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加藤 遥

前向きな姿勢を卒研幹事としてもできる限り

支援したいと思います。加藤さんの研究対象

は一般的には調査が難しく、データを得るこ

とが難しい対象です。そのため、時間軸で加

藤さんが感じたこと、困った事、前向きにな

れたきっかけなどを整理してそれらの1つ1つ
にどのような支援が必要か不要かそのような

情報をまとめることにも価値が見出だせると

思います。卒業要件の改訂は何とかしますの

で、不安に感じず「知の探究」に没頭してみ

てください。

頑張ってください。
君の将来だけでなく脊損者の将来にも光が当

てられるように頑張れ！

渡邉先生から、ケガにも負けず明るく頑張っ

ていると聞いています。楽しみにしていま

す。どんな研究方法になるか、考えてみて。

発表お疲れさまでした。なにより，復学し，中間発表会にも臨

める状況に回復されたことをお祝い申し上げます。脊髄損傷者

は，体温調節機能もダメージを受け，日々の生活の中での周辺

温度と自身の体温の管理が大変だといった研究発表を聞いたこ

とがあります。そういった状況で，通学での復学は相当に困難

であるように思いますが，一方で，コロナ禍によって演習さえ

もオンラインで行う時期があったことで，通学できなくとも教

育を受けることができる可能性が広がったと感じています。コ

ロナ禍であったからこそ大変であった事も多くあると思います

が，コロナ禍という社会的にも困難な時期の，脊髄損傷者の生

活の記録は，社会的にも意義のある資料になると思います。加

藤さんの研究成果を期待しています。

オンライン時代の特徴、将来への希望がわか

りやすく見えるといいでしょうね。がんばっ

てください。

栗田 涼子
視点は良いと思います。あとはきちんとテー

マと対象を絞る必要がありますね。

20年前との子育て環境と比較できるのことに

興味を持ちました。

時代が変われば社会状況も変化し、当然、地

域の保育の在り方も変わっていくのだと思

う。保育からその連鎖を描き出せると良いと

思う。そのためには一歩一歩仮説を立てなが

ら検証していくことが必要。

調査方法は？　カメラ設置や観察など、いろ

んな方法があるので調べてみよう。

発表お疲れさまでした。20年前といえば，バブル崩壊によっ

て，急激に生活が困難になった片も多く出てきた頃であり，そ

の時期に商店街のおかあさんによって組織された子育て支援拠

点と聞いて，大変興味深く発表を聞いていました。それ以降景

気が上向く事なく不況が深刻化していくなかで，長期に渡って

施設を維持できている事が驚きでもあります。運営システムの

整備もされているのだとは思いますが，共助精神による下支え

があっての事ではないかと思いました。20年の比較とありま

したが，20年の過程にも着目して，いかに危機を乗り越えて

きたのかも調べてもらえるとよいのではと思いました。

地域性で様々なアプローチの違いがでるよう

にも思います。回答は１つでないと思うの

で、いろいろな条件にあわせて、いいやり方

が見えるといいですね。

由沢 莉沙 

分布は実態把握のために意義があると思いま

す。その上で類型化まで踏み込めると良いで

すね。そして何らかの社会問題との結びつき

ができれば・・・良い研究になると思いま

す。

雪を下す方向と梯子位置に関係があるか分か

ると良いと思いました。

屋根形状や屋根の向きに依存する部分が大き

いような気がするが、だとするとその形状や

向きを決定している要素ー方角、風向き、道

路などが逆照射できるかもしれない。

由沢さんは以前から言ってたね。とても気に

なる存在。設置年代、現在の状態、危険性、

使われ方なども知りたい。

発表お疲れさまでした。関西において屋根梯子を見かける事は

ほとんどなく，長岡に来てから，積雪量の多い地域ならではの

風景として興味を持っていました。一方で防犯の観点ではどう

捉えられているのかが気になりました。新築で設置している家

が少ない理由も防犯や，屋根にのぼって雪下ろしをする危険性

などが要因にあるように思いますが，こうしたことをアンケー

トやヒアリングから明らかにしてもらえると，豪雪地帯の生活

の一端が明らかになり，僕のような雪がほとんど積もらない地

域に住んでた人からすると興味深い資料になるのではないかと

思いました。

やねはしごを調べる目的、そこから何がわか

り、将来へ何かヒントになるのか、わかると

いいですね。

大塚 咲穂

演習のときから積み重ねていて、着実で地に

足ついてますね。今回のプロトタイプは

「やってみた」でよいと思いますが、どれく

らいの「可能性」があるのか、山古志地域や

その他の地域で「試算・シミュレーション」

してみると、プレゼンに迫力が出ると思いま

す。

育てた野菜は鯉の餌になるのですか。

可否判断のポイントとなる点は何だろう？1年
を通して継続する事業なのかどうかも大きな

転換ポイントかもしれない。

いいね～。山古志の新しい風景をつくってほ

しい。

発表お疲れさまでした。都市型の水耕栽培としてのアクアポ

ニックスは，立体的に空間が活用できる点で，空間デザインの

要素も絡み，面白いと思います。作り方によっては，移動させ

ることができるので，防災の観点からも可能性を感じます。研

究成果がどのような着地点になるのか楽しみにしています。

面白いですね。この地域だからできる特徴が

わかって、そこから他の地域へのヒントも出

せるといいですね。
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神田 野杏 米処だけにパンへの需要が高いとか？もう少

し枠組みの根拠がほしいなと思いました。

パン屋をグレード分けしていることがポイン

トと思いました。

建築基準法上で小工場とも言えるパン屋は住

居系の地域でも建築可能とされている。それ

はつまり住居系の用途地域の中で比較的小さ

な商圏で成立する業態を認めているというこ

とでもある。そんなこともちょっと考えてみ

て。

5分類の根拠は？　高級と贅沢など。文献あ

り？　産業立地論いろいろ見るのもいいか

と。

発表お疲れさまでした。パンの消費は，京都や兵庫，大阪など

関西で多く，東北はかなり少ないですよね（総務省の家計調

査）。新潟も全般的にパンはあまり食べない地域なんだと思い

ますが，そのなかで長岡は突出している，という点は興味深い

です。どの程度突出しているのかも気になったので，他府県の

どのあたりと同等なのかなども示してもらえると，イメージし

やすくなるので嬉しいです。

パン屋があるからこそ町が豊かになるという

ところは面白い視点だと思います。長岡のよ

さもわかるといいですね。

渋谷 珠利 サブカルチャー研究のレビューが必要かな？ 自己探求に繋がる研究ですね。

エヴァに関する多くの論考、そしてエヴァか

ら刺激を受けた多くの創作活動、それらも君

の創作に影響を与えているはず。となると

ABRはかなり複雑な界世界のなかで実施する

ことになりそう、、

偶然あの階段を通ったけど、渋谷さん作品

だったとは。作品がエヴァっぽくないけど、

どういう思考であの作品に至ったのかも知り

たい。

発表お疲れさまでした。エヴァに触発された人の表現行為に着

目する，という点は面白いと思います。エヴァを深堀りすると

いうよりも，アニメや漫画から受けた印象をどのように捉え

て，どのようにアウトプットするのか，その過程を心理学的ア

プローチから明らかにするとどのような結果がでるのだろう

と，わくわくします。エヴァに対して知識や理解が不十分で

あっても「かっこいい」「あこがれ」「共感」などの感情を多

くの人が持つので，作品を支持する人が多い結果になっている

のだと思います。そういった不十分な理解の人，深堀していく

人，見る人は様々ですが，それらの人が作品を見た人に影響を

受ける要素が何なのか，とても興味があります。研究のまとめ

を楽しみにしています。

エヴァンゲリオンの中でも何か１つ特徴的な

もの、社会に与えた影響をがわかりやすくわ

かるといいかと思いました。壮大にしすぎな

くても。

杉崎 仁哉 レビューをしっかりしましょう。
なぜ、美術館が観光地として案内されていた

か、時代と背景を知りたくなりました。

一種の作家論をまとめる方向だと思うが、同

時にティファニー式(?)の技法評価もあって良

いのでは？

楽しみ。自分の作品と関連づけて語ってみて

もいいかも。

発表お疲れさまでした。美術工芸作家であるLCTの美術館が，

なぜ「庭園」美術館として存在したのか，どういった団体が運

営していたのかなどを知りたいと思いましたが，LCTの歴史や

思想の研究をベースにするのであれば，作品情報の集積と類型

化という流れになるのでしょうか。

客観的な話か個人的な解釈か、混ざらないよ

うに知りたいですね。

土田 奈々羽
研究の意義は何なのか、その答えを知りた

い。

温かいお金と冷たい貨幣、お金と貨幣を使い

分けている所が面白いと感じました。

暖かい貨幣と冷たい貨幣はそれぞれ完全な別

物というより、性質のグラデーションの様相

を呈するようにも思える、、

森先生の質問は気になった。出典を示そう。

「温かい」「冷たい」は前者をよしとする

（後者を批判する）立場に立つのか、それと

もフラットに見るの？　研究者としてどうい

う態度を取るか、大事。

発表お疲れさまでした。ジャズはよく聞きますが，ライブハウ

スなどで聞いた経験は二度くらいしかないのですが，新潟市の

音楽の歴史としても興味深い内容です。演奏のスタイルや，ラ

イブハウスの形式，演奏者が演奏する場所も時代によって変遷

しているのではと思うので，演奏者・運営者へのヒアリングな

ども是非おこなってください。

面白い視点ですね。何か新しいこと、役にた

つことが見えるといいですね。

服部 杏里 踏み込んだ社会調査を期待します。
ダンスから地域活性化に繋がる過程に興味を

持ちました。

HIP HOP 以外でも～の聖地とか、どこかの地

域に結びついて活動している団体などの例が

あるのでは？それらとの比較ができると幅が

広がりそうだ。

教育者は、ダンスを教える先生か、普通の学

校の先生か、どっちだった？（聞き逃した）

後者の理解も、大事そう。

発表お疲れさまでした。ヒップホップは日本語に適さないとい

う文献はあるようですが，人気も出てきていますよね。それが

地域活性につながるイベントに成長するとよいとも思います。

箱の中ではなかなか地域活性に結びつかないのではと思うの

で，盆踊りや，よさこいのような，地域一丸になって楽しむ手

法が開発されるとよいのにな，もしかすると盆踊りとミックス

しても面白いかもなどと思いながら発表を聞いていました。研

究がどのように着地をするのか楽しみにしています。ブラジリ

アは 高にカッコよくて好きです。ブラジルと日本をつなげる

イベントを目標にしているとか，そういったストーリーがある

ならそれを打ち出してもらえるとよいのかなと。

新しい世代による新しい文化が街をよくする

可能性は、地方ごとに異なるのでしょうか？

長岡の特徴とは何でしょうね？
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溝口 萌衣
発見が何なのか、事実の羅列にならないよう

に仮説がほしいですね。

古着屋さんは店構え（雰囲気）がポイントに

なるのですね。

古着屋の店舗ごとのキャラクターの違いは集

積に何だかの影響を及ぼさないのかな？

産業立地論に言われているように、集積には

メリットとデメリットがある。メリットは？

発表お疲れさまでした。不景気になると古着屋が多くなるとか

ならないとか。その古着屋の運営者は若者が多いという点に興

味を持ちました。学生が運営しているお店も出てきたりしてい

ますが，反面，閉店した古着店も数多くあるのだと思います。

年度ごとの出店数と閉店数に関する資料があれば背景も深ま

り，考察がしやすくなるかも・・・？また，仕入先に着目する

と，古着が集まるメカニズムも見えてくるのでは・・？などな

ど思いました。

古着、サステイナブル、みたいな環境時代に

あったキーワードも使えるかなぁと思いまし

た。それが街に生み出す良さを。

岩野 郁也
社会的な意義は何だろう。テーマはとっても

面白いです。

ダクトが描かれているシーンに注目している

ことが興味深いです。ダクトは感情表現？

端緒としての分析は緻密だと思うが、その分

析が目指すものの姿がまだ見えない感じ。

ディストピア映画に描かれた空間装置の分析

には記号論的アプローチが必要かも

発表お疲れさまでした。ディストピアが描かれる事が，社会的

にどういった意義があると岩野さんが考えているのかに興味を

持っています。映画に描かれるディストピアは，生活環境が不

十分なまま世界が肥大化し，一部の富裕層が豪華な空間で栄華

に浸っている，という印象を持ちます。歴史的には，産業革命

期のヨーロッパが，リアルなディストピアであったのではない

かとも思えるのですが，そういったものと考察を絡めると面白

そうだとも思ったりもしました。

町の歴史・文化、新しさ等による影響がある

のでしょうか？ちょっと3分では理解するのが

難しく。。。

宮地 夏海

宮地さんが考える概念とそこを訪れる人の捉

え方に差異があるのでは…？社会調査に踏み

込むべきかなと思います。

街路の表と裏が混在している結果、どのよう

な魅力が生まれるのかしら。

オモテとウラの構成要素の洗い出しととも

に、オモテとウラのもつ祝祭的意味合いにも

視線を配れれば生活空間の意味づけまで展開

できるのでは？

発表お疲れさまでした。また，現地調査もお疲れ様です。客観

的な観察によって「みち」の表と裏を決めているようですが，

実態を把握するには，住民へのヒアリングやアンケート調査は

必須ではないかと思いました。島民しかわからない道の使われ

方，道に対する意識からみた表と裏と，部外者から見た表と裏

の比較資料があると，道に対する意識についての考察が深まる

ように思います。

島の特徴（歴史や開発経緯、もともとの地

層？）から影響もあるように思いました。島

の魅力がでる要因を伝えたいということです

かね？

三好 真由

研究の意義は何だろう。三好さんが明らかに

したい問いも重要。発表者の視点でどのよう

に捉えるかも考えてみてください。

マインドマップに時系列を入れていることが

ポイントと思いました。

それは空間的表現なのだろうか？オブジェ的

な側面が強い例が多いようにも感じられた。

もうすこし空間を意識しても良いかも。

発表お疲れさまでした。合同ゼミの頃から一気に形になってき

ましたね。三次元の空間軸がどのように名付けられるのかが楽

しみです。記憶の蓄積から映像を作るという手法も面白いと思

います。そうした自己表現が他者にどのように影響するのか，

どのようなところで共感を呼ぶのかなど，考えていくとワクワ

クするような楽しさを感じました。

個人を扱った研究が他と比較とかできますか

ね？他と比べることでわかることもあるかと

思いました。

重本 学志

面白いですね。量のある調査を期待します。

山小屋の定義はしっかりと。所有者と管理者

の視点も分けて考えてみて。

山小屋へ食材などを運搬する手段としてド

ローンなど新しい技術を活用できたら良いと

感じました。

小屋の必要性という観点から見た立地に関し

ても言及があると良いと感じた。

発表お疲れさまでした。山小屋の課題を資料化するだけでも研

究の意義があるように思いました。また，個人運営のものがど

の程度あり，行政がどの程度絡んでいるのか，もしくは行政で

運営しているものもどの程度あるのかなど，運営主体について

の資料も見れるとよいと思いました。

山登るので面白かったです。どうすればサス

テイナブルに存在できるか提案できるといい

ですね。

井守 由羽

人を結びつけるのが宗教ってわけでもないの

では？むしろ生活じゃないかな。前提が部分

的な気がします。

小さな日本を想定したゾーニングを見てみた

いです。ランドスケープとの関係も興味があ

ります。

集落のあり方への提言を空間・建築的な提言

に繋げられるかどうかがポイントだろう。

発表お疲れさまでした。食事を共にする事で，コミュニケー

ションが活発化したり，お互いの関係性に対する意識が変化し

たりしますよね。家族，友達同士，職場仲間，バイト仲間，地

域のイベント後の飲み会など，様々な食事の場があると思いま

すが，どのような状況や場を想定するかが肝だと思うので，そ

のストーリーを楽しみにしています。

人と人を結びつけることが昔は宗教だった。

今は違うんですかね？宗教とは何か、どうい

う行為かが気になりました。
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林 飛良 頑張って！楽しみ。 ゲームのルールが知りたいです。

恣意性を排する仕組みとしてのゲームという

枠組みは理解できるが、建築空間の生成その

ものの枠組みがクラシックではないかと思

う。建築の開放に接近できるかな？

発表お疲れさまでした。建築の設計を楽しむためにゲーム化す

る，という内容が，一般に向けたゲームというよりは，造形大

の学生に向けたゲームであるのかなと思っていました。

開口部に着目するということは，壁があるという前提ですよ

ね。歴史的に考えると，日本はその逆で，空間に壁（境界）を

作るゲームをリアルに繰り返してきたのだろうなと思いまし

た。結果的に日本の家屋も壁で囲われてくるんですが，開口部

ゲームの面白さは屋根や床まで穴があるという事だと思いま

す。積層の仕方によっては，空間としては外気が流入してくる

のに，雨が吹きこまない場所であったり，大きな床があっても

雨が吹き込んでくる場所であったり，雨・風・太陽がどのよう

に作用するかも視覚化できると，さらに楽しそうだと感じまし

た。

ゲームで建築をオープンにするのはいいです

が、何がゲームのルールで得点になるんで

しょうね？どうすれば高得点（勝ち？）にな

るかわかると面白いですかね。

原田 旺輔

良い研究テーマ。ただし、前提を決めすぎて

いる。もう少し大きな枠の中で調査してみ

て。その枠で原田くんの知りたい答えが見つ

かったとき、その答えの価値は高いと思いま

す。

地域特性を顕在化した後にどうするか。に興

味をもちました。

地域スキーマの編集から何を制作するのだろ

う？

発表お疲れさまでした。地域スキーマの空間化と設計を結び付

けるものとして用途が欠けているように思いました。具体的な

用途を決定しないと，得られた情報を意義のある形に編集でき

ないように思います。町に付加された地域住民の印象がクロス

リアリティやVRで垣間見ることができると，初めてこの土地

に脚を踏み入れた人であっても，地域の特性を直感的に知る事

ができるのだろうなという気はしました。都市計画図的な印象

をどのように払しょくするのか（もしくはしないのか）楽しみ

にしています。

ここのデータがわかって、何がいいとわか

り、他との違いがでるのでしょうか？

磯野 亜夢
捉え方は良いと思います。あとはどれだけ時

間をかけられるか…。

土間のある新しい生活、ご近所付き合いきっ

かけになるのかしら。

結局は複数の町屋を集積・合体するしか方法

は無いのだろうか？

発表お疲れさまでした。通り土間を回遊できる空間にする，と

いうことは，雁木（公的私有地）を拡張するような形で，通り

土間をだれもが通れる通路にするということなのかなと思いつ

つ発表を聞いていましたが，違ったでしょうか。雁木を拡張し

て回遊しやすい環境を作るということであれば，用途をシェア

ハウスや集合住宅とすることで，回遊性を生かした空間設計の

可能性はあるかなと思いました。

土間は家と外との境界ですよね。もともとの

特徴、機能は何でしょうね？そこから、新た

な解釈が聞きたいです。楽しみにしていま

す。

櫻井 康平
テーマ良いですね。実体験が地に足付いた提

案の素材となるよう、 終着地に希望を。

宗教的コミューンが実在することに驚きまし

た。池の底がガラスだと、18才以下の子供に

ばれてしまう危険がありそう。

住居の提案に湧水域の生活空間という視点も

入れたらどうだろう？

発表お疲れさまでした。合同発表会の時よりもストーリーが整

理された感じがしました。

宗教の存在を秘密にする必要性はあるのか，という点はとても

気になりました。なぜなら，信仰する人からすれば宗教は生活

の一部であると思うからです。また，そうした知識がなけれ

ば，選択を迫られても，自らの意思で選択できない人も多いの

ではないか，と思いました。コミューンや，そこに暮らす人の

生活の中において宗教がどのように介在しているのかをわかり

やすく示してもらえるとよい気がしました。

宗教と人の生活とのつながり。うちの妻はお

寺の人ですが、宗教といっても幅が広いです

よね。そこをどうとらえるかで、話が変わる

気もしました。

勝矢 夏帆

大きい話はわかるけど、勝矢さんならではの

話があまりなかったように感じました。その

あたりもっと聞きたいですね。

貧困から目を背けない姿勢に感動しました。

がんばってください。

建築技術の中でも地場で活用できる「弱い技

術」を導入するのが良さそう。リサーチ時に

その点も意識してみたらどうだろう？

発表お疲れさまでした。現地で生活は楽しめていますか？大変

なことも多いかと思いますが，自身の健康あっての研究だと思

うので，体調にはくれぐれも気を付けてください。セブ島の社

会構造が分かっていませんが，貧困の連鎖から逃れる事ができ

た実例を多く調べる事ができるとよいのではと思いました。

普段設計に関わっている際に、SDGｓでもで

てくる重要なトピックですよね。それとの違

い、勝矢さんらしい案が出てくることを期待

しています。
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堀 栄美菜
テーマを良いと思いますが、もっと絞った方

が良いのでは？
木育、屋外でも展開できると良いのですが。

玩具～家具～空間の連続を意識したいとこ

ろ。

子どもの多様な活動をとにかく挙げて、木と

の関係を考えてみたい。

発表お疲れさまでした。ひとまずほっとしました。パワポも堀

さんらしさが出てきたこともあり，先週の状態から格段によく

なったと思いました。質疑応答が苦手だと言っていましたが，

よくわかりました。もう少し受け答えができるように， 後の

発表に向けて練習しておきたいですね。

面白いですが、何か定量的な話があって、例

えば家具の提案になるとかできるといいです

ね。

佐藤 天衣
人間の視点から見たネコの環境ではないとい

うことを強調して欲しい。

ネコの環境エンリッチメントが浸透し、捨て

ネコが減少すればよいですね。

猫の環境enrichmentと同時に、人との交流の

場のenrichimentもあったら良いかも。

猫の目線でも、見てみたい。エンリッチメン

トはあくまで管理者目線。

発表お疲れさまでした。アンケートとその集計は，計画と同時

進行するような形になっていくと思いますが，山下先生からの

指摘も念頭に置いて形にしていきましょう。

保護施設の環境面にフォーカスしたのは面白

いですね。どうしても人の関係はでるので、

猫のストレスとか数値化できると面白いです

が、難しいですよね(笑)。新たな指標とかでる

と楽しそうです。

佐藤 紗香 リノベーションの定義はなんだろうか。
楽しく歩ける商店街として、植物にも役割が

あれば教えてほしいです。

リノベーションのスケールに注意したい。夢

と効果とリアリティと、、

アンケートの数がすごい。内容ちゃんと知り

たい。

発表お疲れさまでした。歴史の踏まえ方や，地域への意識な

ど，色々濃い箇所をどのように消化していくかは今後の課題と

して残っていますが，アンケートの分析と並行して，具体的な

形もイメージしていきましょう。

総合的なリノベの視点は面白いですが、ハー

ドだけでなく、ソフト面の影響も大きいと思

います。そのあたりも軽く触れてもらっても

いいと思いました。

山川 莉歩 リノベーション、まちの居場所の定義を。
居場所のバリエーションに興味を持ちまし

た。

やや一般論的な感があるので、何かユニーク

な視点が必要だと思う。芸工大との差別化を

図る意味でも、、

サードプレイスをつくる試み自体はよくある

ので、独自性を見せてほしい。

発表お疲れさまでした。パワポもはじめの頃に比べてかなりわ

かりやすくなっていたと思います。自由記述の示し方に問題は

ありましたが，全体的にはよかったのではないかと思います。

箱ひげ図もわかりやすくて良かったです。アンケート結果を整

理して分析を加えながら，具体的な提案内容も形にしていきま

しょう。

町ごとで求めていることの違いがわかって、

リノベの特徴・手法が１つでないとわかると

面白うでしょうね。

八巻 凜香

なんとなく良い雰囲気なのはわかりました

が、「研究」と題するならばその背景をしっ

かり説明しましょう。

子供は屋外で思いっきり遊ばしてあげたいで

すね。

子育て支援施設だから子供の遊戯空間に焦点

が当たるのは当然なんだろうけど、これから

はそれだけではない空間提案が必要な気がす

る。そこにもチャレンジしてほしい。

どんなものが複合すればいいのだろう。

発表お疲れさまでした。わかりやすい発表で，質疑応答もよ

かったと思います。今後は現地で実際にキャンプをして，都市

のスケール感を実体験したうえで，計画をしていきましょう。

海外は夫婦共に働くことが普通です。そこに

何かよくするヒントはあるのでしょうか？そ

れとも日本人独特の課題なのでしょうか？も

う少し先をみた提案が出てくるといいかなぁ

と思いました。

楠原 果実

香りの研究は被験者のパラメータも大きく影

響を及ぼすと思います。よくレビューを踏ま

えて方法論を決めるとよいと思います。

香りは布から漂うのかしら。

「香り」という要素も大切だが、世界観が

あっての演出というのが基本だろうと思う。

その世界観～香りを連続させたい。

具体的に、どんな香りでどんな気持ちになっ

てほしい？

発表お疲れさまでした。香りについては既に何度か指摘してい

た事なので，「送風機を入れて気流をコントロールしようと考

えています」程度の受け答えはできたのでは，と思いました。

香りを入れるのであれば気流のコントロールは必須だと思うの

で，この点を解決する方法を探りましょう。フリーの流体シ

ミュレーションソフトを探して，香りの広がりなどの検証で

使ってみるとよいのではと思いました。全体的にはよいプレゼ

ンになっていたと思います。

香りの役割は重要と思いますが、その実際の

影響の結果もぜひ集計してほしいですね。

上野 加奈子 ファニチャー？用語の定義をしっかりと。

人工物だけでなく、プランターや鉢植えの植

物もコミュニティ活性化につながると思いま

した。

私性と公性を行き来するようなストリート・

ファニチャーが雁木空間を豊かにする様を見

せてほしい。

雁木だと、夏と冬との空間性の違いも面白

い。

発表おつかれさまでした。アンケートを考えつつも，並行して

どのような計画案が可能性としてあるかも考えていきましょ

う。スケッチなど，描き貯めていけると良いと思います。北研

の磯野さんも髙田が対象地でしたね。情報交換などできるとい

いですね。

この地域だからこその特徴か、それを他の都

市に展開すると何かいいことが起こるのかな

ど、何が役に立ちそうなのか知れるといいで

すね。

中村 彩乃
可聴領域の可視化や空間への着地を意識され

るとよいと思います。

スマートホンなどと連携できると可能性が広

がると思いました。

商業空間という も難易度の高い対象に対し

てどのようなアプローチをするのか楽しみ。

以前にも言ったけどやはり、商業施設の空間

構造との関連が気になる。

発表おつかれさまでした。発表院試とのバランスもあります

が，アンケートの作成はペースアップしていきましょう。パワ

ポも綺麗で発表は上手くいっていたと思います。一側性難聴だ

と商業空間のなかでどのような不具合があるのか，なにかしら

まとめたいですね。

いい話ですね。小さなことからでもいいの

で、実際に使える機能、空間が提案できると

いいですね。

平川 真太郎 テーマ良いですね。頑張って。
女性が守る漁師町×化粧品＋旅館、地域ブラン

ディングですね。

化粧産業とのマッチングは魅力的。お金以外

にも化粧産業ならではの何かが地元に落ちる

と良いのだけど、、海を挟んだ二つのエリア

の空間展開は期待大。

どんなカタチが出てくるか、楽しみにしてい

ます。

発表おつかれさまでした。呼子という地域と，化粧産業をどの

ように建築的に結び付けていくのか，楽しみにしています。

これからだと思いますが、具体的にどう特徴

づけられるか、地域に役立つ建築になるのか

楽しみにしています。

三木 太陽

テーマに関係するレビューをしっかり固めて

もらえると、発想を受け止めてもらいやすく

なると思います。

山の斜面に埋め込む納骨堂、奇岩との景観的

なバランスが楽しみです。

マサのエリアの巨石群。地質学は詳しくない

が、それ自体興味深い。それはフォーカスポ

イントにもなり得るのかもしれない。

すごい敷地だけど、一瞬見せてくれた造形で

いいのかな？とは感じた。地形や岩との応答

は？

発表おつかれさまでした。墓地という用途の建築と岩のせめぎ

合いがどのように死者の空間と結びついていくのか，楽しみに

しています。

高齢化時代に関係するテーマですよね。この

場所＋まわりの環境ならではの特徴から生ま

れる建築を期待しています。



福本先生からの

コメント

柏原先生からの

コメント

佐藤先生からの

コメント

北先生からの

コメント

羽原先生からの

コメント

与那嶺先生からの

コメント

和氣 美里 ボードゲーム好きなので、楽しみです。
ボードゲームカフェから商店街へどのように

展開していくかに興味を持ちました。

オリオン通りに対するアプローチでピンポイ

ントにカフェをターゲットにするのはアリだ

ね。波及効果にも期待しよう。

地元感があって、よかった。

発表おつかれさまでした。コロナ禍でも生き残る店舗として

ボードゲームに着目した視点が面白いと感じました。ボード

ゲームカフェになるのか，販売店舗なのかはわかりませんでし

たが，店舗の使われ方や，展示の方法に，ボードゲームの要素

が絡まるような事があったりもするのかなと思いました。どの

ようなインテリアになるのか楽しみにしています。

ピンポイントに絞った提案は面白いですね。

新たな価値が生まれることを楽しみにしてい

ます。

古俣 寧々
テーマ面白いですね。既往研究も多いかな。

しっかり調べてみましょう。

人によって異なる懐かしさをどのように再生

するか楽しみです。

懐かしさの必要性は？それに本来私的な懐か

しさの公約数として年代をベースとした街並

み装置的な演出の効果はどれほどだろう？ま

た、その施設は入所する認知症の人たちの世

代が変わっていくと徐々に更新されていくん

だろうか？

京都大学が研究を発表するわけでなく、研究

者の名前を言うべきかと思った。対象敷地は

ある種、既に懐かしい。

発表おつかれさまでした。懐かしさというものは，年代によっ

て変化するものだと思うので，受け入れる人が生きた時代に

よって，デザインも変遷していく事ができるプログラムが必要

になるようにも思います。そのあたりをどう着地させるか楽し

みにしています。

具体的で面白くなりそうですね。後は町ス

ケールの視点もあるといいかなぁと思いまし

た。

松山 征帆

松山さんの考えていることを大切にしつつ、

「他者に伝える」ための情報の整理が必要そ

うですね。

廃墟を再現するのでしょうか。
再現範囲はどのくらい？そしてそこにFIXされ

た空間の時間もFIXされるのかな？

話を聞くと、難しいこと考えてるけど、気持

ちはわかる。理論構造を整理してみて。

発表おつかれさまでした。記憶を基にした論文や制作が意外に

多くあり，なるほど・・と感じました。それぞれの表現の方法

が異なるとはしても，色々なアイデアに触れる事で，アイデア

を深堀りする事ができるとも思います。楽しんで取組んでくだ

さい。

忠実に再現することで何が起こるのか、必要

性・良さのところをわかりやすく教えてほし

いです。

高木 賢汰

研究というより活動発表に聞こえました。

しっかり研究のフレームで発表してほしい。

（活動はGOODですよ）

再生された蔵を見るのを楽しみにしていま

す。

法規対応はどうなっているかも見てるかな？

実際にリノベするとはそれも含んだ行為だ

よ。

楽しみ。研究としてどう新しいかは気になっ

たが、たとえば、、、「3年間で学んだことの

集大成」とのことだけど、実際3年間で学んだ

ことがどう効いた？　別種の学びがあるので

は？　就職してリノベするのとどう違う？

発表おつかれさまでした。リノベーションを行っている建物

の，お施主さんと設計・施工者の関係をダイアグラムのような

形で説明してもらえると，より分かりやすかったのかなと思い

ました。実際のリノベーションにおいては，構造・設備・法規

との兼ね合いをいかにクリアして計画案を実現したかがポイン

トになってくるので，そのあたりの情報も示してもらえると，

よりリアリティが増してくるように思いました。あと，土間コ

ンを打つなら，その下に硬質ウレタンフォーム50mm程度の断

熱層を設けると熱的な過ごしやすさが向上すると思いますよ。

こうした話はリフォーム論の中ではしていませんでしたが。

実際に物を作ることの素晴らしさは共感しま

す。小さなことでもいいのでオリジナリティ

を語れるようにできるといいですね。

渡辺 瑠花

先行研究が多くある分野なので、「面白いけ

ど新しさがない」になりやすいので要注意で

す。

地名と民家や街路の時間的変遷を重ね合わせ

て分かったことをどのように現代に活かすこ

とができるか。に興味があります。

地形との関連性、更に語源や言語系統にも目

が拡げられると良いなぁ

渡辺さんらしい研究。地名研究は先行研究が

大量にあるので、独自の視点、方法論を見せ

てもらえれば。

発表お疲れさまでした。地名によって地域の性質にアプローチ

する手法は新鮮で，論文の仕上がりが楽しみです。そこに住ん

でいた人の気持ちが香ってくるような地名に出会えるといいで

すね。

面白くわかりやすい内容でした。 終報告を

楽しみにしています。

柳 珠実

着眼点が素晴らしいと思います。福本は父親

のおつかいで幼少期にタバコを買ったことが

ありますが（今では考えられないですね）、

店主のおばあちゃんに「お使いかい？偉い

ねぇ、1個持ってきな」みたいなおやつをもら

う文化もありました。こうしたショーケース

をめぐるコミュニケーションが調査対象にな

ると、今日的な研究意義が伝わりやすくなる

と思います。（大変かもしれませんが）

たばこショーケース、当たり前に存在してい

たものが無くなっていくことは寂しいことで

すね。

既に失われる運命にあるものの記録自体も貴

重だが、それが活用される道が示せれば更に

興味深くなりそう。

「たばこ屋」と「たばこショーケース」の違

いは？　ショーケースということはそこに店

員がいない？

発表お疲れさまでした。僕はタバコは吸いませんが，たばこ

ショーケースの意匠の類型化や，コンバージョンされた事例な

どの資料は，とても興味深いものがあります。論文を読むのを

楽しみにしていますが，何かしらの実践例も期待しています。

だいぶ減ってきていると思うので、その価値

にフォーカスしたのは面白いですね。機能性

みたいな要素もある気もするので、実用性か

ら生まれたデザインの目線も見てみてくださ

い。
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佐野 菜々緒
面白い研究ですね。今残ってる銭湯だけでな

く、 近潰れた銭湯も入れてほしい・・・

タイルのかたちや色、たくさん種類があるの

でしょうね。

タイルのアーカイブ手法に関して何かアイデ

アがあると良いな。

熱量も、仕事の丁寧さも、素晴らしい！　タ

イルのアーカイブは同じく気になった。

発表お疲れ様でした。長岡にきて残念だったのは，煙突の生え

た古びた銭湯がない・・・！（少なくとも見つけられていな

い）という事でした。廃業していても残っている，というとこ

ろはないのですかね。新潟には結構沢山残っているのですね。

図面として状況を正確に残すことも大切だと思いますが，360
度カメラで撮影して，VRでその空間を擬似体験できるよう

な，そんな情報の残し方もあるのではと思いました。湯船につ

かった時の風景，湯上りの脱衣所で牛乳を飲んでほっこりしそ

うなところからの風景，客は体験することはできない番台から

の風景など，それぞれ違ったシーンがあり，そういったものと

論文を合わせて見れると，すごく面白そうだと思いましたが，

ちょっとハードルが高いですかね。

面白いのですが、何を保存するのでしょう

か？タイル？銭湯自体？そのデータを残す価

値のあたりをもう少しわかりやすく伝えてほ

しいと思いました。

竹高 亜海

テーマは面白いと思いますが、調査量が少な

い(熱量が伝わっていない）気がしました。生

活の記述分野は膨大なので、量も大切です。

その上で質の議論を。

人の生活が無くなった風景は寂しいもので

しょうね。

写真というとクラシックな感じがするが、

SNSとかに上げられた画像も含むのかな？だ

とすると、今やそれは膨大な数になるので

は？

はこだて未来大の川嶋稔夫先生が、函館の古

写真のデジタルアーカイブをかなり高解像度

でやってます。カレンダーとかも出してた。

知ってるかな。

発表お疲れさまでした。生活を記録として残す，という事は結

構大変だと思います。人を撮影すると，写真を論文で使ってい

いか確認したり，確認ができないなら顔がわからないように加

工する必要があったりと。また，人が入る事でその後ろの情報

を残せないという事にもなるので，何を残すのかという事をよ

り明確にして，残すものを撮る，それ以外は極力除外するなど

意識したほうが良いのかもしれないと思いました。

具体的な地域の記録だけにとどまらず、何か

小さな１つでもいいので提案が入ることを期

待しています。

澤口 有紀 澤口さんならではのアイディアがほしいな。 円形校舎の活用のアイディアはありますか。

いろいろな意味で円形校舎が残ってほしい

な。そのために活用法のヒントが提示できる

ことを期待。

人の縁故だけなのかな？　北海道特有の地域

性、気候、建材などとの関係は？

発表お疲れさまでした。僕が通っていた地元の小学校の隣の小

学校は，六角形を連結させたような平面計画で，関心を持って

見ていた事もあり，円形校舎にも興味を持っていました。円形

であることで，表面積が少さくなったり，それによって施工面

積や熱損失が少なくなったり，屋根の積雪量を 小限にできた

りといったメリットがあるような気はしますが，そういった事

がメリットとして認識されていたのか，なぜ円形校舎が一時で

あってもブームとなったのかなど，興味深々です。論文楽しみ

にしています。

面白いですね。地域性と円形のメリットが何

なのかわかると、より説得力があがっていい

ですね。

中橋 爽太
卒研展の展示については、菅原先生経由では

やめに相談ください。楽しみにしています。

どのような建物に天井画は描かれていたので

しょうか。

クワドゥラトゥーラの構図で日本画技法を

使って天井画を実作する、という理解で合っ

ているかな？モチーフがどうなるのか見えな

かったが楽しみにしています。

楽しみ。是非、壁ではなく天井に展示してほ

しい。

発表おつかれさまでした。和の天井画にチャレンジするという

ことで，どのような効果を目指したものになるのか楽しみで

す。できれば，目標とした天井画の効果は何パーセント達成で

きたと考えるのか，それを鑑賞した人が，その効果に気づくこ

とができるのかなどの分析を加えてもらえればと感じました。

天井画の影響というのが、具体的に何かを知

れると楽しいですね。

駒澤 勇斗

Wikipediaの情報をなぞっている発表に聞こえ

てしまったので、駒澤さん独自の視点が見え

ると良いですね。発表では「奇行」と押され

てましたが本当にそうだったのかな？そうで

ない一面も探してみてください。

建築に自己表現が許されたらどのような建物

を建てたいですか。

再現モデルからこぼれる君の関心ポイントを

どう表現するか検討してほしい。

題材も取り組みも、素晴らしかった。その狂

気を、体験的に、身体的に感じられるような

終成果にしてほしい。

発表お疲れさまでした。二笑邸の３Dモデルを作ることによっ

て，一般的な工法と，そうではないものの差が明確になりそう

ですね。楽しみにしています。

面白いですね。正式なスケールがわかって、

それへの評価・意外性みたいなものがあれば

聞きたいですね。
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佐藤 菜々緒 面白い。 終発表が楽しみ。没頭して。

養蚕から柿へ、風土と建築様式を活かした産

業の変化が特有の風景をつくりだしているこ

とに興味を持ちました。

建築と人の生業の生な関係に迫っている点が

とても良い。その視点をこの先もずっと持ち

続けること。

面白い！　フィールドワーク、他県との比較

など、総合性がいいし、質疑でしっかり語れ

ているのもよかった。

発表お疲れさまでした。柿ばせの空間は美しいですね。干し柿

の干し方は，横に吊るしていくものと，縦に吊るしていくも

の，どちらも見られますが，あんぽ柿の場合は，硫黄燻製の作

業などもあって横に吊るしていく干し方になっているのでしょ

うか。もしくは場所によってそれも様々なのでしょうか・・。

また，養蚕とあんぽ柿は，定期的な収入を得られる営み以上の

関わりがあるという事であれば，それも興味深いと感じまし

た。論文楽しみにしています。

こういったものにフォーカスするのは重要で

すね。 終版を楽しみにしています。

手塚 晴登 新規性を明確に。
台風で破損した結果、普段はわからない改修

の経過を知ることができて良かったですね。

絵を基にした復原を徹底的にやってみてく

れ。もしかしたら絵が正しくない可能性を含

めて、どんな結果になるか楽しみ。

いいプレゼン。同じく、消えかけの絵だけの

根拠でいいのか？とは思った。復原に至る過

程や、わかりきらなかったことを示してほし

い。

発表お疲れさまでした。方行の屋根と唐破風がつながる部分

は，他のお堂も参考にして考察してみては，と思いました。構

造的にどう処理しているかなども考えて形にしなければいけな

いので，色々と大変だと思いますががんばってください。

重要な記録になると思いますので、自分の研

究要素もうまく取り込んでがんばってくださ

い。

仙石 雄也 おつかれさまでした。 小学生が対象ですか。

プロセスを明らかにしていくにはプロトタイ

プ化できない各個人の資質や背景も絡んでい

きそうだが、、

またデータを具体的に見てみたい。

発表お疲れさまでした。メンタルマップの比較による地域に対

する意識差を明確化しようという研究は興味深く，論文が楽し

みです。背景と目的では，地域に愛着を持たない人が県外に転

出するといった内容でしたが，地域によっては高校・大学がな

い，仕事がないという理由で愛着を持っていても地域から離れ

る人もいれば，地域に愛着がなくとも，そこで生きていくしか

ない人など，様々な人がいると思います。多角的な視点からイ

ンタビューがおこなえるとよいですね。

メンタルマップ面白いですね。違いがどうで

るか、 終版を楽しみにしています。

栗林 優花 おつかれさまでした。
自然の行い・行動は、現代で探すのでしょう

か。江戸時代などの風習からですか。

とても大きなテーマ。分析対象は都市部にお

ける人の行動？

自然に基づく行動とは、その人が自然概念を

知っている上での行動、ではないよね。ある

行動を、自然に基づくものだと研究者目線で

解釈できる、ということにすぎないのでは。

それでいいかどうか。行動者の行動原理（言

葉や認識）の中に、自然的なものを探す手も

ある？　とはいえ、スケッチ集も楽しみ。

発表お疲れさまでした。ジネンという考え方を探求し，自らの

生活のなかから現代のジネンを見出すという事を目指している

のですね。レジュメに観察・聞き込みから記録を行うとありま

したが，自分の周りにいる人から，自分についてヒアリングを

するということでしょうか。どのような着地になるのか，楽し

みにしています。

面白いですね。人の価値観が大きく影響しそ

うなので、それがうまく比較できるか気にな

りますが、 終版の結果を楽しみにしていま

す。

関戸 彩奈 おつかれさまでした。 トイレが一番気になりました。

日常の車中泊から実際の車中泊避難の問題点

を明らかにし、そのための訓練、という構図

をしっかり捉えよう。

着眼点面白い。ワークショップ的にやるのか

な、楽しみ。

発表お疲れさまでした。防災訓練としての車中泊は，災害に備

える観点から重要であると思います。災害の内容や，災害発生

時から数日と，1～2週間，それ以上の長期では，必要になる

ものも変わってくるので，そういったことが整理された情報が

あると安心ですね。論文楽しみにしています。

車中泊という期間は仮設住宅ができるまでの

時間をつなぐものだと思います。そういった

時間軸での役割の視点もあるといいと思いま

す。

笹川 優月 おつかれさまでした。
100年後の里山、 小限の人の関わり方、楽し

みにしています。

人が住まない里山の存在意義とは？そして100
年というスケール設定の意味とはー遷移相も

視野に入れ、さらにその存在意義を問うこと

が必要。

住まない場所になぜ人が来るのか。結構膨大

なランドスケープデザインだけど、頑張っ

て。

発表お疲れさまでした。人が住まない里山づくりでは，寝泊ま

りするのは旅行者のみ，生産拠点の自動化，などの環境が想定

されるのだろうと思いますが，いずれにしても都市部との時間

距離も重要な要素になってきますね。里山の利活用は重要な課

題ですし，多角的な発想から，なにかしらの希望が見いだせる

案に着地する事を期待しています。

テーマは素晴らしいですね。自然の山に人が

どの範囲まで関わるべきなのか、気になりま

した。どのバランスが理想なのでしょう？

富樫 尚登 おつかれさまでした。 早く見てみたいです。
何を実証できるか？テーマを都度、立てつつ

運営していく姿勢が必要だろう。

空家があるからといって、そこに学生作品を

入れてうまくいくのかな？　学生作品がうま

くいく立地というものもあるのでは。たとえ

ば村上だと、大学からの距離は気になる。あ

と作品のターゲットは周囲にいる？

発表お疲れさまでした。店舗を設計し，運営しようとするチャ

レンジ精神を応援します。観光産業の一端に食い込めるような

提案になるとよいですね。販売を通じて，作り手も買い手も，

関係人口になってくれるようなお店が展開できる事を期待して

います。

地域貢献として、地元側の顔や声が見えてく

るといいですね。出典側だけでなく。
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皆川 華 おつかれさまでした。 BBQの屋内版でしょうか。

「つくる」を「つくる」ことを仕組む実践に

期待。できれば、その空間にも目を配ってほ

しい。

井守さんと似たテーマだけど、違ったアプ

ローチで面白かった。楽しみ。

発表お疲れさまでした。コミュニケーションの手段として，共

に料理をして食べること，お酒を呑む事，は重要であると考え

ているので，どのような研究成果になるか楽しみです。一方

で，近年は「おひとりさま」をターゲットとした飲食店も増加

しています。「おひとりさま」との比較・考察によって，共食

の課題も明らかになるかもしれないですね。論文楽しみにして

います。

つくるにあたり、その場らしさが見えるとい

いですね。

岡崎 七海
発想が秀逸。この路線でこだわり抜いて表現

してほしい。

教室の世界感によって温度や湿度も変えるの

でしょうか。

リノベ対象の学校建築の特性をしっかり活か

したい。
中が海外なら、外は日本？

発表お疲れさまでした。世界を旅するスーパー銭湯と聞いて，

大阪・新今宮にあるスパワールド世界の大温泉を思い出しまし

た。24時間営業で，終電がなくなればスパワールドで朝まで

過ごすという方も多く，開業から25年と結構長く生き残って

います。是非，それを超える提案をしてください。

スーパー銭湯を海外にもっていくのかと思い

ました(笑)。人気でそう。東部ワールドスクエ

アでまだまだ需要があることを思うと、何か

新しいことが生まれそうですね。

加藤 大和
お酒そんな好きじゃない人は対象外ですか？

（福本はそのタイプ）
お酒離れが減るとよいですね。

主に若者の、深くないお酒との付き合いの場

はどんな空間が良いか。ステレオタイプでな

い特徴を見出したい。

お酒ならではの空間を見せてほしい。ぽん

しゅ館のコイン自販機の空間は、結構強い

よ。

発表おつかれさまでした。長岡駅のぽんしゅ館は，様々なお酒

を利き酒できる場所もあり，関西でも長岡で利き酒ができてよ

かったといった話を聞く事がありました。現在のぽんしゅ館の

イメージはかなり強烈ですよね。それに負けない提案を楽しみ

にしています。

新潟らしさがどうでるか、楽しみにしていま

す。

小林 和樹
仮面ライダーそんな好きじゃない人は対象外

ですか？（福本はそのタイプ）

ライダーショー的なサービスも期待したいで

す。

自分が経験していない世界観をどう表現す

る？一口に仮面ライダーと言っても、作品毎

の世界観は異なるぞ。

何か、ストーリーがほしい。（僕は仮面ライ

ダー見てませんでした…）

発表おつかれさまでした。仮面ライダーバルは，おじさんの楽

園なのでしょうか。驚きなのは，仮面ライダーシリーズは今も

続いている，という点です。年代によって，イメージするキャ

ラクターは異なると思うので，そのあたりをどのように対応し

ていくのか，楽しみにしています。

ライダーだけでなく、ライダーでないときの

の人間模様（ドラマ）みたいなものも、個人

的には興味があります。アトラクション的な

ものだけではなくて。

林 萌々
良いですね。あとはどこまでできる

か・・・。

ゲストハウスの屋外空間（お庭）も是非設計

してください。

播州織というと建築的にはリサーチの中にも

あった女工の宿舎空間が頭に浮かぶ。そんな

要素も増築部に入れられると良いな。

播州（姫路）出身なのに、知らなかった…。

実践的でいいプロジェクトになりそう。

発表お疲れさまでした。織物産業はどこもかしこも衰退の一途

をたどっており，危機回生の転換が必要なのだと思います。改

修計画を通じて，あらたな播州織の可能性が見いだせるとよい

ですね。楽しみにしています。

面白い実用的な研究（設計）だと思います。

リサーチしたもの以上のいい点が見えること

を期待しています。

萬歳 瑞希
良いテーマ。取り巻く人にも注目してみてほ

しい。

高架の音と振動をどのように解消していく

か、興味を持ちました。

おしゃれして出かけていく場所も良いが、

いっそのこと着替えブースを設けてそこで超

おしゃれする空間にしてしまうのはどうだろ

う？

あの重々しいコンクリートや騒音は、普通な

ら結構マイナスになる。それをどう活かすの

かが大きなテーマだと思う。

発表お疲れさまでした。女性のための複合商業施設を高架下に

作るとなると，駅舎からそこに至るまでのアプローチが相当重

要になるのではないかと思いました。雨や雪に降られたくない

ですよね，きっと。どのようなルートでその場所に至ることに

なるのか，楽しみにしています。

そのストリートと(広域な）町とのWin-Winの
関係がみてみたいですね。

増田 達哉

テーマは面白いけど用語の定義が曖昧と思い

ました。全体の流れを理解する前に用語に違

和感が有り止まってしまった。力は感じられ

るので、聴き手のスタートラインをそろえて

あげてください。

変化する水辺のランドスケープ、楽しみにし

ています。

対象地に高架の道路が通っている？その扱い

は？

丁寧な計画。山下先生のご指摘を活かして、

親子の関わり方や距離感のパターンをつくっ

てみてもいいかも。

発表お疲れさまでした。児童養護施設に取り組む学生が思って

いた以上に多くて驚いています。様々な事例がありますが，親

のケアをどのように捉えるのか，色々と難しい問題があります

が，自然環境を生かした空間づくりになることを期待していま

す。

こういったテーマでの新たなモデルが生まれ

ることを期待しています。ランドスケープ＋

建築の力で。

高野 美佳子
良くも悪くも教科書的な印象でした。用語の

定義と独自性を検討されてください。

2つの視点をどのようにランドスケープに展開

していくかを楽しみにしています。

タスク・コミュニティと地縁コミュニティか

らの構想を如何に空間提案に繋げるか？ラン

ドスケープを含めた空間表現として構想して

くれるのを期待。

抽象論に見えてしまうところがあったので、

何度も通った調査がもっと見えてもよかった

かも。

発表おつかれさまでした。発表のなかで言及していたらすみま

せん。ふるさとの意識を高める地域づくりという観点は，U
ターンを重視している，という事なのでしょうか。それともI
ターンであっても，そこをふるさとと呼べる場所として認識し

てもらえるようにしよう，という事も含まれるのでしょうか。

近の淡路島のように、移住しようと思って

くる人たちに魅力がつたわることも、重要か

なぁと思いました。（淡路はちょっと商売っ

ぽいけど）



福本先生からの
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山口 祐季
窓は魅力的ですよね。山口さん独自の視点が

楽しみです。

スクリーンに窓枠をつけると色々な風景が一

つの窓で楽しめると思いました。

豊かさの概念が漠然としていろいろ含みすぎ

て、窓との関連が考えにくい。もう少し絞っ

ては。

発表お疲れさまでした。窓の風景は，僕も非常に興味を持って

いるものです。一方で，多くの住宅では日中もカーテンで閉じ

ている窓が数多くあります。このことをどのように捉えて，窓

について考えていくのだろうと思って見ていました。どのよう

な着地になるのか楽しみにしています。

豊かさと窓の関係は面白いと思います。窓に

は強度面、環境面など機能性の重要な部分も

あるので、包括的に取りこんでもらえるとい

いかと思います。

長岡 美空
歩行空間面白いですね。とても良いテーマ。

後まで頑張って。

楽しく歩ける屋外空間の仕掛けに並木や草花

もあるとよいと思いました。

standがどのような機能を持つ施設になるか興

味を持ちました。

力学的なことだけでなく、感情面も大事です

よね。

発表お疲れさまでした。夏の暑さや，冬の積雪といった環境要

素と，歩くという事をどのように対応させるのだろうと思いま

した。歩く姿勢を重視するのか，姿勢など関係なく歩くという

行為を重視するかで，計画するものが変わってきそうですね。

どのような制作になるのか楽しみにしています。

命を育むという壮大なテーマですね。自然と

歩く工夫なのか、プログラム的なのか、その

あたり建築がうまく作りだしてくれるんです

よね？

松尾 まりな

とても重要なテーマと思います。 後まで馬

にこだわってほしい。馬をめぐる人の関係性

なんかも検討材料になりそうですね。

競走馬の延命が人の癒しに繋がり、それが地

域活性化に繋がればもっと良いと思いまし

た。

以前も言ったように、馬がいるからこその魅

力的な空間を、見つけてほしい。

発表お疲れさまでした。馬によるアニマルセラピーの良さがど

こにあるのか，という点についてもう少し具体例を挙げること

ができると良いのではと思いました。馬によるアニマルセラ

ピーの良さを明確にするためにも，やはり他の動物によるアニ

マルセラピーとの比較は重要であるように思います。とても興

味深い内容で，とても楽しみにしています。

引退後の馬の新たな活躍の場ですね。人を癒

すだけでなく役に立つことが重要と思いま

す。ロンドンに住んでいたとき、警察のため

の移動手段・警備手段だったりして活躍して

いるのをみて感動しました。そのかわり町

中、糞だらけでしたが・・・、

宮尾 日菜
ダイアグラムは面白かったけど具体案はこれ

からかな？

空間（建築）が人へ与える作用とは、光や風

のコントロールすることでしょうか。広い、

狭いなど認識される空間が意識に与える印象

のことかしら。

衣服は人と密着していて、人と衣服とで不可

分な全体を成す（相互作用論ではなくな

る）。そこから連続的に、建築までの空間を

考えられないか？

発表お疲れさまでした。ファッションの観点から建築や空間を

考えると，一般的な解決法に着地せずともよいのではと感じま

すね。外で展示するとなると寒い環境になりますが，設備的な

工夫をしつつ，よりよい作品になるようがんばってください。

秘密ですね(笑)。そのファッションが人と空間

をつなぐものとしてどう表れるか楽しみにし

ています。

本田 遥希 手段と目的を明確に。
施設だけでなくオープンスペースの活用方法

に注目したいです。

集まって何をするのかは、同じく気になっ

た。

発表お疲れさまでした。トチオーレを見に行かねばと思いつ

つ，まだ噂しか聞いていない状況ですが，結構にぎわっている

という噂を聞きます。公共的空間の創出となると，どうしても

トチオーレと比較される事になると思うので，その違いを明確

に打ち出せるかが肝になりそうですね。作品楽しみにしていま

す。

いわゆる「児童館」みたいなものなのかと思

いながら、「道の駅」はあえて町の入り口

（中心でなく）につくるものなので（車のた

めの施設としてがメイン）、目的にあった施

設が何がいいのか、少し気になりました。

渡邉 悠太
避難所の開設プロセスをしっかりレビューし

て。

避難をしなくてもよい場所に住まう。各住宅

に核シェルターのように災害対策を施すなど

も考えられると思いました。

常設避難所の矛盾を解くには、何かジャンプ

が要りそう。

発表おつかれさまでした。避難所はなかなか難しい問題です

ね。車中泊と災害時非難を組み合わせた発表もありましたが，

建築側の解決も様々だと思います。また，災害発生時からどの

程度時間が経ったかによっても対応策が変わってくるので，そ

れらのバランスをどうとるのかも課題になりますね。新潟なら

ではの避難所計画がどのような着地をするのか，たのしみにし

ていますね。

その避難所が避難施設として使われていない

ときも有効に使われる工夫があるといいです

ね。

櫻井 詞音
面白いけども、地に足付いた実態を捉える視

点も検討してみてほしい。

自然に溶け込んだ建築、楽しみにしていま

す。

スケッチが線状の建築だったが、その意図

は？　ずっとこだわっている形態のようなの

で、解釈して見せてほしい。

発表おつかれさまです。世界では，子どもをおろすことを認め

ない地域も多くあり，それに関連するニュースもよく目にする

ようになってきたように思います。それぞれの事情や，個性に

配慮した産院のありかたがどのようなものになるのか，楽しみ

にしています。

海外の保養所等で、湖沿いのいい施設も参考

になるかもしれませんね。新たな価値が生ま

れることを期待しています。


