
第31回（平成28年）
全国高等学校インテリアデザイン展

報　告　書

大川市のシンボル「筑後川昇開橋」
国指定重要文化財指定、機械遺産認定







第 31回 全国高等学校インテリアデザイン展

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：エントリー　平成 28 年 8 月19日 ㈮
　　　　　  出品申込　　平成 28 年 8 月22日 ㈪〜 9 月7日 ㈬
　応募規定：インテリアデザイン（家具、壁画収納等のデザイン）
　テ ー マ ：『幸せを届けるインテリア』

審　　査
　審 査 日 ：平成 28 年 9 月13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　　公益社団法人 日本インテリアデザナー協会　理事
　中牟田　晃　　九州経済産業局  地域経済部製造産業課長
　脇坂　政幸   　福岡県工業技術センターインテリア研究所　技術開発課長
　中山　啓介　　全国高等学校インテリア科教育研究会　副理事長
　金縄　砂子　　福岡インテリアコーディネーター協会　理事
　高須　　学　　タカスガクデザイン　代表
　松田　洋一　　協同組合 福岡・大川家具工業会　理事長　
　橋爪　福寿　　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 28 年 10 月8日 ㈯　大川市文化センターにて開催
　　　　　（入賞者 20 名、引率者 9 名参加）

副　賞
　　 　 　 大川のインテリア製品（上位 3 名）
　　　　　他入賞者図書券。全入賞者に賞状及びトロフィー（入賞 22 名）

作品展示
　　 　 　 平成 28 年 10 月8日 ㈯ 〜10 月10日 ㈪
　　　　　入賞作品は「第 67 回大川木工まつり」（大川市文化センター）期間中に展示



第 31回 全国高等学校インテリアデザイン展参加校

新潟県立新潟県央工業高等学校 岡山県立高梁城南高等学校

福島県立福島工業高等学校 広島市立広島工業高等学校

長野県長野工業高等学校 徳島県立徳島科学技術高等学校

栃木県立足利工業高等学校 高知県立高知工業高等学校

千葉県立市川工業高等学校 高知県立宿毛工業高等学校

東京工業大学附属科学技術高等学校 有明工業高等専門学校

東京都立工芸高等学校 福岡県立浮羽工業高等学校

東京都立六郷工科高等学校 福岡県立大川樟風高等学校

山梨県立富士北陵高等学校 長崎県立大村工業高等学校

静岡県立科学技術高等学校 熊本県立熊本工業高等学校

静岡県立沼津工業高等学校 熊本県立八代工業高等学校

静岡県立浜松工業高等学校 鹿児島県立出水工業高等学校

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

静岡県立起工業高等学校 鹿児島県立加治木工業高等学校

兵庫県立姫路工業高等学校 鹿児島県立川内商工高等学校

兵庫県立龍野北高等学校 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　33 校 出品作品　297 点

副賞紹介

仁田原建具製作所
組子の掛け時計

広松木工㈱  ルメスツール
(2014 年度グッドデザイン賞受賞 )

立野木材工芸 ㈱ 
カミーユスツール



「第 31 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

（公社）日本インテリアデザイナー協会

理事　飯田　一博

　第 31回目の全国高等学校インテリアデザイン展は、「幸せを届けるインテリア」～家具インテ

リアの新しいデザインを自由な発想で提案してください～というテーマを設定しました。幸せと

いうテーマが広く、取り付きにくかったのかもしれませんが、参加校は 33校、参加作品 297 点

と昨年度の第 30回に比べて参加校は４校、作品の応募は 44点少なくなりました。少子化や工業

高校のインテリアデザイン科が名称の変更や廃科などで生徒数が減ってきたことも原因のひとつ

ではあると思います。しかし、33校の参加は今までの 6番目、287 点の出品は 14番目の出品作

品の多さです。

　今年の４月 16日の熊本大地震のニュースは災害の大きさや、長く続く余震とともに、全国に届

いていると思いますが、数点、災害に対応できる家具の作品もありました。全体的には幸せを想

像できる丸みを帯びたやわらかいデザインやペットや家族とやさしく生活できるといった作品が

多く見られました。

　また、5点の作品の応募があり、上位に 3作品が入賞した東京工業大学附属科学技術高等学校、

立体造形・ディジタルデザイン分野が最優秀学校賞に選ばれました。HPでは、「明治 19年に創立、

平成 17年に改称された新しい学科で建築を中心とした空間や立体造形に取り組む、新たなものを

創り出すことやデザインに興味のある人、好奇心旺盛な人が集まる分野です」と紹介されていま

した。こういった学校の活躍を、今後も期待しています。

　ここで、上位の入賞者の講評を行いたいと思います。

　文部科学大臣賞の横尾珠希さんの ｢しあわせだな｣ は数本の円柱に楕円の棚や回転する机やテー

ブル・椅子で、くつろぎの空間で読書をしたり、勉強をしたり、大きく広げて皆で会話をしたり、

お茶したりと様々な用途に対応できます。模型には人や本やバッグや小物まで配置して、うまく「し

あわせ」を演出していました。

　九州経済産業局長賞の黄裕貴くんの「イスティック isu ＋ stick」は丸いスティックや四角のス

ティックを差し込んでいろんな座（勉強椅子やくつろぎの椅子、寝椅子にも）に変えることがで

きます。椅子は床までスティックがあり強度は十分です。四角のスティックは机用です。スティッ

クには固定する仕掛けもあります。まだまだ、色んな展開が想像できる作品です。

　福岡県知事賞の湊明人くんの「CUBE→ Extension　Stool」は伸長式の腰掛け、伸び縮みが可

能です。脚は組子の衝立をイメージしたもので座面にはいぐさの座布団で和風モダンにデザイン

されています。畳んで、ジグザグに、星形に伸びて広がって (エクステンション）展開されます。

　その他の入賞者には、回転する椅子とテーブル、曲線のある一枚の大きなテーブルが腰掛や座

椅子や外の立ちカウンターになっているアイデアや、時間の測れる砂時計椅子、幸せのウォーター

ベンチ。大
お

鋸
が

屑
くず

をつかった体に合わせて形の変わる大きなソファーなど高校生らしいアイデアも

多く見られました。入賞した作品はプレゼンテーションの技術も、表現力も優れています。ぜひ、

次の作品展への参加の糧にしてもらいたいものです。





第 31 回全国高等学校インテリアデザイン展　入賞者一覧表

賞 学　校　名 学　科 生徒氏名 学年

文部科学大臣賞 東京工業大学附属科学技術高等学校 立体造形・ディジタル
デザイン分野 横尾　珠希 2

九州経済産業局長賞 神戸市立科学技術高等学校 都市工学科 黄　　裕貴 3

福岡県知事賞 東京工業大学附属科学技術高等学校 立体造形・ディジタル
デザイン分野 湊　　明人 2

（公社）日本インテリアデザイナー協会理事長賞 東京工業大学附属科学技術高等学校 立体造形・ディジタル
デザイン分野 近藤　美友 2

全国高等学校インテリア科教育研究会会長賞 広島市立広島工業高等学校 建築科 末本　詠玲奈 3

福岡県教育委員会賞 鹿児島県立隼人工業高等学校 インテリア科 廣山　鈴佳 3

NHK 福岡放送局長賞 愛知県立起工業高等学校 デザイン科 林　和花菜 3

（一財）生活用品振興センター理事長賞 東京都立工芸高等学校 インテリア科 伊藤　聖樹 2

（一社）日本家具産業振興会会長賞 鹿児島県立隼人工業高等学校 インテリア科 佐川　瑞穂 3

福岡県産業デザイン協議会会長賞 広島市立広島工業高等学校 建築科 杉本　彩華 2

朝日新聞社賞 鹿児島県立隼人工業高等学校 インテリア科 吉村ひかる 3

読売新聞社賞 広島市立広島工業高等学校 建築科 岡西　雛子 2

毎日新聞社賞 東京都立工芸高等学校 インテリア科 渡邊　悠加 3

西日本新聞社賞 東京都立工芸高等学校 インテリア科 本間　千晴 3

大川市議会議長賞 高知県立高知工業高等学校 総合デザイン科 別役　朱花 3

大川市教育委員会賞 福岡県立大川樟風高等学校 住環境システム科 古賀　美寿穂 3

大川商工会議所会頭賞 長崎県立大村工業高等学校 建築科 山本　純希 3

大川信用金庫理事長賞 岡山県立高梁城南高等学校 デザイン科 野村　菜々子 3

（協）福岡・大川家具工業会理事長賞 東京都立工芸高等学校 インテリア科 髙谷　竜太 2

（協）大川家具商業会理事長賞 岡山県立高梁城南高等学校 デザイン科 比良野　愛美 3

（一財）大川インテリア振興センター理事長賞 鹿児島県立隼人工業高等学校 インテリア科 森　　虹夏 3

（一財）大川インテリア振興センター理事長賞 鹿児島県立隼人工業高等学校 インテリア科 神ノ口　綾香 3

最優秀学校賞 東京工業大学附属科学技術高等学校 立体造形・ディジタルデザイン分野

参考：ジュニアマイスター顕彰について
「全国高等学校インテリアデザイン展」の入賞者には、全国工業高等学校校長協会のジュニアマイスター顕彰において
点数が与えられます。
詳細は、公益社団法人全国工業高等学校校長協会のホームページにてご確認下さい。
HP アドレス　hpps://www.zenkoukyo.or.jp



文部科学大臣賞

しあわせだな

コンセプト

受賞コメント

　みんなが色々な目的に合わせて様々な使い方ができる、これが私の考える幸せを運ぶ家具です。
柱を軸とした棚板の構成によって見通しが効き、形が変わる「しあわせだな」が私の提案です。
みんなで使う時は開放的な形、1人で使う時はこもった形、といったように人数や目的によって形
を変えて利用します。空間にこの家具一つ置くことで様々なシチュエーションの創造が日常の暮
らしに幸せを運びます。

　幸せというテーマは抽象的で、個人的な幸せにな
りがちですが、そこに一般性をもたせたいと思い考
えました。固定された形ではなく、目的に合わせて
変わっていくものと結論付いたため、可動性をもた
せて一人でもみんなでも使える家具をデザインしま
した。可動性をもたせるためにどのようなデザイン、
構成にするか、また、どのような形にしたら実際に
動くかを考えながら模型を作成しました。加えて、
棚がどのように利用されるかを表現するため、様々
なアイテムをどのように作り、どこに置くかについ
ても考えました。
　そんな自分の作品をみなさんに評価して頂き、と
ても嬉しいです。この経験を活かして、家具に留ま
らず、より大きな建築の表現にも結びつけられるよ
う、努力していきたいと思います。東京工業大学附属科学技術高等学校

横尾　珠希



九州経済産業局長賞

福岡県知事賞

イスティック isu ＋ stick

CUBE → Extension Stool

コンセプト

コンセプト

受賞コメント

受賞コメント

　私は変幻自在なイス「イスティック」を考えました。この家具は子供から大人、老人まで皆が快適に座れ
るように変化することができるイスです。「イスティック」は好きなところにスティックを差し込むことに
より、イスの高さや形を自由に変化させることができます。様々な人の姿勢やシーンに合わせてサイズや形
状を作り、誰もが使いやすくなるということです。また、ただ座るだけでなく、四角のスティックでテーブ
ルを好きな位置につけて食事や勉強、読書をしたり、丸スティックを広く差し込んでリラックスチェアのよ
うにして寝ることもできます。 

　みんなで集まっていろいろな話をしながらごはんを食べる時、しあわせだなと感じます。時々、近所の幼
なじみ家族や、いとこ達がわが家に集まるのですがダイニングテーブルを囲むのに、あちこちの部屋から人
数分の椅子を持ってくるのが面倒です。いつもは一人で座っている椅子が伸びて広がって (extension) ベン
チになったら便利だなと思い、この椅子をデザインしました。

　課題研究で、家具デザインを選択し、今
回のデザイン展に参加しました。棒を差
し込むアイデアはすぐに浮かびましたが、
どのように実現するか悩みました。作品
完成まで先生方に支えられ、今回受賞す
ることができました。今回の経験を大学
でも活かしたいと思います。有難うござ
いました。

　この度は、このような評価をいただけた
ことを大変光栄に思います。いつか大川
の職人の方につくっていただけるような
プロダクトをデザイン出来るようになり
たいと思いました。この目標を達成でき
るようこれからも頑張っていきたいです。

神戸市立科学技術高等学校

黄　　裕貴

東京工業大学附属科学技術高等学校

湊　　明人



（公社）日本インテリアデザイナー協会理事長賞

全国高等学校インテリア科教育研究会会長賞

回る回る砂漠の命

小さな家

コンセプト

コンセプト

受賞コメント

受賞コメント

　砂漠の地下水脈に沿うように自生するミラクルな植物「キソウテンガイ」。そこから生まれた家具、葉を
模した上下の板を回転させて使う。照明付きの長机、ハンモック付きの長椅子、丸みを帯びた脚。３つのパー
ツに分解、異なる組み方で机と椅子を分けたら誰かと並んで座り空間を共有。「少し横になりたい…」葉の
形を模した僅かな膨らみは腕置きとなり、足元の緩やかなカーブはビジネスクラスの座席のようにうたたね
を誘い、幸せな休息を演出する…

　みんなが居るから幸せ。一緒に居られるだけで幸せ。
食卓は、小さな家だと思います。

　自然から着想を得て構想を練るのが私
の作品作りのモットーです。今回それが
受け入れられたということでホッとしま
した。ありがとうございます。本物のキ
ソウテンガイ氏は、回りませんが、彼ら
に惹かれたら調べてみてください。

　この度は名誉ある賞を頂きまして、ありがとうござ
いました。この作品は、家族とのちょっとした「諍い」
がきっかけで生まれました。どんなに顔を見たくなく
ても、一つのテーブルで食を共にするという大切さを
気づかせてくれた作品です。

東京工業大学附属科学技術高等学校

近藤　美友

広島市立広島工業高等学校

末本　詠玲奈



NHK 福岡放送局長賞

福岡県教育委員会賞

Leaf rack

TIME  STOOL

コンセプト

コンセプト

受賞コメント

受賞コメント

　私たちは自然から愛をもらって生活しています。このテレビ台は今までより自然と触れ合えるように、木
の葉をモチーフにしたデザインです。私の家のリビングのテレビ台は、収納が少なくてゲームやDVDなど
がテレビ台の外に置いてある状態なので、収納を増やしてゲームやたくさんのDVDを見やすく並べられる
ようにしました。さらに、収納の横に小物や植物の植木鉢を置けるようにしました。

　時間というのは、あっという間に過ぎていきます。何も
しないで時間を過ごすのはもったいないと思いませんか。
この椅子を使えば、砂が落ちることによって普段あまり目
に見ることのできない時間を体感することができます。そ
れによって少ない時間をより大切に過ごすことができるの
ではないでしょうか。

　今回、素晴らしい賞を頂き、ありがと
うございました。表彰式の際、様々な方
の作品を拝見し、とても刺激になり、沢
山の事を学びました。2学期から実物を製
作します。この受賞を励みにこれからも
頑張りたいです。

　この度、素晴らしい賞を受賞することができ大変嬉しく
思います。アイディアを出すのにとても時間がかかりまし
たが、コンセプトに沿った作品を仕上げることが出来まし
た。作品に関わって下さった先生方に感謝の気持ちでいっ
ぱいです。

愛知県立起工業高等学校

林　和花菜

鹿児島県立隼人工業高等学校

廣山　鈴佳



（一財）生活用品振興センター理事長賞

（一社）日本家具産業振興会会長賞

Generation  Baby

ZOO  SHELF

コンセプト

コンセプト

受賞コメント

受賞コメント

　世代を超えて愛される家具。世代を超えて幸せを届けます。GenerationBaby は、ソファとベビーベッ
ド２つの機能を兼ね備えている家具です。ソファにしたい時は曲面を下にし、ゆっくり揺られながら団欒
を楽しむことができます。ベビーベッドとして使うときには、反転させます。ベビーベッドの下・横の空
間にはベビー用品を収納したり家族が赤ちゃんと近い距離で愛情を育むことができます。年数を経ても
GenerationBaby の周りには常に幸せがあるでしょう。

　『幸せ』を感じる時。それは、人の『笑顔』が見られる時だと思います。そこで私は、主に子どものいる
家庭や施設等で使用することができる動物の形をしている棚を考えました。この棚を目にして笑顔になり、
さらに、組み合わせることができるこの棚で遊んで笑顔になる子ども。そして、その様子を見て笑顔になる
大人。笑顔が集まって、幸せが生まれるのではないでしょうか。

　初めてのコンペはとても大変なもので
した。何回出しても返されるデザイン案、
わがままなパソコン、これらの様々な苦労
を乗り越えて自負できる作品ができ、賞
を得られたことは、私にとっての一番の
誇りとなりました。

　この度、このような素晴らしい賞を頂き大
変嬉しく思います。家具で人を幸せにする
には、その空間に笑顔が生まれることだと考
え、作品を作りました。今回、学んだことを
活かして今後の作品制作をしていきたいと
思います。ありがとうございました。

東京都立工芸高等学校

伊藤　聖樹

鹿児島県立隼人工業高等学校

佐川　瑞穂



朝日新聞社賞

福岡県産業デザイン協議会会長賞

Slide  Baby

幸せのベンチ

コンセプト

コンセプト

受賞コメント

受賞コメント

　赤ちゃんがいる家族は、夜泣きがあるため常に赤ちゃんの側で寄り添うことが多いです。「夜泣きによる
ストレス」「泣くと抱いてあやさないといけない」「やっと寝たと思って布団に置いたら泣き出す」という悩
みを解決するために作ったのが「Slide  Baby」です。自分がベッドから離れなくても良い。ひもを引っ張
るだけで揺らすことも可能です。その結果みんなで一緒に、赤ちゃんもお母さんもゆっくり寝れる幸せな家
具です。

　ある日突然、水が使えなくなったらあなたならどう
しますか？そんな時に機能し、助けてくれるインテリ
ア…貯水する機能が「幸せ」を運んでくれます。

　この作品を作るにあたって、親が起き
ることなく、赤ちゃんを泣き止ます方法・
アイディアはないか、試行錯誤を重ねて
出来上がりました。このような素敵な賞
を頂けて、とても嬉しく、また今後の励
みになります。

　被災された方々に少しでも「幸せ」を届けたいと思
いデザインしました。この競技を通して機能とデザイ
ンの深さを考える良い機会となりました。ありがとう
ございました。

鹿児島県立隼人工業高等学校

吉村　ひかる

広島市立広島工業高等学校

杉本　彩華



毎日新聞社賞

読売新聞社賞

団らん RUN

大
お が く ず

鋸屑の抱
ほ う よ う

擁

コンセプト

コンセプト

受賞コメント

受賞コメント

　幸せ。それは人とのやりとり。目線を交わし、会話をする。
家族と。友人と。恋人と。そんな身近な団らんが幸せにつながると私は思う。キッチンとリビングを隔てるソファ。
リビングで過ごす人にとって団らんに欠かせないもの。しかしキッチンにいる人はどうだろうか。リビングに人
が集まっていれば目線が交わることはそうない。しかし背もたれが動くことで様々な方向から団らんが可能にな
る。誰ひとり輪から外れることのないこのソファに、人々は寄り添い、長く愛されるだろう。

　あなたに届いた幸せ…「受け止めます」
大川大座布団。中には、柔らかい大鋸屑がたくさん入っ
ています。

　この度は素敵な賞をいただきとても嬉
しく思うと共に、二年連続入賞というこ
とに驚きと感謝の気持ちでいっぱいです。
この結果を自信にして今後も制作活動に
力を入れていきたいと思います。ありが
とうございました。

　素晴らしい賞をどうもありがとうございました。「幸
せ」という抽象的なテーマに対して、私は、自分に届
いた幸せを「受け止めてくれる」という発想でデザイ
ンしました。これからもデザインを楽しんでいきたい
です。

東京都立工芸高等学校

渡邊　悠加

広島市立広島工業高等学校

岡西　雛子



西日本新聞社賞

大川市議会議長賞

An-three

収納型多目的棚　「PULL  SHELF」

コンセプト

コンセプト

受賞コメント

受賞コメント

　Triangle 内での３つの安…安心・安全・安眠。
近年、自然災害による心の痛くなるニュースばかり聞こえてきます。地震や大雨という現象自体は残念なが
ら止めることができません。万一の時を考え、避難所における大切なマナーである。①ゆずり合いの心、②
共同生活の和、③互いのプライバシーの尊重。をもとに、「折りたたみ式　パーテーション」を提案します。
安らぎの時間を過ごすことにより、辛い毎日から少しでも心に豊かさを取り戻せたらと願い考えました。

　私の考えた「幸せ」は家族です。この家具の特徴は２つあります。一つ目は家族みんなの服をコーディネー
トして収納することのできるクローゼットです。毎朝の悩みを解消してくれます。全てのクローゼットの裏
面に鏡を付けており全身の身だしなみを確認することができます。二つ目は用途に応じてボールを引き出し、
フックとして自由自在に使え、鞄や写真を掛けたりすることができます。また、引き出したポールの上に棚
板を置くことで、本や小物もディスプレイすることができます。それぞれの趣味を一つの場所に飾ったり、
片付けたりすることで自然と家族みんなの「お気に入り空間」になるのではと考えました。この家具が家族
の共有点になれば良いと思い、設計しました。

　昨年に引き続き今年も受賞できたこと
に驚きと喜びを感じています。日々指導
してくださっている先生に改めて感謝し
ます。人々の役に立つものを考えること
は難しく、大学進学後もあらゆる面で更
なる努力をする決意となりました。

　デザインの構想から完成に至るなかで新
しい挑戦がたくさんあり、とても勉強になり
ました。指導して下さった先生方に感謝し、
受賞したことを自信として今後も頑張って
いきたいと思います。本当にありがとうござ
いました。

東京都立工芸高等学校

本間　千晴

高知県立高知工業高等学校

別役　朱花



大川市教育委員会賞

大川商工会議所会頭賞

Wooden  House  Plant

思いの灯

コンセプト

受賞コメント

受賞コメント

　リビングに限らず、部屋に観葉植物があるのは、見ているだけでも楽しいものです。なかでもゴムの木は、強
い生命力をもっていることから、『永久の幸せ』と言う花言葉がついています。風水では「陽の気」を持つ植物と
され、家に住む人を明るい方向へと導き、また、ゴムの木の葉が丸いため、金運を上げる力も持っているとされ
ています。そこで、今回のテーマが「幸せ…」であったので観葉植物のゴムの木をイメージした家具を考えました。
構造の特徴は、幹の部分をネジ切りにして葉の部分が回転し上下にも動くように工夫し、止めをナットで可愛く
しました。置く物や気分により自由に回転や上下に葉（台）が移動できるようにしました。

　今回このような賞をいただきたいへん嬉
く思います。最初は全くアイデアが浮かば
ず大変だと感じた時期もありました。それ
でも放課後などを使い、取り組んだお陰で
納得のいく作品を作り上げることができま
した。本当にありがとうございました。

　今回このような賞を受賞することができ、とても嬉しいです。
お祝い事でみかける水引は、結び方により持つ意味が変わり
ます。それを利用した照明を設計しました。ぜひ、多くの方に
この作品をみてもらいたいと思います。

福岡県立大川樟風高等学校

古賀　美寿穂

長崎県立大村工業高等学校

山本　純希

コンセプト
　子供の頃から祝いのごとの席でみてきた、あの飾り。た
だ「綺麗な飾りだなあ」と、眺めていただけでした。でも、
その飾りが様々な『幸せ』を届けてきたことだけはなんと
なくわかる気がします。このことから、水引を使用した『幸
せを届けるインテリア』をつくりたいと考え、この作品を
設計しました。



大川信用金庫理事長賞

Let's  Shaer  Kitchen 

コンセプト

受賞コメント

　食事は、私達を「幸せ」にしてくれます。そして、その「幸せ」を届けてくれるのが「食事を作る人」な
のです。しかし、「食事を作る人」本人はどうなのでしょう。毎日の料理はとても大変なものです。そこで、『助
け合える』『ふれ合える』『楽しめる』そんな、『作る側も幸せになれるキッチン』をデザインしました。

　今回、このような素晴らしい賞を頂き
とても嬉しく思います。私は家族と過ご
すことが『幸せ』だと感じて、このキッ
チンをデザインしました。この受賞をこ
れからの励みにしていきたいと思います。

岡山県立高梁城南高等学校

野村　菜々子

㈿ 福岡・大川家具工業会理事長賞

モックノック

コンセプト

受賞コメント

　―音と暮らすインテリア―　幸せを感じるときの多くは楽しいときです。つまり生活の中にちょっとした楽し
さを与えれば幸せにつながる、私はそう考えました。音も楽しさの要素の1つです。その音という要素を取り入
れたインテリアがこのモックノックです。部屋から部屋、空間から空間へと移動する時のノックする。ドアを開く。
といった日常のなんでもない動きを温かい木の音で着飾る。そんな生活を彩るインテリアです

　モックノックは「今ある幸せ」を如何
により良く、魅力あるモノにできるかと
いう目論見から生まれた家具です。自分
自身の生活を客観的に見直す良い機会と
なりました。本当に素敵な賞をありがと
うございました。

東京都立工芸高等学校

髙谷　竜太



㈿ 大川家具商業会理事長賞

障子べっど

コンセプト

受賞コメント

　「リラックスができる幸せ」がコンセプトのベッドです。私の中でリラックスして、寝れる空間がなによ
りの幸せだと感じます。疲れをとったり、個人の空間があることは、人には必要だと思います。また、日本
人にとってリラックスができる空間として、和室があると私は思いました。しかし、最近ではクッションベッ
トが一般になり、畳にふとんを敷いて寝る習慣が少なくなっています。なので、マンションなど和室がない
住宅に和室のようにのんびり、リラックスのできるような「障子ベッド」を考えました。

　私が考えた障子のベッドは一人の空間
でくつろぎたいという人に向けて考えた
ベッドです。和室をイメージしてベッド
のデザインをしました。個室のようにす
ることで、一人だけの空間になり、誰に
も邪魔をされることのないリラックスの
できる空間になると思いました。

岡山県立高梁城南高等学校

比良野　愛美

（一財）大川インテリア振興センター理事長賞

share light

コンセプト

受賞コメント

　家族が団らんするリビングでは、「寝たい人」「勉強したい人」「ごはんを食べる人」「ゆっくり過ごす人」
など様々な人がいると思います。しかし、照明は 1つしかありません。そこで、『share light』を提案します。
share light とは、スイッチを押すだけで照明のカバーが回転し明るさを調節してくれる照明です。半分だけ
暗くしたり、明るくしたりできます。層が２つになっているので細かく明るさを変えることも出来ます。こ
の照明を使うことで一緒の空間で楽しく快適な生活をおくることが出来ます。

　この作品は、一つの部屋で個人の自由
な空間作りが出来る家具です。自分の事
をしながら大切な人とストレスなく過す
「幸せな時間」をコンセプトとして考え
ました。受賞することができてとても嬉
しいです。

鹿児島県立隼人工業高等学校

森　　虹夏



（一財）大川インテリア振興センター理事長賞

あ、掃除だなぁ。

コンセプト

受賞コメント

　～いつもの教室にありがとう～　私たち学生は多くの時間を学校で過ごしています。そして、友達と話し
ている時間、勉強に打ち込んでいる時間そんな何気ない時間の中に「幸せ」はある。私は、そんな「幸せ」
をくれる教室に対して感謝の気持ちを込めて掃除をしたくなればいいなと思いこの掃除棚を作ろうと思いま
した。

　パソコンでの制作は、不慣れな点が
多く周りの人に助けられながらの作業
でした。大変なことも多くありました
が締め切り間近まで頑張って良かった
と思いました。今回の受賞は私の自信
にも繋がり、良い経験になりました。

鹿児島県立隼人工業高等学校

神ノ口　綾香
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後援及び賞状授与機関
文部科学省 朝日新聞社久留米支局

九州経済産業局 読売新聞西部本社久留米支局

福岡県 毎日新聞社久留米支局

大川市 西日本新聞社久留米総局

福岡県教育委員会 大川市議会

（公社）日本インテリアデザイナー協会 大川市教育委員会

（一財）生活用品振興センター 大川商工会議所

（一社）日本家具産業振興会 大川信用金庫

全国高等学校インテリア科教育研究会 ㈿ 福岡・大川家具工業会

福岡県産業デザイン協議会 ㈿ 大川家具商業会

NHK 福岡放送局

第 31 回全国高等学校インテリアデザイン展　表彰式　平成 28 年 10 月 8 日於：大川市文化センター
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