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将来の自邸
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現代美術のための美術館

特別講師　建築家　槻橋修先生
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集合住宅

特別講師　建築家　長谷川豪先生
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小学校

特別講師　建築家　藤村龍至先生
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複合施設

特別講師　建築家　佐々木睦朗先生
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with エジンバラ芸術大学＆タマサート大学
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　現状の平和大通りの使われ方について、

おそらく広島を観光で訪れただけの人は、

大してこの大通りを意識せずに通過してし

まうはずだ。在住者にとっても存在感は必

ずしも高くないと思う。そこで、通行のみ

で意識することはなかった緑地に本計画を

導入し、新たに緑地を生活の一部とする。

今では薄れてきている平和大通りの存在

感を取り戻しつつ、日常の生活の場とし

て利用し、平和大通りとその周辺地域が

変化していくことを期待する。

01． 連なる景観　〜 100m × 3.9km への介入〜

安藤　美有紀 
ANDO  Miyuki 　                       
                       　 建築意匠研究室
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　子どもたちは建築に触れながら成長し生

活を送る。敷地の中に入っていくほど小学

校の機能があり、多用な用途に多様な大き

さの空間をつくっていく。そして、自ら

のスケールに合わせて居場所を見つけてい

く。小学校を地域の人に解放し、子供たち

と地域住民・ものと空間・人と建築の様々

な要素の重なりあいによって空間の領域

ができあがる。それぞれの場所ごとに独

自の広さや距離感が生まれていく。子供

たちの笑顔とともに新しい小学校の風景

を生み出すことを期待する。

02． One’ s  whereabouts　〜隔てるもの。つながるもの。〜

岡本　麻希 
OKAMOTO  Maki                       
                             建築意匠研究室

工学会賞 2席
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　どこにでもある郊外の風景。私にとって

身近な風景。そんな身近な風景に都市形態

の変化から生まれた建築の形態。そんな建

築形態から生まれた郊外の風景を私はさみ

しく感じる。

　本計画は、車社会がもたらした郊外型店

舗の店舗と駐車場の関係性を変えること

で新たな商業空間が生まれる可能性を見

出せるのではないかと考える。これはま

たこれからの未来を構想させる新しい建

築として郊外の新たな風景になることを

期待する。

03． 変わりゆく郊外　〜車の流動性による商業空間〜

清水　丈靖
SHIMIZU  Takeyasu 　                       
                     　     建築意匠研究室
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　計画地は愛媛県西条市　ここは古くから

湧き水の町として知られている。現在でも、

周囲を豊かな自然で囲まれ、良い住環境が

整っている。そこに、団塊の世代を対象と

した新しい生活のためのセカンドハウスを

提案する。

　人が行動するときには何か必ずものが

関る。人の行為を設定し、利用されるも

のを細かく想定する。入り組む動線と、

流れ出す生活の片鱗、ちりばめられた行

為が生活者同士に影響を与え、新たな生

活が営まれる。

04． living space and stuff dimension 　―行動はものに従う―

高橋　磨有美 
TAKAHASHI  Mayumi                       
                            建築意匠研究室

日本建築学会中国支部長賞
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　現代、「遊ばない、遊べない、遊びを知ら

ない、遊び場がない、遊ぶ時間がない」と

言う子供たちが増加してきている。また、

そのことにより子供たちの放課後の居場所

が確立されていないのではないだろうか。

　本計画は、児童館という施設がない小学

校近郊の敷地に、スケールの変化を利用

した住民参加型の児童館をつくり、地域

に貢献していく提案である。海田町の活

性化と、そのことにより、子供たちの居

場所の確立を目指していく。

05． 広がる居場所　〜スケールの変化から生じる児童館の空間構成〜

松田　尚子 
MATSUDA  Naoko　                       
                       建築意匠研究室
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　本計画は、Worker が日々過ごす場所であ

るオフィス空間の社会性に主体性を掛け合

わせ、オフィスに新たな働くスタイル、働

く環境を提案する。

　均質に保たれたオフィススペースは

Worker の主体性が空間から排斥さ　れ社会

性が強く存在している。人生の多くの時

間過ごす場であり日々、長時間 Worker に

パブリックな身体に強いる現状のオフィ

ス環境に疑問を感じるとともに、個々の

主体性が排斥されている空間の豊かさが

存在しないのではないか。

06.    WorkerPlace　〜働く環境を考える〜

矢ケ部　史明
YAKABE  Humiaki                      
                       建築意匠研究室
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　今の子供は安全のなかに閉じ込められて

しまって、果てし無くリアリティから遠ざ

けられてしまっている。

　個人のリアリティとは教えられて育つも

のではない。体感し、ある種の気付きを通

して、各個人が自分の中で確立してゆくも

のであると考えている。本提案では、そ

のある種の気付きを誘発する為のキッカ

ケをその空間に挿入している。

　垣根のないコモレビの中で、子供は走

り、学び、様々なことを吸収してゆくこ

とを期待する。

07． コモレビの下で　〜領域変化による保育空間の提案〜

山口　和紀
YAMAGUCHI  Kazuki 　                       
                       建築意匠研究室

光は明るい。転ぶと痛い。木はゆれる。鳥は泣く。草木は育つ。

そんな事を実際に体験していない子供が増えている。

TVでそれらを知り、知った気になっている。

TVゲームで冒険に出て、外を知った気になっている。

ベランダから落ちそうになったコドモが言った。

「落ちても大丈夫。リセットボタン押すから」

現代の子供はリアリティが欠如している。

個人のリアリティとは教えられて育つものではない。

体験を元にしたある種の気付きを通して各個人が自分の中で

確立してゆくものである。本提案ではある種の気付きを発見

する為のキッカケをつくる。

子供達は垣根の無いコモレビの中で、走り、学び、吸収してゆく。

□建物構成
リアリティの欠如

身体機能の低下

top light child communications The classroom moves. Slope Space scale
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基本型

□天井高と開口、時間の違いによって出来る光の領域

□柱の場合

□光

ヒトが作り出した虚像の領域

写真の場合はヒトの生活の中で最も馴染みのある

四角い部屋の柱をとってきた場合である。

柱が立つとヒトはそこに自然と空間を感じる。

そこにまるで壁があるように、自己の中で領域を仕切る。

□壁の場合
柱の場合と同じく、馴染みのある四角い空間で考えてみる。

壁が二枚立つと、ヒトはそこに感覚的に空間を作る。

柱の場合と同じく、これは虚像の空間だと考える。　

この空間にトップライトを与えると先ほどまでの

虚像の空間が変化する。光が空間を仕切りそこには

新たな虚像の空間が出来る。

仕切られているわけではないが、

光と闇の区切りを自分の空間のようにとらえる。

光は時間や日付、天気で変わる。

それと同時に光で出来た虚像の空間は動く。

ある日のこと、

一斉保育を始めた場所。

終わる頃には少し場所が違っていた。

少し違う風景が流れる。

柱の間に感じる空間は実際にあるものではなく虚像である。

この領域はとてもナーバスな空間で、ちょっとした操作で

その仕切られた領域は広がったり形を変えたりしてゆく。

光を当てると先ほどまでの空間は存在が薄れ、陰の侵入や

その伸びによって新たな虚像の空間を作り出す。

感覚的に作られていた領域の輪郭がくずれる。

先ほどまでの虚像の領域

新たな虚像の領域

虚像の領域

虚像の領域

新たな虚像の領域

元の虚像の領域

新たな虚像の空間

先ほどまでの虚像の領域

■家具によるエリア

　配置するとある境界線のようなものがみえてくる。

　また、集合する事で場の雰囲気が部屋のようになり、機能し出す。

　家具は建物と違って気軽に移動させる事が出来るので、

　場所を選んで授業する事が出来る。

　

中に置かれる家具は基本的に台形の机、

椅子、ハコである。この３種類さえあれば

その場その場に合わせた保育スタイルを

つくることが出来ると考える。

　

この施設にある家具は子供のスケール

に合わせてある。この施設の家具が小さいと

思えるとき、自分の成長を実感する。

　

広い空間に椅子が集まる。

教室のような空間に変わる。

　

ハコが集まれば絵本

スペースのようになる。

　

屋根の傾きによって光の入り方に

差が出てくる。床への光の落ち方が

変化する。

建物内部は抜けが多い。

違う角度から見ると壁のように

なったりする。

planning area

天気のよい日など、ニュータウン内の３つの

幼稚園に使われる。そこは子供の交流の場所になる。

敷地はほどよい斜面で、子供が走っているだけで

身体機能の向上につながる。

斜面を登るほど屋根が迫ってくる。

窮屈な空間と開放的な空間を選択出来る。

空間体験を通して、スケールを養う。

傾斜がすこしきつくなっているところでは

座り込んだり寝転ぶのにちょうどいい。

斜面は子供の様々な行動を誘発し、

子供に新しい遊びを創造させるキッカケとなる。

屋上の斜面に身を任せて空を見上げる。

目に入るのは空だけ。

いつも目にする建物はない。

建物の白と空との対比。

子供は建物を、風景を切り取る

キャンパスとして、色を学ぶ。

建物の区体は子供が座れる

ような高さにしている。

お喋りが弾む場所。 斜面に水平の天井が刺さっている部分では

子供しか入れないスペースがでてくる。

先生から逃れる自分たちの場所のように感じる。

屋上空間は普段遊ぶ場所と違って

空気がおいしい気がする。

いつも以上に走れる。

建物内から屋上スペースへ抜ける。

ひと繋がりになった遊び場。

くぼんだ床。

芝生と土の暖かさでなんだか

つつまれるような安心感がある。

住宅街から見える風景。

構造のフレームが建物内の風景を切り取る。

♪

□斜面

３～５歳は床と接する時間が大事だと言われてきた。

しかし家遊びが多くなった事で、その時間は確保さ

れていると感じる。芝生は程よい刺激で、子供を自然

へとつなぐ。

この施設では靴を脱いで生活する。

芝生が足裏を程よ刺激する。

芝生の下からは新たな命が芽生える。

ここでの生活に変化が生まれる。

草木の力強さを知る。

小鳥のさえずり。

TVの音とは違う本物の声がする。

土に生きる動物と

初めて触れ合うかもしれない場所。

危険があるかもしれない。

危険な事がわからないことが危険。

♪
♪♪

□芝生

ニュータウン内の知らない子との交流で子供は

コミュニケーション力をつけていく。

自分の生活する領域にあるものにはなんだか

安心感を抱く。恐怖心のあったモノも、

領域内にずっとあれば怖さも薄れるもの。

建物内部に入る光はそのほとんどがトップライトである。

その光はまるでスポットライトのように、床に落ちる。

子供はそこにあるモノに目を止める。

陽の光は少しずつ移動する。

その小さな動きに合わせて行動する場所が移動してゆく。

移動したそこには今まで気付かなかった小さな発見が

あるかもしれない。

光に合わせて保育を行う。

「さっきまで日向だったのに不思議だね。光のある所

にみんなで移動～」と、様々な一斉保育の導入が考えられる。

時間が経つと光が近くなる場所がある。

気付かないうちにグループの距離が

縮まったような感覚になる。

同じ光の中にいると連帯感のようなものが

生まれる。いつの間にか仲良くなっている。

光の入り方によって教室が広くなった気がする。

朝と帰りでは教室の大きさが違う。

じ光の中にいると連帯感のようなもの

生まれる。いつの間にか仲良くなっている

同じ

生

のが

る

て教室が

室の大き

室が広くな

きさが違

なった

違う。

た気がする。

自分の生活する領域にあるものにはなんだ

安心感を抱く。恐怖心のあったモノも、

領域内にずっとあれば怖さも薄れるもの。

外部空間には、室内にはない様々な

ハプニングが起こる。

FOREST

A lot of voices of the animal are heard.
Bird's voice etc. are heard.
It is understood that various animals live.
The tree shakes when the wind blows.

The number of children
is about 40 people.

The number of children
is about 35 people.

The number of children
is about 40 people.

As for this road, construction was done
most by the housing lot development of the start.
It is a road that still becomes the lifeline
of the residential quarter.
The history from this road to the residential area started.

There are few children
who play in this park.
It is used at the event.

The appearance that the child
plays outside starts disappearing
from the residential area.

切り取られた空を見上げる

天井の低い空間

食後のお喋りの場所

二人だけの読書空間

窓枠の高さがちょうどいいちょうどいいちょうどいいいい

切り取られた空を見上げる切り取られた空を見上げる

建物内から繋がる外へと駆け出す

椅子が集まる教室のような空間

トップライトに照らされる
斜面に寝転んで読書

窓から切り取られた風景

窓枠に座って喋る

照らされた床を見る

机を並べると教室のよう

中から空を見上げる

ここで幼稚園というものについて考え直す。
教室という仕切られたはいらないのではないかと考えた。
するとそこには教室の「ような」雰囲気の空間だけが取り残された状態になった。

柱で教室らしきものが認知されるのだろうと思った。
柱を動かしてゆけば、もっと曖昧になると考えた。
教室同士の雰囲気が繋がり出しそうになる。

幼稚園にありそうな本棚をおいてみる。
領域を仕切ってみる。

柱を起点に棚に角度をつけて配置していく。
動線に対して面が出来た事で空間認知が柱から棚に変わる。

今までの構造体である柱と本棚を組み合わせてみる。 スッキリした。しかし構造的な不安が残る。 似たような間隔で縦軸と横軸で組んで、ぱらぱらと並べてみる。
部屋と感じる部分がなく様々な状況に対応できそうな空間になった。

外部もしくは遊び場のライン 外部もしくは遊び場のライン 外部もしくは遊び場のライン ：本棚配置位置 外部もしくは遊び場のライン ：構造と本棚配置位置 外部もしくは遊び場のライン ：構造と本棚配置位置

ここで少し方向性を変えてみる。
外観は同じでも内部の床の盛り上がりだけで、空間に様々な表情が生まれる。
しかしこの並びが空間を作るとなると、窮屈な感じを受けた。
しかし盛り上がりを緩やかに登るようにするには相当な面積がいるとわかった。

均質な空間は園児の育成においてはあまり好ましくない。
空間体験の刺激が少なく、感動性に欠ける。

様々なスケールや空間の不均質があることで、
その空間の持つ場所性も確立され、空間に表情が出てくる。 スケールの違う空間を連続させる。 整頓する。スラブにつながりが出てくる。 上下逆さにする。天井スラブの上部が解放された。

しかし床スラブにつながりがなくなった。床の段差が激しすぎる。

元の案に戻る。
子供の生活する場所に段差の多くある空間はやはり
良くないという問題が残っている。

外の遊び場の関係性は建築によって分断されている。
建築が「遊び」という可能性を邪魔していると感じる。
建物に遊び場を引き込む事で、建物内外の遊びの可能性を見出したいと考えた。

校舎

遊び場

校舎の周囲や内部に「遊び場」を取り込む。
「遊び場」の周囲は校舎の中なのに、そこで「遊び場」での延長となる
行為が起こりうる。外部の遊びが内部に侵入してくる。

遊び場

遊び場

遊び場

遊び場

校舎のライン

外の遊び場が全て内部に入った状態。
そこは内部の遊びと、外部の遊びが混在してくる。
積み木を外に運び出したりして、遊びの幅が広がる。

遊び場

遊び場

遊び場

遊び場

校舎のライン

遊び場の領域を広げていく。

遊び場

遊び場

遊び場 遊び場

遊び場

校舎のライン

遊び場の領域を広げていく。

遊び場

遊び場

遊び場 遊び場

遊び場

校舎のライン

広げていくとなんだか反転したようになった。しかし校舎ではなく
教室と呼ぶような小さな空間になった。
遊び場が教室を大きく取り囲み、教室内は遊び場に刺激される。

遊び場

教室のライン

外部もしくは遊び場のライン

先ほど出来たグリッド枠で教室間の関係について考える。
教室同士をつなぐものがなく、教室が広がるように教室の
雰囲気が外に流れ出してくるように感じる。

外部もしくは遊び場のライン

教室のライン

床を斜面でつなぐ。空間に緩やかな連続性が出て、
緩やかにスケールが変わっていく。
段差も無くなり、段差の連続よりは安全面は確保できたかとは思う。

床を取り払って足下を自然の斜面に託す。
程よい起伏が出る。様々な動きが誘発されそうである。

トップライトからの採光の変化を与えるのに天井スラブを折り曲げた。
採光に変化は出るが床と天井のクリアランスが均一になりすぎた。

二回折り曲げる。トップライトに変化が現れる事が期待できる。
天井と床のクリアランスも不均一に操作する事ができそうである。

斜面と屋根の関係を調整して登れるようになる部分を作る。段差の高さを低く、調整する。 天井について考える。フラットだとトップライトが

均一になりすぎると感じた。
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「子供の仕事は遊ぶ事」
子供は遊びの中から多くの事を学ぶ。
子供の遊びは無限大の可能性を秘めている。

しかし現代の子供の遊びは、均一化・室内化され、
遊びの幅が減少してきている。
遊びから学べることがすくなくなってきている。
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水遊び
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泥団祖
泥団祖

くっつき虫合戦

泳ぐ

泳ぐ

お絵描き

でんぐりがえり

ける　

砂場遊び

大声を出す

紙飛行機

コマまわし

遊びが制限をうけたせいで、昔からある遊びが伝わらなく、体や自然を使った遊びを
知らない子供が増えてきている。
制限のせいで知識すらなくなった状態。

ゲーム

テレビ
マンガ

インターネット

体を使った遊びをしなくなり、ゲームなどのバーチャルな遊びを多く
続けているとリアリティの欠如 や身体機能の低下につながる。
受け身になっている「遊び」が原因だと考えられる。

ここで言うリアリティとは量感、距離感、スピード感、コミュニケーション能力、
予測能力、危険察知能力等の生活する上で常に必要となってくる能力の事をあげている。
これらはヒトに教えられて身に付くものではなく、自信で確立していくものである。

様々な空間体験をすることで、園児にリアリティの形成を促進する。
リアリティの形成には、ある種の気付きが必要であると考える。
小さな差異であったり、感覚のズレなどである。
今回の施設ではそんな気付きのキッカケを園児達に与える。

２００７年に行われた「子供の遊び」調査では
よく遊ぶ場所として屋内が約８割に上った。
その多くがマンガ、TVなどを媒介とした遊びである。
この時間が多くを占める事で、他の遊びを知る機会や時間が減る。

量感

距離感

コミュニケーション能力

リアリティの形成

予測能力

危険回避能力

ズレ

差異

変化

体感

疑問
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　斜面に海と山のロケーションを利用し、

地に入り込んだ住宅を設ける。地に入り込

んだ空間は曲線に囲まれ、地面から屋根が

垂れ下がり、柱は床から突き出ている。曲

線と地面から張り出たスラブに乗っかって

暮らすという、普通ではできない暮らしを

造り出したいと考え曲線で成立する空間

を提案する。本計画により、斜面という

土地が有効利用され、地方圏での集合住

宅が、より豊かで魅力的な住まいの空間

となることを期待する。

08． マチの巣　〜地を貫き重なるスミカ〜

邑上　恭子
MURAKAMI Kyoko                      
                       建築計画研究室
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　私たちの生活の中で身近に存在する壁。

壁はもはや人間味のなくなった、ただの壁

にしかすぎない。壁のあり方を替えること

や壁に住むことのよさを見つけることによ

り、壁から生まれる様々な場所や小学校の

プログラムをゆるくする。内にいるようで

外で授業をしている学校。狭い隙間、小

さい場所、大きい場所、毎日行動も授業

の場所もかわっていく。小さな学校で壁

によってつくり出す小さな子供達の集合

が大きな風景をつくりだす。

09． 小さな学校のミクロな世界 　〜ゆらぐ壁による小学校の提案〜

佐々木　望
SASAKI Nozomu 　                       
                       建築歴史研究室
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　現在の住宅は利便性や機能性を追及し住

宅は小さくなった。このような合理化され

た住宅は日本住宅の中心となったが生活は

窮屈になってしまった。本計画では過疎化

する地方の広大な土地に目を向け、これか

らの住宅のモデルとなるような大きな家を

計画する。大きな家は住宅で行われる出

来事の可能性を広げるためのケーススタ

ディハウスである。大きな家で起こる出

来事の中に本当の豊かさを発見する。萱

葺き屋根が昔の風景であったように大き

な家は農村の新たな風景となる。

10． 大きな家　〜農村の新しい風景〜

成松　仁志 
NARIMATSU  Hitoshi                       
                       建築歴史研究室
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　合理的・商業主義的につくられた都市で

暮らす人々は距離感を失い、自閉的社会が

生まれた。現代の都市には失われつつある

人の間に存在する距離感を取り戻し、家族

と隣人との関係を都市において集合して暮

らすことで都市での新たな暮らし方を提案

し、人の間にある距離感を取り戻すこと

で、その距離感が社会の秩序となり、自

閉的社会を解消し、住宅が小さな社会と

なり、それが都市での価値観の新しいス

タンダードになることを期待する。

11． 家族の距離　〜都市に暮らすために〜

平川　紘司 
HIRAKAWA  Kouzi 　                       
                      建築歴史研究室
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　道の中にある集合住宅を設計する。

　現代の住宅は敷地からセットバックし、

柵をつけ、開口はあっても、主に内部空間

への採光や換気のための開口だということ

ができ、プライベートな空間　為だけのも

のとなっている。　　

　そして、現代の道は通り過ぎるだけで

目的地から目的地へ移動するための動線

としての役割しか果たしていないと考え

る。住宅と道の距離が近くなることで、

人は豊かな暮らしと出会うのではないだ

ろうか。

12． 感情流体

村上　 賢宏
MURAKAMI  Takahiro                       
                       建築歴史研究室
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　沖縄県宜野湾市志真志地区は、約 2000 世

帯の地域の人々と、琉球大学や沖縄国際大

学などの教育施設が共存する地域である。

　本計画は、地域の人々が活動の拠点とし

て、かつ学生の交流の場として新たに公民

館を計画する案である。

　コンリート造の建物が時と共に浸食さ

れ、地に馴染む建築物となってゆく。こ

の木の下公民館が大学と地域をつなぐ柔

らかな境界となり、人々の活動の拠点と

して、かつ学生達のステーションとして

活発に利用されることを期待する。

13． 木の下公民館　〜大学と地域をつなぐもの〜

安田　浩子 
YASUDA Hiroko                       
                       建築歴史研究室

工学会賞 1席
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　歴史と伝統のある伊勢市。この町で観光

客が最も多く利用する駅である伊勢市駅の

駅前は日常と神宮という非日常の空間をつ

なぐ中間的存在であると言えるため、伊勢

神宮の存在感や神聖さを感じ、学び・情報

を交換し、観光客と地域住民の交流を深め

る場ことや伊勢の魅力をより伝えられる

場を提供したい。柱の境界的意識や連続

性などによりそれらの空間をつくりだす。

そして今では薄れつつある外宮を参拝し

てから内宮へ行く流れを取り戻すことを

期待する。

14．柱の向こう　〜意識を変える場〜

山本　紘子 
YAMAMOTO  Hiroko                       
                       建築歴史研究室
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　物置になってしまっている酒蔵からカ

フェへの用途転換を行う。酒蔵として構成

された空間なわけでそれを他の用途に使う

ととこにはムダが生じる。そのムダを付加

価値に転化し酒蔵の個性を新たな空間に取

り込むことがコンンバージョンの最大の魅

力である。この計画により従来のスクラッ

プアンドビルドがもたらす環境への高い

負荷を減らす方法としてのコンバージョ

ンの有効性が高く評価されることを願う。

15． Conversion 　〜境界のあり方〜

井山　傑
Iyama Takeshi
　　　　　　　空間創造研究室 
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　今の子供たちは遊び方を知らない。昔の

子供たちは自然の中で自分たちオリジナル

の遊び方を見つけていた。

　しかし、今の子供たちはテレビゲームや

漫画といった家の中に閉じこもって遊ぶ傾

向がある。それでは子供たちの発想力をか

き立てることが出来ない。本計画は園児

が自然との関わりを持ちながらも社会性

を学んでいける保育園を提案する。

16． 砂浜にある保育園

遠藤　拓也 
ENDO Takuya                       
                      空間創造研究室
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　本計画は人々の生活にコンパニオンアニ

マルの介入の利点を活かし、現代社会のコ

ミュニケーション不足などを解決していく

ものである。人々は共通の話題や価値観か

ら自然とコミュニケーションをとり、知り

合いとなっていくケースは多い。このよう

な効果を一つの場所に集め、さらにはア

ニマルセラピーの効果で心身の健康を手

に入れる。同時に現在の日本ではまだ少

ない動物の立ち入れる新たな公共施設と

して新たな社会の形に繋がることを期待

する。

17．コンパニオンアニマル 

松井　遼 
MATSUI　Ryo　                       
                 　　      空間創造研究室
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　本計画では、商業施設の魅力の一つに通

路としての機能を取り込んだ建築を提案し

た。商業施設に通り道を建築内に取り入れ

ることにより、そこには常に人が行きかい

賑わう場所になる。賑わいのある商業施設

は周辺にも賑わいをもたらし衰退すること

を防げるのではないかと考えられる。駅

前という影響力の大きな場所から誘発さ

れる街全体のアクティビティへ繋がる商

業施設となることを期待する。

18． 渡る建築　〜行きかう人と人〜

鈴江　達也 
SUZUE Tatsuya                       
                           　空間創造研究室
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　人と建築との繋がりを深く考え建築の可

能性を見いだす事を機能面ではなく感情的

な面からアプローチし、考えた計画である。

そのため人の情緒を育むという新しい目的

のための建築の想像と、人々へ能動的行為

を働きかけるというまるで生きているかの

ような建築を生み出す事が可能になる。

　本来、使われる側だけの建築に能動性

を持たせる事を考え『見せる』『移動させ

る』など、人に行動を誘発させる事の可

能性を呈した計画である。

19． 和洋折衷　〜 Localism への回帰〜

石丸　謙二郎 
ISHIMARU  Kenjiro 　                       
                            建築計画研究室
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　本計画では、広島市内のもっとも多くの

人が行き交う場所に、店や交流スペースや

公園などの機能を有する商業施設を計画

し、新たな商業施設のあり方を計画するも

のである。人と商業との関係が希薄となっ

ている現代の商業空間を改善し、地域、周

辺環境と融合したものを計画することに

よって、空間同士がリンクすることによ

る、人と場との新たな関わりとなる空間

を提案する。

20． 重なりの先に見えるもの　〜機能の連続性による商業空間の新たな提案〜

平町　好江 
HIRAMACHI  Yoshie                       
                      　  建築計画研究室

工学会賞３席
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　様々な状況を生み出す他空間は、生活の

多様化によって機能空間から溢れ出す様々

な行為、活動を許容していく。また、そん

な環境に囲まれた機能空間にも変化をもた

らし、人々の生活行為の多様化に応えてい

く。

　これまでの nLDK の考え方、生活方式に

変化を与え、機能的ゾーニングからその

他空間へと計画する場所の視点をずらす

ことで新たな生活空間が構築されていく。

　集合住宅の新たなカタチとして提案す

る。

21． セイカツノカタチ　〜機能空間外設計による集合住宅の提案〜

増田　晋
MASUDA Sin　                       
                                建築計画研究室
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　本計画は元町に、かつての活気を再び呼

び戻すため、地元住民・観光客・アーティ

スト等が好きな時に、自由に集まり情報交

換、地域交流、文化交流ができる『KOKAGE』

という交流空間と 19世紀に生み出し発信し

てきた文化に触れることができる歴史的空

間とを併設した複合施設を提案するもの

である。

22． 21+19　〜 KOKAGE という空間〜

弓削　則人
YUGE Norihito 
                     　　 都市計画研究室
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　公園というモノはどの場所にもあり、不

自由で無個性なモノが溢れかえっている。

本計画は公園という公共施設の新たな可能

性の模索と、公園とまち・ヒトの新たな関

係性を追求したモノである。今回は西条中

央公園という場所を選び、そこに根ざした

機能などを盛り込んでいったが、公園の

ある場所や規模などによって、求められ

る公園の意義は変わってくるはずである。

　今回の計画を行う事によって、日本に

ありふれた公園という施設をもう一度見

直す機会が生まれることを期待する。

23．S × C × P　〜新しい公園のカタチ〜 
             

三羽　智彦
MIWA Tomohiko
     　                    都市計画研究室
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　ファッションの面白さを建築に取り入れ

る事を考えた。街を歩くと、穴の空いたト

レーナー、破れたジーンズ、髪を巻き上げ

たりと、個性に溢れている。そんな街の雰

囲気を感じた時、パブリックとはこういう

事だと感じた。

　そんな雰囲気を街並みに再現してみよ

うと思った。計画するのは郊外住宅地。

自由を手に入れた住宅達は、パブリック

溢れる町並みを作っていく。

24．Dress を着る住宅。             

石井　健太
ISHII Kenta
     　                        環境設計研究室
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　都会では色とりどりのネオンが輝き、地

方ではウォーターフロントやリゾート開発

が行われ、人々の心を映し出すかのように

娯楽空間が求められた。しかしバブルの時

代が終わり、多くの娯楽空間が社会から取

り残されていく中、人々には時間を消費し

てまで娯楽を楽しむということに憶病に

なってしまっている。　

　そんな人々に対し、ゆっくりとした時

間の中で喜びをつくりあげていく「農」

という娯楽が、時間を消費することの楽

しさを与えてくれる。

25．野菜生活　〜ポーアイに農があること〜

             

今井　優
IMAI Masaru
　                    環境設計研究室
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 「紙のまち」として紙製品を作り続け、紙

製品の出荷額は全国一のまちがある。住民

の「紙のまち」としての自覚は強いが、実

際には伝統工芸に目を向けていない人が多

い。

　人は実際に紙に触れる機会は多いが、一

枚の紙だけを、まじまじと注目して過ご

す人は多くないだろう。このような認識

の改善を求め、地域住民が気軽に「紙」

の存在を感じ、紙の中で生活する複合施

設を提案する。　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

26．紙のまち　〜そこにある紙〜

             

三好　勉　
MIYOSHI  Tsutomu
   　　              環境設計研究室
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　現在、世界では森林伐採が問題になって

いる。一方、日本では国土の３分の２が森

林であるにも関わらず世界有数の木材輸入

国である。日本の木材自給率は２０％ほど

になってしまっている。そこで、間伐材を

使って少しでも自然のぬくもりが感じられ

る家具を提案する。この家具が普及する

ことによって、日本の林業が活性化し、

世界の森林伐採をくい止める一歩となる

ことを期待する。　　

27．デキスギ　〜 Design's Key point is "SUGI" 〜
             

黒田　知世　　　
KURODA Tomoyo 
     　                   空間創造研究室

日本インテリアデザイン学会中国・四国支部長賞
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　本計画は、変化に富んだ空間体験ができ、

子供の行動を誘発し、日々新たな発見があ

るような幼稚園の提案である。

　傾斜があると座りたくなる、奥が見えな

いとその奥へ進みたくなるといったような

人の行動を喚起する形態の考察を通して、

子供たちの感覚を刺激するような幼稚園を

考えた。この幼稚園は、螺旋状の構造を持

つひとつながりの連続したチューブ状の

空間で構成され、従来のセキュリティを

重視した管理者目線の計画ではなく、子

供の行動や遊びを誘発しながら、管理も

行き届くものである。行き止まりのない、

ひとつながりのチューブには、風や光、

音と同時に子供たちのアクティビティの

流れが生み出される。

01．重層と連続

宮城　麗子
MIYAGI  Reiko                       
                       建築意匠研究室



-39- 2008  修士設計



-40-2008  修士設計

　表徴から生まれる仮想の住戸境界による

集合住宅の提案。現代社会で生活する人々

は何よりも他者との関係や距離感の図り方

に敏感であると考える。他者との領域を分

ける境界を、空間と空間を仕切る要素とし

てではなく、空間を繋ぐものとして捉え、

現在の高密度化する都市住宅において、イ

ンターフェイスとしての境界の可能性を見

出すことを目的とした提案である。本計

画では、階段室の様な小さな住戸から共

有スラブに生活が溢れ出していく。個人

が仮想の境界を通じ住戸周辺とスラブを

共有することにより、他者と離れていな

がらも繋がっている関係性から自由な距

離感の選択と偶然性を両立した空間は集

合住宅のひとつの原型を作り出す。

02．表徴の境界

胡麻田　悟史
GOMADA   Satoshi                      
                       建築意匠研究室
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　複雑な関係性を持つ現代社会において、

一つの要素が欠けること、要素間の関係が

途切れることは、全体の構成を揺るがすこ

とになる。しかし、さまざまな要素が同時

多発的に存在し、関係しあっている状態こ

そ、まさに自然の成り立ちそのものである。

　本計画は、襞状の連続する面によって構

成する住空間の提案である。たくさんの襞

状の面は連続する空間と、異なる場所を

生み出す。そして、お互いが同時に存在

することによって秩序を生み出し、相互

に依存し合いながら成立する、住空間と

して新しい集合体の型を提案する。これ

はマンション開発が未だ続く現代都市に

おいて、新たな都市居住のあり方を提示

する糸口になると考える。

03．襞的建築研究

松井　俊樹
MATSUI  Toshiki                   
                       建築意匠研究室
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　距離とは、言い換えると関係性であり、

多様な距離は多様な場所を生み出し、新し

い関係性を生み出す。距離感とは、人間の

誰もがもっている感覚である。建築を設計

する際、それは寸法やボリュームとして建

築に現れるのである。言い換えると、距離

とは　人と建築との関係性であり、距離に

より建築は形作られていると考える。

　本計画は、情報化にともなう新たな距

離感を考察し、空間同士の距離や、人と

人の間にある相互の距離をねじらせ、操

作することによって、新たな空間の関係

性や、機能の複合した建築を見いだすこ

とを目的とした計画である。

04．螺旋回廊

山田　篤
YAMADA  Atsushi                       
                       建築意匠研究室
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2008 年度 日本建築学会設計競技 課題「記憶の器」　佳作＋タジマ奨励賞
タイトル：広島市民本棚～市民が造る世界一の図書館～   作者：山口和紀 (4 年 ), 岡本麻希 (4 年 ), 高橋磨有美 (4 年 )

2008 年度 日本建築学会設計競技 課題「記憶の器」　タジマ奨励賞
タイトル：だんだん住みつく～路地から生まれる新しい生活スタイルの発見～  作者：成松仁志 (4 年 ), 松田尚子 (4 年 ), 安田浩子 (4 年 )

2008 年度 日本建築学会設計競技 課題「記憶の器」　タジマ奨励賞
タイトル：スキマのトム・ソーヤ～都市と子供の上手な付き合い方～   作者：平町好江 (4 年 ), 安藤美有紀 (4 年 ), 中田庸介 (4 年 ) 

2008 年度 日本建築学会設計競技 課題「記憶の器」　支部入選
タイトル：落書きのできる世界遺産～広電電停計画～   作者：矢ヶ部史明 (4 年 ), 平川紘司 (4 年 ), 邑上恭子 (4 年 ) 
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2008 年度 日本建築学会設計競技 課題「記憶の器」　支部入選
タイトル：忘却の彼方に生きる島～潜在化する記憶～   作者：柳川雄太 (M1), 城納剛 (M1), 古田靖幸 (M1)

第 35 回五三会建築設計競技
課題：もてなしのうつわ  最優秀賞

タイトル :asimoto light
作者：石井健太 (4 年 )

コロキウム構造形態の解析と創生 2008　 形態創生コンテスト 2008
課題：自然界に着想を得て，構造のかたちを創生する　入選

タイトル：Living Tree
作者：植田大貴 (4 年 ), 鈴木聖明 (M2)

東芝エレベーター主催　未来エレベーターコンテスト
課題：未来の垂直・斜行交通　最優秀賞

タイトル：Hydrovator　～都市を貫く、都市を繋げる～　 
作者：城納剛 (M1),Robert Willam Nimmo(M1)
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