
平成29年度　工学部建築学科　卒業設計

Aグループ

No. 指導教員 名前 題目

1 髙田 荒木 春香 庭のある暮らし

2 村上 大谷 真由 イイづかん　～親しみある地に新たな場～

3 川井 栫 直緒哉 道の駅　薩摩川内

4 武田 北口 陽平 屋形原コミュニティセンター

5 村上 最所 和輝 Garden City Onojo

6 大西 下田 玲奈 中庭でつながる学校　―隙間が生む遊び場―

7 田中 中村 拳斗 岱明小学校　-段差でつなぐ-

8 村上 野田 翼 小郡市民フォーラム

9 佐藤 増田 慶太郎 熊本秘宝館

10 大西 宮永 綾太郎 新神湊港フェリーターミナル

11 大西 村社 和秀 過去を乗り越え、未来へ―熊本城復興祈念館―

12 武田 山口 美里 糸島国際村

13 川井 余宮 颯太 皆が学べる小学校

14 田中 福留 愛 窓の宇宙　-場所から解放する美術館-

15 伊東 小野 太寛 Plaza Ohashi

16 吉武 高橋 宏明 Castle Side Hotel ～外国人観光客をターゲットとする高級ホテル～

17 吉武 末 宏美 飯塚文化街道　ー飯塚市における図書館を中心とした文化複合施設ー

Bグループ

No. 指導教員 名前 題目

1 本間・位寄 荒巻 充貴紘 みなとのホテル

2 髙田 大塚 望央 つづき咲く　おおづまちやくば

3 佐藤 片橋 史弥 長みな園　幼稚園老人ホーム複合施設

4 川井 城戸 耕平 Rogue Village

5 大西 坂本 磨美 まじわり、はぐくむ文化の場　―玉名市文化交流施設―

6 村上 田川 隼 歩みの軸

7 本間・位寄 中村 泰斗 地域再生のための集合住宅

8 位寄・大西 福嶋 櫻子 地域と世界をつなぐまなびの舎－熊本大学学生寮－

9 田中 町田 陽子 限りなく成長する美術館　-冨重利平の写真と熊本の風景を巡る-

10 田中 澤田 拓巳 未来へ繋ぐ　～益城町震災復興ミュージアム～

11 田中 矢加部 翔太 129ページの空間　本をめくるような感覚／写真家　川内倫子のための建築とは

12 武田 山崎 健介 住民同士でつながりのある住まいを

13 髙田 中村 菜月 緑と暮らす　− 駅前集合住宅 −

14 本間・位寄 古澤 英子 アクトリアル-ACT×REAL-

15 伊東 岩下 勝信 シーリゾート レイホク

16 佐藤 木下 修作 東那珂美術館

17 田中 坂田 怜郎 ある地方都市の高齢者集合住宅

18 山成・友清 二村 真太郎 上熊本創明館



平成29年度　工学部建築学科　卒業設計

Cグループ

No. 指導教員 名前 題目

1 村上 上村 昌平 熊本大学　黒髪南セミナーハウス

2 田中 甲斐 悠加 隅に集う　-居場所としての複合図書館-

3 村上 川島 和也 たまる場

4 村上 久保 雄暉 長崎くるさるく

5 村上 佐藤 彰太 柳川文化交流センター

6 髙田 富永 春奈 HITOYOSHI STATION.　− 時を紡ぎ、人を繋ぐ　豊かな里の水たまり −

7 武田 農蘇 可奈 KUMAGAWA MUSEUM

8 田中 福田 和生 街区補完計画　-再ビ混ジリ合ウ町-

9 越智 松下 健治 重なりあう情景からつながるマチ

10 長谷川 宮本 諭 地域に開く「社交型スタジアム」

11 村上 安河内 亮平 Crossing Over Library

12 川井 山根 竜之介 萩意　～はぎごころ～

13 越智 永井 智彬 都市の血管による町の結束

14 川井 丸山 直也 セトウチノウキシマ

15 伊東 衛藤 彩也香 別府市図書館・美術館

16 佐藤 佐本 栄伸 森津根図書館

17 大西 右田 知哉 新熊本市役所

18 武田 鎌田 菜摘 東部公民館

Dグループ

No. 指導教員 名前 題目

1 佐藤 大久保 侑輝 Connection　～繋がる人々～

2 大西 角銅 亮祐 開いて閉じて　―埋蔵文化財施設―

3 田中 川端 宏斗 有機的空間を内包するゴミ焼却施設

4 越智 佐伯 應次郎 まちの歯車

5 村上 下川 航平 豊福

6 田中 中村 謙 領域を重ねる

7 佐藤 野口 慎智 豊後乃庭

8 本間・位寄 古川 勇斗 地に根づく

9 髙田 宮地 陽菜 架け橋

10 越智 村上 勇樹 街の たま結び

11 山口 山口 菜摘 平戸市立平戸小学校

12 越智 四元 伸哉 「北の玄関口」としての地域活力の再生

13 大西 福岡 怜大 業の美術館

14 村上 村上 和也 オープンスクールの設計

15 位寄・大西 緒方 大樹 街に寄り添う図書館

16 伊東 園田 恭香 ふれあい保護園

17 武田 鰐口 暁 児動と降齢


