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平成 25 年度 工学部建築学科 卒業設計リスト 

 

Ａグループ 

NO. 指導教員 氏名 作品名 

1 村上・武田・山口・佐藤  安部 匠 別府市美術館 

2 位寄・大西  井手 裕哉 ニワのあるまち 

3 村上・武田・山口・佐藤  井元 里夏 博多湾岸における複合商業施設の提案－海育－ 

4 植田  岩見 基史 地域コミュニティ×宿泊施設 

5 長谷川  植木 鷹 顔 

6 位寄・本間  内田 昂希 花の音 

7 長谷川  江口 英利 生涯の学び舎 

8 村上・武田・山口・佐藤  大久保 宙 道の駅「別大」 

9 村上・武田・山口・佐藤  大村 卓聖 江津図書館 

10 長谷川  大元 崇史 つながる学校 

11 村上・武田・山口・佐藤  緒方 淳平 シーサイドチャペル伊王島 

12 矢野・川井  緒方 太一 佐世保を伝える博物館 

13 田中  沖 雄大 road side street〜都市と地方のすきま〜 

14 伊東  尾崎 翔太 いのちを感じる 

15 田中  金子 美奈 都市の中洲 

16 伊藤  上薗 修平 アートヴィレッジ上乃裏 

17 田中  河野 志保 まちのおくには 

 

 

Ｂグループ 

NO. 指導教員 氏名 作品名 

1 田中  菊池 悠伽 なかとそとの境目 -新水前寺競技場を考える- 

2 植田  草野 共栄 LOOK＋ 

3 矢野・川井  佐藤 淳貴 農と生きる 

4 村上・武田・山口・佐藤  佐脇 開 旅館 湯けむり荘 

5 植田  渋谷明日香 見つけるという感覚 

6 村上・武田・山口・佐藤  島田 元 長楽 

7 伊藤  末次 周 新鳥栖駅コンベンションホール 

8 田中  高橋 秀和 連続する大屋根 

9 矢野・川井  田中 雅也 公共×公共×人＝好響 

10 桂  筒井総一郎 NAGASAKI－LGT 

11 田中  豊田 透真 文化街 KUMAMOTO 

12 長谷川  中垣 康平 自分の居場所を見つける図書館 

13 矢野・川井  中島 将輝 世代間交流を促進する幼老共生施設 

14 村上・武田・山口・佐藤  入田 徹 建築職業訓練施設 
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Ｃグループ 

NO. 指導教員 氏名 作品名 

1 位寄・本間  納富 裕之 留まり繋がる 

2 矢野・川井  東島 大 情報のフードコート 

3 大西・本間  堀端 光 だんだん 

4 小川・山成  本田 亮 幼老共生 -世代間の支えあい- 

5 村上・武田・山口・佐藤  松尾 浩典 新・小浜中学校 

6 大西・本間  松尾 悌弘 market complex 

7 村上・武田・山口・佐藤  松尾 亮 歩き馴染むショッピングセンター 

8 位寄・本間  松永 大輝 街と駅を紡ぐ 

9 村上・武田・山口・佐藤  宮原寿栄知 津福公園交流センター 

10 大西・本間  向吉 愛 healing clinic 

11 長谷川  室積 拓実 海に臨んだ国際交流館 

12 田中  本 幸世 呼応する風景 

13 位寄・大西  安川 晃生 感じるふれあう暮らし 

14 村上・武田・山口・佐藤  安丸 涼平 地域に根ざしたスポーツクラブ 

15 村上・武田・山口・佐藤  山領 夏実 スポーツで繋ぐ輪－遠賀川漕艇センター－ 

16 伊藤  龍頭 一輝 熊本大学サインカーブ広場 

 

 

D グループ 

NO. 指導教員 氏名 作品名 

1 伊藤  渡辺 真也 熊本アイスアリーナ 

2 田中  張 唐 流觴曲水 

3 伊東  チェ スンホ RIVERSIDE ART HOUSE 

4 村上・武田・山口・佐藤  園 大周 上天草市郷土資料館 

5 田中  高田 恵花 地としての銭湯 

6 長谷川  鶴長 美恵 やっちろの本棚 

7 田中  山崎 春菜 断崖の美術館 -藤田嗣治の世界- 

8 伊藤  久弘 光太 下関ベイサイドシティ 

9 村上・武田・山口・佐藤  山口 華奈 キタキツネの森 

10 村上・武田・山口・佐藤  田口 貴之 mo no no su 

11 伊東  渡辺 絵美 和む・育つ・見守る 

12 位寄・本間  尾池 大祐 海をのぞむ宿 

13 岡部  川俣 百代 綾川学習館 

14 村上・武田・山口・佐藤  江藤 紅音 豊前街道 小路さろき 

 


