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展示番号　                     タイトル     大学　　　　                             学部　学科 　　　    名前                                               ID番号
379      こどもホスピスの森　- 人を迎える場の創出で認識を変える -   　　　　　　　　　　芝浦工業大学           　　建築学部建築学科                                 漆原 史織                                       (0379)
383      アートに泊まる　- 音と人が交わる体験空間 -   近畿大学           　　工学部建築学科                                 植田 優花                                       (0383)
384      恋とデジャヴ　情景化する都市の記憶   　　　　　　　　　　 滋賀県立大学           　　環境科学部環境建築デザイン学科                                 野崎 陸大                                       (0384)
385      建築の生存本能     　　　　　　　　　　明治大学 　　　 　　理工学部建築学科   須佐 基輝                                       (0385)
407      創造の楼閣     　　　　　　　　　　東京電機大学 　　　 　　未来科学部建築学科   高塚 玲菜                                       (0407)
411      短冊農業をひらく     　　　　　　　　　　芝浦工業大学 　　　 　　建築学部建築学科  　　　　　　　　　　 松浦 直生                                       (0411)
412      溜まり場　－ 衰退する町屋街区で遊水地と展開する生活域－   　　　　　　　　　　九州大学                             　　工学部建築学科   河添 美穂                                       (0412)
432      表参道　- 鏡像的操作による都市の多次元化 -   芝浦工業大学           　　建築学部建築学科   中村 凜緒                                       (0432)
436      よろづのことに使ひたり　- 竹を介して繋がりを再構築する -   早稲田大学           　　創造理工学部建築学科 　　　　　　　　　　 　　　　　 佐藤 瑠美/有村 美知路/増田 悠輝                      (0436)
441      大人と子どもの”見える”について　ー 創造的主体のための図書館 ー  日本女子大学           　　家政学部住居学科                                亀田 鈴香                                       (0441)
443      いのることとかくことと    東京都市大学           　　工学部建築学科   小原 郁                                          (0443)
454      痕跡を辿る家     　　　　　　　　　　千葉大学           　　工学部総合工学科建築学コース                                 北村 光                                          (0454)
464      心地よい孤立     　　　　　               東京都市大学           　　工学部建築学科   笹木 聖                                          (0464)
465      横濱観察譚　ー 野毛町の構成言語を用いたみなとみらいを観察する劇場の提案 ー                                神戸大学           　　工学部建築学科   西村 涼                                          (0465)
472      コミュニケーションの誘発を目指した仮想現実(VR)大学                                                               職業能力開発総合大学校              総合課程建築専攻                                 飯岡 之陽                                       (0472)
473      アナタとワタシとワタシタチ　ー 心理的距離にみる両義的空間の形成 ー                                                        関西大学           　　環境都市工学部建築学科   山口 琉佳                                       (0473)
486      今日はもうすぐ雨が降るらしい   　　　　　                神戸大学           　　工学部建築学科   岩橋 美結                                       (0486) 
492      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 ー                                信州大学           　　工学部建築学科   福田 凱乃祐                                    (0492)
493      泪庇  - 青春東京を取り戻すネオ・アジールの構築 -                                 日本大学           　　理工学部建築学科   林 深音                                          (0493)
512      生き生きとした一齣を繕う　ー 人間と自然のぶつかり合いの分析に基づいた建築の提案 ー  　　　　　　　　　　芝浦工業大学           　　工学部建築学科                                 福與 栄多                                       (0512)
531      呼吸する建築     　　　　　　　　　　静岡理工科大学           　　理工学部建築学科   有田 晃己                                       (0531)
535      MIne Utilization　産業資源の保存と活用   東北工業大学           　　工学部建築学科   吉田 人志                                       (0535)
543      はなれのある街     　　　　　　　　　　九州大学          　　 工学部建築学科   中村 亮                                          (0543)
545      市井の諸相　ー 暮らしの風景から導く上海下町の再開発計画 ー   　　　　　　　　　　東京工業大学           　　環境・社会理工学院建築学科  　　　　　　　　　　 徐 宸寅                                          (0545)
553      循環のなかの建築     　　　　　　　　　　神奈川大学           　　工学部建築学科                                       木下 昌紀                                       (0553)
560      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  芝浦工業大学           　　建築学部建築学科                                 鈴木 大祐                                       (0560)
564      興復のとりで　－ 観音崎公園における歴史的財産と暮らしの融合 －                                神奈川大学           　　工学部建築学科                                      毛利 菜稜                                       (0564)
576      アーケードのある暮らし    北海道大学           　　工学部環境社会工学科                            小澤 大祐                                       (0576)
586      茶源郷     　　　　　　　　　　神戸大学           　　工学部建築学科   赤川 舞花                                       (0586)
590      多磨ForestSide Cemetery    　　　　　　　　　　信州大学           　　工学部建築学科  　　　　　　　　　    南雲 裕太                                       (0590)
596      都市を停める　ー 工事仮設物を用いて更新し続ける駐車場 ー   　　　　　　　　　　工学院大学           　　建築学部建築デザイン学科   新美 志織                                       (0596)
606      浮舟の社     　　　　　　　　　　東京都立大学           　　都市環境学部建築学科   岡本 晋作                                       (0606)
609      人は信号に支配されている    東京工芸大学           　　工学部建築学科   佐藤 可武人                                    (0609)
611      谷底に溜まる     　　　　　　　　　　東京理科大学           　　理工学部建築学科   松浦 開                                          (0611)
615      天野川沿いの子どものケア空間　ー 裏山から広がる風景を活かした自然と建築の融合 ー  　　　　　　　　　　近畿大学           　　建築学部建築学科   小山田 絵美                                    (0615)
617      住分解　～ 規格化の再解釈による都市的場所性の創出 ～   愛知工業大学           　　工学部建築学科    伊藤 稚菜                                       (0617)
621      ECHOING NATURE - 珊瑚を用いたバイオミミクリーによる環境共生建築 -  九州大学           　　工学部建築学科   小原 可南子                                    (0621)
628      収穫する都市　- 農業を媒体とした都市型コミュニティ施設 -   　　　　　　　　　　麻生建築＆デザイン専門学校 　　  建築工学科                                 中山 翔太                                       (0628)
645      しあわせ運べるように　- 日本列島における新しい病院船の在り方 -   　　　　　　　　　　武蔵野美術大学          　　 造形学部建築学科   古川 隼也                                       (0645)
647      そうは問屋が卸さない    愛知淑徳大学           　　創造表現学部創造表現学科                                                 渡邉 愛友                                       (0647)
654      京都ギャップダイナミクス    京都大学           　　工学部建築学科   若松 晃平                                       (0654)
663      人吉遊水地計画　ー 建築と土木の線を借りて ー   熊本大学           　　工学部土木建築学科   古井 悠介                                       (0663)
671      カドシタから拡がる図書館    熊本大学           　　工学部土木建築学科   瀬山 華子                                       (0671)
672      未来への憧憬　～ コモンズを通じてつくる、退院後の白血病患者の居場所 ～  神戸大学           　　工学部建築学科   木崎 理沙                                       (0672)
679      神楽の降下橋　～ 峡谷で舞う高千穂夜神楽 ～   日本大学           　　生産工学部建築工学科   谷口 真寛                                       (0679)
683      都市に伝統をつなぐために    熊本大学           　　工学部土木建築学科   田中 宏幸                                       (0683)
684      石積みの道標                                             　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      日本大学           　　生産工学部建築工学科                             清水 杏                                          (0684)
690      大地の子　ー 今日的地形が広がる都市に築くまちと子供たちのための三つのコウテイ ー                                   大阪大学           　　工学部地球総合工学科                               中野 雄介                                       (0690)
711      遭遇するぼっちーず                                   佐賀大学           　　理工学部都市工学科                                                                   佐藤 竜樹                                       (0711)
720      都市の水たまりを止揚する　－ 雨水貯留槽への接近 －   明治大学           　　理工学部建築学科   柳井 智博                                       (0720)
731  ~ ンイザデの間年 03 ぶ結を」らかれこ「と」てつか「 ~　画計の路道画計      芝浦工業大学           　　建築学部建築学科   小野塚 裕                                       (0731)

展示番号　                     タイトル      大学　　　　                            学部　学科 　　　    名前                                               ID番号
10　　　　　　　　　　  空の都　ー ドローンによって開かれる辺境地 ー    近畿大学  　　　　　工学部建築学科　   小澤 叶萌　　　　　　　　　　　　　(0010)
11                                伝う　ー らしさを読み替えてくる再開発計画 ー    日本大学  　　　　　理工学部建築学科  　　　　　　　　　    先崎 亜美                                       (0011)
18                                新しい かたち の三省堂書店                                   東京都市大学  　　　　　工学部建築学科   鳥居 澪                                          (0018)
32                                職藝と建築                                    立命館大学  　　　　　理工学部建築都市デザイン学科                                 有吉 慶太                                       (0032)
33                                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 -   三重大学  　　　　　工学部建築学科   松井 和紡                                       (0033)
44                                舟流都市　 外濠から考える水と都市の向き合い方 ‒      法政大学  　　　　　デザイン工学部建築学科                                 鈴木 真                                          (0044)
47                                月の旋律と共に　- 楽曲「月の光」の空間的翻訳 -    東京都市大学  　　　　　工学部建築学科   富樫 弦人                                       (0047)

 - 案提の市都来未近のめたの族動可たえ据見を車動自気電 -　」gni＋KRAP「                                65   法政大学 　　　　　 デザイン工学部建築学科                                 児玉 征士                                       (0056)
74                                益子の窯元再編計画　陶芸空間の事物連関に潜む可能態                                  宇都宮大学  　　　　　地域デザイン科学部建築都市デザイン学科  武部 大夢                                       (0074)
78                                福山文化遺構　時間を無くしてしまう現代に向けて    広島工業大学             　　　　　環境学部建築デザイン学科                                 篠村 悠人                                       (0078)
83                                建築的エコロジカルシステムの形成　竹活用の推進と循環利用                                  日本女子大学  　　　　　家政学部住居学科                     　  坂本 歩美                                       (0083)
87                                土湯　～ 今戸焼の文化継承と土のお風呂空間 ～    東京都市大学  　　　　　工学部建築学科   浅倉 有希                                       (0087)
88                                朱路が刻む記憶　ー 黒谷における手仕事と風景の再考 ー    法政大学  　　　　　デザイン工学部建築学科                                 木嶋 真子                                       (0088)
89                                私小説『家』　ー オノマトペを設計手法とした空間かの提案 ー                                  法政大学  　　　　　デザイン工学部建築学科                                 飯田 夢                                          (0089)
90                                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 -                                  法政大学  　　　　　デザイン工学部建築学科                                 福士 若葉                                       (0090)
91                                原初的創成根                                    法政大学  　　　　　デザイン工学部建築学科                                 福原 直也                                       (0091)
98　　　　　　　　　　  連情の景　- 連歌による合律的建築の探求 -     北海道大学  　　　　　工学部環境社会工学科　　　　　　　　　　　　　  小野 誠治                                       (0098)
102　　　　　　　　　　空間の音色を聴き比べるように                                   東京理科大学  　　　　　工学部建築学科   幸地 良篤                                       (0102)
114　　　　　　　　　　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 －    武蔵野大学  　　　　　工学部建築デザイン学科                                 内藤 雅貴                                       (0114)
118　　　　　　　　　　サブカルチャーのためのカオス建築                                   東京都市大学  　　　　　工学部建築学科   近藤 邦央                                       (0118)
121　　　　　　　　　　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 -   芝浦工業大学  　　　　　建築学部建築学科　                                 安藤 尚哉                                       (0121)
128　　　　　　　　　　新富嶽三十六景　- 過去と現代を媒介する点在型美術館 -                                  明治大学  　　　　　理工学部建築学科   水越 永貴                                       (0128)
129　　　　　　　　　　真鶴を継ぐ　～ 修繕によって蘇る採石場の新たな風景 ～    東海大学  　　　　　工学部建築学科   松本 乙希                                       (0129)
140　　　　　　　　　　住みひらき　ー 都市の木造住宅密集地域における再開発と改善の提案 ー   芝浦工業大学  　　　　　建築学部建築学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 川合 里歩                                       (0140)
145　　　　　　　　　　わたる、であう、つむぐ。歩道橋がつくるまちの新たな風景    日本工業大学  　　　　　建築学部建築学科　　　　　　　　　　　　　　　　  髙宮 弥                                          (0145)
148　　　　　　　　　　第20次卸売市場整備計画　物流動線から地域交流動線への空間の変遷   東京理科大学  　　　　　理工学部建築学科   小山 大輝                                       (0148)
156　　　　　　　　　　一刻の輪廻　- 小津安二郎映像メタバース -    大阪工業大学  　　　　　ロボティクス&デザイン工学部空間デザイン学科　　　　　　 宇野 香ナバラトゥナ                          (0156)
172　　　　　　　　　　知の誘惑　- attracted by sapience -    　　　　　　　　　　 早稲田大学  　　　　　創造理工学部建築学科                                 森田 彩香                                       (0172)
192　　　　　　　　　　逃避列車　- わたしと本のちいさな旅 -    　　　　　　　　　　 芝浦工業大学  　　　　　建築学部建築学科　　　　　　　　　　　　　　　　   小久保 夢乃                                    (0192)
203　　　　　　　　　　推し増す都市　ー アイドルファンによる推せる居場所のつくり方 ー   　　　　　　　　　　 芝浦工業大学 　　　　　 建築学部建築学科　                                 近藤 柚乃香                                    (0203)
211　　　　　　　　　　色の変化と距離感に関する実験記録    　　　　　　　　　　 明治大学  　　　　　理工学部建築学科   鵜川 友里香                                    (0211)
231　　　　　　　　　　わたし建築　夢分析による新たな自邸設計手法の提案    武蔵野大学  　　　　　工学部建築デザイン学科                                 黒田 千恵                                       (0231)
233　　　　　　　　　　繋目を編む　～ 昇りゆく下北沢 ～    　　　　　　　　　　 東京理科大学  　　　　　工学部建築学科   殖栗 瑞葉                                       (0233)
246　　　　　　　　　　〈日常〉のバッソ・オスティナート    　　　　　　　　　　 京都大学  　　　　　工学部建築学科   山井 駿                                          (0246)
250　　　　　　　　　　朝のしじみ縁　- 朝屋台でつながるまちの提案 -    北九州市立大学  　　　　　国際環境工学部建築デザイン学科                                 舟津 翔大                                       (0250)
261　　　　　　　　　　手さぐりの寸法　ー 環境をはかる身体 ー    　　　　　　　　　　 京都大学 　　　　　 工学部建築学科   豊永 嵩晴                                       (0261)
265　　　　　　　　　　擬避難タワー　- 擬洋風建築を始まりとし -    日本大学  　　　　　理工学部建築学科   武井 翔太郎                                    (0265)
268　　　　　　　　　　道玄坂ジオメトリー　～ 歪む都市。その読み取りと使いこなし ～   　　　　　　　　　　 芝浦工業大学  　　　　　建築学部建築学科　　　　　　　　　                                柴垣 映里奈　　　　　　　　　　　　(0268)
287　　　　　　　　　　機械と人の大樹　- アキバ的精神のアイロニー -    東京理科大学  　　　　　工学部建築学科   小村 龍平　                                    (0287)　　　　　　　　　　　　　　
292　　　　　　　　　　家族のように暮らす集落シェアハウス〈外とつながる 中でつながる〉   　　　　　　　　　　 京都芸術大学  　　　　　通信教育課程建築デザインコース　  西川 実穂                                       (0292)
305　　　　　　　　　　煙と空間     　　　　　　　　　　 千葉大学  　　　　　工学部総合工学科建築学コース                                 高山 司希                                       (0305)
313　　　　　　　　　　「積乱の橋梁区」　ニュー・テアトロン計画    　　　　　　　　　　 東京電機大学  　　　　　未来科学部建築学科   長井 一乃眞                                    (0313)
324　　　　　　　　　　水資源の再解釈による地方都市の新たな可能性    芝浦工業大学  　　　　　建築学部建築学科                                 山田 知佳                                       (0324)
331　　　　　　　　　　Lighting Field    　　　　　　　　　　  慶應義塾大学  　　　　　総合政策学部   野田 元                                          (0331)
343　　　　　　　　　　ことばの輪郭をなぞる　- 大和言葉から空間を考える -    神戸芸術工科大学 　　　 　　芸術工学部環境デザイン学科   阪口 雄大                                       (0343)
348　　　　　　　　　　水トノ共生作法　針江集落のカバタの集積による失われた水との暮らし・集落拠点の再編  　　　　　　　　　　 立命館大学 　　　 　　理工学部建築都市デザイン学科                                 饗庭 優樹                                       (0348)
353　　　　　　　　　　身体が紡ぐ芸術と劇場空間　- Cirque du Soleil -    東京都市大学 　　　 　　工学部建築学科   永木 伶奈                                       (0353)
360　　　　　　　　　　小さな模倣都市     　　　　　　　　　　 広島工業大学 　　　 　　環境学部建築デザイン学科                                 曽根 大矢                                       (0360)
362　　　　　　　　　　The "Wall" Museum in Berlin　負の遺産を語り継ぐ建築   　　　　　　　　　　 日本工業大学  　　　　　工学部建築学科   澤田 恒希                                       (0362)
377　　　　　　　　　　見えない空間     　　　　　　　　　　 大阪工業大学  　　　　　ロボティクス＆デザイン工学部空間デザイン学科                                半澤 諒                                          (0377)
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