
2008年度支部共通事業

第49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14日（水）～16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（金）～26日（月）9:00～17:00 東海大学芸術工学部1号館1階ホール･2階第1製図室
  （北海道旭川市神居町忠和224）

札幌 6月7日（土）～8日（日）9:00～18:00 北海道大学遠友学舎（北海道札幌市北区北18条西7丁目）
山形 6月23日（月）～28日（土）9:00～17:00 東北芸術工科大学 デザイン工学実習棟A 2階ギャラリー（山形県山形市上桜田3-4-5）
由利本壮 7月19日（土）～22日（火）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）
仙台 7月29日（火）～8月1日（金）10:00～17:00 東北大学工学部社会基盤工学科 人間環境系建物･2階製図室
  （宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-06）

東京 9月3日（水）～5日（金）10:00～17:00 東京電機大学未来科学部お茶の水アネックス5階建築学科製図室
  （東京都千代田区神田小川町2-12進興ビル）

福岡 9月9日（火）～12日（金）10:00～16:00 九州産業大学工学部8号館7階製図室 I／ II（福岡県福岡市東区松香台2-3-1）
郡山 9月25日（木）～26日（金）10:00～17:00 日本大学工学部 62号館大講堂（福島県郡山市田村町徳定字中河原1番地）
新潟 9月30日（火）～10月3日（金）10:00～17:00 新潟大学工学部E棟5階製図室（新潟県新潟市西区五十嵐2の町8050）
足利 10月11日（土）～13日（月）9:00～17:00 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）
八戸 10月18日（土）～19日（日）9:00～17:00（19日は16:00まで） 八戸工業大学建築工学科建築設計室A209（青森県八戸市大字妙字大開88-1）
前橋 10月30日（木）～11月1日（土）13:00～18:00 前橋工科大学工学部4号館411、412製図室（群馬県前橋市上佐鳥町460-1）
長野 11月17日（月）～19日（水）10:00～17:00 信州大学工学部社会開発工学科西棟3階製図室（長野県長野市若里4-17-1）
福井 12月11日（木）～14日（日）9:00～17:00 福井県立美術館･第三展示室（福井県福井市文京3-6-1）
名古屋 1月6日（火）～11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）
松山 2月10日（火）～15日（日）10:00～17:00（15日は15:00まで） 愛媛県立美術館（愛媛県松山市堀之内）　　　

Bコース
 開催地 日時 会場

津 4月25日（金）～29日（火）9:00～17:00（29日は16:00まで） 三重大学講堂（山翠ホール）小ホール･ホワイエ（三重県津市栗真屋町1577番地）
石川 5月20日（火）～24日（土）9:00～22:00（24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）
熊本 6月4日（水）～6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）
沖縄 6月11日（水）～13日（金）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番地）
長崎 6月26日（木）～29日（日）10:00～17:00 石丸文行堂イベントホール（6階）（長崎県長崎市浜町8-32）
大阪 7月2日（水）～6日（日）10:00～17:00 大阪市立住まいのミュージアム（大阪暮らしの今昔館）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）

宇都宮 7月16日（水）～18日（金）10:00～17:00 宇都宮大学工学研究科建設棟4年製図室（栃木県宇都宮市陽東7-1-2）
大分 7月25日（金）～27日（日）9:00～17:00 日本文理大学 3号館331製図室（大分県大分市一木1727）
宇部 8月5日（火）～7日（木）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）
徳島 8月19日（火）～21日（木）10:00～16:00 専門学校穴吹カレッジ11階ビューホール（徳島県徳島市徳島町2-20）
米子 9月4日（木）～8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）
東広島 9月18日（木）～20日（土）9:00～17:00（20日は15:00まで） 広島大学大学院工学研究科A-2棟8階製図室（広島県東広島市鏡山1-4-1）
広島 9月24日（水）～27日（土）10:00～17:00 広島工業大学三号館3階製図室（広島県広島市佐伯区三宅2-1-1）
鹿児島 10月2日（木）～4日（土）9:00～17:00 鹿児島県歴史資料センター黎明館（鹿児島県鹿児島市城山町7-2）
高知 10月15日（水）～17日（金）10:00～16:00 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の口185）
釧路 11月12日（水）～14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）
神戸 12月13日（土）～18日（木）10:00～18:00 神戸芸術工科大学本館1階KDU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 3月3日（火）～9日（月）10:00～17:00 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

001 道都大学［美術学部  建築学科］ the living quarters of spiral 水野慎太郎
002 北海学園大学［工学部  建築学科］ 音のランドスケープ 遠藤 光
003 北海道大学［工学部  建築都市学科］ Scape Scoping Strap 湊 太郎
004 北海道工業大学［工学部  建築学科］ 浸透スル･･･小学校＋コミュニティーセンター 小松早希
005 北海道東海大学［芸術工学部  くらしデザイン学科  建築コース］ BRIDGE VILLAGE 松浦洋介
006 室蘭工業大学［工学部  建設システム工学科］ 650 green field break forest 渡辺拓哉
007 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］ idobata ─ゴミをださないまち─ 長谷川茉莉
008 東北大学［工学部  建築･社会環境工学科］ barcode 鈴木 茜
009 東北芸術工科大学［デザイン工学部   環境デザイン学科］ actor-s Apartment 石川直道
010 東北工業大学［工学部  建築学科］ 美術と空間の実りある結合 進藤由希
011 東北工業大学［工学部  デザイン工学科］ 水系のデザイン ─山古志の暮らし─ 小松 純
012 東北文化学園大学［科学技術学部  住環境デザイン学科］ nature school & nest quarters ～ぼくらの教科書は、豊かな自然～ 井澤洋一
013 日本大学［工学部  建築学科］ つながるみらい 近藤喜尚
014 八戸工業大学［工学部  建築工学科］ 男山酒造再生計画 齊藤匡利
015 宮城大学［事業構想学部  デザイン情報学科］ 市役所分散配置による中心市街地再生 ～City holeからCity hallへ～ 石川大輔
016 宮城学院女子大学［学芸学部  生活文化学科］ ray 変化を感じる地下駅の空間 齋藤美咲
017 足利工業大学［工学部  建築学科］ そこにあるもの、ありつづけるもの ─下町の文脈を活かした都市再生提案─ 小久保敦弘
018 宇都宮大学［工学部  建設学科  建築学コース］ FORUM OF KOUNOTORI ～滞在型子育て支援施設の提案～ 辺見啓明
019 神奈川大学［工学部  建築学科］ ぼうさいひとつなぎ ～新しい防災拠点の在り方～ 坂本友里恵
020 関東学院大学［工学部  建築学科 （昼間主コース）］ 村家　沖縄県南城市知念　知念城跡修復計画2008 具志堅華絵
021 関東学院大学［工学部  建築学科 （夜間主コース）］ 「学びによる過疎地の再生」 ─過疎地の既存学校施設における生涯学習施設と地域学校の提案─  
   室伏夕華
022 共立女子大学［家政学部  建築･デザイン学科  建築コース］ 線景 佐藤有花里
023 慶應義塾大学［環境情報学部  環境情報学科］ 殻：aging shelter 渡部玲士
024 慶應義塾大学［理工学部  システムデザイン工学科］ Minato Mirai Membrane 重松瑞樹
025 工学院大学［工学部  建築学科］ 日常の原空間 棚橋哉仁
026 工学院大学［工学部  建築都市デザイン学科］ SONS OF LIBERTY ─自由の民─ 古橋尚弥
027 国士舘大学［工学部  建築デザイン工学科］ 駅と人と地域の結合 笠井明弘
028 芝浦工業大学［工学部  建築学科］ 夜明けの庭 栗間敬之
029 芝浦工業大学［工学部  建築工学科］ 刻印 ─都市の公共性が発露する原点─ 小川有花
030 芝浦工業大学［システム工学部  環境システム学科］ ちいさな  うたかた  を生む街 ～境界が消える時～ 坪井 猛
031 女子美術大学［芸術学部  デザイン学科］ 屋敷林の家 ～塀のないまち～ 阿部恵未子
032 昭和女子大学［生活科学部  生活環境学科］ ミドリレンサ 草彅 愛
033 多摩美術大学［美術学部  環境デザイン学科］ きらきらした  ばしょ 湯浅良介
034 千葉大学［工学部  デザイン工学科建築系］ ツツから見えるむこうがわ 本田恭景
035 千葉大学［工学部  都市環境システム学科］ 自由人の集落 松露将典
036 千葉工業大学［工学部  建築都市環境学科］ 温故知新 ─既存の空家からできる新しい生活─ 原田 久
037 千葉工業大学［工学部  デザイン科学科］ 集合住宅における共有空間のあり方 ─居住者同士の交流と理解を促進させる空間設計─ 島田瑤子
038 筑波大学［芸術専門学群  建築デザインコース］ 小さな家族の大きな家 古山容子
039 筑波大学［第三学群社会工学類  都市計画主専攻］ 市町村合併後の新･視庁舎設計の提案 森川依美
040 東海大学［工学部  建築学科］ Daikanyama Living  ⊃  Museum Park  街とアートをつなぐ立体散策空間 峯尾穂香
041 東京大学［工学部  建築学科］ 流れるくもをおいかけて 北村知佳子
042 東京大学［工学部  都市工学科］ THEATRICAL PERFORMANCE AND CITY 中島和也
043 東京家政学院大学［家政学部  住居学科］ Display 松永琴美
044 東京藝術大学［美術学部  建築科］ からくさ 望月麻衣
045 東京工業大学［工学部  建築学科］ sonorous 高井利洋
046 東京工芸大学［工学部  建築学科］ JOINT ～横浜の魅力をつなげる場所～ 有馬慎介
047 東京電機大学［工学部  建築学科］ ランブリング  タウン 鈴木真理
048 東京電機大学［情報環境学部  情報環境デザイン学科］ ＥMITTER ノンバーバルコミュニケーションの発認装置 利倉健太
049 東京都立大学［工学部  建築学科］ 三富地域再生計画 Agriscape Architecture 安藤晃一
050 東京理科大学［工学部  第一部建築学科］ 時間を積む ─520年の庫─ 野村奈菜子
051 東京理科大学［工学部  第二部建築学科］ 通りすがりの郵便局 安井慎治
052 東京理科大学［理工学部  建築学科］ architecture CITY, or city ARCHITECTURE ─建築都市、あるいは都市建築─ 水谷隼人
053 東洋大学［工学部  建築学科］ 境界という見えないカベ ～通過点としてのスキマから、生活の庭としてのスキマへ～ 森田 真
054 日本大学［芸術学部  デザイン学科］ 新宿思い出横丁の再生 王 鋭
055 日本大学［生産工学部  建築工学科］ シモキタの指紋 ─下北沢再開発におけるまちのありかたについての提案─ 小倉大助
056 日本大学［理工学部  海洋建築工学科］ 蛇行する領域 ─子安における漁村の再構築─ 赤澤知也
057 日本大学［理工学部  建築学科］ 新宿菌糸的集住体 ～エリンギから抽出してできる壁面の曲率による居住形態の提案～ 古澤修一
058 日本大学［理工学部  社会交通工学科］ 新潟･キャナルシティー 今井尚之
059 日本工業大学［工学部  建築学科］ ミュージアム･シティ 丸山絵里子
060 日本女子大学［家政学部  住居学科］ mosaic Life  都市の居住単位 ─200人のための集合住宅─ 堀切三紗子



No.	 学校名［学部		学科］	 作品名	 氏名

061 文化女子大学［造形学部  住環境学科］ チエノキ ─杜でつながる分散型図書館─ 横田裕美
062 法政大学［工学部  建築学科］ the borderland ─都市の中の立体的な広場─ 渡辺 匠
063 前橋工科大学［工学部  建築学科］ あおむし ～育ちの場･育ての場としての幼稚園～ 仲川智紘
064 武蔵工業大学［工学部  建築学科］ ひとつ空の下で 内田聖子
065 武蔵野大学［人間関係学部  環境学科住環境専攻］ 木を祀る 長岡 航
066 武蔵野美術大学［造形学部  建築学科］ どれーぴんぐ  あーきてくちゃー 黄 明奕
067 明治大学［理工学部  建築学科］ かさなるいちば  地方公設卸売市場の新しい形  木更津港市場 薬真寺亜矢子
068 ものつくり大学［技能工芸学部  建設技能工芸学科］ 多世代交流施設  まじわる動線 山田安佳里
069 横浜国立大学［工学部  建設学科  建築学コース］ Re:scape 圓木裕基
070 早稲田大学［創造理工学部  建築学科］ Re-canalize ─都市に運河を再び切り拓く─ 木村奈央　井上真里　竹内 瞳
071 愛知工業大学［工学部  都市環境学科  建築環境学専攻］ Energetic Structure 谷山大介
072 愛知工業大学［工学部  都市環境学科  建築学専攻］ Time waits for no one  心の時間 ～人は心の内面と向き合う～ 堤 尊史
073 愛知産業大学［造形学部  建築学科］ forest art project ─廃校群再生計画─ 岸本 大
074 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］ 生きること ─ホスピスと成長する展示空間─ 森田真悠
075 岐阜女子大学［家政学部  生活科  住居学専攻］ 積層する住宅  ～都市型･戸建集合･住宅～ 森 麻美
076 金城学院大学［生活環境学部  環境デザイン学科］ 誇りを生む 加藤明日香
077 椙山女学園大学［生活科学部  生活環境デザイン学科］ MEDITATIVE SPACES ─自由な造形性の中に─ 長谷川愛
078 大同工業大学［工学部  建築学科］ おもてうら 鳥居信貴
079 中部大学［工学部  建築学科］ KOUKA　 長谷川徹
080 豊橋技術科学大学［工学部  建設工学系］ 親子･地域にオープンな幼保園 長永麻美子
081 名古屋大学［工学部  社会環境工学科  建築学コース］ Learning from Catastrophe ─災害資料館計画─ 山口智三
082 名古屋工業大学［工学部  建築･デザイン工学科］ 大地讃頌 ─そして、街は響く─ 手島史惠
083 名古屋市立大学［芸術工学部  都市環境デザイン学科］ カタカベ〈TOSHI NO KATA〉 古市淑乃
084 名古屋造形大学［造形学部  造形学科  建築デザインコース］ 次世代型多目的複合施設 「no border」 坂本桂祐
085 三重大学［工学部  建築学科］ 神域への路 ～多度大社参道空間形成～ 冨田幸惠
086 名城大学［理工学部  建築学科］ NAGOYA発掘 柴山修平
087 名城大学［理工学部  環境創造学科］ Skeleton Housing ～泉北住宅の活性化～ 高橋俊仁
088 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］ 学生のための研修宿泊施設 ～とある場所に掛けた絵画はアートの生まれる場所～ 溝口栄介
089 信州大学［工学部  社会開発工学科］ 空間の発掘 ～旧郡役所コンバージョン計画～ 庄司貴弘
090 長岡造形大学［造形学部  環境デザイン学科］ Greenscape Sendai ─都市をのみこむケヤキ─ 志田太一
091 新潟大学［工学部  建設学科建築学コース］ 都市の縮図 ─新潟市万代における職住一体の居住提案─ 北郷崇広
092 新潟工科大学［工学部  建築学科］ 空間の接続 ─建築内部に生まれる余剰空間への提案─ 林 哲久
093 福井大学［工学部  建築建設工学科］ 意識する場所  見つめる人  々 小池道宏
094 福井工業大学［工学部  建設工学科］ 大地の食卓 齊藤俊道
095 大阪大学［工学部  環境工学科］ RENOVATIVE SCENARIO 吉川泰代
096 大阪大学［工学部  地球総合工学科］ Y.M.D.A  ─やめさしてもらうわ。どうもありがとうございました。─ 中田武臣
097 大阪工業大学［工学部  建築学科］ 本から始まる街 西脇枝里
098 大阪産業大学［工学部  環境デザイン学科］ chronolag ─時間軸による建築の変動─ 馬上絋一
099 大阪市立大学［工学部  建築学科］ おおきないえ 瀬見理絵
100 大阪市立大学［生活科学部  居住環境学科］ まち  くるむ  病院 福田真希
101 大手前大学［社会文化学部  人間環境学科］ ひろがる･つながる ─ちからを共有し合える福祉交流施設─ 山田育子
102 関西大学［工学部  建築学科］ 引き戸の枠組  トブクロ 柿木佑介
103 畿央大学［健康科学部  人間環境デザイン専攻］ HOME STADIUM 西嶋健太郎
104 京都大学［工学部  建築学科］ 神楽岡保育園 橋本尚樹
105 京都工芸繊維大学［工芸学部  造形工学科建築1］ うるおいのめいろ 小野直紀
106 京都工芸繊維大学［工芸科学部  造形工学課程  造形文化コース］ Cross ～’s path 髙橋友子
107 京都女子大学［家政学部  生活造形学科］ Layer House ─living with void─ 木村淳子
108 京都精華大学［芸術学部  デザイン学科］ たゆたう住み家 吉川正美
109 京都造形芸術大学［芸術学部  環境デザイン学科］ KYOTO 2nd face 高栄智史
110 京都府立大学［人間環境学部  環境デザイン学科］ ミズノハコ  ミズノニワ 桶川容子
111 近畿大学［理工学部  建築学科］ 「私の心は貧困だ」 東 美幸
112 神戸大学［工学部  建設学科  建築系建築学コース］ 際の建築 宮下智美
113 神戸大学［工学部  建設学科  建築系都市学コース］ マチ余白 ─奈良三条通におけるアジール空間の展開─ 平賀基香
114 神戸芸術工科大学［芸術工学部  環境デザイン学科］ みえないけんちく 馬渕全規
115 滋賀県立大学［環境科学部  環境計画学科］ 高密居住街区 ─大久保モデル─ 美和絵里奈
116 滋賀県立大学［人間文化学部  生活デザイン学科］ すきま  仮設建築の可能性 ～まちなかの“すきま”に空間をつくる～ 安達綾子
117 摂南大学［工学部  建築学科］ KENCHIKU ～ space in space～ 小路健太
118 奈良女子大学［生活環境学部  住環境学科］ タウンH  水に都市 藤田真弓
119 兵庫県立大学［環境人間学部  環境人間学科］ つみかさなって 藪谷祐介
120 平安女学院大学［生活環境学部  生活環境学科］ farm ～農園のある集合住宅と地域コミュニティ～ 山本真央
121 武庫川女子大学［生活環境学部  生活環境学科］ つながるまち ～姫路城を中心としたまちづくりの提案～ 木下拡子
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122 立命館大学［理工学部  建築都市デザイン学科］ 共有される崖線 石田真実
123 和歌山大学［システム工学部  環境システム学科］ 将来の夢は田舎に住むこと 前西千寿香
124 岡山県立大学［デザイン学部  工芸工業デザイン学科］ 住居で覆われる高層オフィスビル 岡 純平
125 川崎医療福祉大学［医療福祉学部  医療福祉デザイン学科］ 真鍋島の交差点 岡崎佳子
126 近畿大学［工学部  建築学科］ 「にわ」にひしめく暮らし。─住宅と店舗の新しい関係性─ 関谷有希
127 鳥取環境大学［環境情報学部  環境デザイン学科］ ちかみち  よりみち  さんぽみち 池田晋一
128 広島大学［工学部  第四類建設･環境系学科］ 淡路市複合市役所計画 髙平茂輝
129 広島工業大学［環境学部  環境デザイン学科］ 重なり合う風景 龍野裕平
130 広島工業大学［工学部  建設工学科］ Re:context ～場所性を重視した都市再開発～ 奥原吉博
131 広島国際大学［社会環境科学部  建築創造学科］ うちの外  そとの内 ─A new art spot 佐藤淳巳
132 広島国際大学［社会環境科学部  住環境デザイン学科］ borderless ─曖昧な境界線の先に─ 日浦心一
133 福山大学［工学部  建築学科］ 閉鎖と開放の美術館 萩原尚明
134 美作大学［生活科学部  福祉環境デザイン学科］ ポエジー牧場 森田純也
135 山口大学［工学部  感性デザイン工学科］ “これから”をつなぐみち ─商店街通り機能転化計画─ 平宅正人
136 高知工科大学［工学部  社会システム工学科］ 風景に暮らす 岡本 昌
137 大分大学［工学部  福祉環境工学科］ WAY to the PEACE 上田理絵
138 沖縄県立芸術大学［美術工芸学部  デザイン工芸学科］ 今帰仁村の育て方 Grow up community 仲原沙織
139 鹿児島大学［工学部  建築学科］ じかん  ば  つなぐ time space succession 田栗孝憲
140 北九州市立大学［国際環境工学部  環境空間デザイン学科］ Intensive Station 岡本達也
141 九州大学［芸術工学部  環境設計学科］ アゼミチ ─佐賀インターナショナルバルーンフェスタ、五日間のための建築─ 伊藤綾子
142 九州大学［工学部  建築学科］ small district 赤木建一
143 九州共立大学［工学部  建築学科］ sTicks 脇田耕一
144 九州産業大学［工学部  建築学科］ がっつりあそべ project ! 久保香奈子
145 九州東海大学［工学部  建築学科］ 歩いて楽しい街 ～Neo Kumamoto City～ 岡田祐樹
146 近畿大学［産業理工学部  建築･デザイン学科］ 重ねる。重なる。─街へとつながる大学キャンパス─ 田中志津香
147 熊本大学［工学部  建築学科］ Com-pass 藤崎洋進
148 熊本県立大学［環境共生学部  居住環境学専攻］ 記憶をつなぐ ─戦争と今を考える場─ 古川茉衣子
149 久留米工業大学［工学部  建築･設備工学科］ Join ～アイマイな建築 中川雅俊
150 佐賀大学［理工学部  都市工学科］ 厚みをもった表皮をまとう ─留学生のための複合型居住空間の提案─ 帆足達矢
151 崇城大学［工学部  建築学科］ 都市に架かる橋 ～ミチなる出会い～ 尾崎真一
152 第一工業大学［工学部  建築学科］ 名山町づくり計画 鬼塚亮太　小山真司　中山良一　永野雅史　畠中誠之
153 東和大学［工学部  環境デザイン工学科］ 瀬戸内水族館 ～海の小惑星～ 中田陽夫
154 長崎総合科学大学［工学部  建築学科］ NAGASAKI STAZIONE TERMNI  ～ 『人＝水』 が潤す  終着駅～ 瀬畑龍郎
155 西日本工業大学［デザイン学部  建築学科］ Provisional Circus ～この建築は、限られた時間と空間を共有することから始まる～ 龍 健一
156 日本文理大学［工学部  建築デザイン学科］ 早吹瀬戸今昔物語 ～佐賀関  三崎編～ 植田祐加　林川祥子
157 福岡大学［工学部  建築学科］ 襞  hida  オフィス 小吉由希子
158 琉球大学［工学部  環境建設工学科］ jenga jenga ─時の変容の中で能動的に生きる人と文化─ 三井寛之
159 職業能力開発総合大学校［建築システム工学科］ Rambling City  スローショッピングを援用した百貨店の解体 遠藤良輔　川福高志
160 職業能力開発総合大学校東京校［建築科］ ヒラメクトキ 加藤直子
161 秋田公立美術工芸短期大学［産業デザイン学科］ 橋×橋 uki-shima shiki-shima 宮本麻央
162 共栄学園短期大学［住居学科］ Amorphous 篠田沙織
163 共立女子短期大学［生活科学科］ Lifestyles Of Health And Sustainability 小見野友里
164 昭和女子大学短期大学部［生活文化学科］ MY SWEET HOME 坂本千尋
165 日本大学短期大学部［建設学科］ 谷中路地マチ ～どのミチゆこう～ 針谷未花
166 三重短期大学［生活科学科］ 地域の中心となる保育園 山本理恵
167 大手前短期大学［ライフデザイン総合学科］ COLOR FIELDS 坂上早春
168 梅花女子大学［現代人間学部  生活環境学科］ 都市の連続体 ～風と光と水と…～ 田中浩子
169 九州女子大学［家政学部  人間生活学科］ “結”4世代で分かちあうまちづくり ─40年住宅地をサスティナブル･タウンへ─ 島田麻美
170 釧路工業高等専門学校［建築学科］ まちにすむ ～釧路市まちなか居住計画～ 横山雄大
171 札幌市立高等専門学校［インダストリアル･デザイン学科］ giraffe ─風景の一部となる集合住宅─ 斎藤怜奈
172 宮城工業高等専門学校［建築学科］ トンネル 加藤敦史
173 小山工業高等専門学校［建築学科］ まなび舎あそび舎 ～地域に守られる子どもたちの居場所～ 瀧村夏美
174 岐阜工業高等専門学校［建築学科］ 学びの森 波能麻里
175 石川工業高等専門学校［建築学科］ eco-lab. ～内灘町放水路沿いにおける環境研究施設計画～ 神薗小春
176 明石工業高等専門学校［建築学科］ 森のかけら ─東播磨の里山と里池から生まれる木箱─ 本庄博希
177 呉工業高等専門学校［建築学科］ 商住空間 ～新たな都市空間の創造～ 冨田雅俊
178 米子工業高等専門学校［建築学科］ 境界のほころび  どこかで見たような風景の断片 藤原佑樹
179 有明工業高等専門学校［建築学科］ 職人村 ─shokunin mura─ 堀川智代
180 都城工業高等専門学校［建築学科］ Connected plaza ─鉄道路線に分断された地区を繋ぐ─ 室田あやの
181 八代工業高等専門学校［土木建築工学科］ まちのにわ ～八代中心市街地におけるまちなか居住～ 橋本真琴


