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「第26回全国高等学校インテリアデザイン展」審査講評

審査委員長
九州産業大学工学部　
住居・インテリア設計学科　教授

飯田　一博

　3 月 11 日の東日本大震災により、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとと
もに、甚大な被害を受けられたすべての被災者の方々に、心よりお見舞い申し上げます。
震災後ということもあり、応募作品が少なくなるのではと心配していましたが、今年は 30
校（昨年 26校）作品 287点（昨年 329点）でした。作品の応募は 40点少なくなりましたが、
参加校は４校と増えたことは喜ばしく思っています。
　震災の影響もあるかとは思いますが、HOME（家）とか家族を捉えた作品が目立ったよ
うに思えます。そのほかでは、猫の為の「キャット・キャビネット」や LED照明を使用し
た「まつぼっくすつーる」など新しいテーマや素材に取り組んだ作品も見られました。第
一審査を通過して入賞した作品はやはり、高校生らしく図面やスケッチに一生懸命に取り
組んだ成果が現れているように思えました。
　文部科学大臣賞の澤田誠也君の「親子のアトリエ」父と子が一緒に絵を描いたり、工作
をしたり、勉強をしたり？できる・・テーブルが飛び出したり、イーゼルが出てきたりす
る作業机です。カッターマットと粘土板がひっくりかえすと出てきます。サイドにはゴミ
箱もあり、ゴミをすぐに捨てることもできます。作品を飾る壁面もあります。親子で楽し
い時間が作れそうです。その想像力と総合的な表現力が評価されました。
　九州経済産業局長賞の吉川恭平君の「Rib　Chair」は細かく分かれた座面や背もたれが
やさしく体を包んでくれる椅子です。それぞれの部材が丸みを持ち、微妙な角度で展開さ
れています。大学生でも表現できないのでは？というほどの図面やスケッチする表現力の
素晴らしさが、審査員全員から評価されました。三脚は安定した足になるのですが、その
三本の足の位置によっては倒れやすくなりますので気を付けてください。
　福岡県知事賞の古庄美佳さんの「コンパクトワゴン」は四角柱のキッチンワゴンです。
日本ではあまり台所でワゴンを使うことが少ないので、良いデザインのワゴンを見られま
せん。長方形の形をスクエア（四角）にして女性らしい発想や創造性で９つの提案をして
います。使いやすそうですよ！また、製図やアイソメ（等測図）はしっかりした表現力を持っ
ています。
　福岡県教育委員会賞の夏目柚子菜さんの「ママと一緒！おてつ台」は台所でお母さんと
一緒に楽しく過ごすための家具。（社）日本インテリアデザイナー協会理事長賞の大島葉月
さんの「Heal　Cloud」は家族団欒の場としての居場所を空間として捉えて提案しています。
　最優秀学校賞は今回、学校からの作品の数が少なくなってきた中で、24点の作品を応募、
26賞の内７作品が入賞した兵庫県立姫路工業高等学校が選ばれました。
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文部科学大臣賞

愛知県立
愛知工業高等学校　　　澤田　誠也

❖コンセプト❖

　私は幼い頃、よく父と一緒に工作をして遊びまし
た。一緒に作業する時間はとても楽しかった記憶
があります。そこで、親子が楽しい時間を共有でき
る家具があったら…と思い、この家具を考えまし
た。子供は親のまねをするので、親が目の前で作品
を作ってみせることで子供の「やってみたい！」と
いう造形に対する興味を育むことが出来ます。
『親子のアトリエ』は親子で工作を楽しみながらコ
ミュニケーションを取ることができる作業机です。

受賞コメント

　この度はこのような賞をいただき、誠にありが
とうございます。受賞の報告を受けたときは本当
に驚き、受賞したことを信じられませんでした。
まさか自分の作品が選ばれるとは思ってなかっ
たので、とても嬉しかったです。
　私がものを作ることに興味を持ったのは、幼
い頃から父と一緒に工作をして遊んでいたからで
す。父は私にものづくりの面白さや楽しさを教え
てくれました。自分が父親になったら子供と色々
なものを一緒に作りたいと思い、「親子のアトリ
エ」を考えました。
　作業机に「あったらいいな」と思うことを素直
にそのまま機能にし、天板を引き出して広い作業
スペースを作ることが出来たり、好きな位置に棚
を取り付けて物が置けるなど、自分のアイデアを
たくさん盛り込みました。
　この作品は卒業制作として実際に制作し、学
校の卒業制作展で展示しました。昨年、一昨年
とデザイン甲子園に作品を出展した卒業生の先
輩方も実際に家具を制作しているので、それに劣
らないような作品になるように仕上げました。
　イメージした家具を実際に作るには、構造や強
度面などを考えなければいけないので、図面を引
きなおしたり、材料選びで悩んだりしました。ま
た、加工をするときになかなか思うようにいかず
に苦労しましたが、最初のイメージをなるべく損
なわないように丁寧に作りました。ゼロからもの
を作るというのはとても大変なことですが、卒業
制作で実際に家具を作ることで、改めてものづく
りの楽しさを知ることができました。
　この作品を作ることができたのは、担当の先
生や友人、家族の支えのおかげです。本当に感
謝しています。また、評価してくださった先生方
にも感謝しております。ありがとうございました。
この経験を無駄にせず、これからも妥協せずに作
品を作っていきたいと思います。

親子のアトリエ

文部科学大臣賞文部科学大臣賞

親子のアトリエ　制作



九州経済産業局長賞

福岡県知事賞

静岡県立科学技術高等学校　　　 吉川　恭平

兵庫県立姫路工業高等学校　　　古庄　美佳

❖コンセプト❖

　僕が書きものをしていて椅子に腰掛けた時、ふと

思った、、、背中を包み込むようなゆとりのある椅子に

座ったらどれだけ気落ちがいいか、心地が良いか。

デスクなどの軽作業用の椅子が良いため、クッション

などの椅子はあまり適していない。デスクチェアとし

ては具合が少し良くない。

なので、背中を包み込み心地よくするためにはどのよ

うにしたら、クッションなどを使わずにうまく包み込

むことができるか、を考えデザインした。

❖コンセプト❖

　キッチンから食堂まで料理を運んだり、小物類を収

納したりするのにキッチンワゴンは便利である。しか

し、市販のキッチンワゴンは割とサイズが大きくて邪

魔になることもあるので、コンパクトで多く収納がで

きるワゴンを考えた。

このコンパクトワゴンは、その名の通り小型である

が、料理やお盆・お箸から料理本・ゴミまで収納し運

ぶことができる。様々な大きさ・形の引き出しを3面

に配置しているので、分類しやすく、また取り出しや

すい。台所に置いておく時は、取っ手部分を立て、壁に

ピッタリとくっつけることができるので、邪魔になら

ずキッチンがスッキリする。

Rib　Chair

コンパクトワゴン



㈳日本インテリアデザイナー協会理事長賞

㈶生活用品振興センター理事長賞

福岡県教育委員会賞
愛知県立愛知工業高等学校　　　夏目　柚子菜

愛知県立愛知工業高等学校　　　村木　あやめ

新潟県立十日町総合高等学校　　　大島　葉月

❖コンセプト❖
　私は小さい頃、お母さんと一緒になにかをするのが大
好きでした。
よく、ご飯の準備などのお手伝いをしていました。
でも、小さな体で出来ることは限られており
お母さんと同じ目線でお手伝いが出来なかった記憶を覚
えています。
誰にでも、そんな経験があると思います。
この家具は、私の小さい頃の気持ちを元に考えました。
「ママと一緒！」をテーマに、いろんな状況に合わせて
使い方を変えることができ親子で過ごす時間を
安全で楽しい空間にしてくれるのがこの家具です。

❖コンセプト❖
　私の部屋は和室です。畳には家具によってできたキズがた
くさんあります。soft というだけあって、Sofi ture（ソフィ
チャー）は全体的にやわらかく角がないです。底面もやわらか
い素材なので床をキズつける心配もありません。
それに、「家具って場所をとる…」そんなことを思ったことは
ありませんか？
なんとこの家具 1つで、ソファー、ベッド、机、背もたれ、
引き出しの 5つの機能を備えているので場所をとりません！
それに取り外し可能なので分解しても使えます。
　また、ジョイント部分は物がかけられるようになっていま
す。
ソファーやベッドがやわらかいのは一般的ですが、やわらかい
のに机や引き出しになる…そんな家具見たことありますか？

❖コンセプト❖
　リビング・ダイニングルームは家族の憩いの場です。平日の両親は
仕事に行き、私と弟は学校に行きます。そんな家族としての交流は朝
食をとる時間と夕方皆が帰って来てからです。土日は家族団らん一日
リビングダイニングで過ごせる時もあります。
　そんな団欒の場として、居場所の意味を提案したいと思います。
リビングダイニングとしては、食事をしたり寛いだりしますが、一緒
にいたい家族としても、その日によって仕事で疲れて帰って来た両親、
宿題をしないといけない私、テレビゲームをしたい弟達がおります。
　その居場所の癒し空間として、トップライトを設けた部屋に、多機
能の家具を設置し、柄に安らぎを感じてもらえるように、夕日の空を
描きました。階段を上ると、トップライトからの空の見へ、家族一緒
に居ながら、居る高さを変えることで外の精神疲労などを取ること
のできる空間を考えました。寝るまで家族と居たいから。

ママと一緒！おてつ台

Sofi ture　（ソフィチャー）

Heal　Cloud

福岡県教育委員会賞福岡県教育委員会賞
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全国高等学校インテリア科教育研究会長賞

福岡県産業デザイン協議会長賞

㈳日本家具産業振興会長賞
千葉県立市川工業高等学校　　　大木　順子

愛知県立愛知工業高等学校　　　松原　匠

熊本県立水俣工業高等学校　　　福山  由希子

❖コンセプト❖
　ありそうでなかったベッド。ロフトベッドをL字型に繋げた。ベッ
ドの下のスペースには、木のぬくもりが感じられる、引き出し付き
の机と台形のちょっと変わった棚が。
棚はベッドの形をそのまま利用し、無駄のない形。奥に行くにした
がって奥行きが出るので、手前には本などを入れ、奥には、雑貨
や鞄など大きくてかさばる物もすっぽり入る。ベッドのサイズはキッ
ズからジュニア向け。よくあるジュニア向けのベッドだと狭い部屋
にベッドが二つで幅をとってしまったり、二段ベッドだと「上の段の
人の寝相が悪くてうるさい！」などと、いろいろと大変。でもこの
ベッドなら部屋の隅にベッド、勉強机、本棚、ちょっとした収納スペー
スが少ないスペースでも収まるし、ベッド部分はコーナーで対角線
上に仕切られていて、プライベートが確保でき、兄弟で仲良く使え
る。また、梯子は取り外しが可能。

❖コンセプト❖

　インフィニティーユニットとは、名前のとおり「無
限の組み合わせ」が出来る家具です。
それぞれの趣味や仕事、好みに合わせて机やラック、
棚、パーテーションなどに組み換えることが出来ま
す。
そのためこの家具を部屋に一つ設置することで空間
を構成することが可能なのです。

❖コンセプト❖
　「子育て支援家具」をテーマに、子供の成長に合わせて変化する家具を設計しました。
　赤ちゃんの時はベビーベッドとして、安全で使いやすく、木の温もりを重視したデザイ
ンを心がけました。手すりの間隔や高さは、赤ちゃんが抜け落ちたり、手を挟んだりしな
い寸法を用い、おむつ交換などもし易いように枠を水平に倒せる構造に成っています。
　成長に合わせ、テーブルや机として、またアイロン台や洗濯物干しとしても変化させる
ことができる構造に成っています。
　絵本の読み聞かせなどもできるように、ベッドの下にはお母さん用の椅子が収納でき
る仕組みです。
　更に、椅子は子供用の小椅子とおもちゃ箱とに分解できる仕組みで、多目的家具として
も使用できます。
　もう一つの椅子も、背もたれ部分を倒すことで、パズル遊びができ、ベビーダンスとし
ての使用もできるようになっています。
　パズルはマグネットが埋め込まれており、机（ベッド）の側面のホワイトボードでお絵
描きやマグネット遊びができます。
　子供部屋や家事室などに置いて、子育て支援家具として使うことができ、子供と共に成
長する家具です。

WLoft

∞ UNIT　（インフィニティーユニット）

With   Your   Life



朝日新聞社賞

読売新聞社賞

NHK福岡県放送局長賞

兵庫県立姫路工業高等学校　　　一井　沙那

高知県立高知工業高等学校　　　南部　和美

静岡県立科学技術高等学校　　　田久　和加奈

❖コンセプト❖

　人と猫が同じ空間の中で満足して暮らせるキャットタワー
をデザインした。
人にとっては収納スペースである棚を階段に見立てて、猫が
登れるようになっている。
そして猫が自由に棚の中に入れる形になっていて棚がスライ
ドすることにより、段の間隔が変化し猫が飽きずに使える。
人にとっては収納する物の形や大きさに合わせて収納スペー
スが変化するので、使いやすい。また棚がスライドすること
により猫の顔が見え隠れし、空間に変化をもたらすことが出
来るのでインテリアとして色々と楽しむことが出来る。

❖コンセプト❖
　タンスといえば服を収納するだけというイメージがありますが、実際出掛けるとき
には服だけでなく色んな物を身につけると思います。
その身につける物もタンス1つに収納できれば便利で、それに加え好きな小物や雑貨・
香水なども飾れれば、より一層コーディネートが楽しくなるのではないかと考えまし
た。
　また、1つにまとめることで部屋のスペースも有効に使う事が可能だと思います。
そこで『Various Change』を考えました。
この『Various Change』は 2つに分かれており、サイドに引くことで、部屋のスペー
スに応じて大きさを変える事が出来ます。
　また、収納スペースも増えるので、棚の大きさに応じて帽子やベルトなどの小さい
物からステレオなどの大きい物まで大小関わらず置く事が出来ます。
その他にも自分の好きな物を飾って飾り棚として使用しても良いと思います。
そして右サイドには収納式の鏡があり、鏡の上には服が掛けられるようになっている
ので、そこに次の日着ていく服をコーディネートして掛けておけば、忙しい朝に慌て
て決める必要が無くなります。
この『Various Change』によって出掛ける時の気持ちが高まり、良い1日をスター
トするきっかけになれば良いなと願い、考えました。

❖コンセプト❖

　このイスは『安らぎ』をテーマにして考えました。
形のコンセプトはそよ風です。自然に吹く穏やかで
優しい風をイメージしました。1人用の時をOne、
2人用の時を Twoといいます。
ひとりでゆっくり休んだり、考えたりしたいときは
Oneを
兄弟や友人とたわいもない話をしながら過ごしたい
ときは Twoを
このイスはその時の気分に合わせて使い分けること
ができます。

Slide   C5

スライド式コーディネイトタンス
Various Change

One　Two　Chair



西日本新聞社賞

大川市長賞

毎日新聞社賞

静岡県立科学技術高等学校　　　野澤　萌絵

富山県立富山工業高等学校　　　鬼塚　来未

兵庫県立姫路工業高等学校　　　近藤　真菜

❖コンセプト❖
☆ストーリー☆
　「お姫さまになりたい！」ある日 6歳になる娘が言いだした。
きっと、何かの絵本でも読んで影響を受けたのだろう。…困った。
やはり、一人娘というものはとても可愛く、できれば願いを叶えてあげ
たいというのが親心だ。そこで私は考えた。かぐや姫になれる椅子を。
その椅子を見て座るなり娘は大はしゃぎ。
「かぐや姫になれた。」そう笑顔で言う娘は微笑ましい。
しかし、少したつと、その笑顔は、違う笑い顔になった。
「お父さんもかぐや姫だ！変なの～。」妻や祖母も少し照れながらも椅子
に座り笑う。
そこで気づいた。そう、この椅子は座っている人だけでなく向かい合っ
ている人も幸せにできる不思議な椅子だったのだ。

❖コンセプト❖
　本を読むときは 1人で読むことが多い。私は本を読む人達
が集まってくるような、収納するだけではない本棚を考えよう
と思い、このようなデザインになりました。この本棚は通常十
字型になっています。5箇所にヒンジがついていて、用途や部
屋の形に合わせてさまざまな形に変化します。
　また、1人でひっそりと読みたくなったら「8」のような形
に動かすとちょっとした個室が出来上がります。更に、本を置
いていない部分は窓になります。個室の状態のときは、前から
も後ろからも本が取り出せるので、中で読んでいる人以外も本
を読むことができます。
　公共施設などの、人が集まるところで、本以外にも、マンガ
や雑誌、CDやCDプレーヤーなども置いて、さまざまな人々
との交流が生まれてくれたらいいなと思います。

❖コンセプト❖
　見た目が可愛くオブジェとして楽しめ、収納も兼ね備えたス
ツールが欲しくて丸みを帯びた松ぼっくりをモチーフとし、この
家具をデザインした。
　ふたをひっくり返せばスツールとなり、スツールの中は収納ス
ペースとして使用できる。子供部屋に置く場合は、おもちゃ。リビ
ングに置く場合は、雑誌やハンディモップ、リモコン等の収納が
可能である。
　松かさは取り外しができ、色を変えることが出来る。カラフル
な色使いではポップな印象に、茶色に統一すればシックな印象
になるので、子供部屋でもリビングでも使用できる。夜には、松
かさの間に設置した赤、青、白のLEDを点灯させることで、雰囲
気照明の役割を持たせ室内を彩ることもできる。

KAGUYA   chair

Variation   Rack

まつぼっくすつーる

大川市長賞

西日本新聞社賞

大川市長賞

西日本新聞社賞



大川市教育委員会賞

福岡県家具工業組合理事長賞

大川市議会議長賞
兵庫県立姫路工業高等学校　　　 宗俊　美波

高知県立高知工業高等学校　　　 矢野　愁人

鹿児島県立川内商工高等学校　　　 中安　　栞

❖コンセプト❖

　この椅子は棚としても使用出来るハイバックチェ
アである。曲木を用い、その特性を生かしている。
　たわみを利用して座面（棚板）をはめ込む。座板
として使用するときは板を 5枚重ね革テープで固定
し、棚として使用するときは 1枚ずつはめ込む。
　座面の高さを自由に変えられるので、子供から大
人まで様々な身長に合わせることが出来る。
　線で構成されているので風・光を遮らず、圧迫感
がないので室内の雰囲気を損なわない。また、角が
なく安全であり、木の温かみを感じることが出来る。

❖コンセプト❖
　僕の家族は映画鑑賞が大好きです。週末はいつも皆で観ています。
また、僕の家族には皆別々の趣味があります。
父はDVD収集、母は雑貨収集、姉は音楽が好きでCDを収集しています。皆の
趣味をまとめると家族が一つになると思い、考えたのがこの家具です。中央には
42型テレビを配置できます。専用の伸縮可能な配線コードを取り付けることで上
下にスライドすることができます。
テレビ棚後方には 2種類の棚があります。下段にはオーディオが設置でき、上段
は飾り棚になっており、好きなDVD、CD、雑誌などを飾ることができます。
両サイドにある円形棚は回転させることができます。この円形棚には大きい棚と
小さい棚があり、大きい棚は下の 2段が雑誌、上の 4段がDVD、CDが収納で
きます。
小窓型の小さい棚のほうには、小物雑貨を飾ることができます。
この収納一体型ホームシアター「FaBO」は“Family（家族）”と“BecomeOne
（ひとつになる）”を合わせました。
この家具があることによって、家族がひとつになるようにと思いこの名前をつけ
ました。
そして家族で過ごす時間が増え、今まで以上に家族をひとつにしてくれます。

❖コンセプト❖

　女の子に嬉しい♪
・自分が好きなコーディネートを並べられる♪
・ジャンル別にも分けられる♪
・まるで雑誌のよう
・手間がはぶけて、すぐに着れる♪
・かわいい服を飾って、部屋もオシャレに♪
・キャスターがついているので、邪魔にならない♪
・服がしわにならない♪

Fit   chair

収納一体型ホームシアター
FaBo

My    Style    Book

大川市教育委員会賞

大川市議会議長賞大川市議会議長賞

福岡県家具工業組合理事長賞福岡県家具工業組合理事長賞

大川市教育委員会賞



㈿大川家具商業会理事長賞

㈿大川ファニュチャ－理事長賞

大川商工会議所会頭賞

兵庫県立姫路工業高等学校　　　 久野　早也香

兵庫県立姫路工業高等学校　　　 藤本　ほのか

愛知県立愛知工業高等学校　　　 菊地　大介

❖コンセプト❖

　人は身をくるまれると、安心感を覚える。身体を「く
るむ」（ROLL）をコンセプトに複合機能を持つ家具
を計画した。基本的には椅子として利用し下部は収
納、上部はクッションを取り付けてゆっくりと座る。
クッションをはずして積み重ねると棚になる。その
取り外したクッションは、折りたたんで収納部にし
まうことができる。棚として利用する時は、補助の
柱をつけて安定を保つ。他にもテーブルやベビーサー
クルなど、シンプルな形態なので組み合わせによっ
て様々な使い方ができる。状況に応じて空間を構成
し子どもから大人まで楽しく使用できる。

❖コンセプト❖

　座ることで包み込まれる安心感を得られる椅子に
したいと思い、木の空洞をモチーフにデザインし、
タイトルも、Hollow（木等の空洞）と木の「うろ」
を組み合わせたものとした。筒状の曲線で体全体を
包み込むフォルムを作り出し、高さを持たせてコン
パートメントの雰囲気も持つ。使い方にバリエーショ
ンを持たせ、背もたれとスツールは取り外しが可能
なため寝かせて使用することもできる。パーテーショ
ンとしても利用できる。この椅子を部屋に置くこと
で、木とやわらかな曲線があたたかみのある部屋を
演出してくれる。

❖コンセプト❖
　幼稚園の年長さんくらいの子供たちにみんなで遊びな
がらパズル感覚で組み立てる事のできる家具がある
と良いと思い考えました。子供たちにもっと興味を
持ってもらうために、動物を形にしました。
5～6才くらいになると何にでも興味を持ちいろい
ろな表現ができるようになります。
両手の指に力を入れてはめ込む作業は手や目の発達
を促進して、形、大きさ、色の分類は感覚、感性を磨き
自由自在に形を使って創造力を育てていく事ができ
ます。

ROLL   IN   CUBE

ほ　ろ　う　ろ

スティック　DE  　ZOO

大川商工会議所会頭賞大川商工会議所会頭賞



㈿大川家具工業会理事長賞

㈿大川家具工業会理事長賞

大川信用金庫理事長賞

鹿児島県立川内商工高等学校　　　山端　将志

兵庫県立姫路工業高等学校　　　松本　衿奈

千葉県立市川工業高等学校　　　伊藤　礼奈

❖コンセプト❖

　このイスの一番の特徴は下についている大小二枚
の円盤にあります。
　大きさの違う二枚の円盤をずらして重ねる事で、
利用者が重心移動をすると起き上がり小法師のよう
な動きができる作りになっています。

❖コンセプト❖
　日頃使いの食器であっても、気に入ったものを購入して
いるので、使うだけでなく、様々な角度で楽しみたい。そ
こで、食器を“しまう”だけでなく、“魅せる”棚をデザ
インした。
円錐はシンプルな形態の中に、曲線と上部に伸びる平行
でないラインがあるため、部屋の中で存在感を強く放ち、
食器を引き立たせるディスプレイとなる。しまう収納も、
魅せる収納も可能にしている。また 1/4 円であることか
ら、一つならコーナーに、二つなら壁付け、四つならフ
ロアで使え、部屋の雰囲気に使い方を合わせて、ディス
プレイできる。
部屋の片隅から表舞台へ。
空間をデザインする食器棚のデザインを提案したい。

❖コンセプト❖
　私がこの家具で一番見てほしい部分は折りたたみ式の棚板です。
本棚を使っていて不便だと思う所は大きいサイズの本が上手く入らない
事でした。なのでこの棚板は折りたたむことでスペースが広がり、どん
なに大きなサイズでも立てる事が出来ます。またこの本棚には文庫本サ
イズに合わせた棚もあり、よりスペースを余す事なく使えます。
外側のデザインを本そのものの形にしたのは、どこにもない特別感のあ
る家具にしたかったからです。落ち着いた雰囲気のあるワインレッド色
にしたのは、目を刺激すること無く、古めかしい、どこか色褪せた感じ
を出したかったからです。鍵穴の形をした取っ手は、物語に出てきそう
な封じられた魔法の本のようなイメージです。全体的に不思議で、可愛
らしさのある印象に残るような家具になるように意識しました。
この本棚はより便利に、中と外どちらのデザインも楽しめる本棚です。

ROTATING    CHAIR

Collect  &  Display   tower!!

GET    UP    BOOKSHELF

大川信用金庫理事長賞大川信用金庫理事長賞

㈿大川家具工業会理事長賞㈿大川家具工業会理事長賞

㈿大川家具工業会理事長賞㈿大川家具工業会理事長賞



㈶大川総合インテリア産業振興センター理事長賞

㈶大川総合インテリア産業振興センター理事長賞

熊本県立熊本工業高等学校　　　 濱本　かれん

福岡県立大川樟風高等学校　　　百武　凌太

❖コンセプト❖

　このいすは、建物の壁などがすのこ状になってい
るところにはめ込んで使用することができる。
はめ込む高さで座ったり寝たりすることができ
自分の好きな体勢でリラックスすることができる。

❖コンセプト❖
　毎日、着る服を年中楽しく、楽に収納でき、お気に入りの服
もディスプレイしたい。それも好きなときに。そんな魔法のよ
うな家具があればと思い考えたのがこの“Monkey magic”
です。
　この作品はバナナをモチーフにして考えました。ハンガーは
猿になっています。冬のアウターだけでなく、夏に着る Tシャ
ツなど、布地の薄い服も猿の腕のカーブにより型くずれするこ
となくかけておくことができます。ポールだけでは足りない！
と感じたときは、棚の奥にフックがあり、そこにロープをわた
すことで、さらに多くの服をかけることができます。
　また、使わないときは閉じて、お部屋のインテリアとしても
十分な存在感を発揮します。
　猿の手も借りたいときは是非！

すのこ　de　あっぷだうん

Monkey    magic

㈶大川総合インテリア産業振興センター理事長賞㈶大川総合インテリア産業振興センター理事長賞

㈶大川総合インテリア産業振興センター理事長賞㈶大川総合インテリア産業振興センター理事長賞



第26回全国高等学校インテリアデザイン展参加校

北海道札幌工業高等学校　　　　　　兵庫県立鳴尾高等学校 

青森県立青森工業高等学校　　　　　兵庫県立姫路工業高等学校 

青森県立南部工業高等学校　　　　　広島県立宮島工業高等学校 

宮城県工業高等学校　　　　　　　　高知県立高知工業高等学校 

山形県立山形工業高等学校　　　　　福岡県立浮羽工業高等学校 

千葉県立市川工業高等学校　　　　　福岡県立大川樟風高等学校 

東京都立工芸高等学校　　　　　　　大分県立大分工業高等学校 

埼玉県立春日部工業高等学校　　　　熊本県立熊本工業高等学校 

新潟県立十日町総合高等学校　　　　熊本県立水俣工業高等学校 

富山県立富山工業高等学校　　　　　熊本県立八代工業高等学校 

静岡県立科学技術高等学校　　　　　宮崎県立延岡工業高等学校　　　　

静岡県立浜松工業高等学校　　　　　宮崎県立宮崎工業高等学校 　　 

愛知県立愛知工業高等学校　　　　　鹿児島県立鹿児島工業高等学校

愛知県立佐織工業高等学校　　　　　鹿児島県立川内商工高等学校

名古屋市立工芸高等学校　　　　　　鹿児島県立隼人工業高等学校

参加校　　30校 出品作品　　287点

文部科学大臣賞受賞　澤田　誠也さん 表彰式参加者一同に



入賞者一覧

賞 学校名 生徒名

文 部 科 学 大 臣 賞 　 愛知県立愛知工業高等学校 澤　田　　誠　也

九 州 経 済 産 業 局 長 賞 静岡県立科学技術高等学校 　吉　川　　恭　平　

福　岡　県　知　事　賞 兵庫県立姫路工業高等学校 　古　庄　　美　佳　

福 岡 県 教 育 委 員 会 賞 愛知県立愛知工業高等学校 夏　目　　柚子菜

㈳日本ｲﾝﾃﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾅｰ協会理事長賞 新潟県立十日町総合高等学校 大　島　　葉　月

㈶生活用品振興センター理事長賞 愛知県立愛知工業高等学校 村　木　　あやめ

㈳日本家具産業振興会長賞 千葉県立市川工業高等学校 大　木　　順　子

全国高等学校ｲﾝﾃﾘｱ科教育研究会長賞 熊本県立水俣工業高等学校 福　山　　由希子

福岡県産業デザイン協議会長賞 愛知県立愛知工業高等学校 　松　原　　　　匠　

ＮＨＫ福岡放送局長賞 兵庫県立姫路工業高等学校 一　井　　沙　耶

朝　日　新　聞　社　賞 静岡県立科学技術高等学校 田　久　　和加奈

読　売　新　聞　社　賞 高知県立高知工業高等学校 南　部　　和　美

毎　日　新　聞　社　賞 静岡県立科学技術高等学校 野　澤　　萌　絵

西  日  本  新  聞  社  賞 兵庫県立姫路工業高等学校 近　藤　　真　菜

大 　 川 　 市 　 長 　 賞 富山県立富山工業高等学校 鬼　塚　　来　未

大 川 市 議 会 議 長 賞 兵庫県立姫路工業高等学校 宗　俊　　美　波

大 川 市 教 育 委 員 会 賞 鹿児島県立川内商工高等学校 中　安　　　　栞

福岡県家具工業組合理事長賞 高知県立高知工業高等学校 矢　野　　愁　人

大川商工会議所会頭賞 兵庫県立姫路工業高等学校 久　野　　早也香

㈿大川家具商業会理事長賞 愛知県立愛知工業高等学校 　菊　地　　大　介　

㈿大川ファニチャー理事長賞 兵庫県立姫路工業高等学校 藤　本　　ほのか

大川信用金庫理事長賞 鹿児島県立川内商工高等学校 山　端　　将　志

㈿大川家具工業会理事長賞 千葉県立市川工業高等学校 伊　藤　　礼　奈

㈿大川家具工業会理事長賞 兵庫県立姫路工業高等学校 松　本　　衿　奈

㈶大川総合ｲﾝﾃﾘｱ産業振興ｾﾝﾀｰ理事長賞 熊本県立熊本工業高等学校 濱　本　　かれん

㈶大川総合ｲﾝﾃﾘｱ産業振興ｾﾝﾀｰ理事長賞 福岡県立大川樟風高等学校 百　武　　凌　太

最　優　秀　学　校　賞 兵庫県立姫路工業高等学校
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財団法人 大川総合インテリア産業振興センター
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