
2012年度支部共通事業  第53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16日（水）～ 5月18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7日（木）～ 6月10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）

旭川 9月27日（木）～ 10月1日（月）  9:00～ 17:00 東海大学芸術工学部1号館第1製図室（北海道旭川市神居町忠和224）

釧路 11月19日（月）～ 11月22日（木） 10:00～ 16:00 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 山形 5月21日（月）～ 5月27日（日）  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）

由利本荘 7月21日（土）～ 7月24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）

仙台 9月4日（火）～ 9月6日（木） 10:00～ 17:00 東北大学大学院工学研究科都市・建築学専攻仮設校舎
（宮城県仙台市青葉区片平2丁目1-1）

郡山 9月26日（水）～ 9月27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6日（土）～ 10月7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）
関東 宇都宮 7月11日（水）～ 7月13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）

東京 9月4日（火）～ 9月6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52）

足利 10月6日（土）～ 10月8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26日（金）～ 10月28日（日）
最終日は14:00まで

10:00～ 18:00 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）

東京 3月6日（水）～ 3月9日（土）
最終日は15:00まで

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）

東海 三重 6月14日（木）～ 6月16日（土）
最終日は16:00まで

 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28日（木）～ 7月3日（火） 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 9月12日（水）～ 9月14日（金）
最終日は15:00まで

10:00～ 17:00 名古屋大学野依記念学術交流館1階会議室（愛知県名古屋市千種区不老町）

北陸 長野 5月9日（水）～ 5月11日（金） 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）

石川 5月22日（火）～ 5月25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）

新潟 7月30日（月）～ 8月2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の町8050）

富山 8月9日（木）～ 8月11日（土） 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）

福井 12月11日（火）～ 12月15日（土）  9:00～ 17:00 福井工業大学FUTタワー（福井県福井市学園3-6-1）
近畿 大阪 5月30日（水）～ 6月3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）

神戸 12月3日（月）～ 12月8日（土） 9:00～ 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11日（金）～ 5月14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 7月20日（金）～ 7月23日（月） 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）

宇部 8月3日（金）～ 8月6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）
四国 高知 7月11日（水）～ 7月13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21日（火）～ 8月24日（金） 10:00～ 16:00 徳島文理大学7号館1階ラウンジ（徳島県徳島市山城町西浜傍示180）

松山 2月19日（火）～ 2月24日（日）
最終日は15:00まで

 9:40～ 18:00 愛媛県美術館南館県民ギャラリー（愛媛県松山市堀之内）

九州 鹿児島 6月1日（金）～ 6月3日（日）  9:00～ 17:00 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）

熊本 6月20日（水）～ 6月22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（熊本県熊本市黒髪2-39-1）

長崎 6月21日（木）～ 6月24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）

佐賀 10月16日（火）～ 10月19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20日（土）～ 10月21日（日） 10:00～ 17:00 日本文理大学3号館331（大分県大分市一木1727）

福岡 11月6日（火）～ 11月9日（金） 10:00～ 17:00 九州大学大橋キャンパス　多次元ホール（仮）（福岡県福岡市南区塩原4-9-1）

沖縄 11月20日（火）～ 11月22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）



展示作品一覧

No. 学校名［学部  学科］ 作品名 氏名

1 札幌市立大学［デザイン学部　デザイン学科］ 場の総体 島田祐樹
2 東海大学［芸術工学部　建築・環境デザイン学科］ 月食　―サブカルチャーのJCT― 石田渉
3 北海学園大学［工学部　建築学科］ ゆるやかにそそぐ　―イチバとともに― 佐藤友紀
4 北海道大学［工学部　環境社会工学科 建築都市コース］ 停留所のまち　～体感する風景～ 田中元
5 北海道工業大学［空間創造学部　建築学科］ 帯の路地 野村和也
6 室蘭工業大学［工学部　建設システム工学科］ market　―卸売市場×モール― 大谷広司
7 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］ うつろいの空白に　―土崎空襲を記憶に残す空間― 石塚真央
8 郡山女子大学［家政学部　人間生活学科］ 21コミュニティーセンター　―郡山の活性化を目指して― 海上愛美
9 東北大学［工学部　建築・社会環境工学科］ 神殿 曽良あかり
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］ 窓景の平清水 佐藤詩織
11 東北工業大学［工学部　建築学科］ チラバルマナビ場 酒井なおみ
12 東北文化学園大学［科学技術学部　人間環境デザイン学科］ 展げる集合住宅　～長洞仮設住宅地をモデルとした住機能と小さな職機能の段階的移行  高橋徹
13 日本大学［工学部　建築学科］ まち育スクール 菅野伶音
14 宮城大学［事業構想学部　デザイン情報学科］ 印象と印象のあいだ　―2つのエリアを面影で結ぶ道の提案― 丹治晃代
15 宮城学院女子大学［学芸学部　生活文化学科］ ふるさと　～地域における居場所の創造～ 鈴木茉利奈
16 足利工業大学［工学部　建築学科］ 赤城葬祭場 田村塁
17 宇都宮大学［工学部　建設学科］ 終わるものとそこから始まる新たなもの 田代翼
18 神奈川大学［工学部　建築学科］ 生活の庭 外間守咲
19 関東学院大学［工学部　建築学科］ 「結び目」の家　―茨城県における高架下の空間― 柳橋里美
20 共立女子大学［家政学部　建築・デザイン学科建築コース］ ミドリのチカラ　―green work space― 後藤芽衣
21 慶應義塾大学［環境情報学部］ 夜神楽三十三番 後藤理奈
22 工学院大学［工学部　建築学科］ 青ヶ島村無番地　―ほだす　すみか　と　すむひと― 齋藤玲香
23 工学院大学［工学部　建築都市デザイン学科］ 江古田学園街　～有機的に成長する街～ 髙田有梨
24 国士舘大学［理工学部　建築学系］ この地に残すもの　～大森貝塚歴史博物館～ 千明弘典
25 芝浦工業大学［工学部　建築学科］ まちのローカル　―真鶴の特長を生かしたコミュニティ・スクールの提案― 近藤裕里
26 芝浦工業大学［工学部　建築工学科］ 浮遊する地図 東出優子
27 芝浦工業大学［システム理工学部　環境システム学科］ 寄セ街美術館　―マルチエスニックタウンにおける新しい美術館のかたち― 津吹有香
28 女子美術大学［芸術学部　デザイン学科環境デザイン］ 雲の道　―上高田の集合住宅― 山口絋奈
29 昭和女子大学［生活科学部　環境デザイン学科］ 独りの先に　―青山における行方不明者納骨堂― 武田美紀
30 多摩美術大学［美術学部　環境デザイン学科］ Runners Station＋Produced by NIKE/PUMA 佐藤晴香
31 千葉大学［工学部　建築学科］ 親水路 姫野智宏
32 千葉大学［工学部　都市環境システム学科］ 主体的都市生活2.0　―自給とヒエラルキーを考慮した都市生活の再編― 高田健司
33 千葉工業大学［工学部　建築都市環境学科］ cloud「避難所として立ちあがる小学校」 國島真吾
34 筑波大学［芸術専門学群　建築デザイン領域］ 馬喰町開放区　―複合スポーツ施設へのコンバージョン試案― 市瀬喬之
35 筑波大学［理工学群　社会工学類都市計画主専攻］ 宮城県名取市　北釜地区における津波記念館の設計 星知世
36 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］ 子どもの集う丘　―札幌市の子供の創造的な遊び空間計画― 山本佐和子
37 東海大学［工学部　建築学科］ 隙間が生み出す街の虚景 桜井寛
38 東京大学［工学部　建築学科］ イチジク開発計画 中倉徹紀
39 東京大学［工学部　都市工学科］ まちの根幹 萩原拓也
40 東京家政学院大学［家政学部　住居学科］ 食に特化した都市公園 小林友里実
41 東京藝術大学［美術学部　建築科］ この街、港の風景 西下太一
42 東京工芸大学［工学部　建築学科］ 歩交　―人と人のつながり― 仲下枝里
43 東京電機大学［未来科学部　建築学科］ 飯能における衣・食・住を取り入れた街作り 武藤舞
44 首都大学東京［都市環境学部　建築都市コース］ 乗り換え駅の町 藤井悠太
45 東京都市大学［工学部　建築学科］ まちにすむ 橋爪佑季
46 東京理科大学［工学部　第一部建築学科］ Intervention ―日生劇場増築計画― 太田寛
47 東京理科大学［工学部　第二部建築学科］ 懐かしい未来　運河がつなぐ深川の記憶 長岡潤一郎
48 東京理科大学［理工学部　建築学科］ 輝けない都市 土屋秀正
49 東洋大学［工学部　建築学科］ 回帰の葬 塩澤大
50 日本大学［芸術学部　デザイン学科］ 地域を活性化させる複合施設 趙之江
51 日本大学［生産工学部　建築工学科］ 繋　―人を心を記憶を 本橋亜美
52 日本大学［理工学部　海洋建築工学科］ 結ぶ言築　―高レベル放射性廃棄物最終処分場と保存の提案― 渡部亘
53 日本大学［理工学部　建築学科］ transfiguration 丹下幸太
54 日本工業大学［工学部　建築学科］ 今をつなぐ　なくなったもの・うまれるもの 黒澤祥貴
55 日本女子大学［家政学部　住居学科］ 更新のハコ　―地方港町商店街における再生デザインの提案― 山梨聡美
56 文化学園大学［造形学部　建築・インテリア学科］ 風景のあるタウンハウス　―日本的なものを活かしたモダンスタイル集合住宅― 許秀禎



No. 学校名［学部  学科］ 作品名 氏名

57 法政大学［デザイン工学部　建築学科］ 廃墟の輪郭 和知祐樹
58 前橋工科大学［工学部　建築学科］ inner city entry ―抜けのコンバージョン― 鶴田翔
59 武蔵野大学［環境学部　環境学科住環境専攻］ GHOST OMOTESANDO 水野ひとみ
60 明星大学［理工学部　建築学科］ 昭和記念公園幼稚園 三好隼人
61 ものつくり大学［技能工芸学部　建設学科］ sikiri　―暮らしの目印― 山本賢人
62 横浜国立大学［工学部　建設学科］ いざないの煙突 後藤祐作
63 早稲田大学［創造理工学部　建築学科］ うごめく小さなストラクチャー 風間健　鈴木雄介　保井孝一
64 愛知工業大学［工学部　都市環境学科建築学専攻建築コース］ 時の点の集積　～記憶がおおう大きな屋根～ 糸魚川遼
65 愛知工業大学［工学部　都市環境学科建築学専攻住居デザインコース］ 「記憶のギャラリー」　―心象風景と、建築が亡くなるということ。 神永侑子
66 愛知産業大学［造形学部　建築学科］ 藤川本陣の再生　―エコヴィレッジへの展開― 原田雄斗
67 愛知産業大学［通信教育部造形学部　建築学科］ 風薫る丘を創る　CAN GRAY FIELD BECOME GREEN FIELD？
  ～八事霊園の公園化～ 奥田乃譜子
68 愛知淑徳大学［現代社会学部　現代社会学科］ 消える村、残る跡 坪内隆也
69 金城学院大学［生活環境学部　環境デザイン学科］ クラスメイトネット 藤井千明
70 椙山女学園大学［生活科学部　生活環境デザイン学科］ 暮らしと防災を繋ぐ　～飛島村における防災施設と防災タワー～ 近岡由紀子
71 中部大学［工学部　建築学科］ OSU MODEL ―PATCHWORK CITY― 太田雄太郎
72 豊橋技術科学大学［工学部　建設工学系］ 間　―建築と自然の織り成す空間― 中優登
73 名古屋大学［工学部　社会環境工学科］ Terrarchitecture　カンボジア・アンコール遺跡群保存修復センター 前田千晶
74 名古屋市立大学［芸術工学部　都市環境デザイン学科］ 伊勢外宮門前町の再生　with GEKU, with the Neighborhood 田中脩造
75 三重大学［工学部　建築学科］ カベはしる芸術のミチシルベ 青木公太
76 名城大学［理工学部　建築学科］ のぞむ丘　～防潮堤が生み出す流れ～ 岸端佑二郎
77 名城大学［理工学部　環境創造学科］ 子どもの遊び環境 河村友香
78 金沢大学［理工学域　環境デザイン学類］ 金沢中心市街地活性化計画　まちなかキャンパスによる新たな公共空間の創出 巻駿之介
79 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］ 失われた31670㎡ 鎌仲諒
80 信州大学［工学部　建築学科］ KIKA　～図形と人と建築の関係性～ 風間照子
81 富山大学［芸術文化学部　造形建築科学コース］ 移ろう風景　―スキー場跡地における再生計画― 加藤智子
82 長岡造形大学［造形学部　建築・環境デザイン学科］ 鉱場巡景　―recurrence― 川村千絵
83 新潟大学［工学部　建設学科建築学コース］ Satellite Link ―富士急行線都留文科大学前駅における地域連携の拠点― 山本光良
84 新潟工科大学［工学部　建築学科］ 水の楽校　～場所との共生の在り方～ 倉重翔太
85 福井大学［工学部　建築建設工学科］ サカエクノキオク　名古屋市栄区―1年8ヶ月の記憶を紡ぐ建築 那須泰樹
86 福井工業大学［工学部　建設工学科建築学専攻］ ‘ナカマアタリ’のくらし 河合美里
87 大阪大学［工学部　地球総合工学科建築工学科目］ 驚くほどわかりやすい取扱説明書がある家 内藤拡也
88 大阪芸術大学［芸術学部　建築学科］ 読書する領域　―a case study for architecture as manifold― 増田憲司
89 大阪工業大学［工学部　建築学科］ 歩みをともに重ねる家　～絆から紲へ～ 長宗洋志
90 大阪工業大学［工学部　空間デザイン学科］ OKAYAMA-ICHIBANGAI

  ―岡山駅前地下空間「岡山一番街」における空間認知に関する研究及びリデザイン― 林原大地
91 大阪産業大学［工学部　環境デザイン学科］ Medium ―The city office to connect― 平櫛正洋
92 大阪市立大学［工学部　建築学科］ VITE-LEVEE 塩原裕樹
93 大阪市立大学［生活科学部　居住環境学科］ 歩きつぐ建築 椋本智恵
94 関西大学［環境都市工学部　建築学科］ こどものころにあそんだところ　―ニュータウンにある斜面地の幼稚園― 水野陽介
95 京都大学［工学部　建築学科］ Sanctum～醸造を中心とした共同体の構想～ 夏目寛子
96 京都工芸繊維大学［工芸科学部　造形工学課程建築コースⅠ］ 「栖」　―石庫門建築から考える中国現代都市の住処― 劉棟
97 京都工芸繊維大学［工芸科学部　造形工学課程建築コースⅡ］ Ground Plus One 片岡直己
98 京都女子大学［家政学部　生活造形学科］ 新・高瀬川縁起　―縁廻る― 吉本有紗
99 京都造形芸術大学［芸術学部　環境デザイン学科］ 空間を分ける壁、壁で繋がる空間。　―京都駅前再開発計画― 清水信太朗
100 京都府立大学［生命環境学部　環境デザイン学科］ 音情景の創出　―琴引浜における器としての建築の計画― 曽根いずみ
101 近畿大学［理工学部　建築学科システムコース］ 其処の底　―国鉄京橋駅空襲被爆地祈念公園― 高尾篤
102 近畿大学［理工学部　建築学科デザインコース］ 縁 田中翔太
103 神戸大学［工学部　建築学科都市デザインコース］ Re：cycle　廃材と人の集積地 二村緋菜子
104 神戸大学［工学部　建築学科建築デザインコース］ 豊島より告ぐ　―土地の記憶の顕在化と再生 浅田翔大
105 神戸芸術工科大学［デザイン学部　環境・建築デザイン学科］ 6つの家と私と都市 西口冬悟
106 滋賀県立大学［環境科学部　環境・建築デザイン学科］ 竹の連景 吉村紗央里
107 滋賀県立大学［人間文化学部　生活デザイン学科］ 人に合わせて変化する住宅の提案　―変動住空間― 安森若葉
108 摂南大学［理工学部　建築学科］ 生きる都市の庭　～移ろいが生み出す記憶～ 大津直也
109 帝塚山大学［現代生活学部　居住空間デザイン学科］ いい森リビング　～他人と共に暮らす～ 桒原惠美
110 奈良女子大学［生活環境学部　住環境学科］ 湖国を結ぶ瑠璃色 新川求美
111 武庫川女子大学［生活環境学部　建築学科］ いのちを伝える　～住民がつくる津波避難施設～ 世古樹里
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112 武庫川女子大学［生活環境学部　生活環境学科］ 変化する風景　―体感・滞在型余暇施設の提案― 天米桃子
113 立命館大学［理工学部　建築都市デザイン学科］ Looseness Network～ネットワーク的社会に向けた国会議事堂～ 中川洋輔
114 岡山県立大学［デザイン学部　デザイン工学科］ BOW BRIDGE COMPLEX ―弓橋建築体― 犬飼美沙子
115 岡山理科大学［工学部　建築学科］ インディーズ 細川航
116 近畿大学［工学部　建築学科］ 登山住宅 植木優行
117 島根大学［総合理工学部　材料プロセス工学科］ ひとつなぎたいいくかん 片岡恵理子
118 鳥取環境大学［環境情報学部　環境・環境デザイン学科］ すなのくに　～鳥取市の新たなシンボルとなる美術館～ 谷川寛晃
119 広島大学［工学部　第四類建設・環境系学科］ 松本駅周辺における商業施設計画 矢島晃生
120 広島工業大学［環境学部　環境デザイン学科］ 世代をつむぐ 高田明秀
121 広島工業大学［工学部　建築工学科］ 集まって住むを考える―居住空間の境界の曖昧性に関する研究― 槌田雅行
122 広島国際大学［工学部　建築学科］ 都市の監獄 荻野力矢
123 広島国際大学［工学部　住環境デザイン学科］ かげとひかりのひとくさり 松田佳奈
124 広島女学院大学［生活科学部　生活デザイン・情報学科］ ぐるり、つながる　―児童養護施設＋特別養護老人ホーム― 柳川あゆみ
125 福山大学［工学部　建築・建設学科］ 街の記憶 田中大輔
126 美作大学［生活科学部　福祉のまちづくり学科］ 新たな景観軸　―櫓を望む桜街道― 奥山千代子
127 山口大学［工学部　感性デザイン工学科］ 木匠工房 中馬賢次
128 高知工科大学［工学部　社会システム工学科］ だんだんホーム 三木春奈
129 大分大学［工学部　福祉環境工学科］ Clear field/Unclear void 兒嶋将人
130 鹿児島大学［工学部　建築学科］ 叡知積層 沼田裕樹
131 活水女子大学［健康生活学部　生活デザイン学科］ LINKS “Nagasaki Urban Renewal 2012” 山崎すみれ
132 北九州市立大学［国際環境工学部　建築デザイン学科］ Via×Via 香野あゆみ
133 九州大学［芸術工学部　環境設計学科］ やわらかたまり 中土居宏紀
134 九州大学［工学部　建築学科］ 海上の煙突島 松川真友子
135 九州産業大学［工学部　建築学科］ こどもがそだつ空間　―子供のための集合住宅― 小田悠
136 九州女子大学［家政学部　人間生活学科］ 海峡のまち　プールをメインとするスポーツ施設 藤山紗希
137 近畿大学［産業理工学部　建築・デザイン学科］ 市街地のコミュニティスペース　長崎さるく 片岡俊二
138 東海大学［産業工学部　建築学科］ Lively Convention City　―街にニギワイを生み出す建築― 角田翔
139 熊本大学［工学部　建築学科］ K・A・S・E・D・A 池田太一
140 熊本県立大学［環境共生学部　居住環境学専攻］ まちの中の森の小学校 山口裕加
141 佐賀大学［理工学部　都市工学科］ タエナル処デ 濱田あゆみ
142 崇城大学［工学部　建築学科］ Jazzを聞きながらコーヒーを飲む男は、新幹線を見下ろす。 林浩平
143 第一工業大学［工学部　建築デザイン学科］ 閉領域から開領域へ　―地域へ戻る大学― 半田潤生
144 長崎総合科学大学［工学部　建築学科］ 真・行・草　―池島再生計画 島内將吉
145 西日本工業大学［デザイン学部　建築学科］ 三方竹 入口広大
146 日本文理大学［工学部　建築学科］ めぐる住処。 行沢みずき　高橋麻里奈
147 福岡大学［工学部　建築学科］ 森の中の居場所 松尾賢
148 琉球大学［工学部　環境建設工学科］ MECHANICAL CIRCULATION 森本悠義
149 職業能力開発総合大学校東京校［建築施工システム技術科］ a twisted hall 沼口祐平
150 秋田公立美術工芸短期大学［産業デザイン学科］ 『自然が持つ本来の役割に従う住宅の提案』 中川梢
151 共立女子短期大学［生活科学科］ 円形マンション　“ノスタルギガンテス” 宮原まどか
152 日本大学短期大学部［建設学科］ CONNECTED　―三内丸山遺跡に隣接する斎場施設の計画 中込慎也
153 三重短期大学［生活科学科］ 共に刻を描く 小山莉穂
154 釧路工業高等専門学校［建築学科］ District Terminal Station　―大空にはばたく駅― 角田晴信
155 仙台高等専門学校［建築学科］ 路地からできる職人街 蜂谷佑季
156 小山工業高等専門学校［建築学科］ 古河第一小学校と周辺施設の再開発　―温かみのある校舎と教育環境― 土屋和音
157 岐阜工業高等専門学校［建築学科］ まちの里親さん　―家族が生まれる空間― 浅井彩香
158 豊田工業高等専門学校［建築学科］ 想造する丘　―生きる放課後は地域をつなぐ― 市川雅也
159 石川工業高等専門学校［建築学科］ focal point 中田梢
160 明石工業高等専門学校［専攻科　建築・都市システム工学専攻］ あなのなか　みちのなか 梶並直貴
161 呉工業高等専門学校［建築学科］ BookCell 福垣内亮太
162 徳山工業高等専門学校［土木建築工学科］ 既存住宅ストックとその外部空間を活用したニュータウンの再生計画 長岡里穂　原舞香
163 米子工業高等専門学校［建築学科］ ロジでつなぐ「学び家」 美住直毅
164 有明工業高等専門学校［建築学科］ 都市の里山 山崎春菜
165 都城工業高等専門学校［建築学科］ 観音Art Park Project 遠矢将
166 熊本高等専門学校［土木建築工学科］ めぐる学校 中山綾子


