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合計42校  ：  大学30校　短大3校　専門6校　高校2校  

学校名 学部　学科　専攻・コース名 出品者名 作品タイトル
展覧会

出展

画像 数

卒業作品の原作サイズ

1 愛知淑徳大学
創造表現学部

建築・インテリアデザイン専攻
杉江　香澄

タジミドコロ
-ソトと商店街をつなげる体験型ゲストハウス-

画像３点
A１　841㎜x594㎜ｘ8枚、模型①1200mm×

850mm 模型②680mm×600mm　（模型計2個）

2 大阪産業大学
デザイン工学部

建築・環境デザイン学科
濱田　稜平

よりみちびより
－大阪梅田地区よりみち計画－

画像３点 A1パネル6枚、模型（90ｃｍ×60ｃｍ）1つ

3 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
國玉 早希 霧の中に住む 画像５点

プレゼンシートA１ ×6点

模型１（W1300×D1300×H70）　模型２（W450×

D700×H180）

4 京都芸術大学 芸術学部　環境デザイン学科 高村　真由子
Claude Monet （クロード・モネ）
モネの愛した風景を体感する

画像２点
B0パネル×1枚、A4サイズパネル×6枚、A2サイ

ズ模型×3ヶ、A4サイズ模型×6ヶ、

5 京都女子大学 家政学部　生活造形学科 川上 あゆみ
ゆの杜  (ゆのもり）

-地域活性化を促す銭湯コミュニティの提案-
画像３点 作品（900×1800 2枚）、摸型（1600×900）

6 共立女子大学
家政学部　建築デザイン学科

建築コース
寺田 朱祐美 五感がつくる、喫煙者の居場所 画像５点

プレゼンボード　A1×6枚　/断面模型2個　敷地模

型1個

7 神戸松蔭女子学院大学
人間科学部　ファッション・ハウジン

グデザイン学科
大藪　実果

神戸松蔭女子学院大学　新館計画
アクティブラーニングのためのスペースデザイン

画像３点 A1（841㎜×594㎜）×5枚、1/200模型×1個

8 駒沢女子大学
人間総合学群　住空間デザイン学

科　インテリアデザインコース
大場　美緒 かさなる公園 画像２点

A１パネル（841㎜×594㎜×2枚）／模型　合計3

点（2点：約900角、1点：600×400）

9 芝浦工業大学 建設工学専攻 飯田浩代
魅せる安心

-地域防災が生み出す災害レジリエンス-
画像２点

A1　841×594×13枚

模型サイズ1800mm×1200㎜

10 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
岩永 玲佳　 沼南八景　（しょうなんはっけい） 画像5点

作品枚数A4×4枚、模型3個（A1×1つ、A2×2

つ、A3×1つ）

11 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
黒沼　栞

ひろがるいえ
〜住民間の「ゆるやかな認知」を促す

共同住宅建築〜

画像5点
A1×10枚 本模型（780×1100×400)、周辺模型

（700×400×80)

12 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
朴　嘉暎

Seoul Mountain Of Adventure Park
–捨てられた遊園地「ソウルランド」

再設計提案-

画像３点
A0 パネル２枚、模型 （W1680×D900×H300）１

点

13 拓殖大学 工学部　デザイン学科 遠藤　和磨 タケ材と布材を用いたやわらかい家具 画像5点
450（W）×450（D）×1354（H）×2個　／

説明パネル：600×1500　1枚

14 多摩美術大学
美術学部　環境デザイン学科

インテリアデザインコース
半田 晴菜 ペーパーコードの新たな魅力を探求する 画像5点

【作品サイズ】H440mm×W1541mm×D541mm

（座面ひも長さ：40mm　/　１束長さ：2145mm　/

ひも全長：2,574m　/　１束本数：39本　/　総本数：

46,800本　/　総束数：1,200 束　）

【個数】　最終成果物：１作品　、　試作品：27個（サ

イズ：いずれも400×400mm以内）

15 帝塚山大学
現代生活学部

居住空間デザイン学科
安田　昌広

憩い場（いこいば）
滞在型図書館の設計提案

画像3点
Ａ１用紙４枚、模型２点（1200*1200*200,

500*500*100）

16 東京造形大学
造形学部　デザイン学科

室内建築専攻領域
松村　歩夢 Wave Chair（ウェーブ チェア） 画像２点 【作品サイズ】 W800×D1600×H1200

17 東京電機大学 未来科学部　建築学科 草間　梨花　
三富新駅　（さんとめしんえき）
～人と緑のレシプロカル～

画像5点
プレゼンボードA0x5枚、模型

（1/2000,1/200,1/50,1/3）4個

18 東京理科大学 工学部　建築学科 長坂　諒太 生活景のフロッタージュ 画像３点
プレゼンボード A1横使い タテ2枚×ヨコ4枚分

(3364×1188)、模型 約1500×1200×400×1個

19 名古屋芸術大学
デザイン学部デザイン学科

スペースデザインコース
伊藤　航大

継手家具　婆娑羅
（つぎてかぐ　ばさら）

画像３点
【作品サイズ】400mm×450mm×750mm×2個

400mm×450mm×70mm×1個

20 名古屋工業大学
工学部　社会工学科

建築・デザイン分野
前川　真優

まなびの原風景
−古墳のまち志段味の小学校新設計画−

画像３点

A1シート(841㎜　× 594㎜　×　7枚)

模型1(W=1188mm D=841mm H=140mm)

模型2(W=700mm D=800mm H=300mm)

21 日本大学 工学部　建築学科 青山　寛世
つぐめ

−忘れ去られた停車場の再生−
画像１点

A1×6枚　700mm×1400mm×1個

500mm×500mm×1個
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22 日本大学　 芸術学部　デザイン学科 加藤 希望 重ねる（かさねる） 画像5点
プレゼンパネル：A0サイズ３枚、

模型：B1サイズ１つ、A2サイズ１つ

23 日本文理大学 工学部　建築学科 村田 岳彦
竹編みの技法を用いた仮設構造物による

空き家リノベーション
画像2点

Ａ１・縦５枚、

W 4,500 × D 4,500 × H 2,500 × 2個

＋ スタディ模型が十数個

24 広島女学院大学
人間生活学部

生活デザイン・建築学科
菊地　琴子

白色鏡花水月
（はくしょくきょうかすいげつ）

画像３点 図面A1 4枚、模型830×1165

25 広島大学 工学部　第四類建築プログラム 福島　岳大　
建つ家　土地を壊さず

（たついえ　とちをこわさず）
画像2点

ボード：A1×2枚、

模型：910x750x270(L×W×H)(mm)×1個

26 福井工業大学
環境情報学部デザイン学科

環境・プロダクトデザインコース
田中　杏里

 kanata　（かなた）
空を見上げ心と体を休める椅子

画像２点 【作品サイズ】W 1797×D 615×H 517  個数1個

27 文化学園大学
造形学部　建築・インテリア学科

インテリアデザインコース
飯野 万里穂 寄り添う家具（よりそうかぐ） 画像３点

A１パネル　841㎜x594㎜×3枚

模型サイズW450×D400×H1450mm１個

28 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
綿貫　琴子

日常と非日常をつなぐ犬築（けんちく）
—犬を中心としたペット同伴避難推進を図る

施設の提案—

画像５点
図面A1 841㎜×594㎜×2枚、594×1712×１

枚、模型 A1 841㎜x594㎜×３個

29 武庫川女子大学
生活環境学部　生活環境学科　生

活デザインコース
高田　めぐみ 箱からはじまる新しい街区公園のかたち 画像３点 図面　A１ 841㎜×594㎜×3枚、模型A1×4個

30 武蔵野大学 工学部　建築学科 前田　鮎実
国境なき塊村 （かいそん）
～塔から見渡す三里塚の町～

画像１点
ボード：横1800mm × 縦1800mm × 1枚

模型：横900㎜ × 縦600mm ×7個

大学

院
31 東京藝術大学大学院

美術研究科デザイン専攻

空間設計研究室
渡邉　歩 Lene　（レーネ） 画像５点

【作品サイズ】 W 1400×D 1200×H 700  個数1

個

32 岩手県立大学
盛岡短期大学部　生活科学科

生活デザイン専攻
青木　萌花 Cedar Lamp （シダー・ランプ） 画像2点 【作品サイズ】 直径250 mm×高さ230 mm

33
島根職業能力開発短期

大学校
住居環境科

塩滿　元気
山崎　隆祐
弓場　康輝
伊藤　華恵

江津駅前（ごうつえきまえ）の
リノベーション　vol.2

画像1点 築40年のビル 2階の1室（5350mm×3920mm）

34 日本大学
短期大学部・建築生活デザイン学

科・建築コース
西野　晴香

りーいんかーねーしょん
− 仏教世界に感応する場 −

画像3点

ボードA1 841mmx594㎜ｘ6枚、

模型：計2個（縮尺：1/100模型と縮尺1/1000の敷

地模型）

35
学校法人環境造形学園

専門学校
ICSカレッジオブアーツ

インテリアデザイン専門課程

インテリアマイスター科
細谷　知世

haco – zen   （はこ – ぜん）
− いまの暮らしを彩るお膳 −

画像5点

【作品サイズ】外寸サイズ：  W52mm × D287mm

× H180mm、小物も含めて10点製作

プレゼンボード （横幅）1,188mm ×（高さ）841mm

36
専門学校札幌デザイ

ナー学院
インテリア学科　インテリアデザイン

専攻
藤田　有希子

まちごとホテル計画
gotenzan hotel （ゴテンザ・ホテル）

画像5点
ボード：A1×6　A3×2/  ホテルオリジナルグッズ

×10　/　プロモーションムービー×1

37 中央工学校 建築室内設計科 高橋　柚月
TAITOU ART MUSEUM

（タイトウ アート　ミュージアム ）
画像4点

ボードサイズ： A2 × 41枚

模型サイズ： 1200 × 1000 ×1個

38 東京工学院専門学校
インテリアデザイン科　インテリアデ

ザインコース
加藤　友雅

ヨーロッパの町並み
-リアルの追求を通して-

画像2点
A1 841㎜×594㎜×1枚　模型サイズ　910ｍｍ×

450ｍｍ×１個

39
フェリカ建築＆デザイン

専門学校
インテリア設計科　空間デザインコー

ス
山下　千晶

水琴のレストラン
〜和の美しさを懐石と共に味わう〜

画像4点
A1用紙：6枚　A2用紙：22枚　模型：841㎜×594

㎜×180㎜：1個

40
北海道芸術デザイン

専門学校
環境デザイン学科

インテリアデザイン専攻
池田　瞬平

高架下START UP
-未開発のJR高架下に新たな価値を

見い出す計画—

画像３点
ボード：A1 841mm×594㎜×5枚、　模型：1個

（1830×630×150）

41
熊本県立八代工業

高等学校
インテリア科

西村　凌輝
吉岡　虎栄
田口　愛心

森本　奈々翔
山形　陽菜
山崎　紅杏

ユネスコ無形民俗文化財
八代妙見祭 流鏑馬壁画

（やつしろ　みょうけんさい やぶさめへきが）

画像2点 【作品サイズ】　幅12m×高さ3m（屋外設置仕様）

42
千葉県立市川工業

高等学校
インテリア科

小金井　梨恵
田辺　琴音
都築　万璃
林　　宏香

園児が楽しく安全に遊べる遊具制作 画像1点

収納付き子ども用屋台1台、

屋台販売用 お菓子の遊具

（作品サイズ記載なし）
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