
2013年度支部共通事業 「第54回全国大学・高専卒業設計展示会」

日程
支部 開催地 期日 時間 会場
北海道 室蘭 5月15日（水）～ 5月17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23日（木）～ 5月27日（月）
最終日は16:30まで

9:00～ 17:00 東海大学芸術工学部1号館第1製図室
（北海道旭川市神居町忠和224番地）

札幌 8月30日（金）～ 9月1日（日）
最終日は15:00まで

9:00～ 17:00 北海道大学工学部共用実験棟建築都市スタジオ
（北海道札幌市北区北13条西8丁目）

釧路 11月11日（月）～ 11月14日（木） 9:00～ 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）
東　北 山形 5月20日（月）～ 5月24日（金） 10:00～ 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）

仙台 6月18日（火）～ 6月23日（日） 10:00～ 17:00 東北工業大学八木山キャンパス5号館6階T.I.Tギャラリー
（仙台市太白区八木山香澄町35-1）

由利本荘 7月13日（土）～ 7月16日（火）
最終日は15:00まで

10:00～ 16:30 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）

郡山 9月25日（水）～ 9月26日（木） 9:00～ 18:00 日本大学工学部62号館3階大講堂（福島県郡山市田村町徳定字中河原1）

八戸 10月12日（土）～ 10月13日（日） 9:00～ 16:00 八戸工業大学建築工学専門棟A209製図室（青森県八戸市大字妙字大開88-1）
関　東 宇都宮 7月24日（水）～ 7月26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）

前橋 8月9日（金）～ 8月11日（日）
最終日は15:00まで

10:30～ 18:00 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）

東京 9月3日（火）～ 9月5日（木）
最終日は16:00まで

10:00～ 17:00 東京電機大学千住キャンパス1号館6階建築学科製図室
（東京都足立区千住旭町5）

足利 10月12日（土）～ 10月14日（月） 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）
東　海 三重 6月6日（木）～ 6月8日（土）

最終日は16:00まで
9:00～ 17:00 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）

岐阜 6月28日（金）～ 7月1日（月） 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（3-411）
（岐阜県岐阜市一日市場北町1番7号）

名古屋 11月7日（木）～ 11月9日（土）
最終日は20:00まで

10:00～ 17:00 名古屋大学ES総合館ESホール・ES会議室・エントランス
（愛知県名古屋市千種区不老町）

北　陸 長野 6月12日（水）～ 6月14日（金）
最終日は15:00まで

10:00～ 17:00 信州大学工学部建築学科棟3階製図室
（長野県長野市若里4-17-1）

新潟 7月30日（火）～ 8月1日（木） 10:00～ 17:00 新潟大学工学部建設学科E棟5階製図室（新潟県新潟市西区五十嵐2の街8050）

富山 8月6日（火）～ 8月12日（月） 9:00～ 17:00 富山大学高岡キャンパス（富山県高岡市二上町180）

石川 10月22日（火）～ 10月25日（金） 9:00～ 22:00 金沢工業大学ライブラリーセンター 1階展示室（石川県野々市市扇が丘7-1）

福井 12月10日（火）～ 12月14日（土） 9:00～ 17:00 福井工業大学FUTタワー（福井県福井市学園3-6-1）
近　畿 大阪 7月3日（水）～ 7月7日（日） 10:00～ 17:00 大阪くらしの今昔館（大阪府大阪市北区天神橋6-4-20）

神戸 12月3日（火）～ 12月8日（日） 10:00～ 17:00 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）
中　国 広島 9月19日（木）～ 9月21日（土） 10:00～ 17:00 広島工業大学3号館3階303製図室（広島県広島市佐伯区三宅2-1-1）

宇部 9月27日（金）～ 9月29日（日）
最終日は17:00まで

9:00～ 18:00 山口大学工学部感性デザイン工学科製図室
（山口県宇部市常盤台2-16-1）

米子 10月4日（金）～ 10月7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）
四　国 高知 7月17日（水）～ 7月19日（金） 11:00～ 16:30 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の口185）

徳島 8月27日（火）～ 8月30日（金）
最終日は15:00まで

10:00～ 16:00 徳島文理大学7号館1階学生ラウンジ
（徳島県徳島市山城町西浜傍示180）

松山 2月12日（水）～ 2月16日（日）
最終日は15:00まで

9:40～ 18:00 愛媛県美術館南館県民ギャラリー
（愛媛県松山市堀之内）

九　州 鹿児島 5月31日（金）～ 6月2日（日）
最終日は17:00まで

9:00～ 18:00 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）

長崎 6月20日（木）～ 6月23日（日）
最終日は17:00まで

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）

佐賀 7月9日（火）～ 7月12日（金） 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）

福岡 7月29日（月）～ 8月1日（木） 10:00～ 16:00 九州産業大学工学部8号館7階建築製図室（福岡市東区松香台2-3-1）

熊本 10月23日（水）～ 10月25日（金）
最終日は16:00まで

9:00～ 17:00 熊本大学工学部百周年記念館
（熊本県熊本市中央区黒髪2-39-1）

大分 11月3日（日）～ 11月4日（月）
最終日は15:00まで

10:00～ 17:00 大分大学（旦野原キャンパス）工学部福祉環境工学科棟2階製図室
（大分県大分市旦野原700）

沖縄 11月19日（火）～ 11月21日（木） 10:00～ 17:00 琉球大学工学部環境建設工学科建築コース製図室（沖縄県西原町千原1）

会期が2月18日（火）～ 2月23日（日）
より変更となりました。



1 道都大学［美術学部　建築学科］ The NEURON　～宮古市の血脈維持～ 吉田享民
2 北海学園大学［工学部　建築学科］ Scale of Snow 荘司大幾
3 北海道大学［工学部　環境社会工学科建築都市コース］ まち、くべる、かま 前田孝輔
4 北海道工業大学［空間創造学部　建築学科］ 日常で描くキャンバス　～風土を享受する農業住宅～ 高田圭太
5 東海大学［芸術工学部　建築・環境デザイン学科］ 山と湖と空と　富士山世界遺産センター 長坂恵里
6 札幌市立大学［デザイン学部　空間デザインコース］ 湯の境界　―札幌市定山渓温泉地区再生計画として― 小野島新
7 室蘭工業大学［工学部　建築社会基盤系学科］ 交錯する図書館　―静かで賑やかな場所― 阿久津翼
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］ 狼煙アガル 石井三保子
9 東北大学［工学部　建築・社会環境工学科］ 500haの建築 坂本達彦
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］ 見えない都市の更新 小笠原一穂
11 東北工業大学［工学部　建築学科］ From station to warehouse

　  地方都市における、駅を拠点とした文化的都市の構想 斎藤駿
12 東北工業大学［ライフデザイン学部　安全安心生活デザイン学科］ 郷土再耕の住まい　―山元町A地区における防災集団移転地域の生活環境デザイン― 杉田佳寿子
13 日本大学［工学部　建築学科］ 檀山山頂　―過去から未来への風景の保存― 中井奨太
14 八戸工業大学［工学部　建築工学科］ デッキでつなぐ　～八戸市小中野における津波避難ビル～ 山口裕史
15 宮城大学［事業構想学部　デザイン情報学科　空間デザインコース］ 人と時をつなぐ家　―故郷を想うこと― 工藤茂樹
16 宮城学院女子大学［学芸学部　生活文化デザイン学科］ 半熟　―私と向き合う私― 倉澤理紗
17 郡山女子大学［家政学部　人間生活学科建築デザインコース］ 今を生きる　―光の寺― 松本蘭世
18 足利工業大学［建築学科］ キミとボクとの境界線　―自然と友に生きる― 石塚裕基
19 宇都宮大学［工学部　建設学科建築学コース］ 海と歩む 金和幸
20 神奈川大学［工学部　建築学科］ 市場劇場　北九州市旦過市場の再構築計画 稲毛まゆ美
21 関東学院大学［工学部　建築学科］ 希望としての建築　～崖の突端に生きた画家の家～ 渡辺光
22 共立女子大学［家政学部　建築・デザイン学科］ たゆたふ　―神田河岸再生計画― 安田彩乃
23 慶應義塾大学［環境情報学部］ 永安里的変化　―消えゆく集合住宅と生活感― 商堉穎
24 工学院大学［工学部　建築学科］ 新宿西口保育園 青山稔
25 工学院大学［工学部　都市デザイン学科］ 小学校集落と紡ぐ道 大出裕樹
26 国士舘大学［理工学部　建築学系］ 下ノ谷えんにち 津野晃宏
27 芝浦工業大学［工学部　建築学科］ 都市裏の彩り　―閉ざされた敷地主義建築群の脈絡の再生― 田林祥平
28 芝浦工業大学［工学部　建築工学科］ ROVERS HARBOR 川原聡史
29 芝浦工業大学［システム理工学部　環境システム学科］ 隔たりからの更生　―木造密集市街地の記憶を継承した更新― 林岳郎
30 芝浦工業大学［デザイン工学部　デザイン工学科］ 都市のサードプレイス　―事例研究と北品川地区における東京の新旧をつなぐ場所の設計― 佐藤優衣
31 首都大学東京［都市環境学部　建築都市コース］ ICON  OF  ENERGY 増井周平
32 昭和女子大学［生活科学部　環境デザイン学科］ 巡る 木下美紀
33 女子美術大学［芸術学部　デザイン・工芸学科環境デザイン専攻］ 空中路地空間のある集合住宅 高原真央
34 多摩美術大学［美術学部　環境デザイン学科］ 見えぬものでも　あるんだよ 高橋汐満
35 千葉大学［工学部　建築学科］ 希望の斜路　営みを紡ぐ　―同潤会アパートの再考による地域拠点施設の提案― 眞鍋憲人
36 千葉大学［工学部　都市環境システム学科］ dan-dan　―壇の住まいが段になる― 蓮見唯
37 千葉工業大学［工学部　建築都市環境学科］ 屋根で作る風景　―石巻復興小学校― 鈴木惠三
38 筑波大学［芸術専門学群］ 川の上の温室ひろば　～日常の舟運で活きる防災機能～ 楫野晃庸
39 東海大学［工学部　建築学科］ じいちゃんが障がいを教えてくれた。　～光のグラデーションが作り出す生活の秩序～ 大越菜央
40 東京大学［工学部　建築学科］ まちとたてもののこれから 竹村由紀
41 東京大学［工学部　都市工学科］ 行き交う　―ものづくりへ誘う住・工の新たな関係― 高梨遼太朗
42 東京家政学院大学［家政学部　住居学科］ manabiya　―大学を小学校に開き、小学校をまちに開く― 河野美沙紀
43 東京藝術大学［美術学部　建築科］ グリッドパターンにしわをつくること 鈴木彩香
44 東京工業大学［工学部　建築学科］ よりどころ　―近代農業施設という公共― 林咲良
45 東京工芸大学［工学部　建築学科］ 遺場所 懸田優太
46 東京電機大学［未来科学部　建築学科］ ソノヒソノトキ 丸山郁己
47 東京都市大学［工学部　建築学科］ 神田川沿いにおける自然学校 小方信行
48 東京理科大学［工学部第一部　建築学科］ 鼓動と静寂　―国定公園内における地熱発電所とその関連施設の計画― 田畑耕太郎
49 東京理科大学［工学部第二部　建築学科］ 伸びる結節線 山下晃弘
50 東京理科大学［理工学部　建築学科］ landscrape 佐脇礼二郎
51 東洋大学［理工学部　建築学科］ 駅上の蔵街　―駅に都市を埋蔵する― 坂本匡平
52 日本大学［芸術学部　デザイン学科］ ツドイミチ 木村和
53 日本大学［生産工学部　建築工学科］ つむぐ　―まちと大学のあいだに― 橋聡子
54 日本大学［理工学部　海洋建築工学科］ 浸都の改築　―海抜ゼロメートル地帯における街区更改計画― 涌井匠
55 日本大学［理工学部　建築学科］ 淡路島拠点再編計画　―コンパクトアイランドに向けた淡路島総合庁舎の設計― 川口勝功

展示作品一覧

No. 学校名［学部  学科］ 作品名 氏名



56 日本工業大学［工学部　建築学科］ ちいさなまち　―遊んで育つ保育園― 軽部弥端紀
57 日本女子大学［家政学部　住居学科］ 時と共に集う　―木造密集地における新しい住まい方の提案― 阪本文加
58 文化学園大学［造形学部　建築・インテリア学科］ 息のできる場所　―都市上空計画― 種子田保乃香
59 法政大学［デザイン工学部　建築学科］ 失ったもの/繋がっているもの 真島嵩啓
60 前橋工科大学［工学部　建築学科］ あかり保育園 佐崎明
61 武蔵野大学［環境学部　環境学科住環境専攻・都市環境専攻］ 灰土都市　―Hide City― 中村珠実
62 武蔵野美術大学［造形学部　建築学科］ にじみマス 伊藤健太郎
63 ものつくり大学［技能工芸学部　建設学科］ 「紅い星の村　ウランオジュ」計画
  ―家族と家畜で創る草原の国　内モンゴルのまちづくり― 那音太
64 横浜国立大学［工学部　建設学科　建築学コース］ 流れにほどける工房 舘真弘
65 早稲田大学［創造理工学部　建築学科］ 芽生える都市　―tokyo sprout― 大崎駿一　阿部将好　三浦春香
66 愛知工業大学［工学部　建築学科建築学専攻］ 溶け合う領域　―ルーラル的ヴィラ群― 曽我崇大
67 愛知工業大学［工学部　建築学科］ 沈積の晶 石川睦
68 愛知産業大学［造形学部　建築学科］ CUBE 桒野浩一
69 愛知産業大学［通信教育部　造形学部　建築学科］ 伝統文化教育施設「まほろば本埜」の設計 宮内均彰
70 愛知淑徳大学［現代社会学部　都市環境デザインコース］ 1/fゆらぎを用いた空間デザイン 藤本麗奈
71 岐阜女子大学［家政学部　生活科学科　住居学専攻］ Revival ～岐阜問屋町の活性化～ 藤井章
72 金城学院大学［生活環境学部　環境デザイン学科］ Library： a growing organism 鷲津珠生
73 椙山女学園大学［生活科学部　生活環境デザイン学科］ 産業の記憶　―名古屋製鉄所の遺構を想定した計画― 岩島ラン
74 大同大学［工学部　建築学科］ 朱色の裏道がある小さな町。 川井康平
75 中部大学［工学部　建築学科］ 人とメディアのインターフェイス 藤枝裕子
76 豊橋技術科学大学［工学部　建築・都市システム学系］ 視感と体感の織りなす重層空間
  ―金沢市寺町寺院群の維持を目的とした次世代のための複合施設― 伊阪裕真
77 名古屋大学［工学部　社会環境工学科］ cité de bus 陳遜
78 名古屋工業大学［工学部　建築・デザイン工学科］ 名駅ウエスタン　―裏としての街― 戸谷奈貴
79 名古屋市立大学［芸術工学部　都市環境デザイン学科］ appear　―まちにでてくる市場の提案― 塩澤はるひ
80 名古屋造形大学［造形学部　造形学科］ 堀川映画横丁 佐藤かおり
81 三重大学［工学部　建築学科］ 劇店街（ショウテンガイ） 川見拓也
82 名城大学［理工学部　建築学科］ 縮小した集落を束ねる　～水辺を意識した暮らしのカタチ～ 平松未麗
83 名城大学［理工学部　環境創造学科］ 住む空間の備蓄　～六角形型仮設住宅の提案～ 西田雄太
84 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］ 展望台　―佐渡を望む神聖空間、霊山へ向かう軸の顕在化― 岡崎広樹
85 信州大学［工学部　建築学科］ マザリアウ小学校 千福地航平
86 長岡造形大学［造形学部　建築・環境デザイン学科］ 日本の裏側の、ニホンで　パラグアイ　イグアス移住地の共存共栄、
  新たな学園村の提案 立川巧雪
87 新潟大学［工学部　建設学科］ ステージファクトリー　―舞台裏製造所― 佐藤里奈
88 新潟工科大学［工学部　建築学科］ “ここ”にいる 大川真悟
89 福井大学［工学部　建築建設工学科］ けんこうに生きるということ　～健康老人増加計画～ 宮前あい
90 福井工業大学［工学部　建築学科］ 「ダレカ」が「アナタ」に変わる場所 森本淳平
91 大阪大学［工学部　地球総合工学科建築工学科目］ 猿の木の建築 鎌田順寛
92 大阪芸術大学［芸術学部　建築学科］ 現象としての美術館　―『見えない都市』の余白に― 松下慧南
93 大阪工業大学［工学部　建築学科］ chorus 丸田千草
94 大阪工業大学［工学部　空間デザイン学科］ 古都のにぎわい 後藤純平
95 大阪産業大学［工学部　建築・環境デザイン学科］ 導きの工場　―知恵と技術の共有― 厚毛佑太
96 大阪市立大学［工学部　建築学科］ 時をつむぐ建築 三浦沙耶
97 大阪市立大学［生活科学部　居住環境学科］ green bridge apartment 金谷尚大
98 関西大学［環境都市工学部　建築学科］ 大きなズレの小さな居場所　―段丘のもつ地勢を利用した地を念う空間― 梅脇宏和
99 京都大学［工学部　建築学科］ Cement Factory Project 北村拓也
100 京都工芸繊維大学［工芸科学部　造形工学課程建築コースⅠ］ 葦の道　―循環する建築― 桐畑理恵
101 京都工芸繊維大学［工芸科学部　造形工学課程建築コースⅡ］ 広がるまちに誘いだす 鎌野裕子
102 京都女子大学［家政学部　生活造形学科］ 古川町商店街 奥入ル　―まちなかキャンパスタウン計画― 和田奈津紀
103 京都精華大学［デザイン学部　建築学科］ スケールの乗り換え場 岸田出
104 京都造形芸術大学［芸術学部　環境デザイン学科］ 地域に根付く小学校 塚田明香
105 京都府立大学［生命環境学部　環境デザイン学科］ 森のパヴィリオン　建築・自然・人の関係から空間を考える 萩原萌
106 神戸大学［工学部　建築学科建築デザイン］ fantasic factory　―染色工場との新たな付き合い方― 徳永悠希
107 神戸大学［工学部　建築学科］ Windows Shopping　～都市と商空間の関係の再編集～ 猪部開
108 神戸芸術工科大学［デザイン学部　環境・建築デザイン学科］ 海を渡るということは 柴田塁斗
109 滋賀県立大学［環境科学部　環境建築デザイン学科］ ヘドロの灯　―新たな湖上生活の提案― 西堀弘樹
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110 滋賀県立大学［人間文化学部　生活デザイン学科］ 田舎の暮らしを通した交流空間を考える　―人 の々交流を誘発するゲストハウスの提案― 久保愛美
111 摂南大学［理工学部　建築学科］ Transformation House　～災害時の急激な生活の変化に対応するために～ 中村清美
112 帝塚山大学［現代生活学部　居住空間デザイン学科］ 大学キャンパスにおける施設配置計画およびレストランを併設した
  講堂の設計提案 鈴木萌
113 奈良女子大学［生活環境学部　住環境学科］ 水土の郷 延原真由香
114 武庫川女子大学［生活環境学部　生活環境学科］ 雨の美術館　―日本人の美意識をたどる― 畑澤里香
115 武庫川女子大学［生活環境学部　建築学科］ 学びと遊びをつなぐ庭 西村侑菜
116 岡山県立大学［デザイン学部　デザイン工学科］ 人と建築と自然の新しい関係性を考える研究　「 里山 - 建築 - 人 」 西川紘子
117 岡山理科大学［総合情報学部　建築学科］ 中島改造計画 須谷悠希
118 近畿大学［工学部　建築学科］ Delirious Hiroshima　―欲望の塔― 水津明彦
119 島根大学［総合理工学部　材料プロセス工学科］ 1812　～音楽の構成要素を利用した建築～ 本宮梨江
120 鳥取環境大学［環境情報学部　建築・環境デザイン学科］ Town Port 　―まちのみなと― 加納愛惟
121 広島大学［工学部　第四類　建築学課程］ 府中中心市街地再生計画 井出優実
122 広島工業大学［環境学部　環境デザイン学科］ 歴史・町・人をつなぐ小さな森の駅 前田基貴
123 広島工業大学［工学部　建築工学科］ Reborn　～人の生まれ変わる場所～  森下真次
124 広島国際大学［工学部　建築学科］ Camping in the City 山城信晴
125 広島国際大学［工学部　住環境デザイン］ ひとびとのわ 石川浩行
126 広島女学院大学［生活科学部　生活デザイン・情報学科］ この街の空の下で 権藤昂子
127 福山大学［工学部　建築・建設学科］ Connect structure　～繋がるその先へ～ 平岡千波
128 山口大学［工学部　感性デザイン工学科］ 海辺のルーカス 丹地勇詞
129 香川大学［工学部　安全システム建設工学科］ 結　―MUSUBU― 古谷亮　和氣佳紀　尾崎利恵
130 高知工科大学［システム工学群　建築・都市デザイン教室］ トランプシステムで創る建築 松井悠成
131 大分大学［工学部　福祉環境工学科建築コース］ 樹建築 池田聡志
132 鹿児島大学［工学部　建築学科］ 花咲く駅の建築 西森裕人
133 活水女子大学［健康生活学部　生活デザイン学科］ はこには　―新長崎県立図書館計画―　“Nagasaki Urban Renewal 2013” 牛島みゆき
134 北九州市立大学［国際環境工学部　建築デザイン学科］ 空中公園 加藤毅
135 九州大学［芸術工学部　環境設計学科］ 頭上の奥 田原大資
136 九州大学［工学部　建築学科］ ちいさなむらとおおきながっきゅう　―限界集落における小中学校統合計画― 山内彩友美
137 九州産業大学［工学部　建築学科］ FOUND CAVES 　～土木と建築を架橋する地下調整池の提案～ 原田爽一郎
138 九州女子大学［家政学部　人間生活学科］ GOODWILL TOWN　―K女子大学留学生会館計画― TAO TINGTING

139 近畿大学［産業理工学部　建築・デザイン学科］ いろづく街のちいさな森　―イリスロード伊都商店街活性化計画 大神舞

140 熊本大学［工学部　建築学科］ flAt　―弱いインフラと依り添う住まい― 田中伸明
141 熊本県立大学［環境共生学部　居住環境学科］ 間を縫う建築 田嶋信彦
142 佐賀大学［理工学部　都市工学科］ REUNION　―国際文化交流と境界のアイデンティティ― 阿比留大吉
143 崇城大学［工学部　建築学科］ 島借景　―島の雰囲気に身をゆだねる天草フェリーターミナル― 林田倭幸
144 第一工業大学［工学部　建築デザイン学科］ city planning of a CONNECTION 桑鶴隆志
145 東海大学［産業工学部　建築学科］ forest air port 湯淺玄司
146 長崎総合科学大学［環境・建築学部　建築学科］ Bal Netoreel 黒森雄樹
147 西日本工業大学［デザイン学部　建築学科］ 孤独からの開放 鈴木歩
148 日本文理大学［工学部　建築学科］ 津波記念館 金志ワイ
149 福岡大学［工学部　建築学科］ ARCHITECTURE as ART 大田敏郎
150 琉球大学［工学部　環境建設工学科建築コース］ 距離について考えてみた 大城彦樹
151 共立女子短期大学［生活科学科］ Warmth　―温もりのある住宅群― 鈴木理央
152 日本大学［短期大学部　建設学科］ 垂庵　―都市の繁華街における茶室をもつギャラリー空間 髙山寛基

153 三重短期大学［生活科学科］ 木漏れ日のまち 小田友里恵　池本梨紗　濱口由梨奈
154 釧路工業高等専門学校［建築学科］ Library to  Coexist　～歴史・人 と々共存する図書館～　 久保大
155 仙台高等専門学校［建築学科］ 都市をまとふ　そしてそこに居るということ 白鳥大樹
156 小山工業高等専門学校［建築学科］ 水の余白 井手聡一朗
157 岐阜工業高等専門学校［建築学科］ 自然と調和した住環境形成に関する設計的提案 甲津多聞
158 石川工業高等専門学校［建築学科］ Kindergarten　―子供たちの庭　能美市における認定こども園の提案 山﨑未紗紀

159 明石工業高等専門学校［専攻科　建築・都市システム工学専攻］ 落水村 下﨑愛子
160 呉工業高等専門学校［建築学科］ CLIFF GEAR　―大空山に生きる― 幸田進之介
161 米子工業高等専門学校［建築学科］ かこむ、つなげる 林原孝樹
162 有明工業高等専門学校［建築学科］ 縁　―ひとつなぎの住みか― 荒木理沙
163 都城工業高等専門学校［建築学科］ 建築不在の展示室 原田直哉
164 熊本高等専門学校［建築社会デザイン工学科］ まち、暮らす　伝える
  ―八代中心市街地における高齢者集合住宅及びそれに伴う周辺施設の設計― 天磨尚也
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