
3年生

■ 卒業設計 加古川市地域活性化施設プラン 【案内】プレゼン：1/27(日)14:00～

…　高校生が「こんな施設があればいいなぁ」と考えたものです。（※実際に計画されているものではありません。）

新しい話し合いの手法「ワールドカフェ方式」で自分のアイデアが生かせる場所・仲間を探しグループを組んでいます。

・ 企画提案
(1) JR加古川駅～宝殿駅区間

① 宝殿駅 宝殿駅ビル・お散歩ロード 川村 太雅

② 宝殿～加古川間 お散歩ロード道の駅 ○ 地見 竜威

③ 加古川駅 加古川駅ビル・お散歩ロード 廣瀬 　颯

(2) 加古川駅周辺エリア

④ 加古川駅前(北口） ゲームセンター＆ボーリング 宇都宮 彪太

タワーオブレコード加古川店 富田 楽渡

ミニシネマグース 原田 裕矢

⑤ 加古川駅前(北口） シティホテル　加古川ホテル 山口 永遠

⑥ 加古川駅西 地域の未来を考えた防災センター ○ 景山 翔貴

～テナント付オフィスビル～ 藤井 海人

～防災関連事務所～ 松本 滉佑

ペットショップ　人と動物のふれあい場 米田 翔梧

(3) 陸上競技場周辺エリア

⑦ 陸上競技場南 花に囲まれたカフェ　Blossom & Café 久米 梨佳子

（西神吉町鼎） 生涯大学　COMMUNITY SCHOOL in 加古川 ○ 住元 　蓮

⑧ 陸上競技場東 宿泊施設　～なかだの宿～ 上田 温人

（西神吉町宮前） 道の駅加古川・加古川市の魅力がいっぱい！ 長井 智寛

温泉施設　～なかだの湯～ 中里 隆哉

森の図書館　～憩いの場～ 不二 乾仁

(4) 神吉エリア

⑨ 東神吉町神吉 遊ぶ場所　”バッティングセンター” 植村 太一

加古川水族館 畝原 鋭二

映画館 ○ 大山 隆太郎

図書館とカフェ 高田 悠司

加古川の顔になる保育園 山田 直輝

(5) 平荘湖湖畔エリア

⑩ 平荘湖湖畔 自然に囲まれた集合住宅 神崎 羅那

保育園　～自然と共に育つ園～ 久保田 聖理

鹿児の輪　～ユニバーサルコミュニティセンター～ 恒藤 温人

関わり深い老人ホーム ○ 中作 季也

(6) 加古川沿いエリア

⑪ 加古川西岸 スポーツ会館　～各年代の健康とともに～ 小垣 和眞

（東神吉町升田） 息抜きの場所　～スポーツジム～ 河島 彪人

温泉施設　ホッとする温泉 渡部 桐翼

⑫ 加古川西岸 水鏡に写る図書館 方山 紘伸

（東神吉町出河原） 曲線美・美術館 ○ 神田 和来

⑬ 水管橋西岸 加古川ウエストタワー 野村 麻有

⑭ 水管橋東岸 加古川イーストタワー 荒木 悠希

(7) 日岡山エリア
⑮ 日岡山付近 保育園・子供とお年寄りが交流できる場所 金志 優希

（加古川町大野） つながる地域のコミュニティセンター 中川 智敦

子供が楽しく暮らせる集合住宅 ○ 溝辺 啓太

～ようこそ心安らぐ図書館へ～ ○ 脇本 圭輔

平成30年度 兵庫県立東播工業高等学校
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3年生

■ 課題研究
・ 設計コンペ班・建築製図サークル

第15回星槎道都大学美術学部高校生住宅設計コンクール2018

　－課題：犬の訓練士の家を設計してください－

Play Talk Watch over 恒藤 温人

歩もう犬とともに 小垣 和眞

人と犬が心を通じあえる家 景山 翔貴

犬の動きが分かる家 神田 和来

Heart Warming Station  For lovely Dogs and People 住元 　蓮

人とすごす　犬とつながる 中川 智敦

仕事と趣味両立した家 廣瀬　 颯

第９回高校生の「建築甲子園」 （主催：日本建築士会連合会）

　－課題：地域のくらし　リノベーションの可能性－

「不易流行」　 ～旧公会堂を中心に広がる地域情報センター～ ※兵庫県大会　奨励賞　受賞　　　　　　

　ふえきりゅうこう 恒藤 温人 小垣 和眞 景山 翔貴

神田 和来 住元 　蓮 中川 智敦

廣瀬　 颯

・
レーザーカッター・３Dプリンターで製作したインテリアグッズと建築模型

荒木　悠希 大山 隆太郎 神崎 羅那

久保田 聖理 久米 梨佳子 野村 麻有

渡部 桐翼

・ 木工班
丸太テーブル&ベンチセット 川村 太雅 中里 隆哉

丸太ベンチ　他 金志 優希

本校ゴミ置き場上屋製作 方山 紘伸 地見 竜威 中作 季也 不二 乾仁

すのこパーテーション製作 方山 紘伸 金志 優希 地見 竜威

中作 季也 不二 乾仁

日岡山パブリックアート展2018「油絵の額縁」製作
地域貢献活動事業　～加古川市立川西小学校 「掲示板」製作～

・ 建築大工班
地域貢献活動事業　～縁側の補修～

技能検定3級課題　～寄棟軒先～

植村 太一 宇都宮 彪太 富田 楽渡

藤井 海人 松本 滉佑 米田 翔梧

脇本 圭輔

・ 通年型インターンシップ班
現場：さいしゅうじこども園建替工事（塩谷建設株式会社）

現場：(仮称)高砂市学校給食センター建設工事（株式会社ソネック）

地域貢献活動事業　～窓の格子塗替え～

上田 温人 畝原 鋭二 河島 彪人

高田 悠司 長井 智寛 原田 裕矢

溝辺 啓太 山口 永遠 山田 直輝

■ 製図（平常作品）
・ 鋼構造 カナバカリ図（S=1/20） ※兵庫県高等学校教育研究会工業部会建築専門分科会製図コンクール　佳作　　　　　　

久米 梨佳子 恒藤 温人

■ 軸組模型
・ 全体模型 小垣 和眞 神田 和来 金志 優希

恒藤 温人 中川 智敦 脇本 圭輔

ファブラボ模型班・建築製図サークル



２年生

■ 住宅自由設計
・ ひとクラスのコミュニティ　～東播ペンタゴンガーデンシティ構想～　 【案内】プレゼン：1/26(土)14:00～

…　住宅デザインソフト『3Dマイホームデザイナー』(メガソフト㈱)を用いて、夢のある住まいのデザインに挑戦

住民のつながりを重視した街区を提案

A-1 店舗付住宅（カフェ） 見通しの良いカフェ 前本 悠雅

A-2 店舗付住宅（床屋） 人気の床屋さん 大角　 匠

A-3 店舗付住宅（寿司） 回転しない寿司屋 ～隠れ名所～ 猪坂 　圭

A-4 店舗付住宅（本屋） ゆったりとくつろげる本屋さん 光本 　聖

A-5 店舗付住宅（喫茶店） 働く家 菅　 俊祐

A-6 店舗付住宅（飲食店） ゆったりとしていけるレストラン 水野 悠翔

A-7 店舗付住宅（ラーメン屋） 常にコミュニケーションが取れる家　～１Fはらーめん屋～ 津田 琉聖

A-8 店舗付住宅（喫茶店） もう一度来たくなる喫茶店 渡瀨 翔貴

B-1 2階建専用住宅 プライバシーと共同空間のある家 小松原 一眞

B-２ 2階建専用住宅 白を基調とした家 井上 天太

B-3 2階建専用住宅 明るい家 田原 空芽

B-4 2階建専用住宅 子どもも飽きない　生活しやすい家 西海 新太

B-５ 2階建専用住宅 自然で開放的な家 山下 拓満

B-６ 2階建専用住宅 住み心地の良いHOME 岡崎 燦多郎

B-7 2階建専用住宅 高齢者に優しく明るい家 石田 汐人

B-８ 2階建専用住宅 楽しいおうち 青谷 　嵐

C-1 2階建専用住宅 理想のマイホーム　～ゆとりのある家～ 田原 有仁郎

C-2 2階建専用住宅 団らんハウス 川見 侑斗

C-3 2階建専用住宅 風通しの良い家 望月 竜樹

C-４ 2階建専用住宅 採光豊かな明るい家 出羽 鈴香

C-５ 2階建専用住宅 人を呼びたくなる家 森元 一輝

C-６ 2階建専用住宅 会話が弾むん家 日下 直音

C-7 2階建専用住宅 繋がりと安らぎの家 今竹 浩二

C-８ 2階建専用住宅 ゆとりある家 原口 　陽

D-１ 2階建専用住宅 家族の時間をたいせつに　～最も明るい思い出に～ 坂田 陽祐

D-２ 2階建専用住宅 明るいリビング 池田 太陽

D-３ 2階建専用住宅 世代を超えたすみやすい住宅 高田 涼凪

D-４ 2階建専用住宅 明るく家族が集える家　～白を基調とした空間～ 髙原 剛政

D-5 2階建専用住宅 未来の僕の家 後藤 和樹

D-6 2階建専用住宅 広々とした家 山田 涼太朗

D-７ 2階建専用住宅 優しい家 真砂 慶輔

D-８ 2階建専用住宅 子供が元気よく遊べる家 橋本 俊輔

E-1 2階建専用住宅 仲良くすごしやすい家 高橋 桃太

E-2 2階建専用住宅 自然と会話が弾む家 前田 千颯

E-3 2階建専用住宅 ～リラックスタイムは吹き抜けでTタイムでも～ 葛嶋 　司

E-4 2階建専用住宅 使いやすさとデザイン重視の2世帯住宅 上村 祐世

E-5 2階建専用住宅 安心、安全な家 グェン ダン クォック

E-6 2階建専用住宅 団欒できる家 牧 飛悠馬

E-7 2階建専用住宅 KAZOKUが住みやすい家 山口 海翔

E-8 2階建専用住宅 おひさまハウス 岡松 楓真

■ 製図（平常作品）
・ 2階建木造住宅　断面詳細図（S=1/20） ※兵庫県高等学校教育研究会工業部会建築専門分科会製図コンクール　優秀賞作品　　　　　　

前田 千颯 前本 悠雅

■ 木工作品（平常作品）
・ ベンチ　～歩板1枚から製作～ 望月 竜樹 森元 一輝 山口 海翔

・ 樽型プランター



1年生

■ 製図（平常作品）
・ 木造平家建専用住宅設計図

配置図兼平面図（S=1/100） ※兵庫県高等学校教育研究会工業部会建築専門分科会製図コンクール　　　　　　

佳　作 橋爪 亜斗武

佳　作 水田 未来斗

赤井 涼圭 石上 ありす 石川 凱梨 岩崎 　燎

上川 裕真 大内 康平 大西 あさひ 大野 璃来

蔭木 祐介 樫原 知希 樫山 康太 糟谷 翔希

小谷 星遥 芝田 瑠偉 多々納 凜 冨田 宗吾

中村 向日葵 西田 拓峰 水元 來依 矢野 慎二

山田 晴斗 山根 直樹

立面図・断面図（S=1/100）

井上 侑聖 今田 知侑 岩下 侑磨 上田 直輝

浦野 洸太 江田 怜司 大西 倭旺里 熊谷 大翔

小坂 拓磨 小杉 音矢 西本 大心 野口 貴史

萩原 優一 橋爪 亜斗武 水田 未来斗 宮下 青空

森藤 夏妃 森本 大晴

・ パース
木造平家建専用住宅　透視図着彩 石川 凱梨 上田 直輝 森藤 夏妃

■ 造形
・ 空間モデル

いろいろな空間の見方 蔭木 祐介

花 中村 向日葵

螺旋階段 矢野 慎二

部活動・サークル

■ 建築研究部　
・ ものつくりコンテスト・大工技能検定　製作品

若年者ものづくり競技大会作品

高校生ものづくりコンテスト作品

若年技能者トライアル・ワークショップ作品

後援
兵庫県立東播工業高等学校PTA

協賛
総合資格学院
メガソフト株式会社

３年生

卒業設計

2年生

住宅自由設計

休憩所

３年生課題研究
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インターンシップ写真

建築研究部
建築製図ｻｰｸﾙ


