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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 創造表現学科
建築・インテリアデザイン専攻 髙橋　祐斗

　たかはし　　ゆうと 八日屋（ようかや）
 少しだけ特別な日常を過ごせる場所

画像３点

パネルA１( 841 mm×594 mm)×8枚
模型①240mm×600mm×350mm

模型②800mm×500mm×350mm   

2 大阪産業大学
デザイン工学部

建築・環境デザイン学科 杉村　鷹星
すぎむら   　たかとし

しぜんの森ようちえん　-育ち、育てる- 画像2点
パネルA1（841㎜×594㎜）×6枚
模型（700mm×1000mm）×1個

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 田中　美海
  たなか　　　み   う 倉敷児童養護施設

-場のローリングストック-
画像2点

パネルA1（841㎜×594㎜）×2枚
模型A1（841㎜×594㎜）×1個

A2（594㎜×420㎜）×2個、動画1分弱

4 京都芸術大学
芸術学部

建築・インテリア・環境デザイン
コース

中谷　優 花
なかたに　　ゆ　か  【二面性】(にめんせい）を持つ劇場

- 空間の記憶と演劇文化の再考-
画像5点

B0パネル1枚、敷地模型 S=1/100：
W600×D1050×H200×1個

模型 S=1//30：W850×D900×H800

5 京都女子大学 家政学部　生活造形学科 小岩井 遥香
　　こいわい　　はるか

まちをかがる 画像３点
パネルA1( 841 mm×594 mm )×６枚

模型　(600mm × 550mm)×1個

6 京都橘大学
現代ビジネス学部

都市環境デザイン学科
建築・インテリアコース

奥野　夕帆
おくの　　　　ゆうほ Noma house（ノマハウス）

―「食」でつながるワークスペース ―
画像３点

図面A1( 841 mm×594 mm)×4枚
模型A1( 841 mm×594 mm)×1個

7 共立女子大学 家政学部　建築・デザイン学科 小林　千夏
　こばやし　　ちなつ おだわら宿縁側茶屋

（おだわらじゅく えんがわちゃや）
画像5点

パネルA1( 841 mm×594 mm )×8枚
模型（1500mm×900mm程度）×1個

8 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 山口　弥桜
やまぐち　　み　お

ＫＯＪＹＯ － ＨＳＰのための休養の場
（ コジョウ  ハイリー・センシティブ・パーソン

のための  きゅうようのば ）
画像4点

パネルA1( 841 mm×594 mm )×4枚
模型：約A1サイズ×1個

9 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

田邉　明日香
　　たなべ　　　あすか

あくあぴあ芥川再生リノベーション計画
（あくあぴあ  あくたがわさいせい

   りのべーしょんけいかく）
画像3点 A1( 841 mm×594 mm)×6枚

10 駒沢女子大学
人間総合学群

住空間デザイン学類 田中　葵
　たなか　　　あおい

Keiken village　(けいけん びれっじ) 画像2点 模型(約1550mm×900mm)×1個

11 札幌市立大学
 デザイン学部

人間空間デザインコース 村川 龍司
むらかわ　　 りゅうじ LIGHTING : function (time)

 (ライティング　ファンクション　タイム)
画像5点

実制作による照明６個
素材:ステンレス / LED (E26/E17)

サイズ（約）270x270x270 mm

12 芝浦工業大学 建築学部　建築学科 加藤 利基
　　かとう 　　りき

巡礼建築 -共同身体性の獲得- 画像5点
A4 (297 mm × 210 mm) ×10枚

模型 1200×700×1000mm × 1個

13 芝浦工業大学
   システム理工学部環境システム

学科 幸治　理花子
こうじ　　　　　りかこ

都市の余白、暮らしの余白
−町屋と長屋からみるこれからの暮らしの

プロトタイプ−
画像5点

パネルA1( 841 mm×594 mm)×10枚
模型　B1×1個

14 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 小林　明日香

こばやし　　　あすか
「764秒の空白」

―都市的環境における日常生活からの
“心の避難”場所―

画像4点

模型：3個
①全体模型（100分の一）A0サイズ

　②周辺模型（400分の一）A0サイズ
③エスキース模型　A0サイズ

15 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 伊藤 有紀子
　　いとう　　ゆきこ CROISER （クロワゼ）

〜人をつなぐ商業施設〜
画像4点

パネル:A1(841mm×594mm)×4
模型：W1030mm×D600mm×H160mm

16 椙山女学園大学
生活科学部　生活環境デザイン

学科 竹田　あすか
　たけだ　　　 たゆらぎ

-中立姿勢で揺れる椅子-
画像２点

椅子サイズ
L:1380mm×W:476mm×H:750mm

17 拓殖大学 工学部　デザイン学科 豊田　菜々子
　とよだ　　  　な  な こ 麦わらと稲わらを用いた壁面ユニット

「wara･kasuri」 （ワラ・カスリ ）
画像5点

実制作サイズ   W:1200mm×H:900mm
（300mm×300mmのユニット6枚，

600mm×300mmのユニット3枚=計9枚）

18 帝塚山大学
現代生活学部

居住空間デザイン学科 那須　愛美香
　な　す　　　　あみか 『Circle（サークル）

 -居場所としての図書館-』
画像３点

パネルA1( 841 mm×594 mm)×4枚
模型大（900mm×900mm）× 1個
模型小（200mm×300mm）× 1個

19 東京藝術大学 美術学部　デザイン科 宇川　開
うだがわ　 　かい

白のあわい 画像5点

実制作サイズ
W6,000mm×D10,000 mm×H2,900

mm

20 東京造形大学
          造形学部 デザイン学科

室内建築専攻領域 左川 智大
　さがわ　　ともひろ RUG×CHAIR

（ラグ×チェア）
画像5点

実制作サイズ
W 3,500mm×D 800mm×H 500mm

21 東京理科大学 工学部　建築学科 須藤   望
すどう　　   のぞむ 地上に宇宙を挿入する

（ちじょうにうちゅうをそうにゅうする）
画像5点 パネルA1( 841 mm×594 mm)× 10枚

22 名古屋芸術大学
芸術学部　芸術学科

デザイン領域
　スペースデザイン領域

清水　祐作
しみず　　　　ゆうさく　   Life screen 〜 新たな生活の展開 〜

（らいふ すくりーん ）
画像2点

実制作サイズ
1680 mm× 250 mm× 1700 mm

模型S=1/10
(182 mm×257 mm×175 mm)×16個

23 名古屋工業大学
工学部　社会工学科
建築・デザイン分野 長谷 真彩

はせがわ　　まあや せと物のまち　せと者のうつわ
-陶土採土場における土の再考-

画像2点
A1パネル( 841 mm×594 mm)×6枚
模型（1500×1000×500mm）×１個

大学
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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
展覧会
出展

画像 数
卒業作品 原作サイズ

24 日本大学　（工） 工学部建築学科 志賀 杏友里
 し　が　　　あ  ゆ  り 美酒かおるまち

－酒蔵に導く宿場の名残－
画像３点

パネルA1( 841 mm×594 mm)× 6枚
模型:1500ｍｍ×1700ｍｍ×1個

25 日本大学　（芸） 芸術学部　デザイン学科 坂口 瑠花
さかぐち　　る　か URBAN FARMING STREET -NERIMA-

（アーバン・ファーミング・ストリート-ネリマ-）
画像３点

A1(841mm×594mm)×6枚
模型1点H200mm×W1800mm×

D500mm

26 日本文理大学 工学部・建築学科 江藤 まどか
え  と  う

避難所に癒しを～災害用照明 glampe 画像5点

パネルA1( 841 mm×594 mm)×5枚
モックアップ：

Ｗ300mm×Ｄ300mm×Ｈ500mm
 ＋ スタディ模型が十数個

27 広島工業大学 環境学部 建築デザイン学科 山根　啓昂
やまね　　ひろ あ き

こころの万華鏡 画像5点
パネルA1( 841 mm×594 mm)×15枚
模型  2個 （サイズ：S=1/100、S=1/10）

28 広島女学院大学
人間生活学部

生活デザイン・建築学科 宮田 洋子
　みやた　　ようこ

軌跡の棲家　（きせきのすまい） 画像1点
パネルA1( 841 mm×594 mm)× 14枚
模型 縦3364mm×横594mm　S＝1/100

29 広島大学 工学部第四類建築学科 福江　航太
　ふく　え　　　こう　た akima市庁舎計画

（あきま しちょうしゃけいかく）
画像1点

パネルA1( 841 mm×594 mm)×20枚
模型　1000mm×2000mm×1点

30 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 藤森　唯
ふじ　もり　　ゆい Kumiki （くみき）

“伝統の技とビー玉による光の演出”
画像2点

実物大制作模型4点：
W350mm×H581㎜、　　W350mm×H770㎜
Wmm350×H776㎜、Wmm450×H1047㎜

31 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 井手　わか菜
　い　で　　　　　　　　な

栞（しおり）
－多摩の丘につくる若い人の読書習慣

を誘発する場－

画像3点

パネルA1( 841 mm×594 mm)×3枚
＜冊子＞92頁

横900mm×縦580mm×高さ200mm×1個
横300mm×縦250mm×高さ100mm×1個

32 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

奥野　瞳
おく　の　　　ひとみ

室内空間における仕切りの在り様に
着目した集合住宅の提案

—空間が可変することで生まれる価値を考える

画像5点
パネルA2( 841 mm×594 mm)×5枚
パネルA3（420 mm×297 mm）×1枚
模型： A2（594 mm×420 mm）×1個

33 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 中本 帆南
なか　もと　ほ　な　み 街にリビングを。

～あなたの居場所、見つけませんか～
画像3点

パネルA1( 841 mm×594 mm)×3枚
模型( 841 mm×594 mm)×4個

34 武蔵野大学 工学部建築デザイン学科 工藤 聖奈
　く　ど　う　　せい　な The Stream　(ザ・ストリーム）

水とアートが流れる暮らし
画像2点

動画1分、パネルA3(420mm×297mm)×22枚

模型　14個　：　(950mm×597mm)×2個、

(895mm×597mm)×1個、(420mm×297mm)×3個、

(505mm×230mm)×1個、(297mm×210mm)×6個、

(207mm×108mm)×1個

35
島根職業能力開発短期

大学校
住居環境科

いしが　りょうた

石賀亮太
うえだよしふみ

上田祥文
かさゆき　ゆりか

笠行優里花

いわみ　三ツ星コンサート 画像3点

・実物大制作/譜面台15台：
600mm×300mm×H600㎜

（運搬時：600mm×300mm×40㎜）
・実物大制作/ウェルカムゲート：
 約3000mm×3000mm×H2700㎜

36 日本大学 短期大学部 建築・生活デザイン学科 渡邉雅貴
わたなべ　まさき 

花鳥風月〜美里公園の活性化〜 画像4点

作品パネル：(900 mm×1800 mm)×2枚 模型サ
イズ：敷地模型(900 mm×1800 mm)×1個 , 建
築模型1/100 A1( 841 mm×594 mm)×1個と

A3( 297 mm×420 mm)×3個

37

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 山田　令音

やまだ　　　れ　おん Chair 1.0
〜母へのファーストオーダーメイドチェア〜

画像1点

・実物大制作 ：  椅子サイズ

W570mm×D500mm×H747mm×SH474mm

パネルA1( 841 mm×594 mm)×１枚

その他：原寸図、模型（ S = 1 / 5 ）× 1個

曲げ木型 、曲げ木練習した部材 × 数種類・数個

38 札幌デザイナー学院
インテリア学科
インテリア専攻 大池　澪奈

おおいけ　　れい　な
HANOVERIAN（ハノーバー） 画像4点

パネルA1( 841 mm×594 mm)×8枚
ム-ビー（MP4 ファイル　572 MB）×1本

39 中央工学校 建築室内設計科 片桐　咲
かたぎり　　さき 西葛西認定こども園

（にしかさいにんていこどもえん）
画像3点

パネルA2 × 40枚
　　模型： 520mm × 730mm ×1個

40
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 鹿住　彩夏
か　すみ　　あや　か

季節の移ろいを感じる住まい 画像5点 パネルA1( 841 mm×594 mm)×30枚

41
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 櫻庭　麗花
さくらば　れい　か

Gap Time （ギャップ　タイム） 画像5点
プレゼンボード（2523mm×1782mm）×1枚
　模型：1100mm×550mm×400mm×1個

　石川 日向葵
　　いしかわ ひ　ま　り     

伊藤 香奈
い　と　う　か　な 

岩村 俊介
いわむら　しゅんすけ

小野 美紅
お　の　み　　く　

か の う   しゅん じ

加納 駿司
かわ むら  たく ま

河村 拓磨
し  く  ら    あ お の

 四倉 葵乃
す  が     あ  き

須加 亜樹
ひ  き    さく  や

比氣 咲耶
みず た  もえ  か

水田 萌夏
やま  さき   くん  ぺい

山崎 薫平
やま  だ   かざ  ね

山田 風音

大学

短期
大学

学校種別/ア

イウエオ順

No.1〜42

画像1点
・実物大制作　　 レリーフのサイズ：
縦500mm×横1400mm×厚さ50mm

全体合計42校  ：  大学34校　短大2校　専門5校　高校1校  

専門
学校

インテリア科
千葉県立

市川工業高等学校
42

高等
学校

いちかわ・平田郷土歴史板における
クジラのレリーフデザイン


