
平成24年度　工学部建築学科　卒業設計

Ａグループ
指導教員 氏名 卒業設計題目

1 田中 阿部真哉 山のなかの小さな美術館

2 村上・武田 青木　貴司 黒髪銭湯

3 長谷川 荒木雄二郎 AOBA

4 村上・武田 有馬　克貴 SAKURA

5 伊藤 麻生貴裕 Circle

6 小川・山成 荒巻 龍基 緑と水と光の火葬場

7 田中 有谷友孝 Knotty station

8 越智 有村　公太 いのちのなまえ

9 村上・武田 井形　友彦 山の麓の小学校

10 大西・本間 井野　天平 変わり続ける街と変わらない過去

11 村上・武田 岩下　竜司 たまきな苑

12 伊藤 大田郁子 MURMURO

13 小川・山成 牛島 祐樹 戦争反対をテーマとする美術館

14 大西・本間 金井　陽平 Crap your hands

15 大西・本間 蒲原　佳奈 遊具×建築

16 越智 岸本　大佑　 耳をすませば～命のために～

17 大西・本間 香武　秀和 集まって住むとは

Ｂグループ
指導教員 氏名 卒業設計題目

1 位寄・大西 古賀　祐二郎 繋ぐ駅

2 村上・武田 木場悠次郎 Makurazaki Station of Bonito

3 長谷川 小柳美沙紀 Future Salon

4 位寄・本間 田尾　紫織 まち×ひと×ふくし

5 長谷川 高見惇也 めくるめく・めぐる・めくる　ミリカローデン那珂川

6 矢野・川井 下山　晃司　 Noise Barrier Hall

7 堀池 田口貴之 建築と都市とコミュニティ

8 村上・武田 竹下　真成 センタープラザくるめ

9 矢野・川井 田中　愛理　 Chiggo～読・音・観

10 大西・本間 佐藤　慶太郎 複合施設の設計

11 植田 迫田　祐一郎 中種子町複合施設stagie～公民館機能を含んだ公共施設

12 長谷川 田中清也 スパリゾート平戸

13 長谷川 田中孝明 楽しく交流できる学校　福岡市立壱岐小学校建て替え

14 伊藤 高瀬直紀 コミュニティ施設　佐伯市中心部活性化計画

15 田中 田中伸明 flAt – 弱いインフラと依り添う住まい

16 位寄・大西 弟子丸　諒介 三位一体

17 田中 中園はるか START LINE 産後院　産婦人科とケアステーションの複合施設

18 村上・武田 中野　稜太 八女商業天文台
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Ｃグループ
指導教員 氏名 卒業設計題目

1 村上・武田 西園　拓郎 Restoration

2 植田 野口　将志 長崎駅前バスターミナル

3 岡部 地田　正太 駅前複合商業施設

4 小川・山成 野仲 裕介 駅前の施設

5 植田 土師　正稔 岡山駅前商店街商業施設

6 村上・武田 仲田　佳祐 Inonaka

7 長谷川 林緩奈 Paradise

8 田中 林孝之 端の風景

9 伊東 鳴海　芳洋 親しみやすいフラワーショップ

10 越智 福　暢志　 道の駅　「奄美庵」

11 位寄・本間 福本　拓馬 Ｗ小学校

12 矢野・川井 藤原　早織　 宇部×Promenade

13 越智 二神　仁美　 城山緑地の７つの塔

14 矢野・川井 馬場　弘尚　 黒崎駅と周辺施設改築計画

15 堀池 古川愛美 古代の森博物館

16 植田 堀　　淳一 大江コミュニティーセンター

17 村上・武田 眞砂　章吾 街をつなぐ　時をつなぐ　人をつなぐ

Ｄグループ
指導教員 氏名 卒業設計題目

1 伊東 松永　奈緒子 歴史的町並みへの回帰　― 鉄砲小路における修景モデル ―

2 岡部 松永彩 子育て集合住宅

3 位寄・本間 松本　朋矩 宮崎臨界美術館

4 位寄・大西 水上　尭之 SAKAMOTO ARASE DAM CENTER

5 植田 満窪　まなみ 人の集まる老人保健施設

6 田中 宮崎有季 Biblioville

7 村上・武田 本山　翔也 だんだん宿泊

8 越智 森本　紀信　 山鹿市民交流センター

9 位寄・本間 山口　智己 中心地、佐賀駅

10 田中 山田康助 立体的につながるコミュニティー空間

11 村上・武田 山村　謙介 A PLAZA

12 村上・武田 横尾　正将 Business Camp

13 位寄・本間 古賀　陽子 森の図書館

14 田中 岡勇志 sprout houses

15 小川・山成 宮地 伸伍 道の駅　あさくら

16 村上・武田 大川内直也 曽於児童老人福祉センター

17 小川・山成 永野 貴也 都城市民センター


