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松本 拓也
名古屋工業大学大学
院

社会工学専攻 1年 城址の水域

秋元 俊介 東京理科大学
工学部2部建築学科坂牛
研究室

4年 ○ ALLEY FAMILY　-裏路地家族-

三谷 裕樹 三重大学大学院 工学研究科建築学専攻 2年 ○ 家のマエ、銭湯のウラ

滝沢 皓史 明治大学大学院
理工学研究科建築学専
攻

1年
進化する保存建築　～伊根町伊根浦
伝統的建造物群保存地区における舟
屋のリノベーション～

赤澤 研介 工学院大学 工学部建築学科 3年
中間領域拡大　-埼玉県立近代美術館
リノベーション案-

中川 洋輔 立命館大学大学院 環境都市専攻 1年 ○ 窯へと続く参道空間

植野 靖隆 大阪市立大学大学院
工学研究科 都市系専攻
 建築デザイン研究室（宮
本、倉方研究室）

2年
旧草津川改修計画　-天井川跡地の再
編-

友杉 明香 横浜国立大学
都市イノベーション学府
建築都市文化専攻Y-
GSA

1年 ヤドリビトの棲む街

吉田 知剛 金沢工業大学大学院
工学研究科　建築学専
攻

2年 ○
Temple-Scape　―寺院を触媒とした地
縁社会モデルの提案―

砂川 晴彦 東京理科大学 工学部建築学科 3年 塔と日本橋　-原型から創造へ-

伯耆原 洋太 早稲田大学 創造理工学部建築学科 4年 まち□がっこう　すむこととまなぶこと

狩野 翔太 東海大学大学院 工学研究科建築学専攻 1年 ○
品川旧歩行新宿(カチシンシュク)の裏
町を取り戻す

清水 嵩之 京都工芸繊維大学 工芸科学部研究生
卒業後
1年以
内

「変わるものと変わらないもの」

平山 健太 早稲田大学院 建築学専攻 1年
近代産業遺構を巡る舟旅　–花畑運河
再生計画

勝矢 真実 摂南大学 理工学部建築学科 3年
Consciousness～残された一本の楠の
木～

鈴木 隆平 東京工業大学 建築学 4年
Cultivated City ー多摩に生まれる、食
の農のまちー

藤城 敏光 摂南大学 理工学部・建築学科 3年
かつての英雄は爽やかな風を町に吹
かす

大谷 一成 京都府立大学大学院
生命環境科学研究科・環
境科学専攻

2年
都市に潜む歴史の欠片　−本能寺をモ
デルケースとする都市型寺院建築の
再構築と空間デザイン−

金子 佳弘 立命館大学 建築都市デザイン学科
卒業後
1年以
内

○ お堀のある町

東 晃平 佐賀大学大学院
工学系研究科都市工学
専攻

1年 ○ 雁木段の欠片（がんぎだんのかけら）

大島 卓 筑波大学
人間総合科学研究科博
士後期課程

1年 ○
生きる産業遺産　復興開墾地－岩瀬
牧場－

中田 敦大 筑波大学大学院
芸術専攻建築デザイン
領域

1年 ○
線路千景　- 近代産業遺産,岩瀬牧場
の再生・復興 -

小島 衆太 九州大学
芸術工学部環境設計学
科

4年 ○ 奈良宣伝館

森河 奨 三重大学大学院 工学研究科建築学専攻 1年 ○ 世古から始まる物語

尾崎 舞 摂南大学 理工学部建築学科 3年 おうち保育園

鈴木 さち 東北大学
工学研究科都市・建築学
専攻

1年 ○ 中瀬劇場
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立石 龍壽 大阪市立大学大学院
工学研究科　都市系専
攻

2年 ○
The presence of absence－不在する
存在－

穴瀬 博一 関西大学大学院
ソーシャルデザイン専
攻・建築学科

1年 タチソ再編　タチソが生み出すきっかけ

石川 睦 愛知工業大学 工学部建築学科 4年 ○ ハレ戸×ケ

安藤 祐貴 金沢工業大学大学院 建築学専攻 1年 ○ 回想の街　～裏道空間の再編集～

小早川 朋久
京都工芸繊維大学大
学院

工芸科学研究科造形工
学専攻

1年 ホドーキョー再生カタログ

齋藤 啓介 東海大学 工学部建築学科 4年 ○
思い出の再起　–対に住む三原橋ブ
ロードウェイ-

山崎 拓 滋賀県立大学大学院
環境科学研究科環境計
画学専攻

1年 たけはらのまち

岩月 亮士 三重大学
大学院工学研究科建築
学専攻

1年 ○ うつろいのデザイン

大島 頌太郎 多摩美術大学 環境デザイン学科 4年
Dougenzaka Architectural School 　～
看板建築の行方～

小林 敬政 東京工業大学大学院
総合理工学研究科　人
間環境システム専攻

1年 ○ 農業と生きる

東 奈生子
京都工芸繊維大学大
学院

工芸科学研究科造形工
学専攻

1年 ○
Ave.18℃　〜近代産業遺産、琵琶湖疎
水の残した環境〜

近藤 亮治 京都大学大学院 工学研究科建築学専攻 1年 ○ 十之船入、遣水のまち

阿部 雄介 日本大学大学院
生産工学研究科建築工
学専攻

1年 ○ 小さな街、大きな銭湯。

杉田 陽平 日本大学大学院
理工学研究科海洋建築
工学専攻

2年 ○ 本のまち−少し大きな集合体−

岸田 陽介 金沢工業大学大学院 建築学専攻 1年 ○ Community transformation

山口 陽平 明治大学大学院
理工学研究科建築学専
攻

1年 伝統の庭の新しい関係性

小林 浩 金沢工業大学大学院 建築学専攻 1年 無頼の花

中江 仁治 東北大学大学院
工学研究科 都市建築学
専攻 修士

2年
都市の根っこ　—家のとなりのタウン
ホールー

清水 慎之介 立命館大学大学院
環境都市専攻理工学研
究科建築都市デザイン
学科

1年 ○ 格子の抜け道

太田 圭亮 東京大学大学院
工学系研究科建築学専
攻修士課程

1年 ○ zero structure

阪口 裕也 大阪工業大学大学院 工学研究科建築学専攻 1年 ○ LIAR CITY　-嘘/真実-

大竹 絢子
京都工芸繊維大学大
学院

建築設計学専攻 1年 道のつくる風景

福田 俊 東北工業大学大学院 工学研究科建築学専攻 1年 仮囲いのフォリー

中野 雄太
京都工芸繊維大学大
学院

工芸科学部建築設計学
専攻

1年 空白と風景

大和田 久徳 芝浦工業大学大学院 建設工学専攻 1年 のぞいて見る風景


