
更新日　2021/02/18

支部 開催地 期日 時間 会場

室蘭 5月13日(水)～5月15日(金) 中止 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5日(金)～6月7日(日) 中止 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9日(月)～11月12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）

仙台
7月3日(金)～7月8日(水)

最終日は17:00まで 中止 東北工業大学 一番町ロビー(宮城県仙台市青葉区一番町1-3-
1 ニッセイ仙台ビル)

郡山 9月30日(水)～10月1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)

八戸
10月10日(土)～10月11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）

山形
6月22日(月)～6月26日(金)　以下に延期

11月3日（火）～11月6日（金）
最終日は15:00まで

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
12月10日(木)～12月13日(日)

最終日は17:00まで 中止 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
由利本荘市土谷海老ノ口84-4）

宇都宮
7月13日(月)～7月17日(金)

最終日は16:00まで 中止 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26日(水)～8月28日(金)

最終日は16:30まで 中止 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）

千葉
9月8日(火)～9月10日(木)

最終日は15:00まで 中止 千葉大学西千葉キャンパス（大会会場）(千葉県千葉市稲毛区
弥生町1-33)

前橋
9月17日(木)～9月19日(土)

最終日は14:00まで 中止 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23日(水)～9月24日(木)

初日は13:00から 中止 足利大学8号館第2製図室(栃木県足利市大前町268-1)

日立
10月5日(月)～10月8日(木)

初日は13:00から、最終日は15:00まで 中止 茨城大学図書館工学部分館 ラーニングコモンズ(茨城県日立市
中成沢町4-12-1)

袋井 8月19日(水)～8月21日(金) 中止 静岡理工科大学理工学部建築学科棟1階デザインスタジオ1(静
岡県袋井市豊沢2200-2)

名古屋
12月1日(火)～12月6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)

野々市 6月16日(火)～6月19日(金) 中止 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
7月31日(金)～8月4日(火)

最終日は16:30まで 中止 新潟大学工学部建築学プログラム5階建築製図室(新潟県新潟
市西区五十嵐二の町8050)

高岡
9月15日(火)～9月17日(木)

最終日は15:00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22日(木)～10月24日(土)

最終日は15:00まで 中止 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)

福井
12月15日(火)～12月19日(土)

最終日は17:00まで 中止 福井工業大学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11日(木)～6月14日(日) 中止 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)

岡山
8月6日(木)～8月7日(金)

最終日は15:00まで 中止 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18日(火)～8月21日(金) 中止 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28日(金)～8月30日(日) 中止 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)

米子
5月22日(金)～5月25日(月)　以下に延期

11月18日(水)～11月20日(金)
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)

徳島
11月21日(土)～11月22日(日)

21日のみ開催
10:00～16:00 とくぎんトモニプラザ3階会議室(徳島県徳島市徳島町城内2-1)

松山
2021年 2月24日(水)～3月1日(月)

最終日は14:00まで 中止 愛媛大学城北キャンパス 愛大ミューズ1階 愛媛大学ミュージア
ム(愛媛県松山市文京町3)

佐賀
5月12日(火)～5月15日(金)

最終日は16:00まで 中止 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 佐賀大学本庄キャンパス)

北九州
5月29日(金)～6月1日(月)

最終日は16:00まで 中止 西日本工業大学大学院地域連携センターS302スタジオ(福岡県
北九州市小倉北区大門1-5-1)

熊本
7月1日(水)～7月3日(金)

最終日は16:00まで 中止 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)

沖縄 7月14日(火)～7月16日(木) 中止 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
10月17日(土)～10月18日(日)

最終日は16:00まで
10:00～17:00 鹿児島大学学習交流プラザ(鹿児島県鹿児島市郡元1-21-42)

大分
10月24日(土)～10月25日(日)

最終日は16:00まで
10:00～17:00 日本文理大学3号館3階331（製図室）(大分県大分市一木1727)

長崎 11月10日(火)～11月13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)

 　最新の開催状況は日本建築学会Webページ「催し物・公募」欄にてご確認ください。
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※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、会場によっては延期や中止となる場合があります。
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第61回全国大学・高専卒業設計展示会

主催　日本建築学会
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1 札幌市立大学［デザイン学部 デザイン学科］ 移ろう堆雪景 ―利雪・親雪のためのランドスケープ計画― 加持あゆ
2 星槎道都大学［美術学部 建築学科］ 育みの森 目黒海都
3 東海大学［国際文化学部 デザイン文化学科］ 山の家  北の自然と暮らす 小林大樹
4 北海学園大学［工学部 建築学科］ 耕人たちの帷幄  温泉源の転換による、農産共同体の暮らしと風景の提案 山内翔馬
5 北海道大学［工学部 環境社会工学科 建築都市コース］ スケルトンには防災をインフィルには賑わいを 林響太
6 北海道科学大学［工学部 建築学科］ 銀色都市のプラットホーム 坪田雄太朗
7 室蘭工業大学［工学部 建築社会基盤系学科］ 砂の絆創構 ―石狩砂丘における植生回復の建築化― 川去健翔
8 釧路工業高等専門学校［建築学科］ TELEPHONE BOOTH 石丸桃歌
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］ 巣だちの郷 ―本とともに育つ― 佐藤希望
10 東北大学［工学部 建築社会環境工学科］ 伸縮する夜 ―空間による感覚時間顕在化の一思案― 片平有香
11 東北学院大学［工学部 環境建設工学科 建築コース］ 記憶の種火 高城那菜
12 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］ 都市からの分離と持ち運べる空間 ～モバイル建築におけるプリーツとその利用方法～ 村田隆行
13 東北工業大学［工学部 建築学科］ 桜で彩る点と点の結び：中央弘前駅を中心とした土手町商店街のこみせ再考 千葉百華
14 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］ IGU Huts 佐藤恵美子
15 東北文化学園大学［科学技術学部 建築環境学科］ 長谷駅建て替え計画 ～観光客の安全とコミュニティを創造する駅～ 今野亮太
16 日本大学［工学部 建築学科］ 前衛堤 ―港湾デザインの昇華― 佐藤寛隆
17 八戸工業大学［工学部 土木建築工学科］ 八戸市公共図書館 中﨑裕太
18 宮城大学［事業構想学部 デザイン情報学科］ 対立概念空間の形成を経て建築設計へ ～利府町の拠点施設をケーススタディとして～ 清水悠汰
19 宮城学院女子大学［生活科学部 生活文化デザイン学科］ 漁港集落と高台移転との向き合い方 千葉はるな
20 山形大学［地域教育文化学部 地域教育文化学科 生活環境科学コース］ 集いのふるさと ―ハード面とソフト面から見た空き家利用の提案― 斎藤亜美
21 岩手県立大学［盛岡短期大学部 生活科学部 生活デザイン専攻］ Sea Saaaa 佐々木あみ
22 仙台高等専門学校［建築デザイン学科］ 廻る村 針生瑠奈
23 足利大学［工学部 創生工学科］ 繋がる住宅 ―住宅を通して人と街が繋がる― 山本美優紀
24 茨城大学［工学部 都市システム工学科］ 感じる。気付く。出会う。 竹内美玖
25 宇都宮大学［地域デザイン科学部 建築都市デザイン学科］ Altered/Layered City 
  ―高円寺駅前の道路計画による都市改変に対するもう一つの都市の提案― 速水秀太
26 神奈川大学［工学部 建築学科］ 城ヶ島の雨 黒柳和大
27 関東学院大学［建築・環境学部 建築・環境学科］ PLAT HOME  街と駅を繋げるインターフェースの設計 福間新
28 共立女子大学［家政学部 建築・デザイン学科］ 四畳半から広がる第三の居場所 菊地優月
29 慶應義塾大学［環境情報学部］ たゆたう布 ―屋外における布による柔らかい空間表現― 松島千晃
30 工学院大学［建築学部 建築デザイン学科］ 記憶を用いた建築の転生 ―紀伊國屋ビルディングを対象として― 坂上直子
31 国士舘大学［理工学部 理工学科 建築学系］ 福岡現代美術館 LAND 中村悠希
32 芝浦工業大学［工学部 建築学科］ 鋳者にみせられて ―孤立した町工場と外国人労働者のつながり― 上野美紀
33 芝浦工業大学［工学部 建築工学科］ ハッチポッチスタジオ ―都市に建つ障がい者福祉施設― 吉田真緒
34 芝浦工業大学［システム理工学部 環境システム学科］ TOCASU-HACO 田中美宇
35 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］ 高低差建築 井西祐樹
36 首都大学東京（東京都立大学）［都市環境学部 都市環境学科］ 子育てをシェアする住まい 遠藤航平
37 昭和女子大学［生活科学部 環境デザイン学科］ 東京タワー改造計画 藤永絵理香
38 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］ Guest House Hazard Haven ―日本らしさとは― 尹祉寓
39 多摩美術大学［環境デザイン学科］ 重ねる街並み 早川由真
40 千葉大学［工学部 建築学科］ 風景へのシークエンス 八木耀聖
41 千葉大学［工学部 都市環境システム学科］ 登り屋根の下で ―趣味と暮らす住空間の提案― 中畑佑真
42 千葉工業大学［創造工学部 建築学科］ かくれた建築 ―神社の存在様態の探求― 堂ノ下和希
43 筑波大学［芸術専門学群 デザイン専攻 建築デザイン領域］ キオクの山 志田嘉映
44 東海大学［工学部 建築学科］ 空間を食べ比べるように ―小さな変化の連続が街をやわらかく繋げる― 佐々木大樹
45 東京大学［工学部 建築学科］ やわらかい建築を目指して 木村七音流
46 東京大学［工学部 都市工学科］ Cultivating Post-suburban Landscape 野上正行
47 東京家政学院大学［現代生活学部 現代家政学科］ 白金に建てるチャペル 寺山晴夏
48 東京家政学院大学［現代生活学部 生活デザイン学科］ SIBAHIRO SQUARE ～町田市 シバヒロに建つ集合住宅～ 早川真奈
49 東京藝術大学［美術学部 建築科］ たゆたう between 篠田怜寿
50 東京工業大学［環境・社会理工学院 建築学系］ 神子畑の記憶 ―産業遺構とその歴史を見せる整備計画― 小林由佳
51 東京工芸大学［工学部 建築学科］ WARM 森山結衣
52 東京電機大学［未来科学部 建築学科］ 他人事じゃない話 ―複合施設型自立支援施設― 仲山千文
53 東京都市大学［工学部 建築学科］ 言葉による連想ゲームを用いた設計手法の提案
  ～文章－ドローイング－空間 の連想ゲーム～ 寺島瑞季
54 東京理科大学［工学部 建築学科］ 建築の段階的自生 谷中駿太
55 東京理科大学［理工学部 建築学科］ 谷中アンソロジー ―まちの風景を吸収する内皮的な建築― 冨坂有哉
56 東洋大学［理工学部 建築学科］ 発見的・能動的な空間の可能性を持つ形式 木村透
57 日本大学［芸術学部 デザイン学科］ 日本におけるグローバルな文化交流の提案 ～西葛西のインドと日本の共生～ 前田千尋
58 日本大学［生産工学部 建築工学科］ ツイグラシ 佐藤佳歩
59 日本大学［理工学部 建築学科］ 虚

つな

空
ぎめ

 ―吉本興業と福祉系分庁舎による新たな複合施設の提案― 瀧川未純

展示作品一覧

No. 学校名［学部  学科］ 作品名 氏名

60 日本工業大学［工学部 建築学科］ 高田雁木タウン ―雁木でつながる総合福祉施設― 横田理紗
61 日本工業大学［工学部 生活環境デザイン学科］ まちの設え  駅前通りにおける歩道空間の設計 村上智基
62 日本女子大学［家政学部 住居学科］ 首都直下地震における仮設住宅10年計画 堀池朱音
63 文化学園大学［造形学部 建築・インテリア学科］ 町と子どものための高架下空間活用に対する提案 須田葵
64 法政大学［デザイン工学部 建築学科］ 奥沢二丁目計画 ―第5世代住宅― 中谷司
65 前橋工科大学［工学部 建築学科］ 久喜の燈 ―そこにある確かなもの― 斉木詠吾
66 前橋工科大学［工学部 総合デザイン工学科］ とけこみ、とけだす 
  ―太田市義務教育学校のビルディングタイプにとらわれない、新たな教育施設の提案― 内田智将
67 武蔵野大学［工学部 建築デザイン学科］ おしかものがたり ―絵本でおこす牡鹿半島におけるまちづくり― 村上まゆき
68 武蔵野美術大学［造形学部 建築学科］ 弔いのシークエンス 大嶋笙平
69 明治大学［理工学部 建築学科］ 差し出す愛着。 ―地域に解かれる祖父母の家― 素本夏菜子
70 明星大学［理工学部 総合理工学科 建築学系］ 伝承 ―遺構を機に歴史を学ぶ施設の計画― 松田大河
71 ものつくり大学［技能工芸学部 建設学科］ すみかえる ―双葉町の木造住宅改修計画― 山本佑香
72 横浜国立大学［理工学部 建築EP］ バス亭の家 ―住民が担う小さな公共― 伊波航
73 早稲田大学［創造理工学部 建築学科］ 開かれた地平と生きる ―堤防の狭間から― 山下耕生/友光俊介/松本隼
74 日本大学［短期大学部 建築・生活デザイン学科］ Scenographic Forest ―Katsunuma Horticulture Centre― 水上さゆな
75 小山工業高等専門学校［建築学科］ 水辺再編 ―「みずまて」による水害地域の新しい水辺空間の提案― 長岡稜太
76 愛知工業大学［工学部 建築学科］ なごや ダンダン いちば 森稜真/水鳥樹
77 愛知工業大学［工学部 建築学科 住居デザイン専攻］ 還拓の作法 ―干拓堤防のリノベーション計画― 伊藤謙
78 愛知産業大学［造形学部 建築学科］ 結い和す ―住民と観光客が気軽に結ばれる建築空間と街並みの提案― 有馬百華
79 愛知産業大学［通信教育部造形学部 建築学科］ 神宮前のみんなの家  日常を共有する温かい商店街 鈴木邦浩
80 愛知淑徳大学［創造表現学部 創造表現学科 建築・インテリアデザイン専攻］ はたらく団地 
  ―「住むだけ」の時代は終わった 高蔵寺ニュータウンにおける新しいコミュニティの姿― 山田理絵
81 岐阜女子大学［家政学部 生活科学科 住居学専攻］ やながせ笑店街  集まる・繋がる・広がる 白木楓子
82 金城学院大学［生活環境学部 環境デザイン学科］ 地域生活のある小学校 神戸千穂
83 静岡文化芸術大学［デザイン学部 デザイン学科］ 山のまちの視点場 鷲見奈都樹
84 椙山女学園大学［生活科学部 生活環境デザイン学科］ このひきのいえ ―湖底の継承：御母衣湖における水位変化に伴った住処の提案― 中村実希
85 大同大学［工学部 建築学科 建築専攻・インテリアデザイン専攻］ うなぎのぼり ―色町養鰻再編計画 太田寛和
86 中部大学［工学部 建築学科］ Carpals ―被災者の社会復帰支援施設― 河野哲也
87 豊橋技術科学大学［工学部 建築・都市システム学課程］ てらこんや ―ウラに見つける子供の学び屋― 安元春香
88 名古屋大学［工学部 環境土木・建築学科］ Para-Sports-Scape ―神奈川県立総合リハビリテーションセンター増改築計画― 板橋佳祐
89 名古屋工業大学［工学部 社会工学科 建築・デザイン分野］ 水郷暮らしの川湊 杉山莉奈
90 名古屋市立大学［芸術工学部 建築都市デザイン学科］ 見えない壁をこえて  ハンセン病を辿る資料館 原田秀太郎
91 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］ 異文化と暮らす 倉田紗恵子
92 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］ 嵩じる仲らい 名倉要
93 三重大学［工学部 建築学科］ 継承する架構  奈良が生んだ歴史と文化 瀧澤幹人
94 名城大学［理工学部 建築学科］ 夜叉ヶ池継承舞台 ―自然環境に呼応した体感装置の提案― 久保響子
95 岐阜市立女子短期大学［生活デザイン学科 建築・インテリア専修］ 蘇る 畔蒜亜実
96 三重短期大学［生活科学科 居住環境コース］ 自然と地域と学生をつなぐ 大橋智美/平井千尋
97 岐阜工業高等専門学校［建築学科］ NewCentre---Our Life, Our Space！ チェアン・キム
98 豊田工業高等専門学校［建築学科］ 享保十五年のアーケード ―大須空間の祝祭と生産― 小川紘輝
99 金沢工業大学［環境・建築学部 建築デザイン学科］ 感情トリガー装置 松島佑宜
100 信州大学［工学部 建築学科］ 新世界市場伸張計画 杉山翔太
101 富山大学［芸術文化学部 芸術文化学科］ 松代町東条地区の空家の改修 ―祖母の家の系譜と継承― 野村弥和
102 長岡造形大学［造形学部 建築・環境デザイン学科］ 山合ひに麦はゆれて ～廃れゆく金沢湯涌地区に蒸溜酒産業による生業の郷を～ 東篤志
103 新潟大学［工学部 建設学科］ 地域の種まく小さな空港 ―旅人と育む農文化― 澁谷日菜
104 新潟工科大学［工学部 工学科 建築・都市環境学系］ 開かれるまち、生まれるにぎわい 林美嘉
105 福井大学［工学部 建築・都市環境工学科］ 水田の都 ～都市型農業拠点がもたらす未来～ 後藤雅貴
106 福井工業大学［工学部 建築土木工学科］ ワタシから共

とも

へ ～登録文化財西野家リノベーション計画～ 坂川誌央理
107 福井工業大学［環境情報学部 デザイン学科］ 波間の休息 弓塲教行
108 石川工業高等専門学校［建築学科］ コミュニティを和える ―河川敷を介した多様なコミュニティの結節点― 坂口千陽
109 大阪大学［工学部 地球総合工学科］ 経験を描く ―まちそのものになる― 亀田菜央
110 大阪芸術大学［芸術学部 建築学科］ 水平線の彼方 西村梨紗子
111 大阪工業大学［工学部 建築学科］ 闇市とキャバレー 原雪之
112 大阪工業大学［ロボティクス＆デザイン工学部 空間デザイン学科］ 巣喰う街の観察日記 山田泰輔
113 大阪産業大学［デザイン工学部 建築・環境デザイン学科］ OBJECTー EVENT 石川真一郎
114 大阪市立大学［生活科学部 居住環境学科］ ダンランハウジング ―多世代が食事を通して交流する空間の提案― 森川くるみ
115 大手前大学［メディア・芸術］ 三宮駅前広場の再開発 河合真希穂
116 関西大学［環境都市工学部 建築学科］ 輪廻する劇場 大高宗馬
117 関西学院大学［総合政策学部 都市政策学科］ esse 私が私を生きるとき 岡田実可子
118 京都大学［工学部 建築学科］ MARCEL DUCHAMP’s ARCHIVE 齊藤風結

No. 学校名［学部  学科］ 作品名 氏名

【web用】1905_支部共通事業【設計展示会2020】面付.indd   4-5 2020/04/24   13:40:27



1 札幌市立大学［デザイン学部 デザイン学科］ 移ろう堆雪景 ―利雪・親雪のためのランドスケープ計画― 加持あゆ
2 星槎道都大学［美術学部 建築学科］ 育みの森 目黒海都
3 東海大学［国際文化学部 デザイン文化学科］ 山の家  北の自然と暮らす 小林大樹
4 北海学園大学［工学部 建築学科］ 耕人たちの帷幄  温泉源の転換による、農産共同体の暮らしと風景の提案 山内翔馬
5 北海道大学［工学部 環境社会工学科 建築都市コース］ スケルトンには防災をインフィルには賑わいを 林響太
6 北海道科学大学［工学部 建築学科］ 銀色都市のプラットホーム 坪田雄太朗
7 室蘭工業大学［工学部 建築社会基盤系学科］ 砂の絆創構 ―石狩砂丘における植生回復の建築化― 川去健翔
8 釧路工業高等専門学校［建築学科］ TELEPHONE BOOTH 石丸桃歌
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］ 巣だちの郷 ―本とともに育つ― 佐藤希望
10 東北大学［工学部 建築社会環境工学科］ 伸縮する夜 ―空間による感覚時間顕在化の一思案― 片平有香
11 東北学院大学［工学部 環境建設工学科 建築コース］ 記憶の種火 高城那菜
12 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］ 都市からの分離と持ち運べる空間 ～モバイル建築におけるプリーツとその利用方法～ 村田隆行
13 東北工業大学［工学部 建築学科］ 桜で彩る点と点の結び：中央弘前駅を中心とした土手町商店街のこみせ再考 千葉百華
14 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］ IGU Huts 佐藤恵美子
15 東北文化学園大学［科学技術学部 建築環境学科］ 長谷駅建て替え計画 ～観光客の安全とコミュニティを創造する駅～ 今野亮太
16 日本大学［工学部 建築学科］ 前衛堤 ―港湾デザインの昇華― 佐藤寛隆
17 八戸工業大学［工学部 土木建築工学科］ 八戸市公共図書館 中﨑裕太
18 宮城大学［事業構想学部 デザイン情報学科］ 対立概念空間の形成を経て建築設計へ ～利府町の拠点施設をケーススタディとして～ 清水悠汰
19 宮城学院女子大学［生活科学部 生活文化デザイン学科］ 漁港集落と高台移転との向き合い方 千葉はるな
20 山形大学［地域教育文化学部 地域教育文化学科 生活環境科学コース］ 集いのふるさと ―ハード面とソフト面から見た空き家利用の提案― 斎藤亜美
21 岩手県立大学［盛岡短期大学部 生活科学部 生活デザイン専攻］ Sea Saaaa 佐々木あみ
22 仙台高等専門学校［建築デザイン学科］ 廻る村 針生瑠奈
23 足利大学［工学部 創生工学科］ 繋がる住宅 ―住宅を通して人と街が繋がる― 山本美優紀
24 茨城大学［工学部 都市システム工学科］ 感じる。気付く。出会う。 竹内美玖
25 宇都宮大学［地域デザイン科学部 建築都市デザイン学科］ Altered/Layered City 
  ―高円寺駅前の道路計画による都市改変に対するもう一つの都市の提案― 速水秀太
26 神奈川大学［工学部 建築学科］ 城ヶ島の雨 黒柳和大
27 関東学院大学［建築・環境学部 建築・環境学科］ PLAT HOME  街と駅を繋げるインターフェースの設計 福間新
28 共立女子大学［家政学部 建築・デザイン学科］ 四畳半から広がる第三の居場所 菊地優月
29 慶應義塾大学［環境情報学部］ たゆたう布 ―屋外における布による柔らかい空間表現― 松島千晃
30 工学院大学［建築学部 建築デザイン学科］ 記憶を用いた建築の転生 ―紀伊國屋ビルディングを対象として― 坂上直子
31 国士舘大学［理工学部 理工学科 建築学系］ 福岡現代美術館 LAND 中村悠希
32 芝浦工業大学［工学部 建築学科］ 鋳者にみせられて ―孤立した町工場と外国人労働者のつながり― 上野美紀
33 芝浦工業大学［工学部 建築工学科］ ハッチポッチスタジオ ―都市に建つ障がい者福祉施設― 吉田真緒
34 芝浦工業大学［システム理工学部 環境システム学科］ TOCASU-HACO 田中美宇
35 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］ 高低差建築 井西祐樹
36 首都大学東京（東京都立大学）［都市環境学部 都市環境学科］ 子育てをシェアする住まい 遠藤航平
37 昭和女子大学［生活科学部 環境デザイン学科］ 東京タワー改造計画 藤永絵理香
38 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］ Guest House Hazard Haven ―日本らしさとは― 尹祉寓
39 多摩美術大学［環境デザイン学科］ 重ねる街並み 早川由真
40 千葉大学［工学部 建築学科］ 風景へのシークエンス 八木耀聖
41 千葉大学［工学部 都市環境システム学科］ 登り屋根の下で ―趣味と暮らす住空間の提案― 中畑佑真
42 千葉工業大学［創造工学部 建築学科］ かくれた建築 ―神社の存在様態の探求― 堂ノ下和希
43 筑波大学［芸術専門学群 デザイン専攻 建築デザイン領域］ キオクの山 志田嘉映
44 東海大学［工学部 建築学科］ 空間を食べ比べるように ―小さな変化の連続が街をやわらかく繋げる― 佐々木大樹
45 東京大学［工学部 建築学科］ やわらかい建築を目指して 木村七音流
46 東京大学［工学部 都市工学科］ Cultivating Post-suburban Landscape 野上正行
47 東京家政学院大学［現代生活学部 現代家政学科］ 白金に建てるチャペル 寺山晴夏
48 東京家政学院大学［現代生活学部 生活デザイン学科］ SIBAHIRO SQUARE ～町田市 シバヒロに建つ集合住宅～ 早川真奈
49 東京藝術大学［美術学部 建築科］ たゆたう between 篠田怜寿
50 東京工業大学［環境・社会理工学院 建築学系］ 神子畑の記憶 ―産業遺構とその歴史を見せる整備計画― 小林由佳
51 東京工芸大学［工学部 建築学科］ WARM 森山結衣
52 東京電機大学［未来科学部 建築学科］ 他人事じゃない話 ―複合施設型自立支援施設― 仲山千文
53 東京都市大学［工学部 建築学科］ 言葉による連想ゲームを用いた設計手法の提案
  ～文章－ドローイング－空間 の連想ゲーム～ 寺島瑞季
54 東京理科大学［工学部 建築学科］ 建築の段階的自生 谷中駿太
55 東京理科大学［理工学部 建築学科］ 谷中アンソロジー ―まちの風景を吸収する内皮的な建築― 冨坂有哉
56 東洋大学［理工学部 建築学科］ 発見的・能動的な空間の可能性を持つ形式 木村透
57 日本大学［芸術学部 デザイン学科］ 日本におけるグローバルな文化交流の提案 ～西葛西のインドと日本の共生～ 前田千尋
58 日本大学［生産工学部 建築工学科］ ツイグラシ 佐藤佳歩
59 日本大学［理工学部 建築学科］ 虚

つな

空
ぎめ

 ―吉本興業と福祉系分庁舎による新たな複合施設の提案― 瀧川未純
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60 日本工業大学［工学部 建築学科］ 高田雁木タウン ―雁木でつながる総合福祉施設― 横田理紗
61 日本工業大学［工学部 生活環境デザイン学科］ まちの設え  駅前通りにおける歩道空間の設計 村上智基
62 日本女子大学［家政学部 住居学科］ 首都直下地震における仮設住宅10年計画 堀池朱音
63 文化学園大学［造形学部 建築・インテリア学科］ 町と子どものための高架下空間活用に対する提案 須田葵
64 法政大学［デザイン工学部 建築学科］ 奥沢二丁目計画 ―第5世代住宅― 中谷司
65 前橋工科大学［工学部 建築学科］ 久喜の燈 ―そこにある確かなもの― 斉木詠吾
66 前橋工科大学［工学部 総合デザイン工学科］ とけこみ、とけだす 
  ―太田市義務教育学校のビルディングタイプにとらわれない、新たな教育施設の提案― 内田智将
67 武蔵野大学［工学部 建築デザイン学科］ おしかものがたり ―絵本でおこす牡鹿半島におけるまちづくり― 村上まゆき
68 武蔵野美術大学［造形学部 建築学科］ 弔いのシークエンス 大嶋笙平
69 明治大学［理工学部 建築学科］ 差し出す愛着。 ―地域に解かれる祖父母の家― 素本夏菜子
70 明星大学［理工学部 総合理工学科 建築学系］ 伝承 ―遺構を機に歴史を学ぶ施設の計画― 松田大河
71 ものつくり大学［技能工芸学部 建設学科］ すみかえる ―双葉町の木造住宅改修計画― 山本佑香
72 横浜国立大学［理工学部 建築EP］ バス亭の家 ―住民が担う小さな公共― 伊波航
73 早稲田大学［創造理工学部 建築学科］ 開かれた地平と生きる ―堤防の狭間から― 山下耕生/友光俊介/松本隼
74 日本大学［短期大学部 建築・生活デザイン学科］ Scenographic Forest ―Katsunuma Horticulture Centre― 水上さゆな
75 小山工業高等専門学校［建築学科］ 水辺再編 ―「みずまて」による水害地域の新しい水辺空間の提案― 長岡稜太
76 愛知工業大学［工学部 建築学科］ なごや ダンダン いちば 森稜真/水鳥樹
77 愛知工業大学［工学部 建築学科 住居デザイン専攻］ 還拓の作法 ―干拓堤防のリノベーション計画― 伊藤謙
78 愛知産業大学［造形学部 建築学科］ 結い和す ―住民と観光客が気軽に結ばれる建築空間と街並みの提案― 有馬百華
79 愛知産業大学［通信教育部造形学部 建築学科］ 神宮前のみんなの家  日常を共有する温かい商店街 鈴木邦浩
80 愛知淑徳大学［創造表現学部 創造表現学科 建築・インテリアデザイン専攻］ はたらく団地 
  ―「住むだけ」の時代は終わった 高蔵寺ニュータウンにおける新しいコミュニティの姿― 山田理絵
81 岐阜女子大学［家政学部 生活科学科 住居学専攻］ やながせ笑店街  集まる・繋がる・広がる 白木楓子
82 金城学院大学［生活環境学部 環境デザイン学科］ 地域生活のある小学校 神戸千穂
83 静岡文化芸術大学［デザイン学部 デザイン学科］ 山のまちの視点場 鷲見奈都樹
84 椙山女学園大学［生活科学部 生活環境デザイン学科］ このひきのいえ ―湖底の継承：御母衣湖における水位変化に伴った住処の提案― 中村実希
85 大同大学［工学部 建築学科 建築専攻・インテリアデザイン専攻］ うなぎのぼり ―色町養鰻再編計画 太田寛和
86 中部大学［工学部 建築学科］ Carpals ―被災者の社会復帰支援施設― 河野哲也
87 豊橋技術科学大学［工学部 建築・都市システム学課程］ てらこんや ―ウラに見つける子供の学び屋― 安元春香
88 名古屋大学［工学部 環境土木・建築学科］ Para-Sports-Scape ―神奈川県立総合リハビリテーションセンター増改築計画― 板橋佳祐
89 名古屋工業大学［工学部 社会工学科 建築・デザイン分野］ 水郷暮らしの川湊 杉山莉奈
90 名古屋市立大学［芸術工学部 建築都市デザイン学科］ 見えない壁をこえて  ハンセン病を辿る資料館 原田秀太郎
91 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］ 異文化と暮らす 倉田紗恵子
92 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］ 嵩じる仲らい 名倉要
93 三重大学［工学部 建築学科］ 継承する架構  奈良が生んだ歴史と文化 瀧澤幹人
94 名城大学［理工学部 建築学科］ 夜叉ヶ池継承舞台 ―自然環境に呼応した体感装置の提案― 久保響子
95 岐阜市立女子短期大学［生活デザイン学科 建築・インテリア専修］ 蘇る 畔蒜亜実
96 三重短期大学［生活科学科 居住環境コース］ 自然と地域と学生をつなぐ 大橋智美/平井千尋
97 岐阜工業高等専門学校［建築学科］ NewCentre---Our Life, Our Space！ チェアン・キム
98 豊田工業高等専門学校［建築学科］ 享保十五年のアーケード ―大須空間の祝祭と生産― 小川紘輝
99 金沢工業大学［環境・建築学部 建築デザイン学科］ 感情トリガー装置 松島佑宜
100 信州大学［工学部 建築学科］ 新世界市場伸張計画 杉山翔太
101 富山大学［芸術文化学部 芸術文化学科］ 松代町東条地区の空家の改修 ―祖母の家の系譜と継承― 野村弥和
102 長岡造形大学［造形学部 建築・環境デザイン学科］ 山合ひに麦はゆれて ～廃れゆく金沢湯涌地区に蒸溜酒産業による生業の郷を～ 東篤志
103 新潟大学［工学部 建設学科］ 地域の種まく小さな空港 ―旅人と育む農文化― 澁谷日菜
104 新潟工科大学［工学部 工学科 建築・都市環境学系］ 開かれるまち、生まれるにぎわい 林美嘉
105 福井大学［工学部 建築・都市環境工学科］ 水田の都 ～都市型農業拠点がもたらす未来～ 後藤雅貴
106 福井工業大学［工学部 建築土木工学科］ ワタシから共

とも

へ ～登録文化財西野家リノベーション計画～ 坂川誌央理
107 福井工業大学［環境情報学部 デザイン学科］ 波間の休息 弓塲教行
108 石川工業高等専門学校［建築学科］ コミュニティを和える ―河川敷を介した多様なコミュニティの結節点― 坂口千陽
109 大阪大学［工学部 地球総合工学科］ 経験を描く ―まちそのものになる― 亀田菜央
110 大阪芸術大学［芸術学部 建築学科］ 水平線の彼方 西村梨紗子
111 大阪工業大学［工学部 建築学科］ 闇市とキャバレー 原雪之
112 大阪工業大学［ロボティクス＆デザイン工学部 空間デザイン学科］ 巣喰う街の観察日記 山田泰輔
113 大阪産業大学［デザイン工学部 建築・環境デザイン学科］ OBJECTー EVENT 石川真一郎
114 大阪市立大学［生活科学部 居住環境学科］ ダンランハウジング ―多世代が食事を通して交流する空間の提案― 森川くるみ
115 大手前大学［メディア・芸術］ 三宮駅前広場の再開発 河合真希穂
116 関西大学［環境都市工学部 建築学科］ 輪廻する劇場 大高宗馬
117 関西学院大学［総合政策学部 都市政策学科］ esse 私が私を生きるとき 岡田実可子
118 京都大学［工学部 建築学科］ MARCEL DUCHAMP’s ARCHIVE 齊藤風結

No. 学校名［学部  学科］ 作品名 氏名
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2020年度支部共通事業
第61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13日㊌～5月15日㊎ 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5日㊎～6月7日㊐ 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9日㊊～11月12日㊍ 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 山形 6月22日㊊～6月26日㊎ 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 7月3日㊎～7月8日㊌
最終日は17:00まで

10:00～18:00 東北工業大学 一番町ロビー（宮城県仙台市青葉区一番町1-3-1 ニッセイ仙台ビル）

郡山 9月30日㊌～10月1日㊍ 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）

八戸 10月10日㊏～10月11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 12月10日㊍～12月13日㊐
最終日は17:00まで

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海老ノ口84-4）

関東 宇都宮 7月13日㊊～7月17日㊎
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26日㊌～8月28日㊎
最終日は16:30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）

千葉 9月8日㊋～9月10日㊍
最終日は15:00まで

9:00～17:00 千葉大学西千葉キャンパス（大会会場）（千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33）

前橋 9月17日㊍～9月19日㊏
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23日㊌～9月24日㊍
初日は13:00から

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）

日立 10月5日㊊～10月8日㊍
初日は13:00から、最終日は15:00まで

10:00～17:00 茨城大学図書館工学部分館 ラーニングコモンズ（茨城県日立市中成沢町4-12-1）

東海 袋井 8月19日㊌～8月21日㊎ 10:00～17:00 静岡理工科大学理工学部建築学科棟1階デザインスタジオ1（静岡県袋井市豊沢2200-2）

名古屋 12月1日㊋～12月6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 野々市 6月16日㊋～6月19日㊎ 8:30～22:00 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 7月31日㊎～8月4日㊋
最終日は16:30まで

9:00～17:00 新潟大学工学部建築学プログラム5階建築製図室（新潟県新潟市西区五十嵐二の町8050）

高岡 9月15日㊋～9月17日㊍
最終日は15:00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）

福井 12月15日㊋～12月19日㊏
最終日は17:00まで

9:00～18:00 福井工業大学3号館4階製図室（福井県福井市学園3-6-1）

長野 10月22日㊍～10月24日㊏
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）

近畿 大阪 6月11日㊍～6月14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22日㊎～5月25日㊊ 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6日㊍～8月7日㊎
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18日㊋～8月21日㊎ 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28日㊎～8月30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 徳島 11月21日㊏～11月22日㊐
最終日は16:00まで

10:00～17:00 とくぎんトモニプラザ3階会議室（徳島県徳島市徳島町城内2-1）

松山 2月24日㊌～3月1日㊊
最終日は14:00まで

10:00～16:30 愛媛大学城北キャンパス 愛大ミューズ1階 愛媛大学ミュージアム
（愛媛県松山市文京町3）

九州 佐賀 5月12日㊋～5月15日㊎
最終日は16:00まで

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 佐賀大学本庄キャンパス）

北九州 5月29日㊎～6月1日㊊
最終日は16:00まで

10:00～17:00 西日本工業大学大学院地域連携センターS302スタジオ
（福岡県北九州市小倉北区大門1-5-1）

熊本 7月1日㊌～7月3日㊎
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）

沖縄 7月14日㊋～7月16日㊍ 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 10月17日㊏～10月18日㊐
最終日は16:00まで

10:00～17:00 鹿児島大学学習交流プラザ（鹿児島県鹿児島市郡元1-21-42）

大分 10月24日㊏～10月25日㊐
最終日は16:00まで

10:00～17:00 日本文理大学3号館3階331（製図室）（大分県大分市一木1727）

長崎 11月10日㊋～11月13日㊎ 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）

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、会場によっては延期や中止となる場合があります。
　最新の開催状況は日本建築学会Webページ「催し物・公募」欄にてご確認ください。

119 京都工芸繊維大学［工芸科学部 デザイン・建築学課程 建築コース1］ 狭間に架ける ―病気と闘うこどもたちとそれをささえるおとなたちのための建築的提案― 日髙理紗子
120 京都工芸繊維大学［工芸科学部 デザイン・建築学課程 建築コース2］ BIWAICHI CYCLE BASE 小林茉矢
121 京都女子大学［家政学部 生活造形学科］ ミチノハナシ 藤堂日向子
122 京都造形芸術大学［芸術学部 環境デザイン学科］ 絵で考える建築 檜垣綾夏
123 京都橘大学［現代ビジネス学部 都市環境デザイン学科］ HERO'S JOURNEY 梅原拓海
124 京都美術工芸大学［工芸学部 建築学科］ 記憶の継承地  陸上自衛隊桂駐屯地整備計画 吉岡真樹
125 京都府立大学［生命環境学部 環境デザイン学科］ 暮らしの余地 島田涼
126 近畿大学［建築学部 建築学科］ 天王寺図書館＋五條幼稚園改築計画 ～避難所への転用を考えた公共施設～ 中右澄玲
127 神戸大学［工学部 建築学科］ 湊川 LANDSCAPE CINEMA ―都市公園と融合する映画体験の場― 檀野航
128 神戸芸術工科大学［芸術工学部 環境デザイン学科］ いずみのゆ 三井大輝
129 滋賀県立大学［環境科学部 環境建築デザイン学科］ 地域の記憶の居場所 藤澤忍
130 滋賀県立大学［人間文化学部 生活デザイン学科］ 製材業の現状と課題から考える新しい製材所の提案 
  ―滋賀県多賀町小林製材所を事例に― 小林聖奈
131 成安造形大学［芸術学部 芸術学科］ 世代がめぐる図書館 鶴田明子
132 摂南大学［理工学部 建築学科］ 断片に宿る懐かしさ 渡部泰宗
133 摂南大学［理工学部 住環境デザイン学科］ 共育  西二階町商店街の活性化とまちぐるみのこども園計画 長谷川瞳
134 帝塚山大学［現代生活学部 居住空間デザイン学科］ Sound Cave Umekita ―都市に穴をあける― 白神隆介
135 奈良女子大学［生活環境学部 住環境学科］ 奥から暮らす 大西桜子
136 兵庫県立大学［環境人間学部］ 途をゆく。 ―伊部地区における高齢者の自発的な外出を促す建築の提案― 垪和由紀子
137 武庫川女子大学［生活環境学部 建築学科］ 百舌鳥古墳群 世界文化遺産ミュージアム 元田奈穂
138 武庫川女子大学［生活環境学部 生活環境学科］ イギリスチチェスター地区における自然環境に配慮した暮らし方の可視化 福本莉紗子
139 立命館大学［理工学部 建築都市デザイン学科］ 錯綜する業 ―集落再編計画― 足立輝人
140 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］ NODE ―那智を楽しむ小さな拠点― 古賀涼花/熊谷東吾
141 明石工業高等専門学校［建築学科］ セリ拠り所 西川舞香
142 舞鶴工業高等専門学校［建設システム工学科］ 舞鶴市居住促進住宅事業における空き家の改修計画 UIH3 谷口竜一
143 岡山県立大学［デザイン学部 デザイン工学科］ 変えず変わりゆくこと ―JR桃太郎線の地域資源から― 野口妃紗恵
144 岡山理科大学［工学部 建築学科］ 牛窓に いりくる舟 ―帆による牛窓の風景の調和― 牧野哲平
145 近畿大学［工学部 建築学科］ 湯の街の賑い ―伝統の可視化による湯と暮らしの提案ー 栗林太地
146 島根大学［総合理工学部 建築・生産設計工学科］ 伝統を漉く ―三つの生業を介した伝統技術の継承と地域再生計画― 辰巳詞音
147 広島大学［工学部 第四類 建築プログラム］ Etho-sophia ―知で地を耕す小学校― 榎優志
148 広島工業大学［環境学部 建築デザイン学科］ 新たな芸術 風呂井薫
149 広島工業大学［工学部 建築工学科］ 静謐な水のまち ～松江駅前活性化計画～ 石原史陽
150 広島女学院大学［人間生活学部 生活デザイン・建築学科］ ヒロシマを紡ぐ 中島雪映
151 福山大学［工学部 建築学科］ 記憶の伝承  過去から現在そして未来へ 太歳風丸
152 山口大学［工学部 感性デザイン工学科］ chaos theory ―まちの余白に小さくて大きな構築を― 濱友彦
153 呉工業高等専門学校［建築学科］ 音の縁側がある暮らし ―音楽で繋がるソーシャルアパートメントの提案― 西口愛
154 徳山工業高等専門学校［土木建築工学科］ カイテンする島 ―子どもの島留学による再生― 守本愛弓
155 米子工業高等専門学校［建築学科］ ココロノキチ 渡下宗太郎
156 徳島大学［理工学部 理工学科 社会基盤デザインコース］ 継 ―過去と未来のはざま― 平井怜
157 大分大学［理工学部 創生工学科 建築学コース］ 生きる壁 ～地域がつくる「におい」が漂う生き物～ 西村幸太
158 鹿児島大学［工学部 建築学科］ 故郷と認識しているもののはかなさ 吉永賢司
159 北九州市立大学［国際環境工学部 建築デザイン学科］ R of Great Professor ―賢者の住む森― 堀内智壮
160 九州大学［芸術工学部 環境設計学科］ ワタシを作る居場所 ―ロヒンギャ難民キャンプにおける女性の経済支援と休息の場の提供― 小倉範子
161 九州大学［工学部 建築学科］ 死街地畫布自治區 柳瀬真朗
162 九州産業大学［工学部 建築学科］ 棲家 ―侵食されることを前提とした在り方― 山本彩菜
163 九州産業大学［工学部 住居・インテリア設計学科］ 博多部における歩行者優先エリア化 ―ひとを主役としたプレイスメイキング― 信岡友美
164 九州女子大学［家政学部 人間生活学科 住居専攻］ 伊川小学校跡地再生計画 惠美春希
165 近畿大学［産業理工学部 建築・デザイン学科］ 巡るめく中で ～ ”木工のまち”大川の街並みとヴィラベルディの再建～ 松尾光
166 熊本大学［工学部 建築学科］ おろちの背をなぞるように 玉木蒼乃
167 熊本県立大学［環境共生学部 居住環境学科］ mARkeT 川口真輝
168 佐賀大学［理工学部 理工学科 建築環境デザインコース］ だから、わたしは花になりたい。 源五郎丸未来
169 崇城大学［工学部 建築学科］ こころの詩  今日の居場所の模索 福島早瑛
170 第一工業大学［工学部 建築デザイン学科］ 川内高城温泉活性化に向けた温泉街の空家等整備計画 中薗和希
171 長崎総合科学大学［工学部 工学科 建築学コース］ The reborn of Sasebo Keirin 大町晃暉/小川未紗
172 西日本工業大学［デザイン学部 建築学科］ 湖上の別れ 山根沙月
173 日本文理大学［工学部 建築学科］ 入会のテリトーリオ ―離島文化に見立てた野島の Re Creation Center― 有冨魁
174 福岡大学［工学部 建築学科］ 人と時間をつなぐ施設計画 岡本伊吹
175 琉球大学［工学部 環境建設工学科 建築コース］ 野良猫がつなげる人と人の暮らし ―汽獣域の未来― 真栄田裕
176 有明工業高等専門学校［建築学科］ まちにひろがる・まちとつながる・まちとそだつ 古井悠介
177 熊本高等専門学校［八代キャンパス 建築社会デザイン工学科］ 雪の華が咲くまちに 
   八代伝統的工芸品の後継者を育成する熊本高専サテライトキャンパス 奥羽未来

No. 学校名［学部  学科］ 作品名 氏名

【web用】1905_支部共通事業【設計展示会2020】面付.indd   2-3 2020/05/13   10:09:19


	0126

