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建築空間と人々の生活との対応関係を理解し、 　

　　　         より良い生活空間のあり方を考える
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●建築計画ゼミでは、住宅、集合住宅、公共施設の中から各自が関心の

あるテーマを設定し、調査・分析を通して、より良い生活空間のあり

方を設計作品や論文にまとめます。

●前期は、参考になりそうな事例をメンバーで持ち寄り発表し合います。

自分とは異なる視点や価値観に触れることで広い視野を身に着け、ア

イデアの引出しを増やすことができます。また、CAD等のプレゼンツー

ルを習得します。

　

●後期は、それぞれの研究テーマについて、個人またはグループで取り

組みます。その際、施設見学や現地調査を行うなど、座学では得られ

ない体験を通して理解を深めることを大切にしています。

●１年間の研究成果は、居住環境コースの卒業研究発表会で発表します。

優れた作品については、日本建築学会主催の全国大学・高専卒業設計

展示会に出展しています。

    担当：木下

卒業研究テーマ

特異性に着目したファサードデザイン　　　　　　　　　　　　　…… 市川友里
幼保園の計画  　 　  　　　　  　 　  　　　　　　　  …… 伊藤由佳
自然素材の壁紙を用いた住宅   　 　  　　　　　　　  …… 紀平佳奈子
シーサイドレストランの計画   　 　  　　　　　　　  …… 小西里奈
三重短大建替計画    　 　  　…… 近藤ちはる
伊賀町家再生計画    　 　  　…… 相楽みなき
ライフサイクルの変化に対応した二世帯住宅 　　　　…… 立山未来
接骨院併用住宅の計画    　 　  　…… 橋本由佳里
暮らし提案型雑貨ショップの計画  　　　　…… 葉山良子
松阪駅周辺の歩行者空間計画    　 　  　…… 前田彩花
高齢者複合施設の計画    　 　  　…… 松尾有規
異文化交流を楽しむシェアハウス  　　　　…… 眞弓依里子
３D ソフトを活用したインテリア計画  　　　　…… 村田卓子
隠れ家的カフェの計画的要件に関する研究  　　　　…… 矢野量子
公共施設のランドスケープ再生計画  　　　　…… 山本恵美
ブライダル施設の計画    　 　  　…… 若林美希

津市民交流センターの計画 　　　  　…… 伊藤優里・小田睦果・田中奈津美

古民家の伝統を継承した住宅の提案 　　　  　…… 大西睦美

伊勢市駅及び外宮参道整備計画 　　　  　…… 奥野佳那・見並幸栄

子育てに配慮した家づくり 　　　 　 …… 竹田優里

近鉄四日市駅西口地区整備計画 　　　  　…… 塚本沙希・山田早紀

ペットと共に暮らす住まいの提案 　　　  　…… 能登路佑美

住宅のファサード構成に関する考察 　　　 　 …… 花田健太郎

三重の木を体感するコミュニティカフェの計画      …… 森村美紀・前川奈津実

模型作成手法の提案        　　　     　　　 　  …… 山下智子

歴史的町並みを記憶に刻むギャラリー・アトリエの計画 　　 …… 小山莉穂

OL の居場所となるカフェの計画  　 　　　　　　　　…… 佐久間千春

中心市街地に立地する都市型住宅の計画  　 　　…… 田尻安実香

茶室のユニバーサルデザインの提案  　 　　　　　　　　…… 中田好

商店街活性化に寄与する健康増進施設の計画  　 　　…… 坂東実希

環境共生型住宅地の計画　
  （古民家再生、環境共生住宅、学生向けシェアハウス）
  　　　　　　　　　　　　　　　　 …… 池本梨紗・小田友里恵・濱口由梨奈

高齢者住宅のバリアフリー提案　　　　　　　　  …… 市川友里恵

岐阜県養老町における喫茶店の魅力に関する研究  …… 佐竹美月

ドールハウス型の照明デザイン                    …… 茂木里紗

シングルマザー用のコレクティブハウス           　 …… 今瀬晶子

伊勢河崎の町家再生計画            　 　　　　　　…… 内田あかり

商業施設の計画            　 　　　　　　…… 大江ゆかり

三重短期大学の学生交流スペース            　 …… 岡山友香・松廣智子

地域密着型映画館の計画            　　　　　　　 …… 木村美雅子

利用者、管理･運営者、設計者 の三つの視点から見た学校建築…… 久世紋菜

江戸橋駅の改築計画（防災・交流施設）            　 …… 熊木秀純・佐伯聡太

サービス付き高齢者向け住宅の居住空間に関する研究               …… 杉浦彩華

空間の印象評価に関する研究            　 …… 舘幸世

古民家再生計画            　　　　　　　 …… 辰巳沙由理

三重短期大学の学生寮            　 　　　　　　…… 田邊いずみ

富山県砺波市の散居村に関する研究            　 …… 土田瑞穂

道の駅「みかんの里　南伊勢」 　　　　  …… 板倉知里・岡田真希

静寂に包まれた津市火葬場・斎場 　　　　  …… 大河内由実

地域とふれあう終のすみか 　　　　  …… 柏原彩音・中川菜穂

新しい街の顔　東岡崎駅 　　　　　　　　　　  …… 加藤京樹・長坂昌紀

地域に開かれた結婚式場 　　　　　　　　 　　 …… 國枝佳代子

いのちの丘（尾鷲の防災公園） 　　  　　…… 杉下千晴

巡る松阪　歴史のまち 　　　　　　　        　   …… 辻田佳奈

甦る築百余年の古民家 　　　　　　　　　　  …… 鶴田尚子

小さな宝物　～個性をのばす幼小一貫校～　　　  …… 照井史奈・前田優里

高架下から広がるまち 　　　　　　　　　　  …… 服部ミユキ・増田真季

みんなのレンタルルーム 　　　　　　　　　  　…… 松本実佳

地域とつながるローカル駅 　　　　  …… 吉岡沙弥

Road to Japanese Culture（武道体験館）            　　　　　　　…… 伊藤梨花子・中西麻緒

クリエーターズ・マンション           　　　　　　　 …… 内田恵・小倉いずみ

ライブハウスの計画に関する研究           　　　　　　　 …… 近藤貴水

学生が集う駅前拠点                　　　　　　　                      …… 佐藤佳菜子・下村菜津美

Tea Town            　　　　　　　　                      …… 鈴木那奈子

公園と住む仮設住宅           　　　　　　　　                      …… 瀧川理恵・西垣千穂

湯の山温泉街の活性化計画           　　　　　　　 …… 西口綾乃・前田明音

地域の愛着を育む小学校           　　　　　　　　                      …… 濵野伸哉

廃校を利用した地域コミュニティ施設           　　　　　　　 …… 山本美月

いつまでも住み続けられる町　伊勢河崎           　 …… 吉川昂輝

地下と地上がつながるデザイン（名古屋地下街）    …… 石川純里

理想のパン屋さん 　　　　　　                   …… 岩崎広佑

縁をたぐりよせて（三重短周辺整備計画）　　　　…… 上村未邦・尾子絢香・宮﨑有紀

未来へつながる空き家再生計画（ゲストハウス）　…… 片本枝里・加藤妃奈・村上祐香

つながる学び舎（幼稚園と小学校の建替え計画）　…… 瀬古里帆

学び楽しむ海（水族館を中心とした複合施設）　　…… 西奏映

地域と共存する農場設計 　　　　　　　　　　  …… 畑中美紅

仮設住宅から始まる復興 　　　　　　　　　　  …… 藤田里菜

The moon.  Moon?!　MOON!!（月面ホテル）　　    …… 村田奈里紗

一身田寺内町における地域拠点施設の設計　　　  …… 鷲尾佳吾

高岡工芸作家の展示空間の提案                    …… 富田真央

 四日市活性化計画                              　　　　　　　　　…… 井口優菜・岡本真依

 木遣り商店街　～練習風景を観光資源にすることで～　  　　…… 北岡彩那

 鳥羽市観光計画                            　　　　　　　　　  …… 久世梨加・的場千春

 人をつなげる商業複合施設    　　　　　　　　　…… 小林星

 大館市複合型プール施設 　　　　　　  　　　　　　　　　 …… 菅原理碩・田中雄一郎

 四日市動物愛護センター 　　　　　　  　　　　　　　　　 …… 鈴木瑛子・高橋舞

 大王崎国際芸術祭へ　～灯台周辺芸術のまち計画～　　　　  …… 竜田彩加

 安藤忠雄の作品における光の演出手法    　　　　　　　　　…… 野上優輔・濱本寛土

 Ｔradiamu  mie ～旧三重県立博物館のリノベーション計画～  …… 円山未祐・森吉夏鈴

個性と多様性の共生                              　　　　　　　　　　  …… 岩﨑彩香
江戸橋（駅）街道　～沢山の目的で使える町のシンボルとして～　 …… 榎添優斗
自然と地域と学生をつなぐ                            　　　　　　　　　  　  …… 大橋智美・平井千尋
みんなの憩いの場！三重短期大学    　　　　　　　　　    …… 岡田晶帆・緒方久美子
空き家の再生　～兵庫県豊岡市～　　　　　  　　　　　　　　　   …… 坂根未希
湯けむり榊原温泉開発計画　　　　　　  　　　　　　　　　            …… 白井佳奈
 町屋をつくる　～一身田寺内町の商店街～　　　　                              …… 武田清楓
Student Place  ～学生の集まる場所～    　　　　　　　　　    …… 田崎千尋
根がつなぐ道　～津観音を望む施設設計～                                                …… 田中遥香
海を見下ろす多機能水族館                                                                              …… 田邊愛
MOOI ～廃業百貨店の再生～                                                                           …… 田村真美
新しい水屋    　　　　　　　　　                                                            …… 山本絢加
VILLA　SAKATE　～星と海を一望できる離島に泊まろう！～              …… 町田絢実・若林桃香
川の家　～長生きさせるリノベーション住宅～    　　　  …… 武藤由衣
日本家屋リバイバル    　　　　　　　　　                                …… 太安由奈

四日市活性化計画

Road to Japanese Culture（武道体験館）     

伊勢河崎の町家再生計画

歴史的町並みを記憶に刻むギャラリー・アトリエの計画

伊賀町家再生計画

一身田寺内町における地域拠点施設の設計

時代に合った幼老共生施設の提案　～未来に繋がる福祉～    …… 青柳暁生・福島將仁

地域の人のためのコミュニティハウス   
                              ～災害に立ち向かうコミュニティの形成～    …… 浅野菜那

久居インターガーデンリノベージョン計画　～花鳥風月～　…… 市瀬千峰・福島菜月

OCEAN　HOTEL　～串本海中公園前の海に～                             …… 大屋真理愛

シングルマザーのシェアハウス　
                                                ～子育ても仕事もあきらめない～    …… 川北織絵

弥富市社会教育センター　～利用率に基づく建て替え～　     …… 鈴木貴史

ATTENTION　PLEASE !　　　　　　　　　　                               …… 須田千尋・丸山弥優

知っとこ！みえ！　～君の元までつながる RAIL ～　   …… 竹下陽菜・南川晴香・山本明優里

尾州地域における繊維産業を支えてきた、のこぎり屋根工場の再生   …… 光松孝一

地域に開く古民家リノベーション　～徳島県三好郡東みよし町～       …… 森田真理野
シングルマザーのシェアハウス     ～子育ても仕事もあきらめない～

自然と地域と学生をつなぐ

高架下から広がるまち

反と重 ～相反するものを、重ねて～ 　　　　                                       …… 畦地実乃璃
地域の医療に寄り添った健康センター 　　　　                                       …… 一色璃乃・杉本陽菜
木材の新たな可能性　～四日市駅の活性化計画～                             …… 伊藤琉乃・三宅花実
伊勢神宮の式年遷宮によって撤下された古材の活用先                                     …… 榎木悠日
受け継いでゆくべきもの　～四日市市富田一色町の景観資源と文化～       …… 川嶋瑞貴
江戸橋駅及び周辺の計画 　　  　　                                                                 …… 後藤彩花・阪本みのり
津市中心市街地における歴史伝承施設 　　　　　　　                          …… 佐々木優花
愛知県の伝統工芸品を巡るギャラリー街　　　　　　　                                 …… 西崎由起
谷口吉郎・吉生の建築　　　                                                                                    …… 針谷玲乃茜
THE FUTURISTIC GATEWAY 「SRILANKA`s International passenger terminal 国際空港」 　　　　　　
　　　　                                                                                                                           …… ファルーク シュクラ
自然・歴史・文化の観点からみる地域施設のデザイン特性に関する研究   …… 古川志乃
月の輪伝説を活かした商店街　～島根県安来市大市場商店街再生計画～   …… 前田真聡
大門商店街に活気を取り戻せ　～緑と文化のシンフォニー～　                    …… 武藤菜月・森早彩
住む龍神　                                                                                                                       …… 山本麗未 反と重 ～相反するものを、重ねて～

環境共生型住宅地の計画

津市民交流センターの計画


