
第28回 （平成25年）
全国高等学校インテリアデザイン展

報　告　書

日本初のクルーズトレイン「ななつ星 in 九州」
内装の建具・組子を手掛けたのは大川市のインテリアの匠達です。

（写真提供：JR 九州）





主催者あいさつ

「第 28 回全国高等学校インテリアデザイン展」のお礼とご報告

　「第 28 回全国高等学校インテリアデザイン展」開催
に際しまして、北は山形から南は鹿児島まで、たくさ
んの作品の応募をいただきました。また後援、協賛、
審査等ご協力をいただきました関係機関の皆様に、私
ども役職員、関係者一同、心より厚く御礼申し上げま
す。
　本デザイン展は、「デザイン甲子園」を愛称に、高
校生のインテリアデザインの発揚の場として全国か
ら作品を広く募集し、作品発表の場を設けるととも
に、インテリアの未来を担う若き人材の育成を目的に
開催しており、今年で 28 回目を迎えることが出来ま
した。
　今年は『あなたがワクワクするインテリアをデザイ
ンしよう！』と言うテーマで、全国から 27 校、256
作品を皆さんに創作してもらいました。
　審査では、１点１点の作品と向き合い、入賞者を選
定するのに大変苦労しました。一番のお気に入りの部屋にしてくれるインテリア、大好きな
人、大切な人に使ってほしい家具がデザインされ、どの作品もワクワクするインテリアを表
現され、若いエネルギーを感じられました。
　また、本年度は表彰式会場を、大川市文化センターに移し、新たな気持ちで有意義な式典
を行うことができました。9 人の受賞者の皆さんのはつらつとしたプレゼンテーションに、
インテリア業界の明るい未来を垣間見る思いがしました。受賞者の皆さんは、表彰式後、同
時開催されておりました日本一を誇る家具の産地大川の、「第 64 回大川木工まつり」を見学
され、プロの最新デザインの展示会を目の当たりにされ、貴重な経験になったと喜んでおら
れました。表彰式に参加して頂きました受賞者の皆さん、引率して頂いた先生方、保護者の
皆様、遠方よりありがとうございました。ご来賓をはじめ、たくさんの方々にご協力を頂き
感謝いたします。
　最後になりましたが、今後もインテリア産業の振興を図り、より一層の努力を続けて参り
ますので、今後ともご指導・ご鞭撻を賜りますよう心からお願い申し上げます。

一般財団法人 大川インテリア振興センター

理事長　土井　彌一郎



募集要項
　応募資格：高等学校の在学生を対象とし、学校が推薦したものとする。
　応募期間：学校申込　平成 25 年 7 月 31 日㈬（エントリー締切）　
　　　　　　出品申込期間　平成 25 年 8 月 26 日㈪ 〜 9 月 6 日㈮
　応募規定：インテリアデザイン（家具、壁面収納等のデザイン）
　テ ー マ ：「あなたがワクワクするインテリア」をデザインしよう

審　　査
　審 査 日： 平成 25 年 9 月 19 日㈭ 午前 10 時〜午後 3 時 30 分
　審査基準：創造性、表現技術力、機能性等に優れたもの。

審査委員
　飯田　一博　　九州産業大学工学部　住居・インテリア設計学科　教授
　松本　　豊　　松本意匠代表（九州産業大学　非常勤講師）　
　成清四男美　　九州経済産業局　産業部　次長
　友延　憲幸　　福岡県工業技術センターインテリア研究所　研究員
　楚山　修司　　全国高等学校インテリア科教育研究会　理事長
　金縄　砂子　　福岡インテリアコーディネーター協会　理事
　園田　雄司　　協同組合 大川家具工業会　理事長
　吉丸　英明　　協同組合 大川家具商業会　理事長
　土井彌一郎　　一般財団法人 大川インテリア振興センター　理事長

表 彰 式   平成 25 年 10 月 12 日㈯ 大川市文化センターにて開催
（入賞者９名参加）

副 賞 大川のインテリアの匠の木工作品（上位６名）
他入賞者図書券。全入賞者に賞状及トロフィー（入賞：25 名）

作品展示 平成 25 年 10 月 12 日㈯ 〜 10 月 14 日㈪
優秀作品は「第 64 回大川木工まつり」（大川市文化センター）期間中に展示



第 28 回全国高等学校インテリアデザイン展参加校

山形県立新庄神室産業高等学校 兵庫県立姫路工業高等学校

福島県立郡山北工業高等学校 岡山県立高梁城南高等学校

茨城県立下館工業高等学校 香川県立高松工芸高等学校

新潟県立上越総合技術高等学校 高知県立高知工業高等学校

群馬県立桐生工業高等学校 福岡県立大川樟風高等学校

埼玉県立大宮工業高等学校 佐賀県立佐賀工業高等学校

東京都立工芸高等学校 大分県立大分工業高等学校

千葉県立市川工業高等学校 熊本県立熊本工業高等学校

神奈川県立磯子工業高等学校 熊本県立八代工業高等学校

静岡県立浜松工業高等学校 宮崎県立延岡工業高等学校

静岡県立科学技術高等学校 鹿児島県立鹿児島工業高等学校

愛知県立愛知工業高等学校 鹿児島県立川内商工高等学校

愛知県立起工業高等学校 鹿児島県立隼人工業高等学校

神戸市立科学技術高等学校

参加校　　27 校 出品作品　　256 点



入賞者一覧

賞 学校名 生徒名 学年

文 部 科 学 大 臣 賞 兵庫県立姫路工業高等学校 柳田　映見 3

九 州 経 済 産 業 局 長 賞 東京都立工芸高等学校 半田　由衣 2

福　岡　県　知　事　賞 兵庫県立姫路工業高等学校 佐々木　萌 3

大 　 川 　 市 　 長 　 賞 千葉県立市川工業高等学校 多田　友紀 2

（社）日本インテリアデザイナー協会理事長賞 愛知県立愛知工業高等学校 田中　美唄 3

全国高等学校ｲﾝﾃﾘｱ科教育研究会会長賞 熊本県立熊本工業高等学校 敷嶋　咲子 2

福 岡 県 教 育 委 員 会 賞 鹿児島県立隼人工業高等学校 髙畠亜由美 3

ＮＨＫ福岡放送局長賞 新潟県立上越総合技術高等学校 岩㟢　遥華 3

（一財）生活用品振興センター理事長賞 高知県立高知工業高等学校 高橋　梨沙 3

（一社）日本家具産業振興会会長賞 兵庫県立姫路工業高等学校 篠倉　愛奈 3

福岡県産業デザイン協議会会長賞 愛知県立起工業高等学校 小林沙弥香 3

福岡県家具工業組合理事長賞 静岡県立科学技術高等学校 鈴木隆之介 3

朝　日　新　聞　社　賞 千葉県立市川工業高等学校 北島　菜々 2

読　売　新　聞　社　賞 兵庫県立姫路工業高等学校 伊藤　歩美 3

毎　日　新　聞　社　賞 兵庫県立姫路工業高等学校 川淵ふきの 3

西  日  本  新  聞  社  賞 熊本県立熊本工業高等学校 森田　桃果 2

大 川 市 議 会 議 長 賞 東京都立工芸高等学校 伊勢　萌乃 3

大 川 市 教 育 委 員 会 賞 静岡県立科学技術高等学校 大石　巧人 3

大川商工会議所会頭賞 愛知県立愛知工業高等学校 山本紗也奈 3

大川信用金庫理事長賞 千葉県立市川工業高等学校 石毛　　春 2

（協）大川家具工業会理事長賞 千葉県立市川工業高等学校 中村あすか 2

（協）大川家具工業会理事長賞 鹿児島県立川内商工高等学校 半㟢　麻裕 3

（協）大川家具商業会理事長賞 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 松山　由佳 3

（一財）大川インテリア振興センター理事長賞 宮崎県立延岡工業高等学校 髙塚　　空 3

（一財）大川インテリア振興センター審査委員長賞 福岡県立大川樟風高等学校 内田　裕也 3

最優秀学校賞 兵庫県立姫路工業高等学校



文部科学大臣賞

兵庫県立姫路工業高等学校

柳田　映見

コンセプト
　この棚には様々な特徴がある。そ

れは高さや幅が自由自在に変化でき、

用途によって使い分けることができ

るところである。それは、様々な大

きさの本や物を一つの棚に置きたい

と考えたからだ。また、棚板の収め

方によっての棚の表情が変化や、ブ

ロックが 2色あることで部屋の雰囲

気に合わせて様々な組合せができる

ようになっている。ブロックは段ボー

ルに 8個収納できるので、不要な際

にはコンパクトに収納する事ができ

る棚である。

　使う人の好みに応じて高さ、幅、全体のフォルムが自由に変

えられる楽しい棚を作りたくて、このＢＬＯＫ　ＲＡＣＫを考

えました。どんな用途にも対応でき、また、ブロックを木の濃

淡の 2色にして意匠性を高めました。

　パーツを積み上げることには構造上の不安がありましたが、

ブロック形状にすることで差込部も太くなり、また室内での存

在感が増したと思います。

　２年生の終わり頃から何度もダメ出しを受け、泣きながらデ

ザインを考えました。先生に「良くなった」と褒められると本

当に嬉しく「絶対いいものをつくろう」という思いが募り、そ

れを励みに最後まで取組みました。それだけ時間をかけただけ

あり、大変思い入れのあるものですが、まさか文部科学大臣賞

を頂けるとは思ってもいなかったので、受賞を知った時は本当

に飛び上がって喜びました。

　私は卒業後就職しますが、この素晴らしい賞を頂けたことは

私の自信に繋がり、この経験を励みに一生懸命仕事をしたいで

す。この作品は周囲の支えでできたものなので、先生や友人、

また選んで頂いた方々にも感謝の気持ちでいっぱいです。本当

にありがとうございました。

BLOCK 　RACK 

受賞コメント



九州経済産業局長賞

福岡県知事賞

東京都立工芸高等学校

半田　由衣

兵庫県立姫路工業高等学校

佐々木　萌

コンセプト
　普段は生活の中に機能的に溶け込みつつ、ほっ、と一息つ
きたい時にはティーテーブルとチェアに。“フツウ”の中にも
ちょっとだけ“トクベツ”を。ガラスの中にはお気に入りの
ティーカップを飾って。突然のお客さんには、お気に入りが詰
まったハコをキャスターを動かして、さっと開いておもてな
し。一番やすらげる我が家でやさしい時間を一緒に。今日はど
のカップでおしゃべりしよう？そんな小さなわくわくを日常の
中に届けたい。

コンセプト
　この「ゆりかごチェア」は、椅子本体にベッ
ドをはめ込む設計であるため、赤ちゃんが
ベビーベッドを卒業してからも、椅子として
一生涯使うことができる。
長方形の一般的なベビーベッドに円形や緩や
かな曲線を用いることで、優しさ、可愛らし
さを表現した。また、木の撓りがゆりかごの
ような印象を与える。頭上まである板は日よ
けにもなり、先端にはフックが組み込んであ
るため、ぬいぐるみやおもちゃが吊り下げら
れる。側面には、部分的に照らすことができ
るＬＥＤライトを設け、赤ちゃんが夜泣きをし
た時や、椅子に座って読書をする時などに、
手元を明るくすることができる。

受賞コメント
　私は、まずこの家具をデザイン
するにあたり、“普段の中に特別が
ある”と言うコンセプトを意識し
続けました。長く使い続けてもら
うため、使う人の側にずっといら
れる形。
尚且つ優しい気持ちを運ぶ家具。
たくさんの人の協力を頂いて完成
させることができて幸せです。

受賞コメント
　２年生後半から取り組み始め、高校生活最後の夏休みをこの「ゆりかごチェア」
に費やしました。思うような図面が描けず、家具屋やベビー用品店に何度も足を
運びました。入賞を目指して頑張ってきたので、福岡県知事賞という素晴らしい
賞をいただけて本当に嬉しいです。

ゆりかごチェア 

HAKO CAFE



大川市長賞
千葉県立市川工業高等学校

多田　友紀

愛知県立愛知工業高等学校

田中　美唄（社）日本インテリアデザイナー協会理事長賞

コンセプト
　子供ために買った玩具、子供が大きく
なるにつれて使わなくなる…ということ
はありませんか？この「居もむし」は、
子供が小さい時期は手を駆使することで
大脳の発達を促す知育玩具として、子供
が大きくなったら勉強机として使うこと
が出来ます。更に、真ん中の板の数を調
節すれば、家族で使える食卓、ちゃぶ台
として使うことが出来ます。いつまでも
頼れる便利な芋虫、それが「居もむし」
です。

受賞コメント
　本を入れ替えることで色が変わって楽しめたり、大きな本
棚が隠せたりしたら、本好きさんがわくわくすると思い、考
えました。今回、大川市長賞と言う素晴らしい賞を頂き光栄
に思います。ありがとうございました。

受賞コメント
　自分が入賞できるとは想像していなかったので、入賞することができ大変嬉し
く思います。高校卒業後には、大学でデザインの勉強をします。授賞式に参加で
きたことはとても良い経験になりました。本当にありがとうございました。

間仕切り　to 　本棚 

居もむし 

コンセプト
　本が好きな人だったら、大きな本棚やしまう
本を移動することで見た目が変わって自分だ
けの本棚になったらわくわくするだろうなと
思い、考えました。本を入れるだけの箱ではな
く、自分の好きにパターンを変更できてインテ
リアとしても映える、そんな棚なら素敵だと思
いました。正面は本を立て掛けて穴から表紙の
色が楽しく見える収納になっています。引き出
し部分は一般的な本棚になっていて本が大量
にしまえます。
　本を入れるための棚の幅を大きくとったの
でどんな本でもしまっておくことが出来ます。
デザイン性だけでなく機能性も重視しました。
インテリアとして間仕切りになり、本棚として
本がたくさんしまえて取り出しやすくしまし
た。場所が覚えやす
いように棚の高さ
をそれぞれ変えま
した。キャスター付
にしたので、簡単に
棚を移動できて下
のほうに本を読む
ためのスペースを
設けたので読書時
間に活用できます



熊本県立熊本工業高等学校

敷嶋　咲子

鹿児島県立隼人工業高等学校

髙畠　亜由美

コンセプト
　この机は、幼児向けの机です。外形が、
恐竜の形をしているので、インテリアとし
てもいいし、子供部屋にあったら、ユニー
クでおもしろくて、楽しいだろうと思って
考えました。
　この机には、たくさんの収納スペースが
あります。全部で７個の棚があり、しっぽ
の方の棚は、反対側からも使えるように通
り抜けになっています。それから、座席の
取っ手を引いて開けると、中には収納ス
ペースがあります。
　恐竜の手の部分は、ひっかけになってい
て、バックや帽子がかけられます。台の下
と、サイドにもフックがついているので、
小さいものをかけることができます。座席
の位置は少し高いので、恐竜の足の部分を
利用してのぼると、小さい子でも１人で座
れます。キャスターがついているので、模
様替えや掃除をする時の移動に便利です。
　この机は、幼児向けなので、子供が成長
して机として使えなくなっても、飾り棚や、
収納家具などとしても使えます。

コンセプト
　この「あわせるんですく」は、「自分の思
い通りに組み合わせることができる家具」
というコンセプトのもと設計しました。７
種類の形の木を組み合わせることにより、
子供の勉強机、ＰＣデスク、本棚、間仕切
り壁、ハンガーラックなど自分だけの家具
をつくることが可能です。また、今回提案
している組合わせ方以外でもみなさんの工
夫次第でこの家具の使い道はさらに広が
り、幅広い年代の方が使用できます。

受賞コメント
　私は、このような賞をもらうのが
初めてなので本当に嬉しいです。
寸法を何度も書きかえたり、着色を
失敗したり大変だったけど、完成し
た時はとても達成感がありました。
このような評価をして下さりありが
とうございました。

受賞コメント
　今回のデザインは，「自分の思い通りに組み合わせることができる家具」という
コンセプトのもと考えました。家具のデザインは初めてでしたが，このような賞を
いただけて嬉しく思っています。今後の自信となりました。ありがとうございました。

勉きょう竜机

あなたにあわせるんですく 

全国高等学校インテリア科教育研究会会長賞

福岡県教育委員会賞



新潟県立上越総合技術高等学校

岩﨑　遥華

高知県立高知工業高等学校

高橋　梨沙

コンセプト
　ストレスとは誰もが感じること。しかし、現
代はよりストレスを感じやすい時代になってい
る。「家にいるときくらいはゆっくりしたい…。」
「心地よい空間にいたい…。」そこで、木と人間
の五感を活かした家具を提案。木には癒し効果
がある。
視覚効果においては木の色から温かみを感じ、
紫外線をほとんど反射しないことからやさし
い光をもたらす。クッションの緑色は、中性色
で年中、暑さも寒さも感じさせない。そしてリ
ラックス効果のある色である。家具の形状から
は、角をなくすことでストレスを感じにくくさ
せる。嗅覚においては、木から香るフィトンチッ
ドという成分が精神をリラックスさせる。この
家具では、木の中でも特にフィトンチッドが香
るヒノキを用いている。手ざわりは、温かくや
わらかい。赤ちゃんは揺すると落ち着き、眠り
につく。これは胎児で母親のお腹にいたときの
感覚を覚えているから、このソファベッドは木
の殻につつまれること、そして穏やかに揺れる
ことから、赤ちゃんのころ体験したあの安らぎ
を思い出す。これが現代求められているくつろ
ぎの空間をもつ家具なのではないだろうか。

コンセプト
　裁縫をすることが好きなので、作業台に
もなる、使いやすいテーブルを考えました。
普段、立って何か大きな作業をする時は、１
つの大きな台として使うことができます。
テーブルの甲板が斜めにカットされていて、
小物雑貨等を作る時に便利です。カットさ
れた甲板の下部にはベンチ椅子と収納棚が
セットされていて、ゆっくり座って作業がで
きます。甲板を引き出すための引き手は、メ
ジャーやハンドタオル等を掛けておきます。
　また、ベンチ椅子は甲板をひろげると背
もたれにかわります。お茶を飲みながら、家
族団らん。洋服や
小物雑貨を作る楽
しいテーブル「ス
ランター」はいか
がですか。

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。こ
の家具は私が実際にほしいなと思
い制作しました。友人からも欲しい
と言われ、とても嬉しくおもいまし
た。これからも様々な制作活動に
取組みたいです。

受賞コメント
　今回は名誉ある賞をいただきとても嬉しく思います。デザインを考え始めた頃は
何の技術もなく、焦りで進まない時期もありました。でもこうやって素晴らしい賞
をいただくことができ、私の中で大きな自信となりました。ありがとうございました。

木の殻

多機能テーブル　Slanter

NHK 福岡放送局長賞

（一財）生活用品振興センター理事長賞



兵庫県立姫路工業高等学校

篠倉　愛奈

愛知県立起工業高等学校

小林沙弥香

コンセプト
　子供は音が出るオモチャが大好きで日頃
の生活の中でも、音を楽しめるような家具
を作りたいと思い設計したのがこのもっき
んダンスである。また見た目も楽しくなる
ように、ユニークな人形のフォルムにした。
腕部分はバチとなっているので取り外しが
可能である。また素材が柔軟な金属ででき
ているため、あらゆる方向に手の向きを変
えて遊ぶこともできる。飛び出している鼻
はフックとして使え、最下段は大きく広く
オモチャ入れなどに使用できる。

コンセプト
　普通、机は椅子に座って使うものです

が、いつもベッドを横目に、ここに座りな

がら、または、寝転がりながら使うことが

できたらいいのに。と考えていました。そ

んなふとした思いから考え出したのが、こ

の「Convenient desk」です。

ベッドに座りながらも、もちろん椅子に座

りながらでも使うことは可能です。

受賞コメント
　子どもが音楽に親しむ家具を作りたいと思って設計を始めました。入賞する
とは思っていなかったので、とても驚き、また嬉しく思いました。私の夢は子
どもを笑顔にする保育者になることです。そのためのアイデアを、これからも
沢山出していけるよう頑張りたいです。

もっきんダンス

Convenient  desk

（一社）日本家具産業振興会会長賞

福岡県産業デザイン協議会会長賞



静岡県立科学技術高等学校

鈴木隆之介

千葉県立市川工業高等学校

北島　菜々

コンセプト
　家に居る時によく「１人になれる場所が

欲しい。暇な時に遊べる様なものやイン

テリアがあったらいいな」と思うことがあ

る。そんな欲張りな願いをかなえてくれ

るアイテムを考えた。これは、大中小の３

種類の球をいくつも積み重ねていくことで

様々な形をつくることができ、色々な使い

方ができるというものです。積み上げる時

は、マグネット同士をくっつけて積むこと

で、崩れにくい構造にすることができます。

Freely　pile ballは、今あなたが欲しいも

のに形を変えてくれるでしょう。

１人でつくるのではなく、仲間と一緒につ

くって、仲間と楽しい時間を過ごしてくだ

さい。

コンセプト
　私の家は犬を一匹飼っていて、小型犬な
ので家の中で一緒に生活をしています。犬
と遊んだりして過ごす毎日の中でふと、こ
の子と共有できるような家具はないかと考
えました。そこで考えついたのは、人だけ
でなく犬もくつろげ遊べる L字型ソファー
でした。広くスペースを取れるように L字
型にし、手前のクッション上部は犬がのん
びり出来る場所、下部は空洞になっていて、
ソファーにわざわざ飛び乗らなくてもくつ
ろげるようなスペースとなっています。正
面から見て左の肘掛けは、犬の嗅覚を利用
したオヤツを入れるパズル、その下に餌入
れを設けました。
犬も遊べて人もくつろげて、そんな犬と人
がワクワクするような家具にしたいと思い
設計しました。

Freely Pile Ball

HUMAN DOG SHARE 人と犬の為のソファ－

福岡県家具工業組合理事長賞

朝日新聞社賞



兵庫県立姫路工業高等学校

伊藤　歩美

兵庫県立姫路工業高等学校

川淵ふきの

コンセプト
　折り畳み傘が立てられず困ったという

経験はないだろうか。この傘立てなら使う

人に合った高さの場所に差すことが出来

る為、長傘はもちろん折り畳み傘も立てる

ことが出来る。水受けにはカバーを取り付

けることで取り出しやすくし、また溜まっ

た水を簡単に捨てられる構造になってい

る。材料に木を使用することで、金属やプ

ラスチックにない温かみや落ち着きのあ

る家具であるだけでなく、家族や来客との

コミュニケーションの場でもある玄関を

和みやすい空間に変える。

コンセプト
　いつも部屋の中から見る景色がもっと

魅力的にならないか、ゆったりと景色を眺

める穏やかな時間をとることはできない

かと考え、この PictureWindow をデザ

インした。景色が額縁の中の絵画のように

演出できるよう、できるだけシンプルな外

見とし、少し段差をつけることで自然と視

線が中央に向けられるよう工夫した。さら

に上部にはロールスクリーンを２本内蔵

し、１本はタペストリーとして夜も絵を楽

しむことができるようにした。もう１本は

スクリーンとして使用し、映画などを見る

ことができる。また、DVDやCDなどを

収納できる空間を設けた。窓に様々な楽し

み方を増やすことのできる家具にした。

STAIRS  UMBRELLA  STAND

Picture  Window

読売新聞社賞

毎日新聞社賞



熊本県立熊本工業高等学校

森田　桃果

東京都立工芸高等学校

伊勢　萌乃

コンセプト
　これは「親子で使える机」をイメージし

て作りました。幼い頃、母親のとなりで一

緒に勉強したり色々なことをするのが大

好きでした。そんな時いつでも隣で何かを

一緒にできる、そんな机があればいいなと

思いこのデザインにしました。

　優し暖かく、誰もが使っていて気持ち良

くできるような机にしたくて、ちょうちょ

をモチーフにして作りました。

コンセプト
家具は一生もの。

という言葉をよく耳にしますが、生まれて

からずっと使える椅子は少ないと思いま

す。実際、私が幼い頃愛用していた椅子は

今、物が置かれていて「人を支える」とい

う椅子としての役目を果たしていません。

子供、大人、高齢者と身体の成長に合わせ

てながらも、一生椅子として使えることが

できたらいいなと思い『常時』を考えまし

た。また、大人になってからも違和感なく

使えるようにデザインにもこだわりまし

た。

Butterfl y

常　時

西日本新聞社賞

大川市議会議長賞



静岡県立科学技術高等学校

大石　巧人

愛知県立愛知工業高等学校

山本紗也奈

コンセプト
　とある調べもののために僕は図書館に
来た。目的のジャンルのコーナーに行くと、
様々な本が並んでいる。何冊も本を占領す
るのもマナー違反。資料になりそうな本を
持って席に向かう。「…なるほど。他の本
も見てみるか。」本を探して席を立つ。違
う本を持って席に戻る。読み終わったら本
を戻し、別の本を持ってまた席に戻る。何
度か繰り返しているうちにこの「座る」「立
ち上がる」という作業が億劫になってきた
僕は立って読むようにした。しかし立ちっ
ぱなしというのも疲れるのは当たり前。手
すりのようにちょっとよりかかれるよう
な場所があったら楽なんだが…　そんな
「あったらうれしい」を叶える椅子はない
ものだろうか。「座る」ではなく「楽に立っ
ていられる」ような、そんな椅子…それは
L-styleだ。

コンセプト
　飼っている大好きなペット…全ての時

間、空間を共にしたい。そんなこと思った

ことはありませんか？うちには３匹の猫

が居ます。皆仲が良くて、甘えん坊です。

３匹とも体が大きく、猫用ベットで皆で寝

ることができません。遊び相手をするのに

体力を消費したり邪魔されたり。猫らしい

所を見せて、１匹になったり。

　そんな猫の行動・習性を見て、そして猫

のためだけでなく、猫たちの姿を見て癒さ

れ、作業をするときは離れた所で。構いた

い時は目いっぱい構ってあげたい。そこか

ら考えたのがこの『Peacefully Space』

です。

L-style

Peacefully  Space 

大川市教育委員会賞

大川商工会議所会頭賞



千葉県立市川工業高等学校

石毛　　春

千葉県立市川工業高等学校

中村あすか

コンセプト
　気まぐれな猫とでも簡単に遊ぶことが

できる家具があったらいいなと思い、人と

猫がくつろぐ空間を一体化させた家具を

考えました。

　キャットウォークは猫のくつろぎ場で

人のベンチと同じ役割をし、癒しの時間を

共有できます。

　ベンチの下にはあえて穴を開け猫が足

元を通り抜けたり、穴からおもちゃをちら

つかせじゃらして遊べます。

このように人と猫の空間をより近づけ猫

と最高にワクワクした生活が送れる家具

です。

コンセプト
　大人と子供のためのイス
私は小さい頃に買った子供イスやベビー
ベッドが今は使わなくなりずっと“もった
いないな”と思っていました。色々な形に
変化して次の世代まで引き継いでもらえ
るようなイスのアイデアを考えました。
普通のイスとしても使えますが、付属の板
をはめ込むことで子供が座れる椅子にな
ります。イスを２脚組み合わせる事で子供
が寝ることのできるベビーベッドに変わ
ります。リビングや寝室、さまざまな空間
にも合うよう形はシンプルに、ナチュラル
な色にしました。子供と大人がこのイスに
座って、楽しくコミュニケーションをと
り、使っている家族にとって大切な家具に
なって欲しいです。

　ネコネコベンチ＆棚

どっちもチェア

大川信用金庫理事長賞

（協）大川家具工業会理事長賞



鹿児島県立川内商工高等学校

半﨑　麻裕

コンセプト
　「部屋が散らかって片付かない」「棚の上

に置いてしまって散らかって見える」

こんなこと、ありませんか？

小さい子は片付けが苦手という子も片付け

が嫌いな子も多いはず。お父さん、お母さ

んも片付けをさせるために子どもを怒りた

くないですよね。そこで、「片付けが楽し

くなる、片付けしたくなる！」をコンセプ

トに、この収納棚をデザインしました。

Put  Box

（協）大川家具工業会理事長賞

鹿児島県立鹿児島工業高等学校

松山　由佳

コンセプト
　デザインに飽きた。置く場所がない。運
ぶのが面倒……　そんな家具はみなさん
どうしていますか？物置の隅においたまま
だったり、泣く泣く手放したりした経験は
ありませんか？　それではせっかくのすて
きな家具なのにかわいそうです！
そこで考えたのがこの〔Long Log time〕
です。一見よくあるテーブルと椅子のセッ
トですが、それらを組み合わせると…なん
と！シンプルな丸太のカタチに変身します！
普通にテーブルセットとしてはもちろん、
丸太に変身すればオブジェにしたり、飾り
棚にしたり…あなたのアイデアひとつで無
限に使い方が広がります。シンプルなカタ
チゆえに様々なインテリアに対応でき、持
ち運びも楽です。もし使わないときでも、
省スペースなので場所をとりません。
この〔Long Log time〕には長く使ってほ
しいという願いを込めています。

Long  Log  time

（協）大川家具商業会理事長賞



宮崎県立延岡工業高等学校

髙塚　　空

コンセプト
　本来のベビーベッドは赤ちゃんの時だ
けにしか使うことが出来ず、大きくなった
ら邪魔になってしまいます。しかしこの家
具は、成長とともに使い方を変えること
ができます。赤ちゃんの時はベビーベット
として使用でき、ベビーベットを使わなく
なったら、子供用机として使用し、子供用
机として使わなくなったら、くつろぎの椅
子として使用することが出来ます。成長と
ともに使用してもいいし、家族みんなの
その時の用途に合わせて使用してもいい
家具です。これこそ一石三鳥です。そう言
うことから、三つの機能がある家具として
「THREE　WAY　FURNITURE」のタイ
トルをつけました。

コンセプト
　兄弟や家族の数が多くて、自分の部屋が
無い。
　時々一人になりたくなるけど、家族のぬ
くもりは感じたい。そんなワガママを叶え
られる空間を創り出すのがこの家具。
普段は、扉・側面を開いて、パーテーショ
ン兼イスとして使用する。裏側には、お気
に入りの雑誌や本を飾れるようになってお
り、イスの背面には家族の伝言や予定を貼
り付けるコルクボードが。
　このパネルを閉じれば「ほっ」と一息つ
ける個室に変身。ミニテーブルが付いてい
るので、紅茶を持ち込んでリラックスタイ
ムなんてのも。天井は解放されていて、母
が用意する食事のによいや自分を呼ぶ家族
の声が聞こえる。
１人でいながら家族の存在を感じられえ
る。そんな温かい空間を作り出す家具を考
えてみた。

ほっとBYO
ー
BU

（一財）大川インテリア振興センター理事長賞

福岡県立大川樟風高等学校

内田　裕也

THREE  WAY  FURNITURE

（一財）大川インテリア振興センター審査委員長賞



九州経済産業局長賞
東京都立工芸高等学校　半田由衣さん

文部科学大臣賞受賞
兵庫県立姫路工業高等学校　柳田映見さん

プレゼンテーション風景



福岡県知事賞
兵庫県立姫路工業高等学校
佐々木萌さん

大川市長賞
千葉県立市川工業高等学校
多田友紀さん

㈳日本インテリアデザイナー協会理事長賞
愛知県立愛知工業高等学校
田中美唄さん

㈿大川家具工業会理事長賞
鹿児島県立川内商工高等学校
半﨑麻裕さん

（一社）日本家具産業振興会会長賞
兵庫県立姫路工業高等学校
篠倉愛奈さん

全国高等学校インテリア科教育研究会会長賞
熊本県立熊本工業高等学校
敷嶋咲子さん

最優秀学校賞受賞　兵庫県立姫路工業高等学校
　覚野先生　篠倉さん　柳田さん　佐々木さん

展示会場風景

（一財）大川インテリア振興センター審査委員長賞
福岡県立大川樟風高等学校
内田裕也さん



「第28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
　審査の初めに、全国高等学校インテリア教育研究会が 50 周年迎えたという報告がありました。そ
れに加えて主催者の募集要項を今までの白黒からカラーにして高校生の目に留まるようにしたこと
もあるとは思いますが、今年は 27 校（昨年 24 校）作品 256 点（昨年 223 点）が集まりました。参
加校は 3 校、作品の応募は 33 点多くなくなりました。
　ペットと一緒に住む人が増えてきていることの現れでしょうか、今年の作品では、ペットを対象
とした作品、入賞作品の中にも、朝日新聞社賞の北島さんの「人と犬のためのソファー」や、大川
商工会議所会頭賞の山本さんの「peacefully  space  3 匹の猫と過ごせる家具（ベットや机）」、大川
信用金庫理事長賞の石毛さんの「ネコネコベンチ＆棚」、また、日本インテリアデザイナー協会理事
長賞の田中さんの「居もむし」や全国高等学校インテリア科教育研究会会長賞の「勉きょう竜机」
の恐竜など動物をモチーフにした作品が多く見られました。
　ここで、上位入賞者の講評を行いたいと思います。
文部科学大臣賞の柳田映見さんの ｢BLOCK　RACK｣ は、2 色のブロックと棚板の組み合わせで棚
の高さを変えることのできる本棚の提案です。厚みのあるブロックで安心できる組み合わせが、しっ
かりした図面や見取り図で表現されています。企業が配送するときにも良いと思いますが、不要な
時には 8 個のユニットがコンパクトに段ボールに収納されることも表現されています。
　九州経済産業局長賞の半田由衣さんの ｢HAKO CAFE｣ は、お気に入りのティーカップを飾った
四角いショーケースのハコが両方から椅子を引き出すとティーテーブルとチェアに変わります。空
いたスペースにはＡ４サイズの本やシュガーポットやスプーンまで収納できます。細かな所まで考
えた、やさしいくつろぎを提案しています。
　福岡県知事賞の佐々木萌さんの作品「ゆりかごチェア」は赤ちゃんの時しか使えないベビーベッ
ドを揺り椅子にも使えるようにと、椅子にベット用の板をはめ込む形式を取り入れています。ベッ
トと言えば長方形だが、緩やかな円形でベットをはずして角度をかえれば揺り椅子として使えます。
LED の照明や、先端のぬいぐるみを掛けるフックなどきめ細かなやさしさがデザインされています。
　最優秀学校賞ですが、今回は、25 の賞の内、4 点の作品が上位の賞に入賞した兵庫県立姫路工業
高等学校デザイン科が最優秀学校賞に選ばれました。
　最後になりますが、高校から「必ずケント紙で提出しなければならないのか？」という質問が事
務局にありました。「大型プリンターで出したものはだめですか？」ということでしょうが、高校ま
での教育の中で、見取り図（完成予想図）は模型写真や３DCAD だけでなく、手を使って描くこと
を大切にしたいということです。ケント紙という意図はそこにあります。コンピュータの進んだ現
在では、手書きで着彩した見取り図であれば、スキャンしてレイアウトしてから、大型プリンター
で一枚に印刷しても良いということです。



協賛団体
大川商工会議所　　　　　　 大川建具事業（協）

大川信用金庫　　　　　　　 （協）大川家具商業会　　　

（協）大川家具工業会　　 大川い製品卸商組合　　　　

大川木材事業（協） （協）大川塗料センター

後援及び賞状授与機関
文部科学省       　　　　　　　　 読売新聞西部本社久留米支局

九州経済産業局 毎日新聞社久留米支局

福岡県 西日本新聞社久留米総局

福岡県教育委員会 大川市　　　　　　　　　　　　　　

（社）日本インテリアデザイナー協会 大川市議会

（一財）生活用品振興センター 大川市教育委員会

（一社）日本家具産業振興会 福岡県家具工業組合

全国高等学校ｲﾝﾃﾘｱ科教育研究会 大川商工会議所

福岡県産業デザイン協議会 大川信用金庫

NHK 福岡放送局 （協）大川家具工業会

朝日新聞社久留米支局 （協）大川家具商業会
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