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学校名 学部　学科　専攻・コース名 出品者名 作品タイトル 展示画像 卒業作品の原作サイズ

1 愛知淑徳⼤学
創造表現学部
創造表現学科

建築・インテリアデザイン専攻
野中 ⼩夏 関係⼈⼝に、わたしがなる！ マイパブリックの

精神で ⾃分らしくマチとつながる
画像1点

パネル：A1(841㎜×594㎜)×4枚
制作屋台①850㎜×400㎜×1900㎜

②350㎜×500㎜×1100㎜
③1000㎜×650㎜×1500㎜（制作 屋台計3台）

2 ⼤阪産業⼤学 デザイン⼯学部
建築・環境デザイン学科 榎 和美

光とアーチ壁で⼈をつなぐ
−幸福度の⾼いすまいへ−

画像2点
パネル：Ａ1(841㎜×594㎜)×6枚

模型：600㎜x600㎜×1 個
100㎜ｘ400㎜×3 個

3 ⼤阪成蹊⼤学
芸術学部

インテリア・プロダクトデザイン
コース

杉⼭ ⾥⾹
集い、繋ぐ

ー フェーズフリーを実現する道の駅の提案 ー
画像4点

パネル：W1800㎜×H900㎜×1枚
模型 : W1800㎜×D900㎜×H200㎜×1個

4  岡⼭県⽴⼤学
デザイン学部

デザイン⼯学科
都市・建築領域

平尾 彩乃 めぐる。 画像3点
パネル：A1(841㎜×594㎜)×3枚

A4サイズ7枚
模型：900㎜×900㎜×500㎜× 1点

5 九州産業⼤学
建築都市⼯学部

住居・インテリア学科
地域貢献実践コース

前⽥ 琴⾳
⼤村市本町通商店街活性化プロジェクト

〜多⽬的空間の可能性〜
レイアウト
によって

パネル：A1(841㎜×594㎜）×9枚
（縦置横並連版）841㎜×5346㎜

模型：2650㎜×180㎜×125㎜×1個
2650㎜×180㎜×125㎜×1個

6 京都芸術⼤学 芸術学部 環境デザイン学科 加納 俊⼀郎
The Potential Of The End

終焉に秘められた可能性の追求
画像5点

パネル： B0( 1456㎜×1030 ㎜)×8 枚
模型 ：1600㎜×1100㎜×1 個

2200㎜×2000㎜×1 個

7 京都⼥⼦⼤学 家政学部 ⽣活造形学科 纓坂 友⾹
道の途中、重なる屋根の下で。

―宿場町⼤津における
商⼈⽂化と町家の継承物語―

画像3点

パネル：A1(841㎜×594㎜）×６枚
模型：W1600㎜×D350㎜×H350㎜×１個

W450㎜×D600㎜×H250㎜×2個
W900㎜×D500㎜×H300㎜×１個

8 京都橘⼤学 現代ビジネス学部
都市環境デザイン学科 ⻄⽅ 優⾹ ⾷でつながる集合住宅 画像3点

図⾯：A1(841㎜×594㎜）×5枚
模型：1400㎜×700㎜×1 個

9 共⽴⼥⼦⼤学 家政学部 建築・デザイン学科
建築専攻・インテリアコース 柴垣 佑圭

Renovation Farmers College
-廃校利⽤による逗⼦市農業活性化計画ｰ

画像5点
パネル：2376㎜×843㎜

模型：2000㎜×85㎜×1個
1200㎜×360㎜×1個

10 熊本県⽴⼤学 環境共⽣学部 環境共⽣学科
居住環境学専攻 浜松 凜

“STAY LOCAL”in Kumamoto
−”家の中”から”街の中”への居場所の回帰−

画像4点
A1( 841 ㎜×594㎜)×4枚

模型：A2×１個

11 神⼾松蔭⼥⼦学院⼤学 ⼈間科学部 ファッション・
ハウジングデザイン学科 中井 菜緒 地域のワーキングスペース兼ライブラリー 画像2点

パネル：A1(841㎜×594㎜）×1枚、
B4サイズ冊⼦（22ページ）

12 駒沢⼥⼦⼤学 ⼈間総合学群
住空間デザイン学類 ⼋⽊ 智亜妃 年代をこえて 繋がる 街中交流センター 画像2点

パネル： A1( 841 ㎜×594 ㎜)×2枚、
模型： A1変形×１個

13 札幌市⽴⼤学 デザイン学部
⼈間空間デザインコース 伊藤 冠介

wh/eat
(ウィート)

画像3点

パネル：A0（841㎜×1189㎜) ×6枚
構造模型：Scale=1:400（W185㎜×D560㎜
×H150㎜) ×1個、断⾯模型：Scale=1:100

（W105㎜×D410㎜×H410㎜) ×1個

14 芝浦⼯業⼤学 建築学部
建築学科 UAコース ⿑藤 真⽣

社会の境界
ーDV被害者⽀援を進展させる
商業施設複合型シェルターー

画像5点
パネル：A1( 841㎜×594㎜)×11枚

模型：1000㎜×16㎜×⾼さ700㎜×1個

15 芝浦⼯業⼤学 システム理⼯学部
環境システム学科 ⾺場 野乃⼦ あまくさマチクラス 画像4点

パネル：A1( 841 ㎜×594 ㎜)×2枚、
A3シート×18ページ、

模型：W約1800㎜×D1200㎜×H30㎜×1個

16 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 岩瀬 恵莉 布がつくるもう⼀つの居場所 画像5点

パネル：A1( 841 ㎜×594 ㎜)×10枚
模型：645㎜×595㎜ ×1個
周辺模型：297㎜×420㎜×1個

17 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 平林 由依

⽝がつなぐ町、⼤多喜町
〜⽝と泊まれる旅館を中⼼とした地⽅創⽣〜

画像4点
パネル：W841㎜×H594㎜× 4枚

模型：W1200㎜×D1000㎜×H400㎜×１個

18 椙⼭⼥学園⼤学 ⽣活科学部 ⽣活環境デザイン学科 ⾟島 好⾹
Reflect × Transmit

̶ オーロラPVCを使⽤した空間演出̶
画像1点 幅2735㎜ ×⾼さ1986㎜ ×奥⾏き1154㎜

19 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
北岸 稚菜

いけず建築
ー京に倣い、京に慣れるー

画像2点
模型：1100㎜×800㎜×１個、
敷地模型：850㎜×650㎜×１個

20 拓殖⼤学 ⼯学部 デザイン学科 ⾼橋 ちよの
規格外野菜のイメージを変える

インテリアファブリック
〜おちゃめなやさい〜

画像3点

図案（600㎜×1200㎜）×10枚
ファブリックアイテム：スツールカバー300㎜×

200㎜×1点、エコバック350㎜×400㎜×
2点、クッションカバー450㎜×450㎜×1点

21 帝塚⼭⼤学 現代⽣活学部
居住空間 デザイン学科 ⼭野 陽南⼦ たびたびうつろふ 画像3点

パネル：A1( 841 mm×594 mm)×4枚
模型：700㎜×300㎜×300㎜×4個

22 東京藝術⼤学 美術学部 デザイン科 南 海宇
⽂

ーMONー
（もん）

画像3点
作品本体サイズ：W2200㎜×D2800㎜×H2100㎜
展⽰全体サイズ：W4000㎜×D4000㎜×H2150㎜

23 東京造形⼤学 造形学部 デザイン学科
室内建築専攻領域 新井さくら

筅
（ささら）

画像5点
家具本体：椅⼦⼀脚：⽵・シナ合板・⿇紐・

真鍮釘
W1500㎜×D1000㎜×H1000㎜

24 東京電機⼤学 未来科学部 建築学科 安⽣ 道起
融合する建築と家具

ーテクノロジーを⽣かし、⽣活拠点を想像するー
画像5点 家具本体：1446㎜×1772㎜×1143㎜×1個
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25 東京理科⼤学 ⼯学部 建築学科 殖栗  瑞葉
繋⽬を編む

−昇りゆく下北沢―
画像2点

パネル：A1(841㎜×594㎜m)×8枚
部分模型S=:50(920㎜×400㎜×45㎜0)×1個
全体模型S=1:200(920㎜×600㎜×250㎜)×１個

26 名古屋芸術⼤学
芸術学部

デザイン領域
スペースデザインコース

井⼿窪 佑⾐ ぽん
〜ちょっと置きのためのスペース

画像3点
パネル ：W3600㎜×H2400㎜×2⾯、

家具本体 ：600㎜×450㎜×H:1400㎜×2台

27 名古屋⼯業⼤学
⼯学部
社会⼯学科

建築・デザイン分野
⼭元  明⽇⾹ Wine Village

〜⼈と葡萄の醸成〜
画像5点

パネル：A1（841mm×594mm）×6枚、
模型：1600mm×1000mm×150mm×１個

28 名古屋造形⼤学 建築・インテリアデザインコース 喜成 絵美 記憶の軌跡 画像2点
パネル：A1（841㎜×594㎜）×2枚
インスタレーション：3ｍ×3ｍ×3ｍ

29 ⽇本⼤学 （⼯） ⼯学部 建築学科 吉⽥ 奈未 布降る街、商いを導く知との邂逅
―ファッション的な空間構成―

画像5点

パネル：A0（1189㎜×841㎜）×1枚、
A1（841㎜×594㎜）×5枚

模型：（841㎜×594㎜）×2個、（500㎜×500
㎜）×3個、（400㎜×450㎜）×1個

30 ⽇本⼤学 （芸） 芸術学部 デザイン学科 横⼭ 奈々 ⽩陶湯
はくとうゆ

画像4点
パネル：A0（1189㎜×841㎜）×4枚、

模型２点：1500㎜×750㎜×150㎜×1個、
850㎜×600㎜×200㎜×1個

31 ⽇本⽂理⼤学 ⼯学部 建築学科 岡⽥ 芽依 豊かな暮らし 寄り添う暮らし スローシティ・
スローフードから紐解くこれからのまちづくり

画像3点
パネル：A1（594㎜×841㎜）×5枚、

模型：W 1000×D 600×H 500(mm)× 2個
＋ スタディ模型が⼗数個

32 広島⼯業⼤学 環境学部 建築デザイン学科 ⽚⼭ 萌⾐ 死と⽇常 画像2点
パネル：A1（841㎜×594㎜）×6枚

模型：①1435㎜×1085㎜×385㎜、②297㎜×
420㎜×350㎜、③297㎜×420㎜×350㎜

33 広島⼥学院⼤学 ⼈間⽣活学部
⽣活デザイン・ 建築学科

植⽥ 和加奈 隔てるもの、繋げるもの
(へだてるもの、つなげるもの)

画像3点 模型：W900㎜×H900㎜×D1500㎜

34 広島⼤学 ⼯学部 第四類 建築プログラム 北澤 真樹 Ondo Prime (おんどぷらいむ)
：懐かしい未来を描くまちのサブスクリプション

画像2点
パネル：A1(841㎜×594㎜)×20枚

模型：900㎜×1300㎜×1個

35 福井⼯業⼤学 環境情報学部 デザイン学科
都市デザインコース

⼭岸 愛佳 “和のピクトグラム”国際標準化を⽬指して
組⼦細⼯の新しい活⽤法

画像1点 模型：W417㎜×D15㎜×H433㎜×2個

36 ⽂化学園⼤学
造形学部

建築・インテリア学科
建築デザインコース

吉川 陽菜 ⾼校⽣に向けたインテリアの⾊彩デザイン教材の
提案

画像4点

教材キット(箱⼊)：
W328 ㎜×D243㎜× H68 ㎜×1個 、

模型(完成品サンプル)：
W180㎜ × D135 ㎜× H120㎜ ×6個

37 宮城⼤学
事業構想学群

価値創造デザイン学類
⽣活環境デザインコース

髙橋  柊⽣
間取り図から建築空間を想像しやすくなる

要素についての考察
画像3点 （実験的研究）論⽂

38 武庫川⼥⼦⼤学
⽣活環境学部
⽣活環境学科

建築デザインコース
藤井  彩加

みんなが主役になるために
ー障がいを強みに変える、住宅の提案―

画像2点
A1もしくはA3×16枚、模型：2個
⼤きい模型：約1000㎜ ×800㎜

⼩さい模型：A3サイズ

39 武蔵野⼤学 ⼯学部 建築デザイン学科 ⽥中 佑朋 時間と空間の停⾞場 画像1点
パネル：A1(841㎜×594 ㎜)×6枚

模型：1682 ㎜×594 ㎜×1個

40
千葉職業能⼒開発

短期⼤学校
住居環境科 平元 敏幸 応急仮設住宅の制作 画像4点 実物制作 2700㎜×1600㎜×2400㎜

41 ⽇本⼤学短期⼤学部 建築・⽣活デザイン学科 槇 夏海
SHIN福博であい橋

（しんふくはくであいばし)
画像1点

パネル：A1( 841 ㎜×594 ㎜)×6枚、
模型：1300㎜×600㎜×1個

43
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
永⽥ 琴美  

uchinoco
（ うちのこ ）

画像3点

 パネル： ( 594 ㎜×841 ㎜)×1枚
 実作: W約57㎜ × D約51㎜× H約45㎜× 5個
その他トレー：W 130㎜ × D 95㎜ × H 20㎜
パーツ：W 60㎜×D 30㎜×H 15㎜× 5セット

44
専⾨学校札幌

デザイナー学院
総合デザイン学科 インテリア専攻 坪⽥ 環 会甸

（えでん）
画像4点

パネル：A1( 841 ㎜×594 ㎜)×5枚、
A2（594㎜×420㎜）×6枚

45 中央⼯学校 建築室内設計科 濵﨑 優⼦ マモルバ 画像3点
A2⽤紙（420㎜×594㎜）× 35枚

模型： 590㎜ × 720㎜ ×1個

46
フェリカ家づくり

専⾨学校
インテリア設計科

空間デザインコース
中⾥ 詩織 静寂を楽しむひとときを

−ホテルのインテリアコーディネート−
画像5点

A2⽤紙（420㎜×594㎜）× 23枚
A3⽤紙×8枚

47
   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
下⼝⾕ 靜⾹ essence

（エッセンス）
画像4点

パネル：A1( 594 ㎜×841 ㎜)×4枚、
模型：W900㎜×D600㎜×H600㎜×1個

48
岐⾩県⽴⾼⼭⼯業

⾼等学校
建築インテリア科 美素 康太  Super light

（スーパーライト）
画像1点

実物製作 家具本体：
横480㎜×縦358㎜×⾼480㎜

49
千葉県⽴市川⼯業

⾼等学校
インテリア科

髙橋 慎⼰
紀 ⼤貴

⼭本 知世
清⽔ 真桜
森 乃々佳
⾨⼝ 茉未

市⼯  RENOVATION
(いちこうリノベーション）

画像5点
プレゼンボード（A3）、

模型（S=1/400、S=1/30）
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