
ティーダフラッグス2018　応募作品一覧

1 追憶の小道
本建築物は、生命と戦争時代の風景や心理的状況を包み込む。小道の先に喜屋武岬の海が広がる休憩所は、安心感と寂寥感
が漂う。

25,080 安里　佳菜 桜設計工房

山本　隼也

大城　祐行

宮城　真理奈

3 きのうろこ休憩所
この場所の休憩所は目では見えない境界の間で膨大な量の動きが感じられる内か外か分からない空間の領域で構造部材の「木」が
「ウロコ」のように再生し循環していく

20,350 涌井　領 株式会社　クロトン

玉城　美樹

湊　七海

宮城　杏捺

5 折れ壁の展望礼拝堂
この「展望礼拝堂」は、三角壁による操作で折りや景色を抽象化することで、戦争の悲惨さや平和の尊さについて、来訪者にとってよ
り分かりやすい施設となることを目指しました。

33,000 國定　義弘 スタジオジャグ１級建築士事務所

6 平和へつながる休憩所
水平線より上の床と地平線より下の土間を設けることで、空間体験と身体感覚が場の魅力と場の記憶をつなげ、平和の尊さを再認
識する場となる休憩所を提案します。

39,050 河上　親生 スタジオジャグ１級建築士事務所

7 価値を見出す場 『平和の尊さ』、『自然の雄大さ』を、園地から望む場を通して改めて意識する。その価値を見出す役割を担い、心身を休らう休息所。 18,700 根間　聖 n+design　株式会社

安富祖　理絵

松岡　秀幸

9 めぐる　過去と未来をつなぐ休憩所 過去をつなぐ道と未来へつなぐ道をめぐり“戦争”“平和”への想いをめぐらせる休憩所 19,481 仲本　詩織 有限会社　真玉橋設計事務所

10 光のかたち 海を眺め、振り返ったときにふと足を止める。この地に眠るもの、そこに還ってくるものに祈りを捧げ、寄り添う場所を提案します。 39,411 二階堂　将 有限会社　門一級建築士事務所

大城　若菜

前川　渡

立石　涼
豊見里　和史
知念　はるか
天願　紗野
岡本　丈一郎

13 ぐるぐる道のあずまやね
ぐるぐると上昇する道をたてる。ぐるぐるのぼる道の先に屋上展望台、その道が屋根となる東屋。ぐるぐる道が楽しげな居場所をつくりだ
す。

39,930 今村　博樹 ファイブディメンジョン

小濱　寛貴

新崎　陣左

富川　央都

松田　裕介

16 平和の塔
この戦跡に建つ施設はただの休憩所ではなく、平和への思いを未来へ伝える役目を担っている。その地に残る悲しみを感じ、平和の
尊さを感じる施設を目指した。

40,000 具志　好規 有限会社　チーム・ドリーム

山城　浩二
町田　美千代
神谷　英明
大盛　俊

18 こんとらすと
あるはずのなかった空間がそこに生まれ、時間と共に変化していく建築を作る。
変わるものと変わらないもの　残していくものと残っていくもの

39,999 田添　まゆこ (株)アーキ５D

19 frame「丘と７つのフレームのある休憩舎」
沖縄特有の恵まれた自然、平和の塔、残された戦跡をフレームで切り取り、過去、現在、未来について思い思いに考える休憩舎を提
案します。

26,400 天久　日向子 スタジオジャグ１級建築士事務所

20 つつむ屋根 訪れる人を優しくつつむ穏やかな波をモチーフにした休憩所を提案します。平和の塔と共に平和な日々を願えるような計画にしました。 34,881 外間　弘太 株式会社　ﾁｰﾑｱﾙﾌｧ

21 Void Roof -大きな屋根の小さな屋根- 本建築は、ヴォイドを開けた大きな屋根を用いて、様々な人々が自由に使うことができる休憩所を提案する。 25,300 長谷川　清人 琉球大学 理工学研究科 環境建設工学専攻

22 ネシャベル 本建築物では、傾斜を利用した「ネシャベル」空間を設計することで、新しい休憩のかたちを提案する。 33,000 鈴木　俊哉 琉球大学 理工学研究科 環境建設工学専攻

23 穴ブロックによる光量の変化
穴ブロックにより壁の開口の大きさを変化させる。この操作により光の入り方や見え方を変化させ、光を可視化させることで喜屋武岬に
ついて意識させる。

39,644 宮城　壮 琉球大学 理工学研究科 環境建設工学専攻

24
喜屋武岬の展望・休憩所
～来訪者をつつむ屋根と癒しの場所～

喜屋武岬の地形や風景を建築要素に取り入れながら、パノラマを感じられる大屋根の展望・休憩所 39,600 大坂　渉 一級建築士事務所ティンアーキテクツ

25
ちむゆくい
～ほどよい距離感を保てる休憩所～

本計画では、休憩スペースを小分けにしてほどよい個室感をもたせた、誰でも気軽に来れる休憩所を提案します。 13,704 大城　彦樹 久友設計　株式会社

下地　栄毅

湧川　可倫

國井　昌紀

奥原　和明

大城　良介

門口　祐人

大城　拓也

城間　築

又吉　亨

小口　雄平

塩真　光

三田美　慶也

大城　兆

31 階段ベンチと木陰のある休憩舎
階段ベンチと木陰空間によって訪れた人々がここに自然と留まり、美しい景観を望みつつ過去に思いをはせ、語り合うことのできる休憩
舎となります。

30,250 山城　博喜 スタジオジャグ１級建築士事務所

田中　貴

町田　航

小東　凛太郎

33 追憶の塔 『追憶の塔』と名付けた本作品は、建物を通して平和の尊さと戦争の悲惨さを体感してもらう事を目的に計画した。 39,600 比嘉　大介 株式会社　エー・アール・ジー

山城　正史

宮里　夏季

35 二つの眼差し
時事刻々と変化する自然と変わらない歴史を人の目線で平和や自然を感じ、旅の疲れなどを休憩で和らげるような空間を作り上げ
る。

11,000 儀間　達紀 琉球大学 工学部・環境建設工学科

仲村　勇志

高村　一成

下地　一瞳

山口　瞬太郎

古堅　宗高

五十嵐　敏恭

平田　寛

38 時を超えシンクロする 景色を切り取る。 33,880 山城　健 株式会社　泉設計

39 喜屋武岬のベンチ 喜屋武岬の自然に溶け込みシンプルなデザインで喜屋武岬全体を盛りあげます。 22,440 仲村　典 株式会社　エー・アール・ジー

株式会社　クレールアーキラボ

琉球大学 工学部 　環境建設工学科

合同会社　アン一級建築士事務所

株式会社アート設計

有限会社　アトリエ・門口

有限会社　東浜建築事務所

有限会社　東浜建築事務所

株式会社　東設計工房

有限会社　ロフト建築設計事務所

アアキ前田　株式会社

株式会社　渡久山設計

琉球大学 工学部 環境建設工学科

株式会社　宮平設計

有限会社　アトリエ・門口

有限会社　アトリエ・門口

有限会社　名工企画設計

有限会社　名工企画設計

32 コミンカテラス
沖縄の古民家の和やかで趣ある空間を表現し、多くの人が、沖縄の風情を感じながらここであった戦争の歴史に向き合ってもらえるよ
うに設計しました。

15,120

36 HOPEFULL SHELLS
展望可能な方向を無理なく海側へ開放したいと思い、既設のような柱と屋根の構成では無く、屋根面や外壁面が途切れることなくつ
ながる球の形状をシェル構造に挑戦した。

38,500

34 umamuiの箱
単なる休憩施設ではなく、戦争や平和についても考える場を設けた。手法として、計画地の形状に沿って壁を設け、中と外を明確に
し、同時に落ち着いた空間を設けた。

19,245

4 声　－この地を語る休憩所－ ここで起きた悲惨な歴史を知るには現地を感じるのが一番だと思ったため、この地を引き立たせる場となるような休憩所を提案します。 4,138

30 Breath ～呼吸～
喜屋武岬に広がる風景明媚の景色を「みる」「きく」「かんじる」「かぐ」の要素を建築に取り組むことで、平和と命の尊さ、生きることの
意義を認識できる休憩所とした。

25,230

12 めくるやね
ゆるやかなアプローチに人の動線や自然の動きを取り入れ、「ケンチク」だけでは生まれなかった新しい価値や豊かさを生み出せる休
憩所を提案します。

30,800

29 静寂の渦 視界の操作や仕上げに自然素材を多用する事により自然と人工物を緩やかに繫げる緩衝帯となる休憩場 17,182

37 岬の回廊 空へ突き出す回廊である。沖縄の自然の風景を通して、歴史に目を向け、未来を考える建築を目指した。 39,820

11 時の休憩所
終戦の地でもあるこの場所で、命を絶った先人達は何を見たのか。この休憩所は時を超えて命の尊さ、平和の大切さを伝える場所で
もあり、平和を願う場所でもある。

3,773

15 Pray View Dome
日本唯一の戦跡としての性格をもつ沖縄戦跡国定公園　喜屋武岬園。この場所には訪れた人々に休息や眺望を提供すると共に、
この美しい風景を前に自ら命を断たなければならなかった多くの人々へ思いを馳せることのできる建築が相応しいと考えた。

38,996

14 広ごる「ココ」ノ休憩所
この地は険しく、生物を拒むように切り立つ。しかし、そこに生きる生物はなぜこの地を選んだのか。その理由と、この地の歴史を再構築
し、寄り添う休憩所を提案する。

39,700

2 向き合う休憩所 自然・過去・未来・平和と向き合うことで、憩う場所でありながら帰るときは訪れたときとは違う感情が芽生える空間を計画しました。 39,820

「体感する休憩所」とし、「過去」と「未来」を感じ、繋げる事のできる施設として、ここにしかない「休憩所」を目指します。 38,520

17 大樹の木陰
沖縄の地に根を張り、悲劇を乗り越えて芽吹き這い上がる大樹をイメージした。力強い大樹の木陰に守られ、静けさを取り戻した大自
然を眺め平和を実感し安堵感を覚えられる休憩所を提案する。

39,215

27 平和を映す-水鏡を持つ rest house- 訪れた人々に五感で感じる体験をより進化させて、記憶として持ち帰っても羅う事のできる体験型の「rest house」を提案します。 39,600

26 続いていく門

8 ざわわ 「過去・現在・未来をつなぐ二重螺旋」を副題に、終焉の地だった過去から、現在を通して、未来へと続く展望台を提案しました。 39,600

28 岬に建つ歴史(とき)

グラフから得られる情報を連続する門型フレームの構造体として立体化し、その空間で場所と対話しながら、自然と平和を感じることの
できる休憩所

27,060
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