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日程

支部 開催地 期日 時間 会場
北海道 室蘭 5月17日（水）～ 5月19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）

札幌 6月2日（金）～ 6月4日（日）
最終日は15:00まで

10:00 ～ 16:00 北海道大学工学部共用実験棟MUTSUMI HALL
（北海道札幌市北区北13条西8丁目）

釧路 12月4日（月）～ 12月7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 仙台 7月25日（火）～ 7月28日（金） 10:00 ～ 17:00 東北大学大学院工学研究科都市・建築学専攻 人間・環境系教育研究棟 

207製図室（宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-06）
郡山 9月20日（水）～ 9月21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）
山形 9月26日（火）～ 9月29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）
由利本荘 10月5日（木）～ 10月8日（日）

最終日は15:00まで
10:00 ～ 17:30 秋田県立大学本荘キャンパス学部棟Iアトリウム

（秋田県由利本荘市土谷字海老ノ口84-4）
八戸 10月7日（土）～ 10月8日（日）

最終日は15:00まで
10:00 ～ 16:00 八戸工業大学土木建築工学科建築棟2階A209設計室

（青森県八戸市大字妙字大開88-1）
関東 宇都宮 7月18日（火）～ 7月21日（金）

最終日は16:00まで
9:00 ～ 16:30 宇都宮大学陽東キャンパス8号館3階 建築デザインスタジオ

（栃木県宇都宮市陽東7-1-2）
東京 8月30日（水）～ 9月1日（金） 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）
前橋 9月6日（水）～ 9月8日（金）

最終日は14:00まで
10:00 ～ 17:00 前橋工科大学4号館1階411製図室（群馬県前橋市上佐鳥町460-1）

足利 9月21日（木）～ 9月22日（金） 9:30 ～ 16:30 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 岐阜 6月29日（木）～ 7月2日（日）

最終日は16:00まで
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7番1号）
名古屋 10月28日（土）～ 10月30日（月） 10:00 ～ 17:00 名古屋大学ES総合館ESホール（愛知県名古屋市千種区不老町）

北陸 石川 5月16日（火）～ 5月19日（金） 9:00 ～ 22:00 金沢工業大学ライブラリーセンター（LC）・1階展示室
（石川県野々市市扇が丘7-1）

新潟 8月2日（水）～ 8月4日（金） 9:00 ～ 16:30 新潟大学建築学コース5階建築製図室
（新潟県新潟市西区五十嵐2の町8050）

高岡 9月12日（火）～ 9月14日（木）
最終日は17:00まで

9:00 ～ 18:00 富山大学芸術文化学部B210 ～ B213（富山県高岡市二上町180番地）

長野 10月16日（月）～ 10月18日（水）
最終日は15:00まで

10:00 ～ 17:00 信州大学工学部E3棟3階製図室（301教室）（長野県長野市若里4-17-1）

福井 12月12日（火）～ 12月16日（土） 9:00 ～ 17:30 福井工業大学建築土木工学科3号館4階製図室（福井県福井市学園3-6-1）
近畿 大阪 6月15日（木）～ 6月18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）
中国 米子 5月26日（金）～ 5月29日（月） 9:00 ～ 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）

広島 8月31日（木）～ 9月3日（日）
最終日は15:00まで

10:00 ～ 17:00 広島工業大学鶴記念体育館2階アリーナ
（広島県広島市佐伯区三宅2-1-1）（日本建築学会大会 会場）

岡山 9月13日（水）～ 9月15日（金）
最終日は15:00まで

11:00 ～ 16:00 岡山理科大学50周年記念館2階・3階（岡山市北区理大町1-1）

宇部 9月27日（水）～ 9月30日（土）
最終日は16:00まで

10:00 ～ 17:00 山口大学工学部感性デザイン工学科3階製図室（山口県宇部市常盤台2-16-1）

四国 高知 7月12日（水）～ 7月14日（金）
最終日は16:00まで

11:00 ～ 16:30 高知工科大学教育研究棟B棟5階（高知県香美市土佐山田町宮の口185）

徳島 11月23日（木）
11月24日（金）

10:00 ～ 17:00
12:00 ～ 21:00

徳島大学工学部工業会館2階メモリアルホール
（徳島県徳島市南常三島町2-1）

松山 2月28日（水）～ 3月12日（月）
入場16:00まで／火曜休館

10:00 ～ 16:30 愛媛大学城北キャンパス　ミュージアム（愛媛県松山市文京町3）

九州 佐賀 6月6日（火）～ 6月9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）
熊本 6月21日（水）～ 6月23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）

福岡 8月8日（火）～ 8月10日（木）
最終日は16:00まで

10:00 ～ 17:00 九州大学工学部建築学科製図室（福岡市東区箱崎6-10-1）

鹿児島 10月14日（土）～ 10月15日（日）
最終日は16:00まで

9:00 ～ 17:00 鹿児島大学学習交流プラザ（鹿児島県鹿児島市郡元1-21-24）

大分 11月3日（金）～ 11月5日（日）
最終日は15:00まで

9:30 ～ 17:00 大分大学工学部福祉環境工学科棟・2F製図室
（大分県大分市旦野原700番地）

沖縄 11月27日（月）～ 11月29日（水） 10:00 ～ 17:00 琉球大学工学部環境建設工学科建築設計製図室（工学部2号館401）
（沖縄県西原町千原1）

長崎 1月18日（木）～ 1月21日（日）
最終日は16:00まで

10:00 ～ 17:00 総合資格学院　長崎校
（長崎県長崎市江戸町6-5　江戸町センタービル4F）

2017年度支部共通事業「第58回全国大学・高専卒業設計展示会」



1 札幌市立大学［デザイン学部］ 中心市街地の拠点となる複合施設 ～丹下健三の稚内都市計画に基づいて～ 上中俊輔
2 東海大学［国際文化学部 デザイン文化学科］ SAPPORO MEDIA MARKET
  ～二条市場の再開発に伴う、住居複合型メディアセンターの提案～ 中村涼
3 道都大学［美術学部 建築学科］ Farming Village ─新規就農者がつながる住居の集合体─ 福岡秀郎
4 北海学園大学［工学部 建築学科］   ─そして「　　　」は彼らを想う─   八木悠
5 北海道大学［工学部 環境社会学科築都市コース］ 正しさは1つではないだろう 篠田茜
6 北海道科学大学［空間創造学部 建築学科］ 素焼きの壷と竹の建築＠バングラデシュ・バリサール 山本優希
7 室蘭工業大学［工学部 建築社会基盤系学科］ 空への巡礼 岡本大
8 釧路工業高等専門学校［建築学科］ Scenery of Words ランディ・ハントロ
9 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］ 縦ログパネルを活用した木造応急仮設住宅および震災復興施設の設計
  ─縦ログパネルの転用についての検討─ 志村将宏
10 東北大学［工学部 建築・社会環境工学科］ 無窮の地図 花輪優香
11 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］ 高台と防潮堤を繋ぐ建築 伊藤ゆり
12 東北工業大学［工学部 建築学科］ ほんちょうこどもの街 ─こどもと建築空間─ 諸橋健太
13 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］ 登米市登米町日根牛入谷の民家再生計画 ─スイッチハウスリノベーションの提案─ 小林綾華
14 東北文化学園大学［科学技術学部 建築環境学科］ 石巻市復興計画 ～中瀬公園シーサイドマリーナ～　　 茂木翼
15 日本大学［工学部 建築学科］ 裏かるいさわ ─表と共存する手がかり─ 神子小百合
16 八戸工業大学［工学部 土木建築工学科］ 根城史跡広場を舞台にした芸術パーク計画 馬場公基
17 宮城学院女子大学［生活科学部 生活文化デザイン学科］ 病メル時モ健ヤカナル時モ ─満を持して目覚める住処─ 高橋南帆
18 仙台高等専門学校［建築デザイン学科］ ハレとケを繋ぐ場所 星幸乃
19 足利工業大学［工学部 創生工学科］ 波のゆくさき ─大津港再生計画─ 鈴木逸
20 宇都宮大学［工学部 建設学科（建築学コース）］ 手の住処 ─鹿沼市における職空間の再編─ 松山大介
21 神奈川大学［工学部 建築学科］ 別れを受け入れる、旅するように 木村捷希
22 関東学院大学［建築環境学部 建築環境学科］ ゴミを都市に迎え入れる。 ─横浜インナーハーバーにおける最終処分場の提案─ 日下部力也
23 共立女子大学［家政学部 建築・デザイン学科建築コース］ 下町道場 ─循環型コミュニティ施設の計画─ 岩渕文世
24 工学院大学［建築学部 建築デザイン学科］ 山鳥 ─自然と共に暮らす─ 横塚隼人
25 工学院大学［建築学部 建築デザイン学科建築デザイン分野］ 農家の娘ができること ─5つの種から育むこれからの農村コミュニティ─ 小笠原美沙
26 国士舘大学［理工学部 理工学科建築学系］ 日本逆植民地計画 中里優
27 芝浦工業大学［工学部 建築学科］ 三つ子の魂百まで ─国際社会における子供の居場所─ 高橋昂平
28 芝浦工業大学［工学部 建築工学科］ 周縁の結合点 ─京成高砂駅におけるジャンクション駅構想─ 藤吉佑馬
29 芝浦工業大学［システム理工学部 環境システム学科］ らしさを継ぎ足す「Active Archive」としての建築 小谷碧
30 芝浦工業大学［デザイン工学部 デザイン工学科建築・空間デザイン領域］ 緑と住まう健康都市 ─植物を介したサードプレイスと現代病予防空間の設計─ 石川有祐美
31 首都大学東京［都市環境学部 都市環境学科建築都市コース］ 集合住宅の可能性 ─理想論的視点からの解法─ 島田桃香
32 昭和女子大［生活科学部 環境デザイン学科］ 居心路（いごこじ） 黒木志保
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］ 小田急線秦野駅再計画 鈴木郁未
34 多摩美術大学［美術学部 環境デザイン学科］ 生きている暮らし ─住宅のそれから─ 中山梓
35 千葉大学［工学部 建築学科］ 歴まち資源の再編 川田諒
36 千葉大学［工学部 都市環境システム学科］ 劇場湯 ─野沢温泉村の生活文化を守る３つの舞台化装置─ 小島啓輔
37 千葉工業大学［工学部 建築都市環境学科］ ハレを纏う建築 山田直生
38 筑波大学［芸術専門学群 デザイン専攻（環境・建築デザイン領域）］ 茶屋文化の通り道 塚本真理
39 筑波大学［理工学群 社会工学類］ 点から線へ ─3つの地域を結ぶ船の道の再構築─ 佐藤優希
40 東海大学［工学部 建築学科］ 森の谷の浮き島 ～街の軸線上にある小児医療ケアハウス～ 稲葉理夏
41 東京大学［工学部 建築学科］ Better Life in St.Martha Estate 國江悠介
42 東京大学［工学部 都市工学科］ 際立つ際 ─土地性を生かす駅前空間の再編─ 豊間根青地
43 東京家政学院大学［現代生活学部 生活デザイン学科］ 凸凹 ～異文化交流の新しいかたちを提案～ 岡野琴音
44 東京藝術大学［美術学部 建築科］ engagement 齋藤韻
45 東京工業大学［工学部 建築学科］ UNCERTAIN CONSTRUCTION 橿渕開
46 東京工芸大学［工学部 建築学科］ 棚田生活 Urban=Farm Lives 竹内勇貴
47 東京電機大学［未来科学部 建築学科］ 山と空と海に溶けこむ水族館 古川亮
48 東京都市大学［工学部 建築学科］ Catalog and Manual ─空間構成抽出及び再構築─ 長谷川貴大
49 東京理科大学［工学部第一部 建築学科］ 街区のコア ─街区内共同体─ 笠原優一
50 東京理科大学［工学部第二部 建築学科］ カオスの調律 森零士
51 東京理科大学［理工学部 建築学科］ OFFICE LANDSCAPE 照井飛翔
52 東洋大学［理工学部 建築学科］ 結いの町 明日に繋ぐ水引 坂牧美香
53 日本大学［芸術学部 デザイン学科］ すえよしブレンドホーム ～高齢者・障がい者・健常者が集う複合空間～ 草柳奈津美
54 日本大学［生産工学部 建築工学科］ 林の奥に座して四顧し、傾聴し、睇視し、黙想す。 ─国木田独歩文学館─ 井手優汰
55 日本大学［理工学部 海洋建築工学科］ 万緑の聳立 濱嶋杜人
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56 日本大学［理工学部 建築学科］ 城中村を、つなぐ ─都市政治へのアプローチ─ 成潜魏
57 日本工業大学［工学部　建築学科］ あしべ屋エコロジー計画 休憩処と文化財ギャラリーの提案 芦澤聡実
58 日本工業大学［工学部 生活環境デザイン学科］ 慶弔の森 森優海
59 日本女子大学［家政学部 住居学科］ 町家宿 ─有松町並み保存から再生へ─ 村上麻友
60 文化学園大学［造形学部 建築・インテリア学科］ Choice ─中間領域が創る住まい─ 横山瑞穂
61 法政大学［デザイン工学部 建築学科］ 人々が会う場所 間野知英
62 前橋工科大学［工学部 建築学科］ 川のカタチと住むかたち ─高齢者のための職住一体となった集合住宅─ 松塚華奈
63 前橋工科大学［工学部 総合デザイン工学科］ ものづくり村 ─まちづくりに寄り添う空間─ 亀永好恵
64 武蔵野大学［環境学部 環境学科都市環境専攻］ 深々なる群生 岩田舞子
65 武蔵野美術大学［造形学部 建築学科］ 交わりの学び場 荒木愛香
66 明治大学［理工学部 建築学科］ ある街への巣喰い ─家族を解かれた戸建住宅─ 山元隆志
67 明星大学［理工学部 総合理工学科建築学系］ 自然と集う図書空間 高橋宏樹
68 ものつくり大学［技能工芸学部 建設学科］ 名護十字路活性化計画 天久七光
69 横浜国立大学［理工学部 建築都市・環境系学科］ とむらいRIDGEWAY 鈴木菜摘
70 早稲田大学［理工学術院創造理工学部 建築学科］ 伝統への架構 奥村華帆／関根康季／和田祐樹
71 職業能力開発総合大学校［総合課程 建築専攻］ 心象都市 ─循環型理想郷イーハトープの再生─ 橋本健太郎
72 日本大学［短期大学部 建築・生活デザイン学科］ SPORTHÈQUE 金澤実紀
73 小山工業高等専門学校［建築学科］ 石蔵mercate 山﨑伽音
74 愛知工業大学［工学部 建築学科建築学専攻］ 夜灯街道 長谷川元
75 愛知工業大学［工学部 建築学科住居デザイン専攻］ 織り成す　「のこぎり屋根」工場の遺し方 馬場友里亜
76 愛知産業大学［造形学部 建築学科］ Tea leaves 永谷健太朗
77 愛知産業大学［造形学部 建築学科］ 博多といふまち ～参道から學、感じる～ 安武朋美
78 愛知淑徳大学［メディアプロデュース学部 都市環境デザインコース］ おくりがま 瀧下まり
79 岐阜女子大学［家政学部 生活科学科住居学専攻］ Re・・・+ ─明日へのごほうびに出会える複合商業施設─ 藤澤佳織
80 金城学院大学［生活環境学部 環境デザイン学科］ 肥沃の里 ～まちの農業再生計画～ 佐川桃子
81 静岡文化芸術大学［デザイン学部 空間造形学科］ ヤンママドミトリー 増田千恵
82 椙山女学園大学［生活科学部 生活環境デザイン学科］ かちがわのいち ─この街で芽吹くこと─ 早川千尋
83 大同大学［工学部 建築学科］ 未完の溜まり場 ～芸術との出会い～ 古澤泰
84 中部大学［工学部 建築学科］ 長良川に生きる 丹羽里奈
85 豊橋技術科学大学［工学部 建築・都市システム学系］ 音動線の創出 ─場としての図書館によるまちづくり─ 梅村樹
86 名古屋大学［工学部 環境土木・建築学科］ 地景 ─水戸・スポーツコンプレックス計画   大沼亜輝
87 名古屋工業大学［工学部 建築・デザイン工学科］ イシカラベツ 谷川浩一
88 名古屋造形大学［造形学部 造形学科建築・インテリアデザインコース］ 大須町商住路地 吉田一誠
89 日本福祉大学［健康科学部 福祉工学科バリアフリーデザイン専修］ ひろがる図書館 植松未帆
90 三重大学［工学部 建築学科］ ぼくらの家 ～小児がんの子供が笑顔で育つために   竹内貴洋
91 岐阜市立女子短期大学［生活デザイン学科］ こどもの居場所 松下愛日
92 三重短期大学［生活科学科 居住環境コース］ 縁をたぐりよせて 上村未邦／尾子絢香／宮﨑有紀
93 豊田工業高等専門学校［建築学科］ 移動型インフィル社会 西垣佑哉
94 金沢工業大学［環境・建築学部 建築デザイン学科・建築学科］ 森のあそび場 ～北山人工林の新しい価値～ 谷口千紘
95 信州大学［工学部 建築学科］ 家族が増える町 ─こども食堂からみた住宅地再生─ 小山田優衣
96 富山大学［芸術文化学部 建築デザインコース］ 森の中の銀河 ─ファイトレメディエーションを用いた工場跡地の立地適正化─ 山形桜水
97 長岡造形大学［造形学部 建築・環境デザイン学科］ そして、生業は風景となりて 小川大樹
98 新潟大学［工学部 建設学科］ 記憶の象形、都市化する境界 ─2433m津波防潮堤における空間展示と継承─ 齋藤翔瑛
99 新潟工科大学［工学部 建築学科］ 小さな命を救う 小林詳治
100 福井大学［工学部 建築・都市環境工学科］ Asylum of Nature 谷山陸
101 福井工業大学［工学部 建築生活環境学科］ 永遠という移ろい ～ナホトカ号資料館～ 三浦史帆里
102 福井工業大学［工学部 デザイン学科住環境コース］ 集い寄り添う環　プレーパークにおける居場所ある魅力を高める拠点 小柳竣一
103 石川工業高等専門学校［建築学科］ The-Park-ing-Hill　サードプレイス型の公園計画 坂下梨乃
104 大阪大学［工学部 地球総合工学科建築工学部門］ 柒合院 孫菁瑶
105 大阪芸術大学［芸術学部 建築学科］ 編 石本倫子
106 大阪工業大学［工学部 空間デザイン学科］ まつりのうつわ ─天満のハレとケ─ 宇田竜也
107 大阪工業大学［工学部 建築学科］ 仏縁のつながり ─暮らしを支えるもう一つの家─ 島野美樹
108 大阪産業大学［デザイン工学部 建築・環境デザイン学科］ Interfere Unit 光井郁哉
109 大阪市立大学［生活科学部 居住環境学科］ 温室の家から ─郊外住宅地における住み継ぎのためのリノベーション設計提案と評価─ 津田千晶
110 大手前大学［メディア・芸術学部 メディア・芸術学科］ Take Back ─トリモドセ─京都伏見の町並み活性化計画 木村優帆
111 関西大学［環境都市工学部 建築学科］ 群落都市 ─船場における容積転置と背割後退線による環境圏の創出─ 阪口友晃
112 関西学院大学［総合政策学部 都市政策学科］ futu futu 松原元
113 京都大学［工学部 建築学科］ 動く建築、動く都市 角谷遊野
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114 京都工芸繊維大学［工芸科 造形工学過程］ ウチとソト ─海をみる江井ケ島の宿泊施設─ 後藤加奈子
115 京都女子大学［家政学部 生活造形学科］ 重層都市 武廣有紀
116 京都精華大学［デザイン学部 建築学科］ 暁雲 秋保航史
117 京都造形芸術大学［環境デザイン学科］ the air in the house 渕上理佐
118 京都橘大学［現代ビジネス学部 都市環境デザイン学科］ レモンのなかの展望台 ─生口島耕作放棄地再生計画─ 中千紘
119 京都府立大学［生命環境学部 環境デザイン学科］ 地ト空ト火ト音ノ場所 ─砲台跡地計画─ 田中俊之
120 神戸大学［工学部 建築学科］ 備讃瀬戸の駅 ─香川県高松市サンポート地区複合ターミナル計画─ 石丸怜奈
121 神戸大学［工学部 建築学科］ 島の守 ─成ヶ島における堤防型ミュージアム─ 斎藤愛
122 神戸芸術工科大学［デザイン学部 環境・建築デザイン学科］ 追憶の情景 柴田龍一郎
123 滋賀県立大学［環境科学部 建築デザイン学科］ 入り込み　巡る ─岐阜駅前商店街 里山化計画─ 澤村優佳
124 滋賀県立大学［人間文化学部 生活デザイン学科］ 巡り屋 ─meguriya─ 大工原有紀
125 成安造形大学［芸術学部 芸術学科空間デザイン領域 住環境デザインコース］ 死んでしまった まち を弔うための場
  ─人口減少で消滅する町の、ロボットによる人工増殖建築の提案─ 加藤翠子
126 摂南大学［理工学部 建築学科］ 鎮守の杜 ─人の暮らしに遺る歴史空間─ 家入颯太
127 摂南大学［理工学部 住環境デザイン学科］ 「まち」の共有 ─茨木の商店街からはじまる環境コミュニティの形成─ 板東弘幸
128 帝塚山大学［現代生活学部 居住空間デザイン学科］ 緑の終の棲家 ─小農園をもつサービス付き高齢者向け住宅─ 五十嵐香純
129 奈良女子大学［生活環境学部 住環境学科］ 水結いのまち ─淀川水系百瀬川流域における河川を軸としたまちづくり─ 近藤千紘
130 兵庫県立大学［環境人間学部］ 時のあらすじとみちすじ ─宍道湖沿岸における文化施設の提案─ 田中克欣
131 武庫川女子大学［生活環境学部 建築学科］ 祈りの道を辿る ─海を望む教会堂へのアプローチの提案─ 平田望留
132 武庫川女子大学［生活環境学部 生活環境学科］ 旧草津川みらい構想 嶋田有希
133 立命館大学［理工学部 建築都市デザイン学科］ Dissection ─市民に開かれた建築技術者育成所─ 上野桃
134 和歌山大学［システム工学部 環境システム学科］ 大きないえ 鎌野帆
135 明石工業高等専門学校［建築学科］ 狼煙、そしてネクロポリスへ 福岡優
136 岡山県立大学［デザイン学部 デザイン工学科］ 栖みつく 坂本佳子
137 岡山理科大学［工学部 建築学科］ 連なる屋根、繋がる古道 森山智弘
138 近畿大学［工学部 建築学科］ 時間の流れによる形態変化 ─雪の中の活動・上の生活─ 中園陽子
139 島根大学［建築・生産設計工学科］ 誘う小路 長谷葉月
140 広島大学［工学部 建築学専攻　建築設計学研究室］ 発信型商業施設 ─媒介となる建築─ 島村僚
141 広島工業大学［環境学部 環境デザイン学科］ 緑と人とのシェアハウス 岡田直果
142 広島工業大学［工学部 建築工学科］ 隔離の島が未来をつくる ～長島愛生園のこれから～ 木代美乃莉
143 広島国際大学［工学部 住環境デザイン学科］ RE ～旧陸軍被服支廠の改修～ 中川美波
144 広島女学院大学［人間生活学部 生活デザイン・建築学科］ 保存の窟 佐藤佑紀
145 福山大学［工学部 建築学科］ 「共」に「生」きる ～芦田川は甦るか～ 亀井大樹
146 山口大学［工学部 感性デザイン工学科］ しおかぜのみち 八島也実
147 呉工業高等専門学校［建築学科］ 剛体折り紙を利用したモバイルスペース 深美改
148 米子工業高等専門学校［建築学科］ MUSEUM OF LIVE ART. ─生きるアートを創作・鑑賞・体験する場に─ 多賀浩紀
149 高知工科大学［システム工学群 建築・都市デザイン専攻］ 物見遊山の森 天羽朝陽
150 徳島大学［工学部 建設工学科］ 食で人と地域を結ぶ活動拠点　イートクシマ 四宮潤也
151 鹿児島大学［工学部 建築学科］ 鹿児島駅に停車いたします。 北之園裕子
152 北九州市立大学［国際環境工学部 建築デザイン学科］ 枯れた斜面に水・風・人が流れる 澤山晴菜
153 九州大学［芸術工学部 環境設計学科］ 視点変動による空間光景変動の可能性 石川雄基
154 九州大学［工学部 建築学科］ 跡無き参道に佇む22の歌 田代拓也
155 九州産業大学［工学部 建築学科］ 十間のさがしもの ～佐賀を伝える川の小径～ 倉富那美子
156 九州女子大学［家政学部 人間生活学科］ 九州大学留学生専用の寮と日本人との交流の場の提案 町田雅子／田邉千瑛
157 近畿大学［産業理工学部 建築・デザイン学科］ 図と建築の間に ─高宮浄水場の建築によるリ・インタープリテーション─ 上野允嗣
158 熊本大学［工学部 建築学科］ M・O・R・I 安東美咲
159 熊本県立大学［環境共生学部 居住環境学科］ 青の世界 ─鬼池港改築案─ 農上ひかり
160 佐賀大学［理工学部 都市工学科］ Cultivating Public Space ─福岡市青果市場跡地再生計画─ 横尾允徳
161 崇城大学［工学部 建築学科］ 世外桃源 付暁蕾
162 西日本工業大学［デザイン学部 建築学科］ 塔の誘い、閃光の花火 筒井達也
163 日本文理大学［工学部 建築学科］ 船大屋 ～建ち帰る故郷～ 山下竜平
164 福岡大学［工学部 建築学科］ 回廊の倉庫　工房と蚤の市場 西野雄太
165 琉球大学［工学部 環境建設工学科（建築コース）］ 那覇の台所 ～沖縄の食文化体験通り～ 楊浚修
166 有明工業高等専門学校［建築学科］ The Share 和田夢翔
167 熊本高等専門学校［建築社会デザイン工学科］ スクラップ家 島田景冬
168 都城工業高等専門学校［建築学科］ 新しい形態への導き　社会の隙間を モハマド・アミラシャデ・ビン・モハマド・ズブリ
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