
2018年度支部共通事業
第59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1日（金）～ 6月3日（日） 10:00～ 16:00 北海道大学工学部共用実験棟MUTSUMI HALL（北海道札幌市北区北13条西8丁目）

釧路 12月10日（月）～ 12月13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15日（金）～ 6月20日（水） 10:00～ 16:00 東北工業大学一番町ロビー（宮城県仙台市青葉区一番町1-3-1　ニッセイ仙台ビル）

仙台 9月4日（火）～ 9月6日（木）
最終日は15:00まで

9:30～ 17:00 宮城県美術館・県民ギャラリー（宮城県仙台市青葉区川内元支倉34-1）

山形 9月25日（火）～ 9月28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 9月26日（水）～ 9月27日（木） 10:00～ 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）
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）

由利本荘 11月16日（金）～ 11月18日（日）
最終日は15:00まで

11:00～ 17:00 秋田県立大学本荘キャンパス学部棟I 2階アトリウム
（秋田県由利本荘市土谷字海老ノ口84-4）

関東 宇都宮 7月17日（火）～ 7月20日（金）
最終日は16:00まで

9:00～ 16:30 宇都宮大学陽東キャンパス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 8月22日（水）～ 8月24日（金） 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番）

前橋 9月5日（水）～ 9月7日（金）
最終日は14:00まで

10:00～ 17:00 前橋工科大学4号館1階411製図室（群馬県前橋市上佐鳥町460-1）

足利 9月19日（水）～ 9月20日（木） 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 岐阜 6月28日（木）～ 6月29日（金）
最終日は16:00まで

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7番1号）

名古屋 10月30日（火）～ 11月4日（日）
初日は12:00から／最終日は15:00まで

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）

北陸 長野 5月15日（火）～ 5月17日（木）
最終日は15:00まで

10:00～ 17:00 信州大学工学部国際科学イノベーションセンター2F（長野県長野市若里4-17-1）

新潟 8月1日（水）～ 8月3日（金）
最終日は16:30まで

9:00～ 17:00 新潟大学工学部建築学プログラム5階建築製図室（新潟県新潟市西区五十嵐二の町8050）

高岡 9月12日（水）～ 9月14日（金）
最終日は17:00まで

9:00～ 18:00 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 11月27日（火）～ 11月30日（金） 8:30～ 22:00 金沢工業大学ライブラリーセンター（LC）（石川県野々市市扇が丘7-1）

福井 12月11日（火）～ 12月15日（土）
最終日は17:00まで

9:30～ 17:30 福井工業大学6号館1F プロジェクトルーム（福井県福井市学園3-6-1）

近畿 大阪 6月7日（木）～ 6月10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）（大阪府大阪市北区天神橋6-4-20）

中国 米子 5月25日（金）～ 5月28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（木）～ 8月6日（月） 9:00～ 17:00 山口大学工学部常磐キャンパス3階本館院生研究室324（山口県宇部市常盤台2-16-1）

岡山 8月9日（木）～ 8月10日（金）
最終日は15:00まで

11:00～ 16:00 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）

広島 8月17日（金）～ 8月20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）

四国 高知 7月11日（水）～ 7月13日（金）
最終日は16:00まで

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 11月22日（木）
11月23日（金）

12:00～ 21:00
10:00～ 17:00

徳島大学工学部工業会館2階メモリアルホール（徳島県徳島市南常三島町2-1）

松山 2月27日（水）～ 3月11日（月）
入場は16:00まで／火曜日休館

10:00～ 16:30 愛媛大学城北キャンパス ミュージアム（愛媛県松山市文京町3）

九州 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（熊本県熊本市中央区黒髪2-39-1）

長崎 7月5日（木）～ 7月7日（土） 10:00～ 17:00 総合資格学院長崎校（長崎県長崎市江戸町6-5　江戸町センタービル4F）

沖縄 7月24日（火）～ 7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）

鹿児島 10月6日（土）～ 10月7日（日）
最終日は16:00まで

9:00～ 17:00 鹿児島大学学習交流プラザ（鹿児島県鹿児島市郡元1-21-24）

大分 10月12日（金）～ 10月14日（日）
最終日は16:00まで

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）

佐賀 10月15日（月）～ 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）

福岡 11月13日（火）～ 11月16日（金） 10:00～ 17:00 九州大学多次元ホール（福岡県福岡市南区塩原4-9-1）

※会場の都合により最終日は7月8日（日）から7月7日（土）に変更となりました。



1	 札幌市立大学［デザイン学部］	 38°24'55.6"N	141°18'12.0"E～生分解性素材を用いた仮設建築の提案～	 加藤知紀
2	 星槎道都大学［美術学部	建築学科］	 浸透 × 増殖	―札幌国際交流都市化計画―	 富澤桃
3	 東海大学［国際文化学部	デザイン文化学科］	 放牧地の延長線　―牛がありのままの姿で過ごせる魅せる木造牛舎―	 春木美野
4	 北海学園大学［工学部	建築学科］	 木漏れ火の棲み処	 茂泉悠希斗
5	 北海道大学［工学部	建築都市コース］	 音の小径	 長谷川怜史
6	 北海道科学大学［工学部	建築学科］	 景ノ源流	 藤田亮司
7	 室蘭工業大学［建築社会基盤系学科］	 書の海溝	 福山将斗
8	 釧路工業高等専門学校［建築学科］	 sumika	―学び舎―	 増田悠一郎
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］	 集まるを継なぐ	―媒　ナコウド―　―郊外住宅団地のRe-community計画―	 大森彩世
10	 東北大学［工学部	建築・社会環境工学科］	 記憶の地勢図	 平松建人
11	 東北学院大学［工学部	環境建設工学科］	 エキマチ	―EKI	MATCH―	 髙橋徳行
12	 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］	 縛られない建築	―タイニーハウスの可能性―	 佐藤重寿
13	 東北工業大学［工学部	建築学科］	 水の囁き	―見えない水の説き方―	 一條武寛
14	 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］	 LOHAS	GOSHO	―Life	Style	Center	of	Goshogawara	City―	 今川可南子
15	 東北文化学園大学［科学技術学部	建築環境学科］	 Media	Park	Factory	―亘理町副都心形成のための”公共施設”の提案	 齋藤由依
16	 日本大学［工学部	建築学科］	 系譜の音	―ハタオリを続ける町―	 遠藤尚弥
17	 八戸工業大学［工学部	土木建築工学科］	 AJIBERU	―ノスタルジアの木立―青森県南部町旧相内小学校跡地再利用計画	 長倉亮介
18	 宮城学院女子大学［学芸学部	生活文化デザイン学科］	 いい電駅舎改修計画	―田舎都市における駅の在り方―	 佐藤陽
19	 仙台高等専門学校［建築デザイン学科］	 遊園地しか知らないこどもたち	 仲村拓馬
20	 宇都宮大学［工学部	建設学科］	 足尾塔景	 宮川広大
21	 神奈川大学［工学部	建築学科］	 INTERMEDIARY	SPACE	―現実空間と仮想空間を繋げる媒介空間の提案―	 矢吹拓也
22	 関東学院大学［建築・環境学部	建築・環境学科］	 光とともに故人と向き合う～都市部における新しい室内墓地の提案～	 橋本まい子
23	 共立女子大学［家政学部	建築・デザイン学科建築コース］	 おとまりくらし。―神保町のゲストハウス―	 芳賀千佳
24	 慶應義塾大学［環境情報学部	環境情報学科］	 WHITE	HOME	―未来の子育て住宅―	 戸田佳乃
25	 工学院大学［建築学部	建築デザイン学科インテリア分野］	 徳島県に散在する藍屋敷の次世代における利活用の提案	 永峯承受
26	 工学院大学［建築学部	建築デザイン学科建築デザイン分野］	 丸亀ぶうたんたん―商店街裏温泉計画―	 青木希
27	 国士舘大学［理工学部	理工学科建築学系］	 海と共に暮らす	 山田準
28	 芝浦工業大学［工学部	建築学科］	 残郷がこだまする	 工藤滉大
29	 芝浦工業大学［工学部	建築工学科］	 日野用水路網浄化計画	―出会いは水路を辿った先に―	 横山朋美
30	 芝浦工業大学［システム理工学部	環境システム学科］	 界隈をつなぐチカミチ	―エスニック・タウンの再定義―	 大井彩有里
31	 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］	 鉄道高架下帯状空間の動的活用による新旧市街地の縫合	 嶋津崇靖
32	 首都大学東京［都市環境学部	建築都市コース］	 旅路を知る場	―サービスエリアと漁港の複合提案―	 川島達也
33	 昭和女子大学［生活科学部	環境デザイン学科　建築・インテリアデザインコース］	 路地裏の逆襲	 鈴木愛香
34	 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］	 4つの面に住まう	 安田野乃香
35	 多摩美術大学［美術学部	環境デザイン学科］	 のぞむ	 加納睦
36	 千葉大学［工学部	建築学科］	 垣間見える街の彩り	 茂本はる
37	 千葉大学［工学部	都市環境システム学科］	 いつかもんてくるところ　─離島存続に向けた学び舎の提案─	 川那辺大樹
38	 千葉工業大学［工学部	建築都市環境学科］	 まちみさか	―下町の表層と観光地の公共空間の在り方―	 濱田実杏
39	 筑波大学［芸術専門学群	デザイン専攻建築デザイン領域］	 神田スクエア	―都心における駅上広場の構想と赤レンガ高架橋の保存活用―	 安喜祐真
40	 東海大学［工学部	建築学科］	 追憶の100分間	夕日に染まる長岡戦災資料館	 住吉優弥
41	 東京大学［工学部	建築学科］	 チャマンガで小屋を建てる	 両川厚輝
42	 東京家政学院大学［現代生活学部	現代家政学科］	 複数の住宅が作り出す街並み計画	 關戸里央
43	 東京家政学院大学［現代生活学部	生活デザイン学科］	 二〇二〇オリンピア　─参ノ道─	 稲崎絵梨香
44	 東京藝術大学［美術学部	建築科］	 Hyper-Platform	 大澤周平
45	 東京工業大学［工学部	建築学科］	 こどもの育つ道	 太田萌子
46	 東京工芸大学［工学部	建築学科］	 Rejuvenation　―	過去の集積としての図書館、未来に向けて創造し発進するための工房、

地域の核としてのシビックプラザ	―	 大瀧朋子
47	 東京電機大学［未来科学部	建築学科］	 のびちぢみするすまいが誘発する多世代共生の集合住宅	 鈴木ひかり
48	 東京都市大学［工学部	建築学科］	 農住共生帯	―境界を浸透させる3つの手法―	 梶谷紗世子
49	 東京理科大学［工学部	建築学科］	 bit	wall	city	―広告の舞台と消費者が出会うとき―	 前田佳乃
50	 東京理科大学［工学部第二部	建築学科］	 暗闇という余白	 横山隼也
51	 東京理科大学［理工学部	建築学科］	 まちの〇〇寺　～白金台の子供・犬寺～	 鈴木由貴
52	 東洋大学［理工学部	建築学科］	 火山と共に生きる	―伊豆大島における火山ミュージアムの提案―	 佐々木雄大
53	 日本大学［芸術学部	デザイン学科］	 ゆらぐ境界線	 染谷花奈
54	 日本大学［生産工学部	建築工学科］	 烈風のマディーナ	―大地を纏い広がる街―	 小室昂久
55	 日本大学［理工学部	海洋建築工学科］	 大洋の湊舟城	 黄起範
56	 日本大学［理工学部	建築学科］	 身体を通過する建築	―建築における細部の可能性―	 伊勢萌乃
57	 日本工業大学［工学部	建築学科］	 まちなか宿借住宅　〈住み開き〉の活用による鶴岡市街地再生計画	 山本裕平
58	 日本工業大学［工学部	生活環境デザイン学科］	 幸手インターラウンジ　～自動車教習所を中心としたコミュニティ拠点～	 神山和輝

展示作品一覧
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59	 日本女子大学［家政学部	住居学科建築デザイン専攻］	 Arcade	Complex　―新架構挿入によるアーケード空間の再編成―	 高橋香帆
60	 文化学園大学［造形学部	建築・インテリア学科］	 緊張と弛緩	―覆われた街路と覆う天幕―	 吉田英志
61	 法政大学［デザイン工学部	建築学科］	 みえない水がみんなを繋ぐ～十条の木造密集地域の持続を目指して～	 菊池文江
62	 前橋工科大学［工学部	建築学科］	 ヨリミチ	―拠点としてのSA―	 伊藤優希
63	 前橋工科大学［工学部	総合デザイン工学科］	 廻る繋がる	 鈴木杏樹
64	 武蔵野大学［環境学部	環境学科　都市環境専攻］	 境界のない教育の集落	―街の中へ浸透していく小中一貫校	 山内由吏
65	 武蔵野美術大学［造形学部	建築学科］	 茶室　─繭─	 鈴木真知子
66	 明治大学［理工学部	建築学科］	 太湖再生	―葦のリサイクルによる持続可能な環境と産業の構築―	 丁佳蓉
67	 明星大学［総合理工学部	総合理工学科建築学系］	 やわら　―街に溶け込むこども園―	 伊丹綾伽
68	 ものつくり大学［技能工芸学部	建設学科］	 みちのホール	―エスプラナードと学びの場の提案―　	 君嶋海裕
69	 横浜国立大学［理工学部	建築EP］	 都市の中庭	―渋谷に紛れ込む集落的劇場	 池谷浩樹
70	 早稲田大学［創造理工学部	建築学科］	 Blind	Saviour	～熊野本宮大社大斎原再生計画～	 竹田福太朗・皆川萌佳・森菜穂美
71	 職業能力開発総合大学校［総合課程	建築専攻］	 Contemporary	Community	Center　tsu・na・no	 穂高みのり
72	 共立女子短期大学［生活科学科］	 成田劇場　成田空港内の非常識的な劇場	 寺田朱祐美
73	 日本大学［短期大学部	建築・生活デザイン学科］	 阿佐ヶ谷伝士村　―高架下へと導く辻路コミュニティ―	 藤井英
74	 小山工業高等専門学校［建築学科］	 帰巣	―空間ストックの活用と地域デザイン―	 大関浩平
75	 愛知工業大学［工学部	建築学科建築学専攻］	 回遊式園庭	 若林真由
76	 愛知工業大学［工学部	建築学科住居デザイン専攻］	 農の修景	―農業を伝え・育てるインキュベーションシステム―	 田口愛
77	 愛知産業大学［造形学部	建築学科］	 観光客向け宿泊施設の提案　まちやホテル	 中村達
78	 愛知産業大学［通信教育部造形学部	建築学科］	 こどもの声とまちの音色～保育園とまちづくり～	 稲富凪海
79	 愛知淑徳大学［メディアプロデュース学部	メディアプロデュース学科　都市環境デザイン専修］	壁間の棲家	 丸山郁
80	 岐阜女子大学［家政学部	生活科学科住居学専攻］	 時景の変遷を描く	～リニア中央新幹線修景計画～	 西尾佐智子
81	 金城学院大学［生活環境学部	環境デザイン学科］	 ぷらっとhome	 田代朱里
82	 静岡文化芸術大学［デザイン学部	空間造形学科］	 ランドタワー名古屋　―都市意識を芽生えさせる駅―	 原空也
83	 椙山女学園大学［生活科学部	生活環境デザイン学科］	 Daily	―中日ビル及び栄噴水南バス停の再開発―	 岩田悠
84	 大同大学［工学部　	建築学科　建築専攻／インテリアデザイン専攻］	 0レtrick	―線年の智―	 北川遼馬
85	 中部大学［工学部	建築学科］	 風景を持続させる　─水郷のまち蟹江町の新たな集いの場―	 吉田真和
86	 豊橋技術科学大学［工学部	建築・都市システム学科］	 Waterscape	as	Hiroba	―心癒され、人が思い思いに居合わせる場所	 大平萌夏
87	 名古屋大学［工学部	環境土木・建築学科］	 移ろいを導く	―葭原とともに変容する道空間―	 柴田樹人
88	 名古屋工業大学［工学部	建築・デザイン工学科］	 THE	GATE	 松岡竜生
89	 名古屋市立大学［芸術工学部	建築都市デザイン学科］	 縁と道ばた	 佐原輝紀
90	 名古屋造形大学［造形学部	造形学科　建築・インテリアデザインコース］	家の弔い	 中村未歩
91	 日本福祉大学［健康科学部	福祉工学科バリアフリーデザイン専修］	 淵源の壁	 髙岡遥樹
92	 三重大学［工学部	建築学科］	 木曽川集合農家	 古田佳歩
93	 名城大学［理工学部	建築学科］	 みんぱくレシピ	―まちに開いた民泊空間による地域ストックの再生―	 竹中智美
94	 岐阜市立女子短期大学［生活デザイン学科］	 欒　～家族が集まる～	 山口茜
95	 三重短期大学［生活科学科	居住環境コース］	 木遣り商店街　～練習風景を観光資源にすることで。～	 北岡彩那
96	 豊田工業高等専門学校［建築学科］	 カンボジアにおける新教育システムに対応する小学校
	 	 （The	Revolutionary	School）	 イア	リムセアン
97	 金沢工業大学［環境・建築学部	建築デザイン学科］	 顕在化する道の記憶	―高岡八丁道の街区の提案による歴史継承―	 松本千賀来
98	 信州大学［工学部	建築学科］	 6話の狩猟物語	 斉藤知真
99	 富山大学［芸術文化学部	造形建築科学コース］	 内と外をつなぐ/しきる	―高岡市吉久地区の街並み・住宅に関する研究―	 松野慎也
100	 長岡造形大学［造形学部	建築・環境デザイン学科］	 凍み渡り　―現象学に基づく、越後妻有の雪象。雪国と子どもとあそび空間の在り方。―	 大島世礼菜
101	 新潟大学［工学部	建設学科建築学コース］	 コそだつ街	 津野翼
102	 新潟工科大学［工学部	建築学科］	 日常の隙間を縫う	 岩波宏佳
103	 福井大学［工学部	建築・都市環境工学科］	 ノイチ	 谷田育美
104	 福井工業大学［工学部	建築生活環境学科］	 歩み　～建築とスポーツを結ぶ道～	 川端秀和
105	 福井工業大学［工学部	デザイン学科］	 結いをおもう	池のほとりで高齢者と過ごすエコビレッジ	 永井幸奈
106	 石川工業高等専門学校［建築学科］	 境界に並存する	―中期滞在者の宿泊施設と地域住民の高齢者施設の複合―	 大友	尚
107	 大阪大学［工学部	地球総合工学科　建築工学コース］	 甦蹟に誘われて	―地形が肯定し続ける界隈性―	 川崎衣里永
108	 大阪芸術大学［芸術学部	建築学科］	 「高岡劇場　am5：30～7：30開演」	 髙瀬僚介
109	 大阪工業大学［工学部	建築学科］	 大きな庭、小さな森	 木下明音
110	 大阪工業大学［ロボティクス＆デザイン工学部	空間デザイン学科］	 都市の大樹		～桂離宮を再構築した立体公園の提案～	 平下裕人
111	 大阪産業大学［デザイン工学部	建築・環境デザイン学科］	 漁業で蘇る「えじま」―島を生き返らせる海からの贈り物―	 谷垣有克
112	 大阪市立大学［工学部	建築学科］	 TRINITY	―建築による地形の再構築―	 中林顕斗
113	 大阪市立大学［生活科学部	居住環境学科］	 マチノヘイ、マチノジク　住宅街における高架の魅力	 阪口由佳
114	 大手前大学［メディア・芸術学部	メディア・芸術学科建築・インテリアメジャー］	風と共生する建築	―加賀らしく、輝く未来を育てる図書館―	 大山亜結美
115	 関西大学［環境都市工学部	建築学科］	 揺蕩う、余白の時間	―書にもとづく流動的建築―	 河合容子
116	 関西学院大学［総合政策学部	都市政策学科］	 かたりぼ	―住民のための祀りの場―	 阪本真子
117	 京都大学［工学部	建築学科］	 祀りのために	pour	la	fête	―誓いを祝う空間と、故人を偲ぶ空間―	 三浦健
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118	 京都工芸繊維大学［造形科学域	デザイン・建築学課程］	 Light	Infrastructure	～鵜飼屋集落に視る伝統的空間の再構築～	 渡邊大輝
119	 京都工芸繊維大学［工芸科学部	デザイン・建築学課程］	 雁木と建築	 石田侑
120	 京都女子大学［家政学部	生活造形学科］	 交錯歩廊	―大阪港に佇む廃墟建築の再生―	 市原萌子
121	 京都精華大学［デザイン学部	建築学科］	 濃縮	 安田賢弘
122	 京都造形芸術大学［芸術学部	環境デザイン学科］	 そこには大きな穴がある。	―石灰石砕石場跡地の地形のコンバージョン―	 内納耀平
123	 京都橘大学［現代ビジネス学部	都市環境デザイン学科］	 Re:ARTS&CRAFTS	―京の工芸体験見本市―	 大森俊亮
124	 京都府立大学［生命環境学部	環境デザイン学科］	 静けさの建築	―木とコンクリートによる納骨空間と思索空間―	 長田拓也
125	 近畿大学［建築学科］	 都市路地の快楽	―他者の営みと匿名的住まい	 高藤友穂
126	 神戸大学［工学部	建築学科（都市デザイン・コース）］	 つなぐ境界	―米軍居住区と沖縄市街地を編む―	 具志堅美菜子
127	 神戸大学［工学部	建築学科（建築デザイン・コース）］	 ぶどう荘	 越智誠
128	 神戸芸術工科大学［芸術工学部	環境・建築デザイン学科］	 結接点	 斎藤雅紀
129	 滋賀県立大学［環境科学部	環境建築デザイン学科］	 ウミマチカイロ	―海の見えない港町での試み―	 戸倉一
130	 滋賀県立大学［人間文化学部	生活デザイン学科］	 情景から景観へ	―新たな京都としての像―	 森田紗也子
131	 成安造形大学［芸術学部	芸術学科空間デザイン領域住環境デザインコース］	ほらあな公園	 田中美咲
132	 摂南大学［理工学部	建築学科］	 まちのえき　―地域における交通と福祉の拠点―	 杉本晃介
133	 摂南大学［理工学部	住環境デザイン学科］	 多様な個性を持つ生徒一人ひとりへの自発的かつ包括的な学校の提案	 熊谷ちさと
134	 帝塚山大学［現代生活学部	居住空間デザイン学科］	 つなぐ	―カコとイマを繋ぐ美術館の設計提案―	 岡崎雅
135	 奈良女子大学［生活環境学部	住環境学科］	 子供の居場所	―社会的養護を受ける子供の成長と自立まで―	 竹尾愛友
136	 兵庫県立大学［環境人間学部	環境人間学科］	 クルーズ船寄港地建設再計画案	Port	Resort	～ Amamian	Style ～	 大石創太
137	 武庫川女子大学［生活環境学部	建築学科］	 継承する建築　―「學」から「社」へ	―	 内藤杏美
138	 武庫川女子大学［生活環境学部	生活環境学科］	 switch	―人々の拠点となるサテライト庁舎―	 松本結衣
139	 立命館大学［理工学部	建築都市デザイン学科］	 感情の集まる壁	―落書きが地域と世界をつなぐHIPHOPの聖地―	 船水優那
140	 和歌山大学［システム工学部	環境システム学科］	 流れの創出	 武内瑞穂
141	 国立明石工業高等専門学校［建築学科］	 音楽の湊	―海を臨むオペラハウス―	 西本清里
142	 岡山県立大学［デザイン学部	デザイン工学科	建築・都市デザイン領域］	 流動～うちぬきの博物館～	 髙木菜生
143	 岡山理科大学［工学部	建築学科］	 福山城・備後絣の歴史に導かれる賑わいの空間	 秋山典裕
144	 近畿大学［工学部	建築学科］	 新しい学生寮の提案	―選択する暮らし―	 井上史子
145	 島根大学［総合理工学部	建築・生産設計工学科］	 ジレンマを繋ぐ三つの器
	 	 ―中山間地域における村民の生活文化の継承と観光システムへの転換―	 堀田翔平
146	 広島大学［工学部	第四類建築学課程］	 おふぃす 2.0	 岡田遼介
147	 広島工業大学［環境学部	建築デザイン学科］	 手から手へ	―街で活きるものづくりストリート―	 池田夕莉
148	 広島工業大学［工学部	建築工学科］	 大地との対話	～屋島自然公園計画～	 竹安沙希
149	 広島女学院大学［人間生活学部	生活デザイン・建築学科］	 まちとひとと	 新田さつき
150	 福山大学［工学部	建築学科］	 或る季節―安芸津港湾修景計画―	 中村晋作
151	 山口大学［工学部	感性デザイン工学科］	 [宇部まちなかの市]	～人、もの、情報の集まる場所づくり～	 CHOW	YI	XING
152	 呉工業高等専門学校［建築学科］	 れんが通りのフレキシブルな商店街建築	 種大介
153	 米子工業高等専門学校［建築学科］	 中海を観て、街	想ふ　～米子市立図書館移設計画～	 安藤航
154	 高知工科大学［システム工学群	建築・都市デザイン専攻］	 人、道、ヤグラ	―二の丸に馴染むハレとケ―	 岡﨑廉
155	 大分大学［理工学部	創生工学科建築学コース］	 道が建築になる先へ	 松本元気
156	 鹿児島大学［工学部	建築学科］	 「道」―神様と島と人を繋ぐ空間―	 中尾有希
157	 北九州市立大学［国際環境工学部	建築デザイン学科］	 トオル、アツマル、ツナガル	―自立と連携による地域コミュニティ	 小澤夏美
158	 九州大学［芸術工学部	環境設計学科］	 都市の超克と成長	 近藤まいこ
159	 九州大学［工学部	建築学科］	 街を結わう桶酒蔵	 金井里佳
160	 九州産業大学［建築都市工学部	建築学科］	 人と都市を繋げる影～影の領域～	 塩真光
161	 九州産業大学［工学部	住居・インテリア設計学科］	 住む人の日常をつくる不満レスな部屋づくり
	 	 ～ワンルームマンションのリノベーションを通した楽しい生活の研究～	 江川詩乃
162	 近畿大学［産業理工学部	建築・デザイン学科］	 ノクターン	―廃線の行方―	 岩田加奈
163	 熊本大学［工学部	建築学科］	 窓の宇宙　―場所から解放する美術館―	 福留愛
164	 熊本県立大学［環境共生学部	居住環境学科］	 廃線跡のプラットホーム	 森瀬穂菜実
165	 佐賀大学［理工学部	都市工学科］	 修験道ネイチャートレイル	～等覚寺の自然と山伏文化が織りなす空間の設計提案～	 肥田愛実
166	 崇城大学［工学部	建築学科］	 五次元パケット	 安永彩乃
167	 長崎総合科学大学［工学部	工学科建築学コース］	 刻（とき）を愉しむ宿へ	～島原城下町の空き家活用計画～	 佃優莉香
168	 西日本工業大学［デザイン学部	建築学科］	 ワーク×ライフ×清滝	―新しい生き方を求めて―	 𠮷田茜
169	 日本文理大学［工学部	建築学科］	 船島～佐伯造船を巡るサイクリング～	 森﨑良太
170	 福岡大学［工学部	建築学科］	 五ヶ瀬の家　―故郷を生み出し、故郷を生かす建築―	 和田孝成
171	 琉球大学［工学部	環境建設工学科建築コース］	 お墓の終着点	～「無縁仏」となる墓石の行方～	 長谷川清人
172	 有明工業高等専門学校［建築学科］	 本と暮らす日常	 竹村麻衣佳
173	 熊本高等専門学校［建築社会デザイン工学科］	 可変性の在る棲み家	 藏原周太朗
174	 都城工業高等専門学校［建築学科］	 よみがえる秘匿基地　鹿児島県曽於市大隅町歴史資料館計画	 朝倉珠代
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