗
131	 鳥取環境大学［環境情報学部		建築・環境デザイン学科］	 時の駅	―廃墟建築に新たな光を―	 中村未來
132	 広島大学［工学部		第四類］	 地域拠点施設としての複合学校計画	 新原昇三
133	 広島工業大学［環境学部		環境デザイン学科］	 intertwine	agritecture	―建築化された農園が創出する風景―	 坂本大輔
134	 広島工業大学［工学部		建築工学科］	 戸建て集住体	～都市郊外型団地の再生～	 平岡翔太
135	 広島国際大学［社会環境科学部		建築創造学科］	 つながる命	 松山友里亜
136	 広島国際大学［社会環境科学部		住環境デザイン学科］	 スマイノカタチ	 三浦さゆり
137	 広島女学院大学［生活科学部		生活デザイン・情報学科］	 stay	過ぎるまちから過ごすまちへ	 森山晴香
138	 福山大学［工学部		建築・建設学科］	 沈黙の光	 長野裕司
139	 美作大学［生活科学部		福祉環境デザイン学科］	 結	―鞆からともへ―	 兼田日香里
140	 山口大学［工学部		感性デザイン工学科］	 灰色に染まる街	 菊地晃平
141	 高知工科大学［工学部		社会システム工学科］	 マチとカワの隙間　界隈性をもたらす新しい建築形態の提案	 川島	卓
142	 大分大学［工学部		福祉環境工学科］	 6,829,360,438	sorrows	 井	健二
143	 鹿児島大学［工学部		建築学科］	 ありえたかもしれない都市	 東	佑二郎
144	 活水女子大学［健康生活学部		生活デザイン学科］	 up	to	date	“Nagasaki	Urban	Renewal	2010”	 東	真矢
145	 北九州市立大学［国際環境工学部		環境空間デザイン学科］	 イメージの広場	 穴井健一
146	 九州大学［芸術工学部		環境設計学科］	 纏う	 渡部	舞
147	 九州大学［工学部		建築学科］	 MELT	―Renovation	of	the	site	line―	 山本	直
148	 九州産業大学［工学部		建築学科］	 おんがえし	～高齢者が主役になれる町～	 前畑匡史
149	 東海大学［産業工学部		建築学科］	 Cube×36	～熊本市役所計画案～	 宮本寛士
150	 熊本大学［工学部		建築学科］	 chuan	le	Xin	 唐沢文茜
151	 佐賀大学［理工学部		都市工学科］	 境界面の攪乱	～大学と地域が同居する400mのすき間～	 猪股香織
152	 崇城大学［工学部		建築学科］	 ツタシティ	―駐車場に住む―	 三好千種
153	 第一工業大学［工学部		建築デザイン学科］	 宅老所「型」地域ケアネットワーク	―高齢者の気持ちに寄り添ったケア実現の為に―	 原田ゆりか
154	 長崎総合科学大学［工学部		建築学科］	 Urban	Dwelling	Ball	Project	 古城龍児
155	 西日本工業大学［デザイン学部		建築学科］	 啐啄の機	～椎茸のホダキを応用した循環型建築の提案～	 首藤徹郎
156	 日本文理大学［工学部		建築デザイン学科］	 meeting	activity	 浅井宗人
157	 福岡大学［工学部		建築学科］	 表層から空間へ	 村上毅晃
158	 琉球大学［工学部		環境建設工学科］	 LAYERED	FOREST	 仲宗根明裕
159	 職業能力開発総合大学校［建築システム工学科］	 Sophisticated	Farm	 吉川さつき
160	 職業能力開発総合大学校東京校［建築系		建築施工システム技術学科］	 垂直動物園　動物育の場	 安齋寿雄
161	 秋田公立美術工芸短期大学［産業デザイン学科］	 高光教会	 安田	香
162	 共立女子短期大学［生活科学科］	 音楽と人がつながる住まいの設計とCADによる表現	 北村美都穂
163	 筑波技術大学［産業技術学部		総合デザイン学科］	 くるりむら	―こども・高齢者・障害者・地域の人が共に過ごす場―	 笹川菜摘
164	 日本大学短期大学部［建設学科］	 Sanya	Concert	―地域と育むこどもの居場所―	 澤田瑛那
165	 三重短期大学［生活科学科］	 町家の良さ、発見　伊賀町家再生計画	 相楽みなき
166	 大手前短期大学［ライフデザイン総合学科］	 路地裏コミュニティー	～人と人と文化を感じる通りづくり～	 若松美里
167	 梅花女子大学［現代人間学部		生活環境学科］	 梅花共同生活棟　～緑の中のかくれんぼ～	 三浦貴美栄
168	 九州女子大学［家政学部		人間生活学科］	 地域の核　JR	九州工大前駅建設計画案	 吉元佳織
169	 釧路工業高等専門学校［建築学科］	 そこに適える：杜の城	 後藤祐貴
170	 小山工業高等専門学校［建築学科］	 Collective	town	―食を共有する暮らしの提案―	 安喰真葵
171	 岐阜工業高等専門学校［建築学科］	 home	&	homeless	 岩田卓也
172	 豊田工業高等専門学校［建築学科］	 演芸都市	 伊藤祐紀
173	 石川工業高等専門学校［建築学科］	 ENGAWA；BY	THE	RIVER	 新谷佑磨
174	 福井工業高等専門学校［環境都市工学科］	 RURBUN	AREAの “住” に対する１つの解	 土嶋雄介
175	 明石工業高等専門学校［建築学科］	 Edible	Facade	―郊外の路地空間―	 梶並直貴
176	 呉工業高等専門学校［建築学科］	 ECO	VEHICLE	LAND	 坂本拓実
177	 徳山工業高等専門学校［土木建築工学科］	 大津島戦争遺産保存活用計画	
	 	 ～子どもと地域と戦争遺産の融合を目指して～	 木村未希　西山翔太朗
178	 米子工業高等専門学校［建築学科］	 人の姿の見える街	 伊田翔一
179	 都城工業高等専門学校［建築学科］	 情報の交わる丘　Hill	for	information	 本門幸介
180	 熊本高等専門学校［土木建築工学科］	 あふれだす、映画まち	 ステュワート	小百合	オリビア


