
2015年度支部共通事業「第 56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（水）～ 5月15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12日（金）～ 6月14日（日） 10:30～ 17:00 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16日（月）～ 11月19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 7月28日（火）～ 7月31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16日（水）～ 9月17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）
山形 9月28日（月）～ 10月2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）
由利本荘 10月3日（土）～ 10月6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）

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）

関　東 宇都宮 7月21日（火）～ 7月24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）

前橋 8月7日（金）～ 8月9日（日）
最終日は15:00まで

10:00～ 17:00 前橋工科大学5号館1階アーキスタジオ（群馬県前橋市上佐鳥町460-1）

東京 8月19日（水）～ 8月21日（金） 10:00～ 17:00 東京電機大学東京千住キャンパス1号館6階建築学科製図室
（東京都足立区千住旭町5）

平塚 9月4日（金）～ 9月6日（日）
最終日は15:00まで

9:30～ 17:30 東海大学湘南キャンパス14号館1階ホール
（神奈川県平塚市北金目4-1-1（日本建築学会大会 会場））

足利 10月10日（土）～ 10月12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）
東　海 三重 6月4日（木）～ 6月6日（土）

最終日は16:00まで
10:00～ 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26日（金）～ 6月29日（月）

最終日は16:00まで
10:00～ 17:00 岐阜市立女子短期大学3-411教室（岐阜県岐阜市一日市場北町7-1）

名古屋 12月17日（木）～ 12月19日（土） 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 長野 5月13日（水）～ 5月15日（金）

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）

新潟 8月4日（火）～ 8月6日（木） 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）
高岡 9月11日（金）～ 9月14日（月） 9:00～ 17:30 富山大学芸術文化学部B210～ B213（富山県高岡市二上町180番地）
石川 10月20日（火）～ 10月23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）
福井 12月8日（火）～ 12月12日（土） 10:00～ 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）

近　畿 大阪 7月9日（木）～ 7月12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 11月30日（月）～ 12月5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22日（金）～ 5月25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）

広島 8月21日（金）～ 8月23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）
岡山 9月9日（水）～ 9月11日（金）

最終日は16:00まで
10:00～ 17:00 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 9月25日（金）～ 9月27日（日） 9:00～ 17:00 山口大学工学部感性デザイン工学科製図室（工学部本館2階）
（山口県宇部市常盤台2-16-1）

四　国 高知 7月15日（水）～ 7月17日（金） 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 8月25日（火）～ 8月28日（金） 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9日（火）～ 2月14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 5月29日（金）～ 5月31日（日）
最終日は17:00まで

9:00～ 18:00 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）

佐賀 6月9日（火）～ 6月12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）

長崎 6月25日（木）～ 6月28日（日）
最終日は16:00まで

11:00～ 17:00 Gallery EM（長崎県長崎市常盤町1-8　明治商会ビル2F）

北九州 7月3日（金）～ 7月5日（日）
最終日は15:00まで

10:00～ 16:00 九州工業大学戸畑キャンパス百年記念館他
（福岡県北九州市戸畑区仙水町1-1）

熊本 10月28日（水）～ 10月30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）

大分 10月30日（金）～ 11月1日（日） 9:30～ 17:00 大分大学工学部福祉環境工学科棟・2F製図室（大分県大分市旦野原700番地）
沖縄 11月24日（火）～ 11月26日（木） 10:00～ 17:00 琉球大学工学部環境建設工学科建築設計製図室（工学部2号館401）

（沖縄県西原町千原1）

会期が12/7(月)～12/12(土)
より変更となりました。



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］ 市場動力機関港_20XX 三木翔平
2 東海大学［芸術工学部 建築・環境デザイン学科］ セーフティシップ「災害時避難拠点となる日露親交ミュージアムの計画」 田島開斗
3 道都大学［美術学部 建築学科］ 匠のまち　―わざと心を紡ぐ　日本のものづくり― 森山祐介
4 北海学園大学［工学部 建築学科］ 結　―分断された土地をつなぐ駅― 大石橋巧
5 北海道大学［工学部 環境社会学科］ 小さなまちの再構築 北原海
6 北海道科学大学［空間創造学部 建築学科］ オタモイ地蔵尊 竪参道 太田祐太
7 室蘭工業大学［工学部 建築社会基盤系学科］ 超相互依存自力本願的集合住宅 佐藤桃次
8 釧路工業高等専門学校［建築学科］ コミュニティを体現する足場群 鳴海舜
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 建築・都市アメニティグループ］ ワッカ　―暮らしをうつす水のまち― 渡邊緩奈
10 東北大学［工学部 建築・社会環境工学科］ 松代にて 本間脩平
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］ 地域で暮らす 緩やかにつながる庭　―知的障がい者のステップアップの場― 長谷川綾
12 東北工業大学［工学部 建築学科］ 渓谷を越える地下空間　～宮城を学ぶ地学館～ 佐々木優
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］ 古川七日町の商家再生　―地域遺産Ｍ家住宅の保存と改修― 森渉斗
14 東北文化学園大学［科学技術学部 人間環境デザイン学科］ Ｂｅｅｈｉｖｅ　～次世代オフィスの新提案～ 大谷彩貴
15 日本大学［工学部 建築学科］ 祈憶 宍戸啓
16 宮城学院女子大学［学芸学部 生活文化デザイン学科］ 読書空間私論 近藤百華
17 仙台高等専門学校［建築デザイン学科］ 再樹 小野寺謙
18 足利工業大学［工学部 創生工学科建築社会基盤学系］ 坂の上の湯処　～蔵王の湯空間コンソーシアム～ 東海林秀
19 宇都宮大学［工学部 建設学科建築学コース］ 汽水の堤　～静岡県田子の浦港における新たなランドスケープ～ 野村洋介
20 神奈川大学［工学部 建築学科］ Bhinneka Tunggal Ika　多様性の中の統一 大岡晃
21 関東学院大学［建築・環境学部 建築・環境学科］ つめあい　～都市の余地としての庭園～ 中島裕太郎
22 共立女子大学［家政学部 建築・デザイン学科 建築コース］ 技術が織り成す空間 納見綾華
23 慶應義塾大学［環境情報学部］ この地に生きる　―インフラ未整備地域における自立的な小学校運営をめざして― 植野ゆかり
24 工学院大学［建築学部 まちづくり学科］ この地で生きていく　―災害集落の今後のあり方― 大野友紀
25 工学院大学［建築学部 建築デザイン学科］ kitokito GARDEN　～旧蚕糸試験場新庄支場における保存活用提案～ 渡邉舞
26 国士舘大学［理工学部 理工学科 建築学系］ Discrete Station 佐藤敦
27 芝浦工業大学［工学部 建築学科］ ニュー・シネマ・パラダイス　―祝祭の地を築くこと― 春日広樹
28 芝浦工業大学［工学部 建築工学科］ 流民の夜明け　―21世紀の聖域と格差社会へのアンチテーゼ― 小野真徳
29 芝浦工業大学［システム理工学部 環境システム学科］ 裏へ誘（いざな）う　―林業と生きる山村住民の生活モデルの提案― 三枝晋太朗
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］ その場にしか生まれない商業空間　Tokyo Living Park 宇賀那果林
31 首都大学東京［都市環境学部 建築都市コース］ 都市と埋立地の間で 熊谷雄
32 昭和女子大学［生活科学部 環境デザイン学科］ いろどりの谷　―岩手県花巻市台温泉活性化計画― 永井里実
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］ 畔　hotori 神山尚子
34 多摩美術大学［美術学部 環境デザイン学科］ 2000枚の布のミュージアム 江波蒼
35 千葉大学［工学部 建築学科］ 水に透む街 ～代替空間の提案～ 竹村涼
36 千葉大学［工学部 都市環境システム学科］ まちを象る。くらしを彩る。　
  ベッドタウンにおける地場産業を織り込んだ体験型駅舎の計画 松本京子
37 千葉工業大学［工学部 建築都市環境学科］ 半農半Ｘ　―新たな交流デザインの提案― 谷田部貴久
38 筑波大学［芸術学群 環境・建築デザイン］ YoYo揚輝荘　―有形文化財揚輝荘を核とした集合体の再構築― 鶴身侑未
39 東海大学［工学部 建築学科］ 日常は壁一重　―街と家族が寄り添う少年院― 中津川毬江
40 東京大学［工学部 建築学科］ TOKYO JUNCTION 平山貴大
41 東京大学［工学部 都市工学科］ 活動静脈 黒本剛史
42 東京藝術大学［美術学部 建築科］ 水あと 神谷陽平
43 東京工業大学［工学部 建築学科］ 道　屋根の連なりが築く常滑の町 河合杏奈
44 東京工芸大学［工学部 建築学科］ 人・物・空間を繋ぐ床 鹿野元春
45 東京電機大学［未来科学部 建築学科］ 外濠のLayerが重なる場所　―市ヶ谷駅とその周辺外濠を対象とした複合施設の提案― 田端将人
46 東京都市大学［工学部 建築学科］ 工業で育った街、苦しむ街　―田子の浦製紙工場の再生― 畔柳友哉
47 東京都市大学［都市生活学部 都市生活学科］ おのまとぺ建築　―子供のための新しい建築― 中村真
48 東京理科大学［工学部 建築学科］ Waist Side Story　―にじむ線状空間― 仲尾梓
49 東京理科大学［工学部第二部 建築学科］ 路上建築　～立体外部空間～ 三國樹里亜
50 東京理科大学［理工学部 建築学科］ 北国に建つ 吉尾眞香
51 東洋大学［理工学部 建築学科］ 表象の帯 中村裕
52 日本大学［芸術学部 デザイン学科 建築デザインコース］ FLOW OF SPACE 金子永
53 日本大学［生産工学部 建築工学科］ 国際建築大学　日本分校　　いま、建築にできること 北浦佑季
54 日本大学［理工学部 海洋建築工学科］ 塵芥の灼塔 白坂真
55 日本大学［理工学部 建築学科］ セレンディピティの行方 土屋伸吾
56 日本工業大学［工学部 建築学科］ まちの（かお）になる駅 田端由香

展示作品一覧

No. 学校名［学部  学科］ 作品名 氏名



57 日本工業大学［工学部 生活環境デザイン学科］ 都市近郊農業地域における兼業農家の暮らしと建築 中里優
58 日本女子大学［家政学部 住居学科］ 公民家　“久保のおばあちゃんち”　―山口県下松市来巻古民家の改修・活用計画― 中村沙樹子
59 文化学園大学［造形学部 建築・インテリア学科］ unagi　―いつかのための集合住宅― 飯塚杏瑠
60 法政大学［デザイン工学部 建築学科］ 滲む架け橋 原田優奈
61 前橋工科大学［工学部 建築学科］ 緩やかに絡まる新と旧　―モンテッソーリ教育幼稚園における自由曲面の自然造形的活用― 前澤佑美
62 武蔵野大学［環境学部  環境学科 都市環境専攻］ 水魚之交　小川の里の文化と歴史 大貫瞳
63 武蔵野美術大学［造形学部 建築学科］ 老人をつなぐ散策路 小林恵理
64 明治大学［理工学部 建築学科］ 街をつくるのは誰か。　―六角橋の生存戦略― 弓削多宏貴
65 明星大学［理工学部 総合理工学科 建築学系］ 緑の中の保育園　子供のアクティビティで公園を活気づける 浅見俊貴
66 ものつくり大学［技能工芸学部 建設学科］ 循環する箱へ　上尾シラコバト住宅を事例とした団地再生モデルの提案 岩野健一
67 横浜国立大学［理工学部 建築EP］ トロッコの現代集落　パッチワークのように織りかさなる生活の風景 板谷優志
68 早稲田大学［創造理工学部 建築学科］ 水技の湖洞 高田一正、旦まりな、奥晴樹
69 職業能力開発総合大学校［長期課程 建築システム工学科］ 不便と暮す 甲斐貴也
70 共立女子短期大学［生活科学科］ 広がる図書館 小山彩香
71 日本大学［短期大学部 建築・生活デザイン学科］ さくらのあと　―佐倉城址公園に咲く７つの門― 内藤麻美
72 小山工業高等専門学校［建築学科］ 4.7km公園構想　―LRTで繋ぐ、まちとひと― 幕田早紀
73 愛知工業大学［工学部 建築学科］ 繋がり広がる　―まちからの発信― 鈴木香穂
74 愛知工業大学［工学部 建築学科建築学専攻］ 森に遊ぶ　―広がる都市の森― 田口利樹
75 愛知産業大学［造形学部 建築学科］ 水、乱れ光る　―長良川河口堰とその周辺環境を活用した資料館の提案― 宮澤凜矢
76 愛知産業大学　通信教育部［造形学部  建築学科］ ＴＡＭＵＲＯ　街道が生み出す学びの場 菊地雅
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］ 坂出人工土地再生計画　―地方都市でのゆとりある生活を目指す― 羽間菜々子
78 金城学院大学［生活環境学部 環境デザイン学科］ 水辺の情景　―郡上八幡における地域再生案― 宮本祐里、山田愛
79 椙山女学園大学［生活科学部 生活環境デザイン学科］ 鳳来を紡ぐもの　鳳来寺の参道と田楽の舞台 野々山あかね
80 大同大学［工学部 建築学科］ コレカラノサービスステーション　―ＳＳの再編― 杉山慎治
81 中部大学［工学部 建築学科］ 市民の庭　―権威的な官庁街から市民で賑わう空間へ― 矢野高弘
82 豊橋技術科学大学［工学部 建築都市システム学科］ 類を以て集まる　変わる日常 黒川泰正
83 名古屋大学［工学部 社会環境工学科 建築学コース］ 記憶の重層　―旧岩崎邸及び国立近現代建築資料館再整備計画― 藤井千裕
84 名古屋工業大学［工学部 建築・デザイン工学科］ 宴のはじまる家 加古 栞
85 名古屋市立大学［芸術工学部 建築都市デザイン学科］ あの頃の日常とこれからの風景　―気仙沼市をモデルとした地方漁港の再考― 朝妻勇希
86 名古屋造形大学［建築・インテリアデザインコース］ Drive Shopping 黒田 剣
87 三重大学［工学部 建築学科］ 建築が結ぶ医療と人 関俊祐
88 名城大学［理工学部 環境創造学科］ 『OKKAWA School』　幼児の成長に合わせた建物へのアプローチ 磯部珠希
89 名城大学［理工学部 建築学科］ きわに棲む 川合智香子
90 岐阜市立女子短期大学［生活デザイン学科］ ゆらぎ、ぬくい、　―田畑と住まうパッシブ集合住宅― 石岡里実
91 三重短期大学［生活科学科 居住環境コース］ 高架下から広がるまち 服部ミユキ、増田真季
92 豊田工業高等専門学校［建築学科］ Library for reading　読書空間のためのスケッチ 河合竜希
93 金沢大学［理工学域 環境デザイン学類］ まちなか市庁舎　―金沢市庁舎改築による中心市街地活性化案の提案― 雨宮優和
94 金沢工業大学［環境・建築学部 建築デザイン学科］ 御前崎市の魅力といのちを守る海の駅 栗林槙哉
95 信州大学［工学部 建築学科］ 小さな大きな家たち　～狭さが生み出す豊かな空間～ 金子怜美
96 長岡造形大学［造形学部 建築・環境デザイン学科］ ０へのはじまり　―縮小均衡の時代のエコロジカルランドスケープ― 齊藤清夏
97 新潟大学［工学部 建設学科 建築学コース］ 港の礎　―都市に繋がる工業港湾の形成― 佐藤準也
98 新潟工科大学［工学部 建築学科］ 結のかけら 高橋智
99 福井大学［工学部 建築建設工学科］ 白のすきま 田中葵
100 福井工業大学［建築学科］ 旅の居場所　～敦賀編～ 伊﨑隼人
101 福井工業大学［工学部 デザイン学科］ Living　～みんなでつくるまち～ 森枝亮
102 石川工業高等専門学校［建築学科］ インフラックス　―金沢外環状海側幹線における道路予定区域の活用― 谷美咲
103 福井工業高等専門学校［環境都市工学科］ Factory Blocks 森淳之介
104 大阪大学［工学部 地球総合工学科］ 僕等への贈り物 藤井一弥
105 大阪工業大学［工学部 空間デザイン学科］ 煌の正鵠 髙山裕太
106 大阪工業大学［工学部 建築学科］ モモ　時間をめぐる 福岡郁美
107 大阪産業大学［工学部 建築・環境デザイン学科］ 蘇る水音　―神戸市「湊川地区」天井川復元および「神鉄横丁」バザール化計画― 網川忠志
108 大阪市立大学［生活科学部 居住環境学科］ 文化を開く長屋 上野智博
109 大手前大学［メディア・芸術学部 メディア芸術学科］ 新川西市総合体育館の計画 吉井大介
110 関西大学［環境都市工学部 建築学科］ The Generated Underground City UMEDA 中里健志
111 関西学院大学［総合政策学部 都市政策学科］ Connected Spaces　～団地における新しい風景～ 宝来健史
112 京都大学［工学部 建築学科］ 尼崎再計画 天野直紀
113 京都工芸繊維大学［造形科学域 造形工学課程］ 展延する線　―巨椋池の地縁再生計画― 木下光平
114 京都女子大学［家政学部 生活造形学科］ Flux Campus Common 白石洋子
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115 京都造形芸術大学［芸術学部 環境デザイン学科建築コース］ 生きられた生きる美術館 井城球汰
116 京都府立大学［生命環境学部 環境デザイン学科］ 蹴上における時代を縁取る疎水美術館の計画 中原みまえ
117 近畿大学［建築学部 建築学科］ 間隙の再編　―京都における共有の場の提案― 上田晃平
118 神戸大学［工学部 建築学科］ 祝祭の杜 森下孝平
119 神戸大学［工学部 建築学科建築デザイン］ 海境より 崔秋韵
120 神戸芸術工科大学［デザイン学部 環境・建築デザイン学科］ Human Ridge 飴野拓
121 滋賀県立大学［環境科学部 環境建築デザイン学科］ 開拓の風景に寄り添う小学校 君島健太
122 滋賀県立大学［人間文化学部 生活デザイン学科］ 私の街には、異世界へとつながる隙間があるのです。 中嶋万葉
123 摂南大学［理工学部 建築学科］ 共存から生まれる繋がり 山里順也
124 摂南大学［理工学部 住環境デザイン学科］ 天井川（旧草津川）景観創生プロジェクト 向山智恵
125 帝塚山大学［現代生活学部 居住空間デザイン学科］ 星の森　―音楽活動に特化した自然体験学習施設の設計提案― 岡本梓
126 奈良女子大学［生活環境学部 住環境学科］ 都市と自然のかけ橋 大嶋ひとみ
127 兵庫県立大学［環境人間学部 環境人間学科］ みかん畑の長い斜路　―斜面地におけるIUターン者住宅と地域・観光施設の提案― 長和麗美
128 武庫川女子大学 ［生活環境学部  建築学科］ 装飾とカーテンウォールによる新たな建築 谷なつき
129 武庫川女子大学［生活環境学部 生活環境学科］ もてなしの駅舎 大串夏実
130 立命館大学［理工学部 建築都市デザイン］ 共鳴と反響　―自己と対話する空間― 寺田穂
131 和歌山大学［システム工学部 環境システム学科］ 古墳空間 椛島充智
132 明石工業高等専門学校［建築学科］ Otaniemi Roten-buro　 -Open-air bath in Otaniemi-    直井彩茄
133 岡山県立大学［デザイン学部 デザイン工学科］ 結の場 河田莉奈
134 岡山理科大学［工学部 建築学科］ 笠岡の魅力を映す建築 坂本愛実
135 近畿大学［工学部 建築学科］ まちのうえのまち 浅野文樺
136 島根大学［総合理工学部 建築・生産設計工学科］ 潜在平和都市　～平和大通り再生計画～ 岡田雅宏
137 鳥取環境大学［環境情報学部 建築・環境デザイン学科］ 共に生きる。　―動物との暮らしをサポートする家― 田村春香
138 広島大学［工学部四類 建築学科］ 工業化住宅のあしたを考える 安田智美
139 広島工業大学［環境学部 環境デザイン学科］ 文化を守る旅人 山本秀人
140 広島工業大学［工学部 建築工学科］ 袋町公園計画　―地方都市の木構造による公共複合施設の提案― 伊藤彩子
141 広島国際大学［工学部 住環境デザイン学科］ ふみだした先にみえるもの　～時間とまちのものがたり～ 村上沙季
142 広島女学院大学［生活科学部 生活デザイン・情報学科］ ふれあいの路(みち) 井佐子夏実
143 福山大学［工学部 建築学科］ 大黒町商店街再生計画　～自然の中に都市を組み込む～ 作宮佑一
144 山口大学［工学部 感性デザイン工学科］ 文化の方舟　まちの舟人 丸毛遼
145 呉工業高等専門学校［建築学科］ 団居 田中俊之
146 米子工業高等専門学校［建築学科］ Landscape and green festival hall
  ～地方における緑地と公共施設の共生による地域活性化計画～ 景山亮
147 香川大学［工学部 安全システム建設工学科］ 高齢者の「いのち」 平尾卓也、小沢拓也、奥平早紀子、楠鷹人、明神優貴
148 高知工科大学［工学部 システム工学群 建築・都市デザイン専攻］ ブリコラージュハウス 川村昂大
149 大分大学［工学部 福祉環境工学科建築コース］ まちかどクロニクル 大堂麻里香
150 鹿児島大学［工学部 建築学科］ そのままの衰退 高須八千代
151 北九州市立大学［国際環境工学部 建築デザイン学科］ 流れるまち繋がるまち 井上翠
152 九州大学［芸術工学部 環境設計学科］ 桶屋が儲かる。 加藤樹大
153 九州大学［工学部 建築学科］ 立面都市 川谷大輔
154 九州産業大学［工学部 建築学科］ つながりのはじまり ワトソン祥太
155 九州産業大学［工学部 住居・インテリア設計学科］ 風景との向き合い方　―不知火町の田園における人の居場所の新たな提案― 山口史
156 九州女子大学［家政学部 人間生活学科］ 異文化の交わるシェアハウス 桑畑晴奈
157 近畿大学［産業理工学部 建築・デザイン学科］ 輪への転換 藤田雄大
158 熊本大学［工学部 建築学科］ into the woods　樹間の道に誘われて　―新宮町コミュニティーセンター― 村上加奈
159 熊本県立大学［環境共生学部 居住環境学科］ 澄んだ川の情景 青木允也
160 佐賀大学［理工学部 都市工学科］ 記憶を辿る坑 仲浩慶
161 崇城大学［工学部 建築学科］ 木になる水（きになるみ）　―県営住宅長寿命化による、水、森林再生計画― 江嶋大輔
162 第一工業大学［工学部 建築デザイン学科］ 隙間のある暮らし　―名山町における複合高齢者居住空間の提案― 今林佑貴、中島来夢
163 東海大学［産業工学部 建築学科］ みんなの巣 橋口大輝
164 長崎総合科学大学［工学部 工学科建築学コース］ 贈り物の家（高齢者が集まる空間） TRAN NGAN PHUONG THAO
165 西日本工業大学［デザイン学部 建築学科］ 命ヶ丘　―いのちがおか― 竹下大徳
166 日本文理大学［工学部 建築学科］ Across the universe 張航
167 福岡大学［工学部 建築学科］ 『棚田景観の中の建築』　～中山間地域における農業生産資源維持モデル～ 片山智子
168 琉球大学［工学部 環境建設工学科 建築コース］ 遊び場はいつもめくるめく　―こどものあそび空間の提案― 金城宙志
169 有明工業高等専門学校［建築学科］ さ幸住　～お福分けでつながる集合住宅～ 福田しおり
170 熊本高等専門学校［建築社会デザイン工学科］ 減る建築 坂田怜郎
171 都城工業高等専門学校［建築学科］ 文化と福祉の拠点 熊原千恵理
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