
2011年度支部共通事業

第52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11日（水）～13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19日（木）～23日（月）9:00～17:00 東海大学芸術工学部1号館1階玄関ホール、2階ホール、2階第1製図室 
（北海道旭川市神居町忠和224番地）

札幌 6月2日（木）～5日（日）9:00～18:00 北海道大学工学部共用実験棟建築都市スタジオ2F（北海道札幌市北区北13条西8丁目）

大阪 6月9日（木）～12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）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）

岐阜 6月30日（木）～7月3日（日）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1-7）

由利本荘 7月13日（水）～16日（土）10:00～16:00 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）

宇都宮 7月20日（水）～22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）

新潟 8月2日（火）～5日（金）10:00～17:00 新潟大学工学部建設学科E棟5階建築学コース製図室
（新潟県新潟市西区五十嵐2の町8050）

富山 8月9日（火）～11日（木）10:00～16:00 富山大学高岡キャンパス芸術文化学部E150教室（富山県高岡市二上町180番地）

徳島 8月23日（火）～26日（金）10:00～16:00 徳島文理大学（徳島県徳島市山城町西浜傍示180）

広島 9月22日（木）～24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 9月30日（金）～10月2日（日）9:00～17:00（2日は16:00まで） 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）

足利 10月8日（土）～10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）

米子 10月14日（金）～18日（火）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）

長野 10月24日（月）～26日（水）10:00～17:00 信州大学工学部建築学科3階製図室（長野県長野市若里4-17-1）

大分 11月4日（金）～6日（日）9:30～17:00（6日は14:00まで） 大分大学工学部福祉環境工学科棟2F製図室（大分県大分市大字旦野原700番地）

名古屋 11月15日（火）～20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）

神戸 12月5日（月）～10日（土）9:00～18:00 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）

東京 3月8日（木）～10日（土）10:00～17:00（10日は15:00まで） 建築会館・建築博物館ギャラリー（東京都港区芝5-26-20）

Bコース
開催地 日時 会場
三重 5月12日（木）～14日（土）9:00～17:00（14日は16:00まで） 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）

石川 5月24日（火）～27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
（石川県石川郡野々市町扇ヶ丘7-1）

山形 6月6日（月）～11日（土）9:00～17:00 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）

沖縄 6月15日（水）～17日（金）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）

長崎 6月23日（木）～26日（日）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）

熊本 7月6日（水）～8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）

佐賀 7月13日（水）～16日（土）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）

宇部 8月6日（土）～8日（月）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）

東京 8月23日（火）～25日（木）9:00～17:00（25日は16:00まで） 早稲田大学早稲田キャンパス（東京都新宿区早稲田1-6-1）

東京 9月6日（火）～8日（木）10:00～17:00（8日は16:00まで） 東京電機大学未来科学部建築学科御茶の水アネックス5階製図室
（東京都千代田区神田小川町2-12 進興ビル）

福岡 9月20日（火）～23日（金）9:00～17:00 九州大学工学部建築学科・製図室（福岡県福岡市東区箱崎6-10-1）

郡山 9月28日（水）～29日（木）10:00～17:00 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8日（土）～9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）

高知 10月19日（水）～21日（金）11:00～17:00 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）

前橋 10月28日（金）～30日（日）10:00～18:00（30日は14:00まで） 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）

仙台 11月7日（月）～12日（土）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
（宮城県仙台市太白区八木山香澄町35-1）

釧路 11月22日（火）～24日（木）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）

福井 12月22日（木）～25日（日）9:00～17:00 福井県立美術館第3展示室（福井県福井市文京3-16-1）

松山 2月22日（水）～26日（日）9:40～18:00（26日は15:00まで） 愛媛県美術館南館（愛媛県松山市堀之内）



展示作品一覧

No.	 学校名［学部		学科］	 作品名	 氏名

1	 東海大学［芸術工学部　建築・環境デザイン学科］	 脱・動物支配型牧場　―別海町における観光牧場の設計―	 永野宏樹
2	 道都大学［美術学部　建築学科］	 たまり　―モータリゼーションの転換期―	 横山由季
3	 北海学園大学［工学部　建築学科］	 FOREFRONTIER	―尖閣諸島都市化案―	 保苅卓郎
4	 北海道大学［工学部　環境社会工学科	建築都市コース］	 piece	maker　―まちの断片をめぐるはし―	 長尾美幸
5	 北海道工業大学［工学部　建築学科］	 佞武多から、うじゃめぐ	 小野圭太
6	 札幌市立大学［デザイン学部　デザイン学科］	 現庵　茶道における作法の形態化による茶室空間の設計	 石塚孝太郎
7	 室蘭工業大学［工学部　建設システム工学科］	 medium	―公共区間における対流と滞留―	 高橋佑介
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］	 秋田駅前都市コンプレックス	 安部井喬
9	 東北大学［工学部　建築・社会環境工学科］	 地をめくる風景	 圷一将
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］	 霞の名のつく城が埋もれるところには	 野呂光平
11	 東北工業大学［工学部　建築学科］	 未定（後日、本会HP掲載）	
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］	 「温もりの里」のデザイン	 佐藤陽太朗　鬼島龍平
13	 東北文化学園大学［科学技術学部　住環境デザイン学科］	 Cocoon	Dance	 笠原幸太
14	 日本大学［工学部　建築学科］	 有楽町で逢いましょう　―日比谷公園と帝国ホテル―	 圓谷一衛
15	 八戸工業大学［工学部　建築工学科］	 雪と人と建築	 佐々木嘉信
16	 宮城大学［事業構想学部　デザイン情報学科］	 俺の大学	 遠藤貴弘
17	 宮城学院女子大学［学芸学部　生活文化学科］	 animal	+	school	 菊地香織
18	 足利工業大学［工学部　建築学科］	 放課後のヨリミチ活動	 海発伸弘
19	 宇都宮大学［工学部　建設学科］	 GREEN	NEST	 佐々木秀昭
20	 神奈川大学［工学部　建築学科］	 穴　―小学校の新しい可能性―	 早川信一
21	 関東学院大学［工学部　建築学科］	 拡張する生活　―場面を喚起する手法―	 山田諭
22	 共立女子大学［家政学部　建築・デザイン学科　建築コース］	 なみなみ　―地域をつなぐ港の再生―	 松村あづさ
23	 慶應義塾大学［環境情報学部　環境情報学科］	 橋がかりの集落　―新宿区戸山地区、車を通し公園を跨ぐ高齢者住宅��	 立元遥子
24	 工学院大学［工学部　建築学科］	 Walkscape	Museum	～視覚障害者に捧ぐ美術館～	 石崎佑樹
25	 工学院大学［工学部　建築都市デザイン学科］	 玄関口再考　―渋谷ブリコラージュ―	 佐藤浩介
26	 国士舘大学［工学部　建築デザイン学科］	 商店街整備計画	 熊谷洋平
27	 芝浦工業大学［工学部　建築学科］	 15TB　～大量化する古書の上の話～	 植田隆也
28	 芝浦工業大学［工学部　建築工学科］	 パレードの余白	 富永美保
29	 芝浦工業大学［システム理工学部　環境システム学科］	 I-if-e	ga-me　―吉祥寺中心商業施設群の構築―	 井出翼
30	 女子美術大学［芸術学部　デザイン学科］	 まんがの森小学校	 齋藤菜月
31	 昭和女子大学［生活科学部　環境デザイン学科］	 東京の彼岸にて	 山口マリ絵
32	 多摩美術大学［美術学部　環境デザイン学科］	 深川A.I.R.	 山本真理子
33	 千葉大学［工学部　デザイン工学科（建築系）］	 忘却の聚落、または種の最後の砦	 木下彰裕
34	 千葉大学［工学部　都市環境システム学科］	 縁の住処　―路地性を継ぐ、見えない屋根を持つ住区―	 鈴木美帆
35	 千葉工業大学［工学部　建築都市環境学科］	 都市の型枠	 矢野健太
36	 筑波大学［芸術学群　デザイン専攻］	 間	 大山寛子
37	 東海大学［工学部　建築学科］	 Fountain	Village　～環境行動療法による精神ケアと社会復帰のための場所～	 大出真裕
38	 東京大学［工学部　建築学科］	 見えない山	 佐藤研吾
39	 東京大学［工学部　都市工学科］	 ちらり　―色めく熱海をのぞき見る	 塚本恭将
40	 東京家政学院大学［家政学部　住居学科］	 HASU	―高齢者とその家族のための住宅��―	 山田幸美
41	 東京藝術大学［美術学部　建築科］	 時の門、水の間	 久保マリコ
42	 東京工芸大学［工学部　建築学科］	 Learning	Triangle	 舟越裕美
43	 東京電機大学［未来科学部　建築学科］	 記憶とともにある歴史的建造物の再生　―元町小学校・小公園再生計画―	 竹山夏美
44	 東京電機大学［情報環境学部　情報環境学科］	 Symbiosis	―らせんがつなぐインクルーシブな学校―	 荒川慎也
45	 首都大学東京［都市環境学部　建築都市学科］	 手を伸ばすと届く場所	 高松玲
46	 東京都市大学［工学部　建築学科］	 谷中の森	 樋泉有加
47	 東京理科大学［工学部　第一部建築学科］	 高架下を縫う	 戸邊和博
48	 東京理科大学［工学部　第二部建築学科］	 SETOUCHI	CENTRAL	ISLAND　―修景と持続―	 原村陽一
49	 東京理科大学［理工学部　建築学科］	 NETWORK	VILLAGE	 藤代健介
50	 東洋大学［工学部　建築学科］	 書架の隙間から　～人が創出するメディアの場～	 大井川隆
51	 日本大学［芸術学部　デザイン学科］	 学校から明るい未来へ　Communication	Bridge	School	 金錘潤
52	 日本大学［生産工学部　建築工学科］	 Up	 TJUNG	IFANA
53	 日本大学［理工学部　海洋建築工学科］	 蛇骨街道美術館	 杉山洋太
54	 日本大学［理工学部　建築学科］	 東京の群像	 丸山義貴
55	 日本大学［理工学部　社会交通工学科］	 太陽エネルギー共成都市	 大久保勇樹
56	 日本工業大学［工学部　建築学科］	 商店街複合型モデル　地域に結びつく小学校の活動	 土佐谷勇太
57	 日本女子大学［家政学部　住居学科］	 都市における多文化融合の住まい　―KAGURAZAKA	COMPOUND―	 千葉香子
58	 文化学園大学［造形学部　建築・インテリア学科］	 歴史を享受する図書館　―書籍のつくる宇宙―	 三好晴佳
59	 法政大学［デザイン工学部　建築学科］	 川縁　―3つのエリアをつなぐ場所―	 小林夏美
60	 前橋工科大学［工学部　建築学科］	 都市と個人の間に棲まう、大きな家族	 久保田啓太



No.	 学校名［学部		学科］	 作品名	 氏名

61	 武蔵野大学［環境学部　環境学科住環境専攻］	 日常と象徴のはざまに	 中野泰明
62	 明治大学［理工学部　建築学科］	 思考回路factory	 中川沙織
63	 明星大学［理工学部　建築学科］	 SquareCubeBox	 山下大輔
64	 ものつくり大学［技能工芸学部　建設技能工芸学科］	 To	Activation	―私の沿線計画―	 坂口新
65	 横浜国立大学［工学部　建設学科　建築学コース］	 MEDIA	LANDSCAPE　～メディアをたどる風景～	 浜辺隆博
66	 早稲田大学［創造理工学部　建築学科］	 都市に埋め込まれた種　―北松戸工業団地更新計画―	 竹味佑人　木田恵理奈　有坂徹
67	 愛知工業大学［工学部　都市環境学科　建築環境学専攻］	 晴耕雨読	 佐野史晃
68	 愛知工業大学［工学部　都市環境学科　建築学専攻］	 SATOYAMA	complex	～土と木より継続していくコンビナート～	 鈴木佐英未
69	 愛知産業大学［造形学部　建築学科］	 Aerial	village	2100　～天空都市への夢～	 小田切勝仁
70	 愛知産業大学［通信教育部造形学部　建築学科］	 ツナグツナグ	 千葉幸代
71	 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］	SPIRAL	Station　―栄の再整備計画―	 児玉明菜
72	 岐阜女子大学［家政学部　生活科学科　住居学専攻］	 en-ku	project	人と人との縁をつなぐまちづくり計画	 山本友起乃
73	 金城学院大学［生活環境学部　環境デザイン学科］	 Circulating	Children	 岡村美希
74	 椙山女学園大学［生活科学部　生活環境デザイン学科］	 Share	Styles	―覚王山シェアタウン計画―	 原田彩也子
75	 中部大学［工学部　建築学科］	 音楽がつくる森	 中村静香
76	 豊橋技術科学大学［工学部　建設工学系］	 アートオリミチ　～地上と地下を繋ぐ公園～	 山田亜樹
77	 名古屋大学［工学部　社会環境工学科］	 TRANSPORTABLE	EMERGENCY	ROOM	 國本築永
78	 名古屋工業大学［工学部　建築・デザイン工学科］	 大やね　小やね	 蒲亜由美
79	 名古屋市立大学［芸術工学部　都市環境デザイン学科］	 都市の中庭	 中村遼太
80	 名古屋造形大学［造形学部　造形学科　建築デザインコース］	 ばらばら　が　つながる	 亀井靖子
81	 三重大学［工学部　建築学科］	 海のリビング	 谷口怜
82	 名城大学［理工学部　建築学科］	 人が人を鑑賞する	 新谷明日美
83	 名城大学［理工学部　環境創造学科］	 Primal	scene	～景観操作による子供を対象とした原風景体験の創出～	 古川龍弥
84	 金沢大学［理工学域　環境デザイン学類］	 金沢旧中心市街地・幸町再生計画	 鶴見弥生
85	 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］	 空間の明度　―光と影の操作による情緒障害児治療空間―	 神田謙匠
86	 信州大学［工学部　社会開発工学科］	 Alley	of	the	city	 長田純一
87	 長岡造形大学［造形学部　建築・環境デザイン学科］	 水のゆくえ、緑のままに	 丸山建太郎
88	 新潟大学［工学部　建設学科］	 GALAXY　―超高螺旋複合体―	 亀田浩平
89	 新潟工科大学［工学部　建築学科］	 Innovative	Communi-scape　～行政と住民による創発的協働のカタチ～	 會田明生
90	 福井大学［工学部　建築建設工学科］	 throw-in	 柳澤有紀
91	 福井工業大学［工学部　建築学科］	 ヒトらしく	 中尾紀之
92	 大阪大学［工学部　地球総合工学科　建築工学科目］	 kumogakure	 岡﨑沙織
93	 大阪芸術大学［芸術学部　建築学科］	 見ることと見られることと　―神戸元町劇場―	 岸宏実
94	 大阪工業大学［工学部　建築学科］	 もうひとつの学び舎	 山口尚哉
95	 大阪工業大学［工学部　空間デザイン学科］	 空ろの駅	 大西慶明
96	 大阪産業大学［工学部　環境デザイン学科］	 P:A-M.　―Bod	time	parking	project―	 橘高れい
97	 大阪市立大学［工学部　建築学科］	 美術館裏小学校	 藤本絵理
98	 大阪市立大学［生活科学部　居住環境学科］	 狭間　―長居公園を活性化させる子供図書館の設計―	 鈴木了
99	 関西大学［環境都市工学部　建築学科］	 茜さす神在の道　―出雲神話の認識と継承―	 齋藤愛
100	 畿央大学［健康科学部　人間環境デザイン学科］	 波打際の陣幕	 蓮見彩衣
101	 京都大学［工学部　建築学科］	 Bird's	Eye	to	Bug's	Spirit　―淀川水系小学校群―	 藤原真名美
102	 京都工芸繊維大学［工芸科学部　造形工学科］	 kumonosu	 礒谷哲也
103	 京都工芸繊維大学［工芸科学部　造形工学課程］	 下寺町　―おまいりのみち―	 管東静
104	 京都女子大学［家政学部　生活造形学科］	 ウチとソト　～曖昧な境界線～	 前元花絵
105	 京都精華大学［デザイン学部　建築学科］	 CONNEC-TOWERS	―つながる木造建築の可能性―	 鈴木翔太
106	 京都造形芸術大学［芸術学部　環境デザイン学科］	 elemental	school	―集合した部屋―	 入江美那子
107	 京都府立大学［人間環境学部　環境デザイン学科］	 広島の記憶　―被爆者を癒す場所、受け継ぐべき記憶―	 東田昌子
108	 近畿大学［理工学部　建築学科　システムコース］	 Barrier　―精神を守る都市の空白―	 荒木万愉
109	 近畿大学［理工学部　建築学科　デザインコース］	 となりを想う、ということ。　～謙譲の美徳を用いた住宅��地の提案～	 藤井遊也
110	 神戸大学［工学部　建築学科　都市デザインコース］	 水のある風景　―水面貯木場跡地を認識させる建築―	 辻井成実
111	 神戸大学［工学部　建築学科　建築デザインコース］	 あわいの時　―単墓制に替わる新たな葬制の提案	 伊庭明香
112	 神戸芸術工科大学［デザイン学部　環境・建築デザイン学科］	 SOY	labo.　―grow	make	eat	buy	study（そだてる　つくる　たべる　かう　まなぶ）―	 林真由美
113	 滋賀県立大学［環境科学部　環境・建築デザイン学科］	 依存住居	 櫻井藍
114	 滋賀県立大学［人間文化学部　生活デザイン学科］	 第二居住空間としてのコヤ	 箭野遙
115	 摂南大学［理工学部　建築学科］	 喚起する場所　University	of	Arts	 延山貴文
116	 奈良女子大学［生活環境学部　住環境学科］	 育ちあい。　―障害児と健常児のともに学ぶ場所―	 佐藤侑香
117	 武庫川女子大学［生活環境学部　建築学科］	 変わりゆく風景　～神戸みなとまちの再生～	 高原万里江
118	 武庫川女子大学［生活環境学部　生活環境学科］	 Trompe	-l'œil	Art	Museum	&	Hotel―滞在型のアート空間の設計―	 山口阿由
119	 兵庫県立大学［環境人間学部　環境人間学科］	 ひと　いえ　まち	 塩田彩乃
120	 平安女学院大学［生活福祉学部　生活福祉学科］	 水の癒しの空間	 濱田薫子
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121	 立命館大学［理工学部　建築都市デザイン学科］	 喧騒と静寂の狭間を越えて
	 	 ―孤独でないから孤独であるこの世の中でとびきり上等な孤独を手に入れるための紙とペンと切手と私―	 榎仁実
122	 岡山県立大学［デザイン学部　デザイン工学科］	 「強い表現の追求」　―懸造りの旅館―	 仁木望
123	 岡山理科大学［総合情報学部　建築学科］	 雲のなか　～倉敷市民会館～	 後藤雅和
124	 近畿大学［工学部　建築学科］	 国連都市　―国際連合本部を広島市民球場跡地に移転する―	 野津宏明
125	 鳥取環境大学［環境情報学部　環境・環境デザイン学科］	 Piece	of	family　―家族のかけら―	 杉原和真
126	 広島大学［工学部　第四類建設・環境系学科］	 監獄医療都市	 西浦勇毅
127	 広島工業大学［環境学部　環境デザイン学科］	 みんなのみち（ひな壇住宅��団地に建つ集合住宅��の提案）	 財間裕子
128	 広島工業大学［工学部　建築工学科］	 再生空間　サスティナブル都市のリサイクル施設	 猿押良樹
129	 広島国際大学［工学部　建築学科］	 PEACE	CRESCENDO	VILLAGE　―新しい国際平和都市のかたち　水の都　広島	 平田哲矢
130	 広島国際大学［工学部　住環境デザイン学科］	 STYLE	21-	 梅田紘子
131	 広島女学院大学［生活科学部　生活デザイン・情報学科］	 ここで暮らすということ	 右近美成子
132	 福山大学［工学部　建築・建設学科］	 新居浜太鼓資料館	 岡田憲信
133	 美作大学［生活科学部　福祉環境デザイン学科］	 これからも　人とまちの中で	 磯江知弥
134	 高知工科大学［工学部　社会システム工学科］	 Forest	Hospital　―新たな回復期リハビリテーション病院の提案―	 小谷慎吾
135	 大分大学［工学部　福祉環境工学科］	 人と都市の間に或モノ	 井関崇之
136	 沖縄県立芸術大学［美術工芸学部　デザイン工芸学科］	 小さな丘とブーゲンビリア　～大地－そこに住まう人々の物語から～	 久場麗美
137	 鹿児島大学［工学部　建築学科］	 SETTLEMENTSCAPE	 佐藤寛之
138	 活水女子大学［健康生活学部　生活デザイン学科］	 The	Nagasaki	Station	「HOME」	"Nagasaki	Urban	Renewal	2011"	 鳥巣綾美
139	 北九州市立大学［国際環境工学部　環境空間デザイン学科］	 太陽に誘われて	 宇野真明
140	 九州大学［芸術工学部　環境設計学科］	 Loop,	loop	and	loop...	are	Organ	 安藤祐介
141	 九州大学［工学部　建築学科］	 かこいにわ	 島津聡美
142	 九州産業大学［工学部　建築学科］	 のこされたもの、つくられたもの　―門司米穀倉庫再利用計画―	 横山裕
143	 東海大学［産業工学部　建築学科］	 The	Sense	For	Comfortable	Life	 梅原誠哉
144	 熊本大学［工学部　建築学科］	 ALT-IN	 浦川史親
145	 熊本県立大学［環境共生学部　居住環境学専攻］	 メクルメク	 江野友里恵
146	 佐賀大学［理工学部　都市工学科］	 せどわ保育園は1/2　―こどもスケールの挿入による加津佐町水月地区再生計画―	 泉竜斗
147	 崇城大学［工学部　建築学科］	 組子による構造システム	 柴田貴人
148	 第一工業大学［工学部　建築デザイン学科］	 デザインコードにおける名山町商店街復興計画	 瀧紳介　野村信吾
149	 長崎総合科学大学［工学部　建築学科］	 NAGASAKI	Port	Aquarium	 京田純子
150	 西日本工業大学［デザイン学部　建築学科］	 TEXTILE-CITY	 本土大智
151	 日本文理大学［工学部　建築デザイン学科］	 Memory	Box　―時ノ軌跡―	 山里大毅
152	 福岡大学［工学部　建築学科］	 都市の大樹　―自生する建築―	 今林寛晃
153	 琉球大学［工学部　環境建設工学科］	 つくって、のこす	 頭川美帆
154	 職業能力開発総合大学校［建築システム工学科］	 絡み合う街の支柱　ニュータウンにおけるコミュニティー再生のための駅前拠点施設計画	 杉山平造
155	 職業能力開発総合大学校東京校［建築系　インテリア学科］	 暮らしを変える屋内プール　―柳泉園グランドパーク建替え計画―	 髙崎杏
156	 秋田公立美術工芸短期大学［産業デザイン学科］	 ground	on	ground	～開かれた建築～	 前道美有
157	 共立女子短期大学［生活科学科］	 Sorato　～心が空につながる空間～	 飯塚愛
158	 筑波技術大学［産業技術学部　総合デザイン学科　建築デザインコース］	街を元気にする常設ステージ計画　―ウェルピア伊予への提案―	 北橋主税
159	 日本大学短期大学部［建設学科］	 都市に吹く風　―神田神保町古本屋街に建つ複合型ライブラリーの計画	 吉田悠真
160	 三重短期大学［生活科学科］	 津市民交流センター　―Civic	Showcase―	 伊藤優里　小田睦果　田中奈津美
161	 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］	 陰影礼賛	 佐川和佳子
162	 梅花女子大学［現代人間学部　生活環境学科］	 SUMIKA　～10戸の住まいが繋ぐもの	 小野田桃子
163	 九州女子大学［家政学部　人間生活学科］	 わたしたちの街　～ファッションの街～	 緒方麻美
164	 釧路工業高等専門学校［建築学科］	 霧の駅　～道東の観光拠点としての中心駅～	 西崎祥平
165	 札幌市立高等専門学校［インダストリアル・デザイン学科］	 YOIN　―人が行き交う余韻の視覚化―	 梅津早苗
166	 仙台高等専門学校［建築学科］	 方舟構想2010	 鈴木敦詞
167	 小山工業高等専門学校［建築学科］	 芸術の通り道　―ものづくりがつなぐ人と人―	 山田徹也
168	 岐阜工業高等専門学校［建築学科］	 +school	―地域規模の子育てと地域再生を促す小学校の提案―	 佐古彩香
169	 豊田工業高等専門学校［建築学科］	 Ant	Architecture	 豊島浩太郎
170	 石川工業高等専門学校［建築学科］	 暮らしを住み継ぐ　―奥能登地域の活性化手法に関する研究―	 板平卓巳
171	 福井工業高等専門学校［環境都市工学科］	 足羽山回遊空間計画	 伊藤正枝
172	 明石工業高等専門学校［建築学科］	 ごかく　ろっかく　ふっとばす	 西口雅洋
173	 呉工業高等専門学校［建築学科］	 Oceans	 鎌田隆広
174	 徳山工業高等専門学校［土木建築工学科］	 地域住民の協力により、児童の放課後を豊かにする小学校　～つながる小学校～	 小田佳世
175	 米子工業高等専門学校［建築学科］	 工業団地＋住む、暮らす	 河上沙織
176	 有明工業高等専門学校［建築学科］	 マチ×人々の流れのように	 藤本駿一
177	 都城工業高等専門学校［建築学科］	 都城新複合文化施設	 秋永将
178	 熊本高等専門学校［土木建築工学科］	 波紋　～人吉を導く宿の灯火～	 井川凌太

＊東日本大震災の影響で、一部図面が展示されていない場合がございます。ご了承ください。


