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「卒、」とは？

-全国合同建築卒業設計展「卒、」概要

-「卒、22」コンセプト

◇主催

◇協賛

「卒、2２」実行委員会

◇特別協賛

（株）総合資格
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「卒、」は「そつてん」と読みます。

関東を中心に、全国から有志で集まった、建築を学ぶ学生で構成されており、
建築学生の集大成とも言える卒業発表の場を設け、より多くの人に
建築の素晴らしさ・楽しさを伝えられるように
1年かけて企画、運営をしていきます。
大学・学年・地域を超えてさまざまな学生と意見を交わし、
刺激し合いながらフラットな関係を目指していきます。

卒、22実行委員メンバー

出発、
建築学生における｢卒業設計｣は学生生活の終わりを、それとともに新しい生活の

出発点を意味しているのではないだろうか。
そんな境界にたつ卒業設計展｢卒、｣は出展者にとって新たな生活への良い出発点と

なりますように、という願いを込めたもの。

大同工業は建築が好きな学生・若者を応援しています。

ｵﾌｨｼｬﾙHP

当社の施工例が満載！

本社：静岡県伊東市　本店：神奈川県藤沢市

instagram

会社概要・採用情報は
是非ご覧ください。 こちらから。



謝辞

　卒、22代表 工藤 秀俊

　今年度もコロナ禍でありながら、無事「卒、」を開催することができました。
当団体が毎年行っております全国合同卒業設計展も回を重ねるごとに盛況となり、これも
ひとえに皆様のおかげと、心から感謝申し上げます。
　例年同様、今年度も数多くの大学からご出展いただきました。
改めてこの度「卒、」へ作品を出展していただいた皆様、誠にありがとうございます。
　また、ゲストクリティークとしてご参加を快諾していただきました、石川 初様、川島 範
久様、須崎 文代様、樫村 芙実様、冨永 美保様、酒匂 克之様、棗田 久美子様、多田 脩二様、
平賀 達也様、手塚 由比様、そして総合司会を引き受けていただいた西田司様、この度はご
多忙のところ、「卒、22」へご臨席いただき、誠にありがとうございました。皆様のご協力
があってこそ、意義のある展示会として成り立っているのだと強く感じております。

　そしてご来場の皆様、当展示会へ足をお運びいただき、誠にありがとうございました。
さまざまなテーマの作品が並び、それらはさまざまな表情を見せてくれます。出展者が作
り上げた作品を肌で感じ取り、そして楽しんでいただけたなら幸いに存じます。開催にあ
たりましては、大同工業株式会社様、株式会社三栄建築設計様、株式会社大建設計様、株
式会社富士防様にご協賛いただき、隅田公園リバーサイドギャラリー様には会場の面でご
協力いただきました。そして、特別協賛企業として総合資格様には、設計展の企画・運営
を通して常に私たちを支えていただきました。ご協力いただきました企業様には、この場
をお借りして深く御礼申し上げます。

　今年度は、「卒、」が発足し 19 年目となります。こうして長い間、毎年開催を続けられる
ことは、出展者様、クリティークの先生方、協賛企業様、OB・OGの皆様、たくさんの方々
のご支援あってこそだと感じております。この場をお借りし、スタッフ一同を代表して、
改めて皆様に心から御礼申し上げます。誠にありがとうございました。今後の「卒、」のさ
らなる発展を願い、謝辞とさせていただきます。
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運営メンバー

デザイン班 赤石　健太
肱岡　奈央
杉本　真海
宮元　 詩乃
吉井　萌乃
本村　祐樹
DO 　HEEJI

菊地　勇太
松山　杏美

井浦　優香
スピチャー
星　　雄太
古堅　彩水

日本大学　生産工学部　建築工学科
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
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
日本工学院八王子専門学校　建築学部　建築学科
武蔵野美術大学　造形学部　建築学科
芝浦工業大学　建築学部　建築学科UAコース 
東京造形大学　造形学部　デザイン学科　室内建築専攻

東京造形大学　造形学部　デザイン学科　室内建築専攻  
東京造形大学　造形学部　デザイン学科　室内建築専攻

東京造形大学　造形学部　デザイン学科　室内建築専攻
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
芝浦工業大学　建築学部　建築学科　UAコース
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

SNS 班 日本大学　生産工学部　建築工学科
法政大学　デザイン工学部　建築学科
法政大学　デザイン工学部　建築学科
法政大学　デザイン工学部　建築学科
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
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
国士舘大学　理工学部　理工学科　建築学系
国士舘大学　理工学部　理工学科　建築学系

沖田　紅葉
小出理紗子
樋口　詩織
大竹　未紗
土井　真佑
桑原　萌羽
清水　裕太
中田　幸佑

ホームページ班 日本大学　生産工学部　建築工学科
芝浦工業大学　建築学部　建築学科 SAコース
武蔵野美術大学　造形学部　建築学科

荒川　泉葵
長嶺　蒼人
山川　理子

日本大学　生産工学部　建築工学科
日本大学　生産工学部　建築工学科

代表

副代表

会計

工藤　秀俊

鈴木　駿介
牛尾　晃子

作間　佳織
人見亜沙佳

クドウ　ヒデトシ

スズキシュンスケ
ウシオ　　アキコ

サクマ　　カオリ
ヒトミ　　アサカ

日本大学　生産工学部　建築工学科

東京造形大学　造形学部　室内建築専攻
東京造形大学　造形学部　室内建築専攻

アカイシ　ケンタ
ヒジオカ　　ナオ
スギモト　マヒロ
ミヤモト　　シノ
ヨシイ　　モエノ
モトムラ　ユウキ
ド　　　　　ヒジ

キクチ　　ユウタ
マツヤマ　　アミ

イウラ　　ユウカ
スピチャー
ホシ　　　ユウタ
フルカタ　　アミ

オキタ　　クレハ
コイデ　　リサコ
ヒグチ　　シオリ
オオタケ　　ミサ
ドイ　　　　マユ
クワハラ　モエハ
シミズ　　ユウタ
ナカダ　コウスケ

アラカワ　ミズキ
ナガミネ　ソウト
ヤマカワ　　リコ

3年

3年
3年

3年
3年

3年
2年

3年
2年
1年

3年
3年
3年
2年
1年
2年
2年

3年
3年
3年
3年
3年
3年
3年
3年

3年
3年
2年
2年

名刺

フライヤー
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会場班 鷲頭　大祐
安村　文汰
三橋　貫太
町田　龍海
川原　麻維
吉田　茉美
佐野　遥香
橋本　史美
石川　愛海
角田　　翔
橋本　菜央
森澤進太郎
牛若日菜子
大澤　美花
小林　陸人
三井　航誠
大石　健斗
黒川ひなた
木内　咲良

日本大学　理工学部　建築学科
日本大学　理工学部　建築学科
日本大学　理工学部　建築学科
神奈川大学　工学部　建築学科
東京造形大学　造形学部 デザイン学科　室内建築専攻
東京造形大学　造形学部 デザイン学科　室内建築専攻
東京造形大学　造形学部 デザイン学科　室内建築専攻
東京造形大学　造形学部 デザイン学科　室内建築学科
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
法政大学　デザイン工学部　建築学科
法政大学　デザイン工学部　建築学科
日本大学　理工学部　建築学科
武蔵野美術大学　造形学部　建築学科
日本工業大学　建築学部　建築学科
日本工学院八王子専門学校　テクノロジーカレッジ　建築学科
日本工学院八王子専門学校　テクノロジーガレッジ　建築学科
日本工業大学　建築学部　建築学科
日本工業大学　建築学部　建築学科
東京造形大学　造形学部　デザイン学科　室内建築専攻

若狭　泰紀
島峰　　睦

日本大学 生産工学部　建築工学科
法政大学 デザイン工学部　建築学科

木村　瑠美
菊池　圭佑
長津　海月
人見　健太

日本大学　生産工学部　建築工学科
日本大学　生産工学部　建築工学科
日本大学　生産工学部　建築工学科
日本大学　生産工学部　建築工学科

協賛班

機材班

Park yeawon
赤川　可奈
河村美咲希
大貫　壮琉

東京造形大学　デザイン　室内建築
日本工学院八王子専門学校　テクノロジーカレッジ　建築学科
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
日本工学院八王子専門学校　テクノロジーカレッジ　建築学科 

ワシズ　ダイスケ
ヤスムラ　ブンタ
ミツハシ　カンタ
マチダ　　タツミ
カワハラ　　マイ
ヨシダ　　　マミ
サノ　　　ハルカ
ハシモト　　フミ
イシカワ　マナミ
カクタ　　ショウ
ハシモト　　ナオ
モリサワシンタロウ
ウシワカ　ヒナコ
オオサワ　　ミカ
コバヤシ　リクト
ミツイ　コウセイ
オオイシ　ケント
クロカワ　ヒナタ
キウチ　　サクラ

パク 　イェウォン
アカガワ 　　カナ
カワムラ　ミサキ
オオヌキ　タケル

ワカサ　　タイキ
シマミネ　ムツミ

キムラ　　　ルミ
キクチ　ケイスケ
ナガツ　　ミヅキ
ヒトミ　　ケンタ

レク企画班

3 年
2 年

3年
3年
2年
3年
2年
2年
2年
2年
3年
2年
2年
2年
3年
3年
2年
2年
3年
3年
2年

3年
3年
2年
2年

2年
2年
3年
1年
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2/19（土）

総合司会

ゲストクリティーク

2/20（日）

西田司
オンデザインパートナーズ

須崎文代
神奈川大学 特別助教

石川　初
慶應義塾大学 教授

平賀 達也
ランドスケープ・プラス

冨永美保
tomito architecture

棗田久美子
GROUP

樫村芙実
東京藝術大学 准教授

酒匂克之
丘の上事務所

川島 範久
川島範久建築設計事務所

多田脩二
千葉工業大学 准教授

手塚由比
手塚建築研究所
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隅田公園リバーサイドギャラリー
所在地：東京都台東区花川戸 1丁目１

アクセス：東京メトロ銀座線　浅草駅　徒歩 5分
　　　　　都営地下鉄浅草線　浅草駅　徒歩 5分

隅田リバーサイドギャラリー

浅草駅出口８

浅草駅出口 A5

浅草駅（つくばエクスプレス線）出口 A1

会場

内観エントランス
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タイムスケジュール

・ 2/19（土）
    2/20（日）  講評会

9:30-10:00   　　　　　　  開場・クリティーク来場

17:00  　　　 　　　　　   講評会終了（出展者・クリティークのみ）

10:00-11:00(11:30)   　　　一次審査（巡回審査）

　　　　　　　　　　　　クリティークの方々に順番に回って頂き
　　　　　　　　　　　　出展者は 1人当たり１分以内にプレゼンと質疑応答に答えて
　　　　　　　　　             頂きます。

11:30-12:00(12:00-13:00)　ディスカッション / 最終 10 作品選出 /お昼休憩

　　　　　　　　　　　　クリティークの方々に最終 10 作品を選出して頂きます

13:00-14:20   　　　　　　二次審査（公開プレゼンテーション）

　　　　　　　　　　　　1作品 8分（4分のプレゼン /4 分の質疑応答）を行います

14:30-16:00   　　　　　　ディスカッション /総評・表彰

　　　　　　　　　　　　最優秀賞 1作品、審査員賞 5作品、スポンサー賞として
　　　　　　　　　　　　総合資格様から賞を選出して頂きます

・2/18（金）自由展示日

10:00-15:00 　　　　　　観覧時間

　　　　　　　　　　　  作品をごゆっくりご覧ください

・2/21（月）自由展示日

10:00-15:00  　　　　　　観覧時間

　　　　　   　　　　　　作品をごゆっくりご覧ください



作品概要



外濠が綺麗になった未来のあるべき姿を提案する。本提案は江戸城
外濠の河川部を舟で巡り、都市景観を作品と見立てた博物館を、異
なる水面の表情を見せる飯田濠、常磐橋、和泉橋の３ヶ所に設計し
た。移動の過程を楽しむことを忘れた人々が再び水辺に集う。

富士山は日本の象徴である。私は富嶽三十六景を、近代化へ移行す
る日本国体の思想が富士山を用いて描かれた絵であると解釈した。
その解釈から富嶽三十六景を点在型美術館として建築に再構築し、
現代の富士山像における “新富嶽三十六景” を提示する。

「インテリアの寄せ集め」は建築にはならないだろうか。堅苦しい
関係性を超えて人と人を緩やかに繋いでくれる「シェア」に注目し、
それぞれの趣味や仕事を「壁」を使って共有することで、隣人や地
域と繋がる「職住近接シェアハウス」とその使い方を提案する。

増していく人の力と失われていく自然の力。不平等な関係となった
時代。私は、自然の彩りを信じ、都心のオアシスに囲まれる銀座を
敷地に植彩が人と自然の恩恵を描く。卒業設計を通じて、人が管理
しない植彩が新たな自然の価値を再定義する事を展望とする。スク
リーン リーダーのサポートが有効になっています。
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作品概要 No.1-No.４
No.1
鈴木真　( 法政大学 )

舟流都市‒外濠から考える水と都市の向き合い方‒

No.2
水越永貴　( 明治大学 )

新富嶽三十六景　-過去と現代を媒介する点在型美術館 -

No.3
矢代花子　（東京造形大学）

お住みわけ‐シェア型消費社会の新しい暮らし方、職住近接シェアハウス

No.4      
葛西健介　( 芝浦工業大学 )

植彩



時代の進歩につれ駐車スペースの需要が減少すると予想し、その隙
間に建て替えにより一時閉館になる劇場などの公共空間の代替を担
わせる。私はこの行為に「都市を停める」と名前をつけた。
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作品概要 No.5-No.8
No.5
川合里歩　（芝浦工業大学）

すみひらき～都市の木造住宅密集地域における再開発と改善の提案～

都市を停める －工事仮設物を用いて更新し続ける駐車場－

地域に根付いた環境を維持したまま街を更新することはできないだろ
うか。本設計は都市の木密地域の解消が進まない現状に対し、隣近所
の住宅と壁を共有しながら共同で建て替えを行うことで防火的にも住
環境的にも良い住宅の建て方を考えた提案である。

No.6
新美志織　（工学院大学）

No.7
関亮太　（日本大学）

新陳代座

銀座は新陳代謝の激しい街である。しかし近年敷地の統合化が進み ,
これまでの敷地規模を超越した巨大なボリュームの土地建物が出現し
ている。本提案は成熟社会において、歴史的な都市構造の継承とビル
群の更新を両立させる都市空間の更新手法の提案である。

No.8
須河裕美（昭和女子大学）

子ども達が活きる巣　～南林間都市の復活～

かつて雑木林だった南林間は、小田急電鉄創業に伴い「林間都市計画」
が行われ、「南林間都市駅」として開業した。計画は未完に終わり現在
の「南林間駅」に至る。社会問題である不登校児童の増加に着目し、
学生の居場所を、林間都市の復活と共に提案する。
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作品概要 No.9-No.12
No.9
松井和紡　（三重大学）

杣人の棲まうキサナドゥー　-木材流通施設による現代的理想郷の再考-

未知のウイルスによって世界は新時代に突入する。それにより日本で
はウッドショックという形で木材自給率の低さを露呈することとなる。
ここで今一度、慟哭を上げる六甲の山でこれまで無数に展開されたユ
ートピアの再考をする。杣人の力を借りて。スクリーンリーダーのサ
ポートが有効になっています。
 

No.10
森谷宙来（芝浦工業大学）

寄生的ヒト観察 -人間観察による自己還元プログラムの提案 -

人間観察を行うことで、他者の振る舞いが自らへと還元されることに
着目し、肯定的に人間観察を行う空間を計画した。観察対象施設に、
18 の観察空間を配置し、それらを巡る動線を通す。シークエンス的に
体感する観察空間は人々を自己還元へと導く。

No.11
松本乙希　（東海大学）

真鶴を継ぐ　～修繕によって蘇る採石場の新たな風景～

産業遺構である採石場を埋め立てという単なる地形の修復によって、
まちの個性を消失させている。そこで陶器の修繕方法である金継ぎの
特性を用いて、傷となった採石場を継いでいく。それにより文化や歴
史なども継承され真鶴に新たな風景を作っていく。

No.12
遠山亮介　（工学院大学）

ASILE　FLOTTANT　再浮上計画

コルビジェ唯一の建築『アジールフロッタン』の１００年の物語を語
り継ぐため再浮上計画を提案します。本船の新しい生は、世界中の港
を巡るコルビジェ体験型施設です。コルビジェの建築言語が、未来に
開かれた新しい可能性を持つことを本提案で検証しました。
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作品概要 No.13-No.16
No.13
川上航汰　（京都工芸繊維大学）

No.14
福田凱乃祐　（信州大学）

現代版集落再生ー第二の人生実践場へ進化する住宅団地の未来構想図

団地の共有地公園に住宅の空間更新を促す工房と間貸しできる公民館
を建設し、住民が趣味を生きる力に変換する実践の場を集まった材で
思い思いに展開する。生活と空間を繋ぎ合わせる大きな脈が団地を覆
い、第二の人生実践場へと向かう団地の未来を描いていく。

No.15
曽根大矢　（広島工業大学）

小さな模倣都市

都市をミニチュア化したこの小さな模倣都市は人々に気づかれず失わ
れていく都市の豊かさを空間体験として未来に向けて残していく。こ
れは都市に対して無意識で無自覚な人々に都市の存在を訴えかける象
徴としての建築である。

No.16 
石川博利　（滋賀県立大学）

住工混在地域再編 -小さな建築群による重層的ネットワークの構築 -

本計画は、大きな建築による開発が進む大田区大森西地域において
「小さな建築群」による重層的なネットワークの構築を目指した。
各敷地に応じて住工の距離を再編するための建築的プログラムを付与
し、リサーチから得たデザインコードを基にそれぞれ設計した。
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作品概要 No.17-No.20
No.17
児玉征士　（法政大学）
PARK＋ing - 電気自動車を見据えた可動族の近未来都市 -　

No.18
中森綾香　（大阪産業大学）
超マイクロツーリズム

No.19
近藤柚乃香　（芝浦工業大学）
推し増す都市－アイドルフ

No.20
武部大夢　（宇都宮大学）
益子の窯元再編計画

これは駐車場という都市の大きなヴォイド空間が新たに人々の生活
の場へと変化していく物語である。電気自動車が普及し急速に変化
していく暮らし方や働き方はこの先どうなるのだろうか。この提案
はこの先の未来に対し、私が期待する近未来都市の提案である。

超マイクロツーリズムとは、徒歩圏を宿泊を通して再発見すること
である。その方法として、客室の半分にロビーを持たせることで街
と連続させ、街と一体化した宿泊を体験できる。客室で一晩過ごす
ことで、地元である門真市の息づかいを体感し魅力を再発見する。

都市に個人的で熱狂的な居場所をつくる。
再開発により似たような高層ビルが建ち並び、多様化する人々を受
け入れない空虚な場所になってしまった都市に、誰かのための熱狂
できる居場所を集積していく基点として、本設計を行った。

既存の窯元を、益子産業の新しいネットワークを形成する「町の窯
元」へと再編する。そこでは事物（自然、資源、人）がごく自然に
共有されることで、緩やかで、根強い公共性を獲得する。
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作品概要 No.21-No.24
No.21
内藤雅貴　（武蔵野大学）
転写と分化－均質化が進行する地域における場所性を生み出す公共住宅－

No.22
小瀧玄太　（大阪工業大学）
史を渡す

No.23
福士若葉　（法政大学）
灰白のレシピ -雪国住宅における機能的風除室からの脱却 -

No.24
飯田夢　（法政大学）
私小説『家』-オノマトペを設計手法とした空間化の提案 -

公共施設の重複や少子高齢化によって、地域住人にとって場所性を
構築する中心であった建物が、全く関係のない公営住宅に建て替え
られてしまう現状に対して、認知図式を用いて設計を行うことで、
場所性を残しながら新規住人を取り入れる公共住宅を提案する。

土地の記憶を失ってしまったかのように見える町に、文化の保存、
継承し新しい文化を生む人と文化の架け橋となる建築を提案する。
土地に根付く文化を身近に感じ、町について考える場となる橋を架
ける。文化と人を繋ぐ橋は、町を彩る舞台となる。

降雪地の住宅にみられる風除室。住宅オプションとしての規格的な
ものが並ぶ中、バッファー空間としての魅力を持つものも存在する。
『風除室という中間領域が当たり前に存在する』という雪国のポテ
ンシャルに目を向け、新しい雪国独自の文化として提案する。

オノマトペは人の感情に深く寄り添う言葉だ。現在ありふれた住居
体系の中で、私自身のオノマトペとふるまいと記憶の断片から、『私
の家』を設計することでオノマトペによる住宅設計の礎を築く提案
である。
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作品概要 No.25-No.28
No.25
福原直也　（法政大学）
原初的創成根 - 大都市に生む農風景・対立性の共存 -

No.26
木嶋真子　（法政大学）
朱路が刻む記憶 -黒谷における手仕事と風景の再考‐

No.27
幸地良篤　（東京理科大学）
空間の音色を聴き比べるように

No.28
鵜川友里香　（明治大学）
色の変化と距離感に関する実験記録

手仕事と風景の変化に危機感を持ち、再考する。京都の和紙のまち・
黒谷は、昔から和紙づくりがまちの風景をつくってきたが、手仕事
の衰退とともにその風景も失われつつある。本提案では、既存の工
場に一部見られるレールに注目し、まちの記憶を刻んでいく。

心の状態はグラデーションである。日本における健常者は社会 /精
神障害者は病院という隔離思考は未だに根深い。打開策として「緩
く繋がる」公共施設を提案した。先進的な精神病院のあるつつじヶ
丘に、まちのコンテクストで居場所化した新しい建築が現れる。

色は見る者によって作り出される現象であり、常に変化しうる。色
が変化する現象を作る実験を行い、見る方向によって見え方の変わ
る床面を作成した。この床面によって複雑な領域性をもつ空間を設
計し、色の変化する空間の中における人と人との距離感を考える。

都市における私たちの居場所はどこか。
人のためにつくられた都市は自然を排除し続けることで成長してい
るが、人の居場所も同様に排除してしまっている。変化が多様な渋
谷において自然を許容する立体農園を都市に差し込み、私たち人を
許容する場も取り戻す。
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作品概要 No.29-No.32
No.29
佐野千優　（明治大学）
郊外住宅地の「自然」再構　はじまりは、日々の水の使い方

No.30
松浦開　（東京理科大学）
谷底に溜まる

No.31
大山優　（東京理科大学） 
800mの公民館ー小さな風景からつくられる公共ー

No.32
坂田諒　（明治大学）
森を生かす山荘 -二次的自然の遷移と昇煙建築 -

郊外住宅地にて、人口減少時代に向け、土中と水の為の「マイクロ
インフラ」兼「環境装置」となるように、空家や既存インフラ・近
代土木構造物を維持更新・解体する手法の提案。ひとが暮らしてい
る事がかえってその場所の「自然」を豊かにする水の使い方とは。

渋谷はモノや情報に溢れていて豊かだが、その情報量の多さに疲れ
てしまうことがある。そんなときには海や山を眺めるようにぼーっ
としたいものだ。渋谷駅東口地下にある貯水槽を水辺空間として開
くことで、渋谷にいつでもぼーっとできる居場所を作る。

見慣れた場所であっても注意深く観察しながらまちを歩くと電柱や
塀といった日常の風景を構成している要素が見えてくる。一本の道
を対象にこれら要素の価値が顕在化されるような操作を思考し、日
常の延長として使われる公民館の機能を展開していく。

森はかつて人の営みに必要な資源であった。
人は増え技術革新は、森からその機能を奪った。
やがて森は荒廃し集落もいつしか人がいなくなり、獣の生態系を壊
していく。本提案は森を再生し、人、森、獣の 3者の関係を結び直
すことを目指す建築である。
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作品概要 No.33-No.36
No.33
門田岳　( 明治大学 )
都市住宅山行

No.34
安藤尚哉　( 芝浦工業大学 )
転生するシンボル -スポリア的操作による都市文化の継承と更新 -

No.35
土師 京祐　( 千葉工業大学 )
通路を通して現れる異世界建築～村上春樹作品を参考にして～

No.36
須佐基輝　( 明治大学 )
建築の生存本能

日本の都市は成熟した。限られた平地、都市には建物や人間が溢れ
かえった。一方の山岳地では自然保護に始まる様々な問題が臨界点
を迎えている。「都市住宅山行。」これはある住宅とその家族による、
乖離した都市と山を紡ぐ新たな生き方の提案である。

東京タワーが本来持つ形態としての魅力に注目し、そのオブジェク
トを空間に転じる。統合されていた一つの構造体をユニットごとの
キャラクターとして再解釈した上で分割し、タワー周辺の敷地要素
と結びつけ新たな価値を与え、東京タワーの建築的終焉を目指す。

通路を通して現れる異世界が登場する村上春樹長編小説６作品を分
析、解釈し建築に適用することで、日常から通路を通って現れる暗
示的な空間を設計する。暗示的な空間は僕らに社会的、内省的な視
点を新たに与える。

人間中心的設計手法は外部環境に悪影響を及ぼすだけでなく、建築
物に過度な負荷をかけ、最終的にはヒトの暮らす空間をむしろ狭め
ている。建築物が自ら外部環境に応答して動く、そんな建築生物の
提案である。
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作品概要 No.37-No.40
No.37
佐藤有希子　( 東京理科大学 )

No.38
古川隼也　( 武蔵野美術大学 )
しあわせ運べるように

No.39
小村龍平　( 東京理科大学 )
機械と人の大樹　-アキバ的精神のアイロニー -

No.40
澤田恒希　( 日本工業大学 )
The "Wall" Museum in Berlin - 負の遺産を語り継ぐ建築 -

ベルリンの壁の崩壊から３０年経過した現在、極右政党が拡大し「見
えない壁」が立ち上がっている。蟠りの状態が目に見えない人種問
題に対し「見えないが確かにそこにある高い壁」を象徴し、蟠りを
可視化させるバロメーターとなる博物館を提案する。

27 年間、神戸で阪神淡路大震災の記憶を伝え続けた歌のように未
来へ続く防災を考えようと思った。敷地は日本列島全域。未治療死
を防ぐためこの災害大国を海から見守り、式年遷宮のように 15 年
で新陳代謝を繰り返す「新しい病院船の在り方」を提案する。

人の暮らしは機械に支えられているが、その存在は見えない。イン
フラ施設を〈幹〉とし、人のためのスラブを〈葉〉としたとき、雑
多性が〈実〉る「大樹」が都市に実現する。機械と人の関係性を再
考し、お互いの生命を蘇らせる提案。
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作品概要 No.41-No.44
No.41
小林雄輝　( 東京理科大学 )

No.42
小野恵実　( 明治大学 )
食の履歴を顕在化する―生産と消費を繋ぐスーパーマーケットの設計―

No.43
及川武　( 国士舘大学 )
蜜蜂送緑線～蜜蜂による町・建築・暮らしの奥行き～

No.44
鈴木大祐　( 芝浦工業大学 )
都市ダム建築ー武蔵小杉における都市型水害対策のモデルケースとしてー

かつてから文化に豊かさをもたらしてきた雨。しかし、現代の人々
は雨にまなざしを向けず、増加する都市型水害の危険性に脅えるだ
けである。
そこで、建築が小さなダムとなることでの都市型水害対策、及びそ
のモデルケースとしての都市ダム建築を提案する。

多くの市街地では、空き家・耕作放棄地・電線の地中化が問題であ
る。商品は背景を知ることが困難で、存在の薄さを感じる。そこで、
蜜蜂を用いて空き家・耕作放棄地・電柱を活用し、蜜蜂のネットワー
クを活かした、奥行きのある町・建築・暮らしの提案を行う。

「食べる」という行為はとても身近であるが、食材に潜む背景を想
像することは簡単ではない。生産と消費の間に位置し、生活に身近
なスーパーの構成を見直すことで、食の履歴を想像させる。新しい
スーパーを設計することで、生活が、街全体が変化していく。

天道と人道のものさし

私が長生きするために、人為的なものに対する危機感や不安定さを
人々に感じさせたい。それらの象徴と言える、生活を支えている人
道と結びついた自然のなすままである天道の境界面に対して、それ
らを顕在化させるものさしとしての 5つの建築を設計した。
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作品概要 No.45-No.48
No.45
渡会裕己　( 明治大学 )
破壊せず、密接し、喰らう　岩と観音と懸造の密着という事実性を読み上げよ

No.46
奥羽未来　( 信州大学 )
シン・人吉転換記－水害常襲地域における都市更新手法－

No.47
田中恭子　( 武庫川女子大学 )
大阪ニューロジ計画

No.48
池成貴大　( 滋賀県立大学 )
場の保存とイマージュ－農地と建築の可能性と集落の終結あるいは再起 -

建築の保存には復元という言葉がつきものである。ある時点に向
かって復元し、まとまった統合的な状態に戻す統合的な保存論の原
則に対し、統合するのではなく、全歴史を曝すことで建築の保存を
する提案である。全歴史を曝しアーカイブ化を行う。

災害を受け行われる土木的対策の限界を知った私たちは、その中で
失われている自然や建築に目を向けるべきだ。水害常襲地域である
熊本県人吉市を対象として災害弾力性を獲得し郷土と関わり続ける
ための都市更新手法を示す。

都市化が進むにつれて便利になっていく日々の生活。その便利さが
表裏分断した都市をつくり、建築という箱のなかに裏を詰め込んだ
窮屈な都市が広がる。本計画は表裏共存した「ニューロジ」を設け、
当たり前になっていた日々の生活を再認識させる空間とする。

消えゆく場に対して建築は何をもたらし何を残すことができるの
か？家屋が解体され集落としての姿が消失、農地が失われゆく姿。
場の消失を” イマージュ”（ある特定の物事からある事物をイメー
ジすること）を用いて防ぎ、あるいは延命する。
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作品概要 No.49-No.52
No.49
河田祐希　（東京理科大学）
山嶺へ、一条の道程から

No.50
小林真子　（日本大学）
谷に繰り出す

No.51
樋口貴大　（滋賀県立大学）
地に生きる　人と土木の接点の拡張に関する計画

No.52
高宮　弥　（日本工業大学）
わたる、であう、つむぐ。歩道橋がつくるまちの新たな風景

さまざまな背景から、利用率が低下している歩道橋。渡るだけのも
のとして不要とされているが、捉え方を変えることでいろいろな魅
力が溢れていることに気づく。3つの設計を通して、周辺環境を巻
き込みながらまちを再編するような歩道橋のありかたを提案する。

今までただあるだけだと思われていた場所が、些細な新規性を持っ
て生まれ変わった時、人々はただ新しいだけの物を見るよりも深く
印象付けられることになるだろう。
本計画では、人と土木の接点を拡張し、人の経験の連鎖を設計する
ことを目指した。

急速な街の発展によりその街の個性が薄れていく都市。“谷” とい
う複雑な地形に発展した渋谷には多様な文化が形成され、都市の活
動はストリートに繰り出されていた。地形をその場の個性と定義し、
渋谷に谷をつくることで、都市のにぎわいを “谷” に再編する。

非日常的なスケールとの出会いである登山を演劇的に捉え、山岳地
帯の建築を舞台装置として設計した。建築を介して山を見ることで
人は山のスケールの変化を感じ、心動かされる。標高によって異な
る建築でそれぞれ変化を感じながら山嶺までの物語を紡いでいく。
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作品概要 No.53-No.55
No.53
品田十夢　（東京理科大学） 
AKIBA” NEGA"STRUCTURE ～裏がつなぐ街・記憶～

No.54
鈴木秀太郎　（法政大学）
織都、綺羅を飾る - 機屋ネットワークの醸成と半消費体験の表象 -

No.55
朝田岳久　（工学院大学）
黒衣を脱ぐ‐現代の繊維産業衰退における、公共性を持った産業建築の在り方‐

少数志向の店が並び様々な人を受け入れる秋葉原は近年再開発が進
む。街を白紙にするのではなく、既存の隙間を型どるネガ・ストラ
クチャーを構築することで記憶を引き継ぎつつ、ビルの貸方を多様
化。仕事・趣味・食などがビルを横断して繋がりはじめる。

桐生市の織物産業に服飾産業を掛け合わせる。生産した服はレンタ
ルというシステムを取ることで、地域の人々の生活の一部となり、
機屋同士のネットワークが醸成していく。桐生織を身に纏う姿が
ファサードに表象し、1300 年の伝統産業は守られてゆく。

現代の繊維産業は衰退し、外国人労働者の増加、服の大量消費、国
内生産の低迷など問題を抱えている。服の生産の場である工場を地
域に開き、乖離されてきた生産工程と人々を繋げる公共性を持った
繊維工場を提案する。
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