
2014年度支部共通事業「第 55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14日（水）～ 5月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）

札幌 6月13日（金）～ 6月15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
（北海道札幌市北区北13条西8丁目）

釧路 11月17日（月）～ 11月20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 6月20日（金）～ 6月25日（水） 10:00～ 16:00 東北工業大学　一番町ロビー（仙台市青葉区一番町1-3-1　ニッセイ仙台ビル）

由利本荘 7月19日（土）～ 7月22日（火）
最終日は15:00まで

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）

山形 9月30日（火）～ 10月3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）

郡山 10月1日（水）～ 10月2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）
八戸 10月11日（土）～ 10月12日（日）

最終日は15:00まで
9:00～ 16:00 八戸工業大学土木建築工学科建築棟A209製図室

（青森県八戸市大字妙字大開88-1）
関　東 宇都宮 7月23日（水）～ 7月25日（金） 9:00～ 16:30 宇都宮大学工学部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 9月2日（火）～ 9月4日（木）

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）
足利 10月11日（土）～ 10月13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）
前橋 10月24日（金）～ 10月27日（月）

最終日は16:00まで
10:00～ 17:00 前橋工科大学5号館　アーキスタジオ513・516

（群馬県前橋市上佐鳥町460-1）
東　海 三重 6月12日（木）～ 6月14日（土） 9:00～ 17:00 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）
岐阜 6月27日（金）～ 6月30日（月） 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番7号）
名古屋 11月3日（月）～ 11月5日（水） 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13日（火）～ 5月16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5日（火）～ 8月7日（木） 10:00～ 17:00 新潟大学工学部建設学科E棟5階製図室
（新潟県新潟市西区五十嵐2の街8050）

富山 9月19日（金）～ 9月22日（月） 8:45～ 17:30 富山大学　芸術文化学部E-150（富山県高岡市二上町180番地）
福井 12月9日（火）～ 12月13日（土） 9:00～ 17:00 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 12月15日（月）～ 12月17日（水）

最終日は15:00まで
10:00～ 17:00 信州大学工学部建築学科棟3階製図室

（長野県長野市若里4-17-1）
近　畿 大阪 7月10日（木）～ 7月13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）

神戸
（大会会場）

9月12日（金）～ 9月14日（日）
最終日は15:00まで

9:00～ 17:00 神戸大学
（兵庫県神戸市灘区六甲台町1-1）

神戸 12月1日（月）～ 12月6日（土）
初日は13:00から、最終日は13:00まで

10:00～ 17:00 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）

中　国 米子 5月23日（金）～ 5月26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）
宇部 8月2日（土）～ 8月4日（月） 9:00～ 17:00 山口大学工学部感性デザイン工学科製図室（山口県宇部市常盤台2-16-1）
岡山 9月10日（水）～ 9月12日（金） 10:00～ 18:00 岡山理科大学50周年記念館3階（岡山市北区理大町1-1）
広島 9月18日（木）～ 9月20日（土） 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16日（水）～ 7月18日（金） 11:00～ 16:30 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）

徳島 8月26日（火）～ 8月29日（金）
最終日は15:00まで

10:00～ 16:00 徳島文理大学7号館1階学生ラウンジ
（徳島県徳島市山城町西浜傍示180）

松山 2月10日（火）～ 2月15日（日）
初日は13:00から、最終日は15:00まで

9:40～ 18:00 愛媛県美術館南館
（愛媛県松山市堀之内）

九　州 鹿児島 6月4日（水）～ 6月6日（金） 9:00～ 22:00 かごしま県民交流センター　大ホール（鹿児島市山下町14-50）
長崎 6月19日（木）～ 6月22日（日）

最終日は17:00まで
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）
佐賀 7月8日（火）～ 7月11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）
大分 10月17日（金）～ 10月19日（日） 10:00～ 17:00 日本文理大学3号館3階331（製図室）（大分県大分市大字一木1727）
熊本 10月22日（水）～ 10月24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）
北九州 11月1日（土）～ 11月4日（火） 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

（北九州市小倉北区大門1-5-1）
沖縄 11月25日（火）～ 11月27日（木） 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）



1 札幌市立大学［デザイン学部 デザイン学科空間デザインコース］ ゆく川の流れ　―北海道富良野市の温水溜池施設における親水空間としての提案― 長沢麻未
2 東海大学［芸術工学部 建築・環境デザイン学科］ 村という場所の力　―うつろう自然の中で生きるホスピスの提案― 岩田和大
3 北海学園大学［工学部 建築学科］ 玄奥　―北海道に生きる路地― 山崎貴生
4 北海道大学［工学部 環境社会工学系建築都市コース］ 共生の脈 加持亮輔
5 北海道工業大学［空間創造学部 建築学科］ こどものよりみち　～地形の建築化～ 須藤愛
6 室蘭工業大学［工学部 建築社会基盤系学科］ Co-　―都市における複合施設― 丹野健斗
7 釧路工業高等専門学校［建築学科］ 家っぽいグループホーム 川久保圭
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］ 施しの境界　―集落的介護福祉建築― 服部雄介
9 東北大学［工学部 建築・社会環境工学科］ 痕の祭 横田麻由
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］ 下宿のいまとこれから　～団欒と集中の居場所作り～ 五十嵐和恵
11 東北工業大学［工学部 建築学科］ 場所が教えてくれたこと　―時を超えた暮らしの継承とそれに基づく集合住宅の提案― 狩野未帆
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］ オボコヤ　フジサカ 瀬谷竜介
13 日本大学［工学部 建築学科］ 移動と集約　―密度の設計― 樋口卓史
14 八戸工業大学［土木建築工学科］ 避難施設機能を充実した小中一貫校　～五戸町川内小中一貫校～ 中里和貴
15 宮城大学［事業構想学部 デザイン情報学科　空間デザインコース］ 生きる民家　―玉庭型中門造民家の吉村家住宅を事例に民家に住まうことを考える― 後藤沙紀
16 宮城学院女子大学［学芸学部 生活文化デザイン学科］ Re　―リサイクルを啓発する施設の計画― 内田遥香
17 仙台高等専門学校［建築学科］ うつるもの 松川その美
18 足利工業大学［工学部 建築学科］ 水墨画に現れる町　―中国江南水郷のまちづくり   REN HONGZHENG
19 宇都宮大学［工学部 建設学科建築学コース］ 農ある生活 小笹拓朗
20 神奈川大学［工学部 建築学科］ 明日に架ける橋 井上裕子
21 関東学院大学［工学部 建築学科］ 紡がれの場　―浦賀造船所工場跡内部空間への火葬場・葬祭場の提案― 川名恵祐
22 共立女子大学［家政学部 建築・デザイン学科　建築コース］ R・E・D　STREET　～旧中山道街並再生計画～ 中野楓子
23 慶應義塾大学［環境情報学部 環境情報学科］ 団地village 渡部彩
24 工学院大学［工学部 建築学科］ 荻窪奏音街 岩澤美帆
25 工学院大学［工学部 建築都市デザイン学科］ 増田的現代住宅　～増田町における町並の継承と広がり～ 片山かな子
26 国士舘大学［理工学部 建築学系］ ショウテン街 小林大輝
27 芝浦工業大学［工学部 建築学科］ 地景の未来　―長崎と建築土木（ふうけい）の編集― 城代晃成
28 芝浦工業大学［工学部 建築工学科］ 都市の生んだアルカディア　―エネルギー循環型都市コミュニティーモデル― 太田浩樹
29 芝浦工業大学［システム理工学部 環境システム学科］ 工房イチヤマカ　―根室市における木工場の再生― 山口人士
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］ 車輪がつくる風景　―島根県益田市蟠竜湖公園のリノベーション― 中川望
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］ 日常を辿る結婚式 川畑友紀子
32 昭和女子大学［生活科学部 環境デザイン学科］ 木と水の対話 山村珠紀
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］ 目黒川公園教会 北地那奈
34 多摩美術大学［美術学部 環境デザイン学科］ 給水所と街のあいだに 北野航太郎
35 千葉大学［工学部 建築学科］ 感覚風景のためのスタディ 石黒萌子
36 千葉大学［工学部 都市環境システム学科］ 集めて、ひとつに。　―多職種連携による高齢者の包括的ケア― 溝口拡志
37 千葉工業大学［工学部 建築都市環境学科］ 観光交流パーク　―城址公園を利用したハイウェイオアシス― 佐々木雅穂
38 筑波大学［芸術学群 環境デザイン領域．建築デザイン領域、］ ゆりかごの軌跡　育児コミュニティ形成計画IN稲村ヶ崎 菊地愛生
39 筑波大学［理工学群 社会工学類　都市計画主専攻］ 旅の始まり & 旅の終わり
  ―ツーリストインフォメーションセンターを中心に新しいパブリックスペースとオープンスペースの提案― HUANG QIONGYI
40 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］ 隠岐の島ふれあい郵便局計画 永瀬由佳
41 東海大学［工学部 建築学科］ いのちをつなぐ建築　～ジンギでつなぐ瀬戸内祝島練り塀みち自然小学校～ 小松祐太
42 東京大学［工学部 建築学科］ Twining Delta：A Pipeline for Life 川島奈々未
43 東京大学［工学部 都市工学科］ 在郷でおりなす　まち庭 柴田純花
44 東京家政学院大学［現代生活学部 生活デザイン学科］ BLOCK  L 大塚友紀
45 東京藝術大学［美術学部 建築科］ missing button 藤原涼子
46 東京工芸大学［工学部 建築学科］ voiCe　～まちの声。ひとの声。～ 池田群
47 東京電機大学［未来科学部 建築学科］ Shimo lattice 福島顕次
48 東京都市大学［工学部 建築学科］ 音楽で繋ぐ市民の和 上田萌
49 東京理科大学［工学部第一部 建築学科］ 職人集落の裏風景　―都電荒川線とともにトタン屋根の下で伝える伝統技術― 山岸隆
50 東京理科大学［工学部第二部 建築学科］ まわりみち　―琵琶湖ツーリズムの交通拠点― 藤坂美佳
51 東京理科大学［理工学部 建築学科］ 伝承の場の更新、或いは残影 清宮あやの
52 東洋大学［理工学部 建築学科］ 幼稚園のお話。　～サーバントスペースにつくるこどもの世界～ 樺澤亨斗
53 日本大学［芸術学部 デザイン学科　建築デザインコース］ リゾート施設再編計画 関里佳人
54 日本大学［生産工学部 建築工学科］ 受け継がれる石 齋藤範明
55 日本大学［理工学部 海洋建築工学科］ 恥ずかしがりやの集合体　都市のおける新しい「下町」的生活のすすめ 山川大喜
56 日本大学［理工学部 建築学科］ 在り触れる美術館 小笠舞穂
57 日本工業大学［工学部 建築学科］ ミドリの交差点　商店街を彩る保育・保健複合センター 小松由樹子
58 日本工業大学［工学部 生活環境デザイン学科］ 「空き」がまちを豊かにする　～弁天通り商店街のはらっぱと路地裏～ 吉澤ちえみ
59 日本女子大学［家政学部 住居学科建築デザイン専攻］ 雁木教室　―二地域居住における子供の学び場― 川上咲久也

展示作品一覧

No. 学校名［学部  学科］ 作品名 氏名



60 文化学園大学［造形学部 建築・インテリア学科］ サイクリングハウス・軽井沢　―コミュニケーションをはかれる住宅地の計画― 木下柔
61 法政大学［デザイン工学部 建築学科］ お湯の通り道 山口雄司
62 前橋工科大学［工学部 建築学科］ 時の境目　―旧大竹酒造煉瓦蔵の再生活用計画― 井津利貴
63 武蔵野大学［環境学部 環境学科　都市環境専攻］ ひなぶ湯気の街で 袴田千晶
64 武蔵野美術大学［造形学部 建築学科］ 50年の傷跡 山高大介
65 明治大学［理工学部 建築学科］ 現代的都市型漁村集落 吉永ほのみ
66 明星大学［理工学部 総合理工学科建築学系］ coral entrance　―地域の玄関口としての空港― 岡村憲朋
67 ものつくり大学［技能工芸学部 建設学科］ シングルマザーのためのシェアハウス 梅澤香織
68 横浜国立大学［理工学部 建築EP］ 都市の中の村　―ハノイの市場   ファムグェットアン
69 早稲田大学［創造理工学部 建築学科］ 「大島元町復興計画」の現代的更新
  ―東アジア黒潮圏における自律的復興モデルの提案― 瀬尾憲司・田熊隆樹・中村紗綾
70 共立女子短期大学［生活科学科］ ちょっと立ち寄りたい　あなたの癒しの美術館 川村捺香
71 日本大学［短期大学部  建築・生活デザイン学科］ INTERSECTION：お茶の水駅前再開発計画 鈴木辰巳
72 小山工業高等専門学校［建築学科］ 栃木市嘉右衛門町地区における蔵コミュニティセンター計画
  ―まちなみ修景及び地域コミュニケーションの改善― 橋本啓汰
73 愛知工業大学［工学部 建築学科　住居デザイン専攻］ 再考　未来を照らす市庁舎のかたち 伊藤駿
74 愛知工業大学［工学部 建築学科建築学専攻］ 新輪中ノ都　―序― 安藤彰悟
75 愛知産業大学［造形学部 建築学科］ 層を築く、相に気づく 花井俊和
76 愛知産業大学［通信教育部 造形学部 建築学科］ ハシヅメ　～隅田川沿いの長屋町～ 岩本美里
77 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］ みんなでつくる　おまかないのまち　～荒浜復興～ 柴田英里
78 金城学院大学［生活環境学部 環境デザイン学科］ 道。 遠藤愛・久留宮里佳・河野友美
79 椙山女学園大学［生活科学部 生活環境デザイン学科］ Inforest　―情報の森.栄百米道路再生構築― 杉本萌
80 大同大学［工学部 建築学科］ 美濃史博物館　―うだつと現代建築の融合― 村井亮祐
81 中部大学［工学部 建築学科］ スパイラル　公園　めぐる 坂倉亜美
82 豊橋技術科学大学［建築・都市システム学過程］ 創・混 笠井洸
83 名古屋大学［工学部 社会環境工学科］ 積石の風景　―村山修験道のみちしるべ― 加藤将人
84 名古屋工業大学［工学部 建築・デザイン工学科］ ハレノモリ 橋本亜子
85 名古屋市立大学［芸術工学部 建築都市デザイン学科］ 死者の生きる場所　～景観資材となった城跡に対する建築の提案～ 長谷直樹
86 名古屋造形大学［造形学部 造形学科　建築デザインコース］ 日常と永遠　―東茶屋公園斎場計画― 青井宏太
87 三重大学［工学部 建築学科］ 舞い戻る陽光　―天照大神の深みへ― 青木郁弥
88 名城大学［理工学部 環境創造学科］ 犬山市ライン湯　利活用の提案 小林大介
89 名城大学［理工学部 建築学科］ 園 日野達真
90 三重短期大学［生活科学科 居住環境コース］ なつかしさを育むまち　―伊勢河崎の町家再生計画― 内田あかり
91 岐阜工業高等専門学校［建築学科］ Knitting Station 長谷部澪
92 豊田工業高等専門学校［建築学科］ 豊浜路地裏物語　―14/365のくらし― 米山諒太
93 金沢大学［理工学域 環境デザイン学類］ 放課後の住まいかた　―金沢旧市街地における廃校活用を中心とした定住策― 齊藤千晶
94 金沢工業大学［環境・建築学部 建築学科・建築都市デザイン］ 都棚のひきだし 宮地智史
95 信州大学［工学部 建築学科］ 地下のランドスケープ 澤崎綾香
96 富山大学［芸術文化学部 造形建築科学コース］ 音と出会う街 有吉育美
97 長岡造形大学［造形学部 建築・環境デザイン学科］ ふたたび、城下。　―上越市高田公園における「城下ラウンジ」の提案― 風間ひかる
98 新潟大学［工学部 建設学科建築学コース］ きつつきのとまり木 野口莉奈
99 新潟工科大学［工学部 建築学科］ 終の千里 小池健太郎
100 福井大学［工学部 建築建設工学科］ 光樹の風景　～セミラチス的学校建築の提案～ 寶珍宏元
101 福井工業大学［工学部 建築生活環境学科］ have・be・share　～私有主義的消費からシェア型消費へ～ 増永直也
102 福井工業大学［工学部 デザイン学科］ medium 伊藤奈美
103 石川工業高等専門学校［建築学科］ COMMUNITY GARDEN　 健康高齢者のための社会参加型生涯学習環境の計画    氷見智伸
104 福井工業高等専門学校［環境都市工学科］ 未来町家のまち 小椋梨加
105 大阪大学［工学部 地球総合工学科建築工学コース］ 14.53　― 5つの記憶の物語 ― 矢吹和也
106 大阪芸術大学［芸術学部 建築学科］ 夢についての夢の引用　―風景式モンタージュとして― 三浦伊織
107 大阪工業大学［工学部 空間デザイン学科］ 巡るブティック 有働翔太
108 大阪工業大学［工学部 建築学科］ まちのおかあさん　 19の家族とまちの人が作る予防診療処    江端佐知
109 大阪産業大学［工学部 建築・環境デザイン学科］ 生き延びるためのSTEP　―和歌山県串本町における南海トラフ大地震防災避難基地計画― 鷲本貴司
110 大阪市立大学［工学部 建築学科］ 黒をまとう光 法山千穂
111 大阪市立大学［生活科学部 居住環境学科］ ばらばら大学でつながっているもの。　―大学の在り方の再考と商店街、町とのつながり― 上月理紗
112 大手前大学［メディア・芸術学部］ 橋を眺めるデッキ 矢敷舞実
113 関西大学［環境都市工学部 建築学科］ 呼吸する立体回遊都市　―公共空間を含めた高層建築の提案― 宮垣尚仁
114 京都大学［工学部 建築学科］ Yggdrasill　―生命システムとしての集落― 三野春樹
115 京都工芸繊維大学［工芸科学部 造形工学課程］ 祭礼の器　―祇園祭山鉾修復館― 玉田翔也
116 京都工芸繊維大学［造形工学課程］ 記憶を繋ぐ屋根と道 藤井愛
117 京都女子大学［家政学部 生活造形学科］ KYOTO International Village 守屋公美子
118 京都精華大学［デザイン学部 建築学科］ Curtain Roof　―固い空間をやわらかに― 北田晴香
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119 京都造形芸術大学［芸術学部 環境デザイン学科］ まちとスポーツ　～地域をつなぐ開かれた体育館～ 高田幹人
120 京都府立大学［生命環境学部 環境デザイン学科］ 森をかけぬける 青木香澄
121 近畿大学［建築学部 建築学科　システムコース］ 緑を生み出す"屋根と塀" 西野真伍
122 近畿大学［理工学部 建築学科］ 三角の敷地に建つ二つの図書館 弘田翔一
123 神戸大学［工学部 建築学科］ 北木採石トポフィリア 小林璃央
124 神戸大学［工学部 建築学科建築デザイン］ 九年間の旅路 橋本阿季
125 神戸芸術工科大学［デザイン学部 環境・建築デザイン学科］ うちゅう町4丁目　―家族を知らない子どもたちがつくる未来と宇宙― 浅井彩香
126 滋賀県立大学［環境科学部 環境建築デザイン学科］ e-CO-mmunity　～公営住宅の再生における 環境配慮型まちづくり～ 橋本菜都美
127 滋賀県立大学［人間文化学部 生活デザイン学科］ 伊賀市上野の町あるき観光を促す施設の提案 牧ノ矢明子
128 摂南大学［理工学部 建築学科］ 石垣の再生と六次産業化 藤城敏光
129 摂南大学［理工学部 住環境デザイン学科］ 時と共に歩む住居の一生　～山間地域のこれからの暮らしのあり方～ 田中豊樹
130 帝塚山大学［現代生活学部 居住空間デザイン学科］ 心身障害者施設の設計提案 今井悠未
131 奈良女子大学［生活環境学部 住環境学科］ 重なる先に　―大阪府中央卸売市場改修計画― 濱岡飛鳥
132 兵庫県立大学［環境人間学部 環境デザインコース］ 宙（そら）に泳ぐ 竹内澄人
133 武庫川女子大学［生活環境学部 建築学科］ もうひとつの学び舎 石野由里香
134 武庫川女子大学［生活環境学部 生活環境学科］ 集まって暮らす、これからのまちづくり
  ―路地裏から生まれる小さなコミュニティと昔ながらの長屋の再編― 大森美穂
135 立命館大学［理工学部 建築都市デザイン学科］ 「砂防堰堤」あるいは「集落」　― 砂防ダム内違法集落の機能的/形態的継承 ― 岡田眞二
136 明石工業高等専門学校［建築学科］ 青井谷の小さな村のようなジオスクールに泊まろう！ 竹中敦哉
137 岡山県立大学［デザイン学部 デザイン工学科 建築デザインコース］ 輪　和　笑 大島志穂
138 岡山理科大学［総合情報学部 建築学科］ Town Campus 東居優典
139 近畿大学［工学部 建築学科］ 技紡ぐ里 青戸貞治
140 島根大学［総合理工学部 建築・生産設計工学科］ ブロック・ハウス DINH THI PHUONG
141 広島大学［工学部 第四類］ 袋町地区における街区更新計画　～新しく懐かしい～ 渡辺沙也香
142 広島工業大学［環境 環境デザイン］ こどもmuseum　～つみきが繋がる～ 中野彩子
143 広島工業大学［工学部 建築工学科］ 森の刑務所 岩崎誉大
144 広島国際大学［工学部 建築学科］ 子供の居場所 上代晋太郎
145 広島国際大学［工学部 住環境デザイン学科］ みち×ひと 吉田志保
146 広島女学院大学［生活科学部 生活デザイン・情報学科］ 月ヶ丘の再生 進矢早苗
147 福山大学［工学部 建築・建設学科］ 見えてくる繋がり　～一人のようで独りじゃない～ 岩本崇裕
148 山口大学［工学部 感性デザイン工学科］ 海村へのオマージュ 白石稜
149 呉工業高等専門学校［建築学科］ Fab. Street　～呉ものづくり商店街～ 横山貴史
150 米子工業高等専門学校［建築学科］ だんだん通り 小川由夏
151 香川大学［工学部 安全システム建設工学科］ 高齢者の活きるまち 小泉貴央・辰恵汰
152 大分大学［工学部 福祉環境工学科建築コース］ RELEASE OF HILL　～住宅と斜面地の関わり方～ 河越和也
153 鹿児島大学［工学部 建築学科］ 民都の国会議事堂　―来るべき時代に対する首都機能分散計画と建築的提案― 平柳伸樹
154 活水女子大学［健康生活学部 生活デザイン学科］ Fractal ＋ Memorial　―長崎大浦地区親水空間計画― 山口沙起・田口香織
155 北九州市立大学［国際環境工学部 建築デザイン学科］ 川の駅のマーケット　～川辺に暮らす場の提案～ 波多野了子
156 九州大学［芸術工学部 環境設計学科］ 界隈をたどるトンネル駅 市古慧
157 九州大学［工学部 建築学科］ 森が染まるとき 青木美音
158 九州産業大学［工学部 建築学科］ 廃物の価値　―自然と建築が溶融する地下空間の提案― 太田尾康平
159 九州産業大学［工学部 住居・インテリア設計学科］ 命の受け皿　―食卓と屠殺場の狭間― 田川理香子
160 九州女子大学［家政学部 人間生活学科］ 伝統・文化と人をつなぐ施設 太田真結子
161 近畿大学［産業理工学部 建築・デザイン学科］ はぐくみえん　親と子の繋がりを囲む公園の提案 古賀教子
162 熊本大学［工学部 建築学科］ NAGASAKI-LiGhTs 筒井総一郎
163 熊本県立大学［環境共生学部 居住環境学科］ 立体×界隈 村上侑衣
164 佐賀大学［理工学部 都市工学科］ 風景への誘い　―佐賀、東名遺跡における媒体としての建築― 副田和哉
165 崇城大学［工学部 建築学科］ 小さな森の群れ 河井良介
166 第一工業大学［工学部 建築デザイン学科］ 佐多岬再生計画 成尾健太
167 東海大学［産業工学部 建築学科］ 賑わう小さな町 上野雅輝
168 長崎総合科学大学［環境・建築学部 建築学科］ Oct Contact 松山莉加
169 西日本工業大学［デザイン学部 建築学科］ 境界を越えた先にみえるもの　～「結」の心を未来へ紡ぐ～ 原明花
170 日本文理大学［工学部 建築学科］ ケンコウ×ケンチク 岩丸悠生
171 福岡大学［工学部 建築学科］ スラムの居住環境再生モデル 佐々木夏輝
172 琉球大学［工学部 環境建設工学科　建築コース］ 可変住戸ユニットによるシェアハウス計画 宮平椎菜
173 有明工業高等専門学校［建築学科］ 傷ついた時計は“今”動き出す 古賀壮一朗
174 熊本高等専門学校［建築社会デザイン工学科］ まち、みち、あるく　～本町アーケード再生計画～ 野村純花
175 都城工業高等専門学校［建築学科］ 鹿屋本町商店街の活性化計画 田之上勝洋

No. 学校名［学部  学科］ 作品名 氏名


