
平成30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 山成・友清 米村　尚樹  熊本県中央防災センター

2 田中 内川 公貴 まちをみつける　-さが都市ミュージアム-

3 村上 小野原 祥樹 現代と過去が共存する多機能アート型建築

4 本間・位寄 河野 賢之介 Catiolla 〜all oita city〜 

5 山成・友清 古賀 聖人 熊本新市役所

6 田中 塩崎 奈都子 ほどける公共

7 髙田 田中 大志 うちとそと

8 佐藤 取違 みなみ 「自立した個」を育てるこども園

9 髙田 中山 遥香 熊本市立白川小中学校

10 伊東 萩原 尚美 藤崎宮通り　－熊本電気鉄道　藤崎宮前駅の複合施設－

11 山成・友清 藤近 亮 新日南市民図書館

12 川井 松本 夏穂 熊本市立図書館　まちのいえ

13 田中 吉國 智子 まちの再構成

14 髙田 川崎 康汰 都城市上町　複合商業施設計画　Hirameki 

15 大西 坂口　涼夏 かわしり　Media　Harbor

16 武田 山崎　健介 災害公営住宅戸島

17 川井 森　直哉 JYONO COMPLEX

18 大西 右田　知哉 新熊本市役所

Bグループ

No. 指導教員 名前 題目

1 村上 有吉 勇人 コミュニティホテル

2 越智 大高 航平 市の発展を支えるシェアオフィス

3 大西 鎌田 蒼 学びと、森と、人と　－公園と一体化する建築－

4 村上 木藤 慎也 生涯健康に寄り添う施設

5 山口 後藤 健介 つながる中学校

6 山口 渋谷 颯志郎 天草水族館

7 越智 田端 大樹 地域活動の拠点となる運動公園

8 田中 中津 雄公 メディアガーデン

9 村上 長弘 拓也 駅前飲食施設とイベント広場

10 武田 橋本 俊也 ”育ち”を促す子ども園

11 大西 正宗 尚馬 まきつく、つながる、ふえる。 －街とともに成長する小学校－

12 髙田 松山 知樹 MARINE TERRACE MOZI

13 田中 吉田 陽花 みんなの学校

14 武田 末廣 大貴 湯で繋がる観光拠点

15 長谷川 田代　悠華 TAMARIBA

16 吉武 山本　瑛美子 Parfum ISAHAYAー映画館のある商業施設ー

17 村上 小島　駿一 国境に立つ歴史館

18 武田 鰐口　暁 児動と降齢



平成30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 石橋 晃士 避難所となる中学校

2 山口 大三 剛 神戸垂水シーサイドホテル

3 田中 上大迫 祐太 まちとうみを繋ぐ

4 村上 清田 優 戦略的スポーツ施設

5 髙田 榊 瑠唯 地域の交流と育みを促進する文化複合施設

6 佐藤 陣内 桃子 シェアハピスポット

7 本間・位寄 塚本 友樹 Creative Street 〜上熊本駅前図書館〜

8 長谷川 西田 拓海 福岡市立城南体育館再建計画

9 大西 原 好佑 大牟田銀座商店街の奥から聞こえる鈴の音

10 大西 松尾 賢史 橋の下に残る2つの風景　－道の駅 南阿蘇－

11 本間・位寄 山下 遼 Night and Day of Tokuyama 〜徳山駅前複合商業施設〜

12 山成・友清 和田 拓慈 インバウンド向けホテル　〜佐賀の観光拠点〜

13 山成・友清 瀧口 将史 育みの新呉市庁舎

14 佐藤 井手口　竣 熊本大学監獄寮

15 本間・位寄 定松　悠佑 太宰府国際観光ホテル

Dグループ

No. 指導教員 名前 題目

1 田中 井口 洋輔 見え隠れする学校

2 田中 奥村 仁祥 枝分かれする風景

3 髙田 鴨田 真由 駅前デッキと付帯複合施設

4 本間・位寄 黒川 優太朗 DAN DAN PLAZA 〜シンボルにだんだんだんと〜

5 佐藤 坂口 美理 新長崎市役所

6 山口 高崎 啓介 生産する道の駅　～農業と食で人々をつなぐ～

7 村上 遠山 未紗 クラス・学年をこえたつながりがある小学校

8 川井 中村 友香 広がる暮らし

9 田中 野中 基克 大きくなっていくまちの小さな佇まい　-大名の小景を表出する-

10 武田 平田 瑛一 子どもでつながるコミュニティーセンター

11 大西 松村 貴輝 八幡駅前ビル計画

12 村上 横林 沙弥香 街を育む図書館

13 越智 岩田 大樹 根尾青少年自然の家・研修センター -縁-

14 山成・友清 宮本 浩幸 団地さいこう！　—地方都市郊外の階段室型公営団地を対象とした改修モデルケースの提案—

15 武田 高取　大地 国際交流センター


