
2019年度支部共通事業
第60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）

札幌 10月12日（土）～ 10月14日（月） 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 11月11日（月）～ 11月14日（木） 9:00～ 16:30 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30日（火）～ 8月2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18日（水）～ 9月19日（木） 10:00～ 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30日（月）～ 10月4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）

八戸 10月12日（土）～ 10月13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）

由利本荘 11月23日（土）～ 11月25日（月） 10:00～ 18:00 秋田県立大学本荘キャンパス学部棟I 2階アトリウム（秋田県由利本荘市土谷字海老ノ口84-4）

関東 宇都宮 7月16日（火）～ 7月19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　11号館2階　地域デザインスタジオ
（栃木県宇都宮市陽東7-1-2）

東京 8月21日（水）～ 8月23日（金）
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番）

日立 8月29日（木）～ 8月31日（土）
最終日は15:00まで

10:00～ 17:00 茨城大学工学部 E1棟4階（茨城県日立市中成沢町4-12-1）

前橋 9月11日（水）～ 9月13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19日（木）～ 9月20日（金）
最終日は15:30まで

10:00～ 16:00 足利大学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28日（金） 10:00～ 16:00 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 12月10日（火）～ 12月15日（日）
初日は13:00から、最終日は12:00まで

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）

北陸 長野 5月14日（火）～ 5月16日（木）
最終日は15:00まで

10:00～ 17:00 信州大学工学部国際科学イノベーションセンター2F
（長野県長野市若里4-17-1）

石川 9月3日（火）～ 9月6日（金）
最終日は15:00まで

9:00～ 17:00 金沢工業大学（大会会場）（石川県野々市市扇が丘7-1）

高岡 9月11日（水）～ 9月13日（金）
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）

新潟 9月30日（月）～ 10月2日（水）
最終日は16:30まで

9:00～ 17:00 新潟大学工学部　プレハブ棟研究室6

（新潟県新潟市西区五十嵐二の町8050）

福井 12月10日（火）～ 12月14日（土） 9:30～ 17:30 福井工業大学　3号館4階　製図室（福井県福井市学園3-6-8）

近畿 大阪 6月6日（木）～ 6月9日（日） 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）（大阪府大阪市北区天神橋6-4-20）

中国 米子 5月24日（金）～ 5月27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）

岡山 8月8日（木）～ 8月9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（岡山県岡山市北区理大町1-1）

宇部 8月9日（金）～ 8月13日（火） 9:00～ 17:00 山口大学工学部常磐キャンパス3階本館院生研究室324（山口県宇部市常盤台2-16-1）

広島 8月16日（金）～ 8月18日（日） 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）

四国 高知 7月10日（水）～ 7月12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22日（金）
11月23日（土）

12:00～ 21:00
10:00～ 17:00

徳島大学理工学部工業会館（徳島県徳島市南常三島町2-1）

松山 2月26日（水）～ 3月9日（月）
最終日は16:00まで

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 福岡 6月7日（金）～ 6月11日（火）
8～ 9日休館、最終日は16:00まで

10:00～ 17:00 九州産業大学建築都市工学部建築学科　建築製図室Ⅰ
（福岡県福岡市東区松香台2-3-1）

熊本 6月26日（水）～ 6月28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）

佐賀 7月2日（火）～ 7月5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）

沖縄 7月23日（火）～ 7月25日（木） 10:00～ 17:00 琉球大学工学部建築設計製図室（工学部2号館401）（沖縄県西原町千原1）

鹿児島 11月2日（土）～ 11月3日（日）
最終日は16:00まで

9:30～ 17:00 鹿児島大学学習交流プラザ（鹿児島県鹿児島市郡元1-21-42）

大分 11月2日（土）～ 11月4日（月）
最終日は15:00まで

9:30～ 17:00 大分大学理工学部12号館・2F製図室（大分県大分市旦野原700番地）

長崎 11月12日（火）～ 11月15日（金） 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）
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1	 札幌市立大学［デザイン学部	デザイン研究科］	 牢乎林		硬石山の価値の変遷	 御家瀬光
2	 東海大学［国際文化学部	デザイン文化学科］	 祝いの街		結婚式場を中心とした思い出に残る場所	 白岩麗
3	 北海学園大学［工学部	建築学科］	 ナナメな家	―負の記憶の転換―	 板東千尋
4	 北海道大学［工学部	環境社会工学科建築都市コース］	 そして、暮らしが滲み出アウ。	 安田穂乃香
5	 北海道科学大学［工学部	建築学科］	 自然	非自然		res	non	naturales	 高木俊直
6	 室蘭工業大学［工学部	建築社会基盤系学科］	 波ニモ負ケズ	―境界線を越えて住み出す人々―	 山崎巧
7	 釧路工業高等専門学校［建築学科］	 SPORTS×DIETARY	―廃校舎を活用した食を学べるスポーツ合宿所―	 佐藤舞
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］	 キネンの楽舎	―由利本荘市石沢における地域交流施設の提案―	 八島咲子
9	 東北大学［工学部	建築社会環境工学科］	 まちを結ぶ	 佐々木結
10	 東北学院大学［工学部	環境建設工学科］	 家族と暮らす	～都市の中のこどもホスピス～	 長谷川星弥
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］	 学生集落における一人暮らしの類型化	 久湊美弥
12	 東北工業大学［工学部	建築学科］	 死に呼応し山に還る	 岡本優花
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］	 École	de	JUMONJI	―十文字町廃校コンバージョン計画―	 吉川采花
14	 東北文化学園大学［科学技術学部	建築環境学科］	 HANAIZUMI	Stay	Village	～ルーラル・ツーリズムによる活性化～	 荒尾莉世
15	 日本大学［工学部	建築学科］	 さるくが育むまちの日常	―路空間の涵養―	 荒木千春
16	 八戸工業大学［工学部	土木建築工学科］	 下北ジオパークビジターセンター	 杉山泰斗
17	 宮城大学［事業構想学部	デザイン情報学科］	 まちなか市庁舎の新たな公共性	―大崎市庁舎を事例として―	 高橋翼
18	 宮城学院女子大学［学芸学部	生活文化デザイン学科］	 広瀬川を通して、自然と人間の在り方を考える	 守山美穂
19	 仙台高等専門学校［建築デザイン学科］	 居場所	 吉田晴貴
20	 足利大学［工学部	創生工学科］	 昔と今をつなぎ紡ぐ	～足利のまちなか回遊空間～	 萩原千尋
21	 茨城大学［工学部	都市システム工学科］	 スキマ	―大田区下丸子における分棟型中学校の提案―	 中根央喜
22	 宇都宮大学［工学部	建設学科建築学コース］	 しおさいの森と生きる	―湘南海岸における松と人の共生―	 土屋亮太
23	 神奈川大学［工学部	建築学科］	 UDAGAWA	PASTIMISM	 長谷川舞
24	 関東学院大学［建築・環境学部	建築・環境学科］	 感覚的都市	―人の心で描く、都市の行方―	 加藤昂馬
25	 共立女子大学［家政学部	建築・デザイン学科］	 再見・再建・家園	 菅井愛里
26	 慶應義塾大学［環境情報学部	環境情報学科］	 路上の建築から学ぶ建築の可能性	 松岡大雅
27	 工学院大学［建築学部	建築デザイン学科］	 朝日座の再演	―南相馬で発見された有形文化財の利活用―	 渡邊彩乃
28	 国士舘大学［理工学部	理工学科建築学系］	 村岡ファクトリー・ステーション	 遠藤峻佑
29	 芝浦工業大学［工学部	建築学科］	 反転するパティオス	―幕張を横断するこども径の提案―	 江利川達也
30	 芝浦工業大学［システム理工学部	環境システム学科］	 東京計画	2020	 瀬口竜汰
31	 芝浦工業大学［デザイン工学部　デザイン工学科　建築・空間領域］	 密集住宅地における路地の再編と環境の折り込み	―崖地集合住宅計画―	 粕谷祐貴
32	 首都大学東京［都市環境学部	建築都市コース］	 monolith	 杉原義正
33	 昭和女子大学［生活科学部	環境デザイン学科］	 CROSSING	POINT	 萩原万裕
34	 女子美術大学［デザイン・工芸学科	環境デザイン専攻］	 lull	―人と海をつなぐ広場―	 上遠野苑美
35	 多摩美術大学［美術学部	環境デザイン学科］	 生き続ける歴史建築	―台湾における日本統治時代建築の利活用―	 荘佑竹
36	 千葉大学［工学部	建築学科］	 下町アマルガム	 鳥羽田圭志
37	 千葉大学［工学部	都市環境システム学科］	 沼の縁	―印旛沼における自浄を促す再生拠点の計画―	 桐生慎子
38	 千葉工業大学［工学部	建築都市環境学科］	 都市木造の『カイコウ』		木質構造による都市木造促進の提案	 松波瑠生
39	 筑波大学［芸術専門学群	デザイン専攻建築デザイン領域］	 織りなす屋根	 松本梨加
40	 東海大学［工学部	建築学科］	 シモキタ守変	―不変と可変の均衡を保つ設計手法の提案―	 島田真純
41	 東京大学［工学部	建築学科］	 LIVER	of	Metropolis	―下水処理場×植物工場―	 寺田亮
42	 東京大学［工学部	都市工学科］	 「坂道世界」	―大都市に残る、杜に守られてきた高輪の暮らし	 船越えみり
43	 東京家政学院大学［現代生活学部	現代家政学科］	 ギャラリーのある家	 村越遥奈
44	 東京家政学院大学［現代生活学部	生活デザイン学科］	 Knot	～子育て支援拠点のあるつどいの広場～	 功刀あみ
45	 東京藝術大学［美術学部	建築科］	 ドヤに寄る	 湯浅綾佳
46	 東京工業大学［工学部	建築学科］	 Share	コトブキ	―横浜コトブキ50年計画	横浜開港200周年に向けて―	 吉行菜津美
47	 東京工芸大学［工学部	建築学科］	 浸透するみち	 出廣亜香音
48	 東京電機大学［未来科学部	建築学科］	 地域をつなぐ架け橋	―アーケード商店街の再編―	 飛鳥井秀斗
49	 東京都市大学［工学部	建築学科］	 集合住宅	20XX	 西宮航平
50	 東京理科大学［工学部	建築学科］	 いってきますから	ただいままで	―街に拡がる	こどもの居場所―	 二宮彩
51	 東京理科大学［工学部第二部	建築学科］	 ペリオイコイ	―移民の軟禁と解放による半自由―	 柳沢勇斗
52	 東京理科大学［理工学部	建築学科］	 汐見台集落	―斜面地に対する新しい建築のふるまい方と暮らし方―	 小山朝子
53	 東洋大学［理工学部	建築学科］	 中野犬猫屋敷再興	―犬猫のありかた―	 馬場聖子
54	 日本大学［芸術学部	デザイン学科］	 MAKUHARI	WORK	AREA	 山口拓実
55	 日本工業大学［工学部	建築学科］	 燕三条ものづくりゲストハウス		工業の街の魅力を引き出す滞在空間の提案	 三橋雅
56	 日本工業大学［工学部	生活環境デザイン学科］	 寄居のよりどころ	―市街地のなつかしく新しい風景―	 坂本佳奈

展示作品一覧

No.	 学校名［学部		学科］	 作品名	 氏名
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57	 日本女子大学［家政学部	住居学科］	 鉄道と舟運のプラットホーム	 小林春香
58	 文化学園大学［造形学部	建築・インテリア学科］	 キンジトウ	―日本文様と構造体の融合―	 松田篤樹
59	 法政大学［デザイン工学部	建築学科］	 流域環境体	―基盤構造に織り込む地域生活類型の再考―	 杉本康一郎
60	 前橋工科大学［工学部	建築学科］	 都市のアナロジー	 福田樹
61	 前橋工科大学［工学部	総合デザイン工学科］	 あおい地区　2049
	 	 ～東日本大震災防災集団移転地区「あおい地区」の30年後のより良い暮らしを考える～	 松岡晃喜
62	 武蔵野美術大学［造形学部	建築学科］	 道と径	―見ている風景の集まり―	 ワーン・ジーイエン
63	 明治大学［理工学部	建築学科］	 眼差しの皇居	 大方利希也
64	 明星大学［理工学部	総合理工学科　建築学系］	 時を想う映画館	―大船田園都市と映画の街へのオマージュ―	 山田伊織
65	 ものつくり大学［技能工芸学部	建設学科］	 小さな居場所	―吹上富士見団地改修計画―	 小林弘道
66	 横浜国立大学［都市科学部	建築学科］	 近代集落再考	―住宅を乗り越える新たな集落の姿を目指して	 金俊浩
67	 早稲田大学［創造理工学部	建築学科］	 生きられた結い	 中村陽介/村本孝之/依田柊
68	 職業能力開発総合大学校［総合課程	建築専攻］	 繋ぐ「景色」「人」と街	 猪口啓仁
69	 日本大学［短期大学部	建築・生活デザイン学科］	 街に住む	～商店街型シェアハウス～	 角田妃奈
70	 小山工業高等専門学校［建築学科］	 ヤマサ	～煙突の煙が幸せのかけらを報せる～	 鈴木理紗
71	 愛知工業大学［工学部	建築学科建築学専攻］	 はじまりはいつも雨	 豊田涼
72	 愛知工業大学［工学部	建築学科］	 輪中建築	―輪中地帯の排水機場コンバーションによる水との暮らしの提案―	 中家優
73	 愛知産業大学［造形学部	建築学科］	 思い出を保存するアートギャラリー	 後藤諒介
74	 愛知産業大学［造形学部	通信教育部建築学科］	 青梅トラジェクトリー		室内街路空間がつなぐ人と人、人と街	 小川浩一
75	 愛知淑徳大学［メディアプロデュース学部	メディアプロデュース学科	都市環境デザイン専修］	 アーケード下、160mの学び舎	 渡邉莉奈
76	 岐阜女子大学［家政学部	生活科学科住居学専攻］	 スキマのススメ	 林香里
77	 金城学院大学［生活環境学部	環境デザイン学科］	 都市の待合室	―滞在時間ごとに待ち分ける建築―	 伊藤桃花
78	 静岡文化芸術大学［デザイン学部	デザイン学科（建築・環境領域）］	 気づきから始まる牧之原の未来	 古川直樹
79	 椙山女学園大学［生活科学部	生活環境デザイン学科］	 渓流の廻り	―都市への侵食―	 原口優美子
80	 大同大学［工学部	建築学科インテリアデザイン専攻］	 孤島のねっ子	―臨島学校によって紡がれる記憶―	 山中瞭平
81	 中部大学［工学部	建築学科］	 屋根を編む	―こどもホスピスがつくる　まちとみどり―	 佐野佑太
82	 豊橋技術科学大学［工学部	建築・都市システム学課程］	 現象する躯体	 富川ひかる
83	 名古屋大学［工学部	建築学科］	 浮かび出す道脈	―津波で覆われる街、串本存続のための提案―	 石原可南子
84	 名古屋工業大学［工学部	建築・デザイン工学科］	 くらしのモノサシ		地域内林業とモノづくりが紡ぐ風景	 津田健太
85	 名古屋市立大学［芸術工学部	建築都市デザイン学科］	 倉庫転生	―中川運河における親水空間の提案―	 西塚貴
86	 名古屋造形大学［造形学部	造形学科］	 仮想ストラクチャー放浪記	 野々村慧
87	 日本福祉大学［健康科学部	福祉工学科建築バリアフリー専修］	 みちのすきま	―散歩道からひろがる共遊空間―	 今瀬直季
88	 三重大学［工学部	建築学科］	 偕楽書館	 内川和泉
89	 名城大学［理工学部	建築学科］	 火影ノ交流都市	―火災跡地における地域性を帯びた機能的都市計画―	 吉田源基
90	 岐阜市立女子短期大学［生活デザイン学科］	 おいしいまち研究所	 山岸ゆき
91	 三重短期大学［生活科学科	生活科学専攻　居住環境コース］	 伊賀と名張をつなぐ森の駅		Forest	station	connecting	Iga	and	Nabari.	 辻永さくら
92	 金沢工業大学［環境・建築学部	建築デザイン学科］	 傷のあとの建築	 三島みらの
93	 信州大学［工学部	建築学科］	 可視領域の変化に着目した空間体験の記述法	 安田隆広
94	 富山大学［芸術文化学部	芸術文化学科　建築デザインコース］	 戸建て空き家群の再編	 岡島功洋
95	 長岡造形大学［造形学部	建築・環境デザイン学科］	 みめよいの地に生きる	―「講」によって色づく京丹後野間の集落群景―	 安達七菜子
96	 新潟大学［工学部	建設学科］	 あわいの島	―島のくらしに浮かぶmémento-mori―	 畠山亜美
97	 新潟工科大学［工学部	工学科　建築・都市環境学系］	 きょうよりかあしたは	 藤間一希
98	 福井大学［工学部	建築・都市環境工学科］	 山技一体		循環する外壁をもつ、製材業と伝統工芸の宿泊研修施設	 小島翔太
99	 福井工業大学［工学部	建築土木工学科］	 渡り人	～暮らしを彩るオフィスの在り方～	 田口慧
100	 福井工業大学［環境情報学部	デザイン学科］	 拠りなおす糸	～シェアハウスを中心とした高齢者とこども達の生活・交流拠点～	 元田彩音
101	 石川工業高等専門学校［建築学科］	 他所の市	此処の市	 宮西夏里武
102	 大阪大学［工学部	地球総合工学科建築工学コース］	 CONFLEX	HOUSE	 松田出帆
103	 大阪芸術大学［芸術学部	建築学科］	 メイカーズマウンテン	 井坂匠吾
104	 大阪工業大学［工学部	建築学科］	 舟を曳く	 水上智好
105	 大阪工業大学［工学部	空間デザイン学科］	 呼吸する楼閣	～京橋における新卸売市場の提案～	 阿部海斗
106	 大阪産業大学［デザイン工学部	建築・環境デザイン学科］	 輝く自然	悠久の歴史	―紀伊大島	自然・歴史	体感公園建築計画―	 見市匠規
107	 大阪市立大学［工学部	建築学科］	 棚田に寄り添う	 嶌田優実
108	 大阪市立大学［生活科学部	居住環境学科］	 Art	Theater	Housing	
	 	 ―知的障がい者とその家族の安心を都市の中に創り出すデザイン研究―	 西村千尋
109	 大手前大学［メディア・芸術学部	メディア・芸術学科］	 ～みんなの広場～		神港突堤公園化計画	 川田和奏
110	 関西学院大学［総合政策学部	都市政策学科］	 古墳を世界へ	―百舌鳥古墳群の魅力を世界へ発信するために―	 平野栞
111	 京都大学［工学部	建築学科］	 多重露光	 伊藤健
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112	 京都女子大学［家政学部	生活造形学科］	 水辺の拠り所	―浸水時の避難を想定した親水空間を持つ商業施設―	 板倉日向子
113	 京都精華大学［デザイン学部	建築学科］	 Cloth	flow	line	―ファッション技法から成り立つ都市―	 森圭太朗
114	 京都造形芸術大学［芸術学部	環境デザイン学科］	 テランヴァーグの未知性	～都市からはみ出す豊かさ～	 堀口真貴乃
115	 京都橘大学［現代ビジネス学部	都市環境デザイン学科］	 An	eternal	moment	―様々なひかりの空間―	 廣末美穂
116	 京都府立大学［生命環境学部	環境デザイン学科］	 対峙の場		地と人が自然に還る樹木葬斎場の計画	 藤原悠
117	 近畿大学	［建築学部	建築学科］	 都市の遺場所	―墓地の代謝から読み解く都市の更新―	 鈴木徹
118	 神戸大学［工学部	建築学科（都市デザイン・コース）］	 水際の寄す処	 植田実香
119	 神戸大学［工学部	建築学科（建築デザイン・コース）］	 SteamSCAPE	―地熱の街に宿る発電の場―	 宅野蒼生
120	 神戸芸術工科大学［芸術工学部	環境デザイン学科］	 あの時あの人とあの場所で。	 足立明日香
121	 滋賀県立大学［環境科学部	環境建築デザイン学科］	 沖縄	多世代住宅	―変わらないモノ、住み継ぐカタチ―	 阪中健人
122	 滋賀県立大学［人間文化学部	生活デザイン学科］	 都市近郊における高架下空間の活用	
	 	 ―ものづくりの場を媒体とした連続性を持つ空間の計画―	 高橋愛海
123	 成安造形大学［芸術学部	芸術学科］	 koloni	ゆとりを作るための庭	 徳丸ゆうい
124	 摂南大学［理工学部	建築学科］	 漁場ノ駅	―観光と災害時の持続的復興拠点の提案―	 中野雄介
125	 摂南大学［理工学部	住環境デザイン学科］	 「かわ」でつなぐ鞍馬のオモテとウラ	 中山尚也
126	 帝塚山大学［現代生活学部	居住空間デザイン学科］	 DOOＲＳ	―こんな集合住宅があったら嬉しい―	 中森晴香
127	 奈良女子大学［生活環境学部	住環境学科］	 集い学ぶ癒しの場	―難病のこども・家族と地域を繋ぐこどもホスピス―	 森口和紗
128	 兵庫県立大学［環境人間学部	環境人間学科］	 提灯のあかり	～祭りを通して地域とつながる～	 合田結乃
129	 武庫川女子大学［生活環境学部	建築学科］	 竹の教会	―スラム街の人々に寄り添う竹建築―	 西山満月
130	 武庫川女子大学［生活環境学部	生活環境学科］	 たまる場	―阪神鳴尾駅前にひとの集う場の提案―	 藤本侑
131	 立命館大学［理工学部	建築都市デザイン学科］	 個立がつくる集合体	―距離をとることから始まる都市建築―	 大谷理個
132	 和歌山大学［システム工学部	システム工学科　環境デザインメジャー］	 終を知る	 杉村駿輔
133	 明石工業高等専門学校［建築学科］	 福崎もちむぎふれあい郷	―通学路の中で食と農にふれあう―	 松本野々
134	 舞鶴工業高等専門学校［建設システム工学科］	 	UIH2	―舞鶴市居住促進住宅プロジェクト―	 田中甫
135	 岡山県立大学［デザイン学部	デザイン工学科］	 緑の葡萄のガラス工房	 片嶋倖助
136	 岡山理科大学［工学部	建築学科］	 行政の可視化	―開かれた役場と多世代交流拠点の提案―	 練尾早紀
137	 近畿大学［工学部	建築学科］	 ロジリティ	―路地＋路地的空間から成る住宅地―	 藤田真奈
138	 島根大学［総合理工学部	建築・生産設計工学科］	 海女島	～荒布栽培から始まるこれからの海女文化～	 坂井健太郎
139	 広島大学［工学部	第四類］	 百年駅舎	 平野誠弥
140	 広島工業大学［環境学部	環境デザイン学科］	 アートで生まれるこれからの駅のあり方	 渡部幸司
141	 広島工業大学［工学部	建築工学科］	 時間と建築	～宮島口計画～	 山田桃乃
142	 広島女学院大学［人間生活学部	生活デザイン・建築学科］	 アイアンスクエア	―呉を感じる施設の提案―	 時髙梨沙
143	 福山大学［工学部	建築学科］	 都市の逃げ道	―広島県福山市伏見町「うっかり」交流空間―	 河田陽依菜
144	 呉工業高等専門学校［建築学科］	 はまっこMagnet	―住民を惹きつける空間の提案―	 井上咲
145	 米子工業高等専門学校［建築学科］	 Pellicule	～死者と生者を包む斎場～	 松下隼
146	 高知工科大学［システム工学群	建築・都市デザイン専攻］	 播州の群塔	―兵庫県姫路市本町68番地における新たな播州人の居場所―	 前原凌平
147	 大分大学［工学部	福祉環境工学科建築コース］	 青春謳歌駅	 髙橋慶伍
148	 鹿児島大学［工学部	建築学科］	 受け継がれる島の記憶	―福山市箕島町における建築群の提案―	 森山陽介
149	 北九州市立大学［国際環境工学部	建築デザイン学科］	 天空街	―空と街、境界のない超高層―	 鎌野りら
150	 九州大学［芸術工学部	環境設計学科］	 洋灰をつむぐ	 田口未貴
151	 九州大学［工学部	建築学科］	 mediative	objects／調停するオブジェクト	 池田慎太郎
152	 九州産業大学［工学部	建築学科］	 堀割の駅	～柳川の活性化～	 平田真樹
153	 九州産業大学［工学部	住居・インテリア設計学科］	 立花口住みつなぎ	～リロケーションダメージ回避プログラム～	 西村彩花
154	 九州女子大学［家政学部	人間生活学科］	 地産地消で飯塚市に活気を呼ぶ設計計画	 野口幸枝
155	 近畿大学［産業理工学部	建築・デザイン学科］	 彼らのまわりで	―歴史的町並みに点在する観光資源の再編―	 木庭里佳子
156	 熊本大学［工学部	建築学科］	 学びと、森と、人と	―公園と一体化する建築―	 鎌田蒼
157	 熊本県立大学［環境共生学部	居住環境学科］	 ツナガル	―中山間地域における子育て環境の提案―	 本田愛莉
158	 佐賀大学［理工学部	都市工学科］	 魅入る演出	―嘉穂劇場と相重なる劇場―	 西田羽沙
159	 崇城大学［工学部	建築学科］	 命の淵	 米本健太
160	 第一工業大学［工学部	建築デザイン学科］	 明日に向かって架ける橋	～鹿児島の過去と未来をつなげる～	 鮎川瑞貴
161	 長崎総合科学大学［工学部工学科	建築学コース］	 神代、水の茶室。	 上戸まひな
162	 西日本工業大学［デザイン学部	建築学科］	 ヤマの記憶	 有瀬千絵
163	 日本文理大学［工学部	建築学科建築コース］	 アメラジアンスクール	～社交の街から交流の街へ～	 幸地隆樹
164	 福岡大学［工学部	建築学科］	 ART	PORT	 小柳祐貴
165	 琉球大学［工学部	環境建設工学科］	 Art	rabyrinth	～柱によるぼかし空間～	 小嶺宏長
166	 有明工業高等専門学校［建築学科］	 HEART	 永瀬楓
167	 都城工業高等専門学校［建築学科］	 次世代型斎場と樹木葬霊園の設計	 永吉幸介
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