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岡山県特産クラフトビールの開発を目的とした野生ビール酵母の探索

保健福祉学部栄養学科 田中晃一、伊加汐音
保健福祉学研究科栄養学専攻 藤田沙慧

独創

【目的】地産の原材料を使用することで他社との差別化を図るクラフトビールは数多く存在する
が、野生酵母を醸造に利用するものはほとんど存在しない。本研究は、岡山県内の自然環境から
ビール醸造に適する野生酵母を分離し、地域性豊かなクラフトビールを開発することを試みた。

【方法】野生酵母の菌種は28S rDNA遺伝子の解析により決定した。発酵の進行に伴う麦汁成分の
変化はHPLC分析により調べた。ビールの試験醸造は吉備土手下麦酒醸造所に依頼した。

【結果】研究室保存の野生酵母1189株の中から、麦汁の主要糖類であるマルトースをよく発酵す
る21株を選抜した。ゲノムDNAの解析により、これらはSaccharomyces cerevisiae（6株）、
Lachancea thermotolerans（3株）、Lachancea fermentati（6株）、Schizosaccharomyces
japonicus（6株）の4種に分類された。このうち、S. cerevisiae は古くからエールビールの醸
造に用いられ、 Lachancea 属の2種は近年サワービールに利用され始めているが、Sch. 
japonicus はビール醸造への利用が報告されていない。麦汁発酵試験の結果、グルコースとマル
トースは全ての酵母が発酵するが、Lachancea 属の2種はマルトトリオース（グルコースが3分子
結合）を発酵しなかった。また、Lachancea 属の2種は発酵時にエタノールだけでなく乳酸を産
生した。一方、Sch. japonicus は、発酵初期にマルトースとマルトトリオースを急速に分解
し、高濃度のグルコースを一過的に蓄積した。選抜した21株を用いて試験醸造したビールの官能
評価を行ったところ、S. cerevisiae のビールはバナナや柑橘系の果物香が印象的であった。
Lachancea 属のビールはアルコール度数が低く、フルーティーな香りと甘味、乳酸による爽やか
な酸味が特徴的であった。Sch. japonicus のビールは下水のような臭気が不快であったが、熟
成後は香りが大幅に改善した。アルコール度数が高く、苦味や渋味が感じられる味わいで、ビー
ルとしては大変魅力的であった。以上の結果を受けて、現在岡山県内の3つの醸造所において、
それぞれ異なる野生酵母（S. cerevisiae 2種、 L. thermotolerans 1種）を用いた新商品の開
発が進んでいる。

【連絡先】 田中晃一 ktanaka@fhw.oka-pu.ac.jp



母乳の脂質の質と栄養生理学的意義の解明

保健福祉学部栄養学科 山本登志子、津嘉山泉 保健福祉学部看護学科 岡﨑愉加
保健福祉学研究科保健福祉科学専攻 長崎祐樹 保健福祉学研究科栄養学専攻 丸岡紗也

独創

連絡先 山本登志子 toshiko@fhw.oka-pu.ac.jp

近年、胎児期や乳児期などの早期ライフステージの栄養や環境要因が、体質や将来の疾病罹
患リスクに関連すると考えられており、 DOHaD (Developmental Origin of Health and
Desiease)学説として提唱されている。発育初期の栄養や環境は、エピジェネティックな変化
を伴って影響することが知られており、乳児期の主要な栄養源である乳汁の質が将来の体質や
健康状態を決定すると考えられる。

母乳中の脂質は、水分を除いた成分の30％を占める。脂質は、効率の良いエネルギー源にな
ることや生体膜成分としての重要性だけでなく、特に、多価不飽和脂肪酸とその代謝産物は、
生体内の様々な機能調節や病態に関連する。ω6系多価不飽和脂肪酸のアラキドン酸代謝産物
は、恒常性の維持にも重要な反面、プロスタグランジンやロイコトリエンと呼ばれる炎症誘導
性脂質メディエーターが、様々な炎症性疾患
や免疫系へ関与する。一方、ω3系多価不飽
和脂肪酸のエイコサペンタエン酸（EPA）や
ドコサヘキサエン酸（DHA）由来のレゾルビ
ンやプロテクチンなどの炎症収束性脂質メ
ディエーターは、炎症を回避したり免疫機能
の調節に働くことが知られている。

本研究では、母乳の脂質分子プロファイリ
ングを行い、その特徴を明らかにするととも
に、乳腺の発達や泌乳過程における「脂質の
質」の決定に関わる酵素の探索を行う。



トウビシのアセトンエキスに含まれる新規ポリフェノール成分

保健福祉学研究科栄養学科 伊東秀之、岩岡裕二 保健福祉学研究科栄養学専攻 早川智紗
林兼産業株式会社 上村知広

共同

連絡先 伊東秀之 E-mail: hito@fhw.oka-pu.ac.jp

【目的】トウビシ（Trapa bispinosa）は、ヒトにおいて血糖値上昇抑制作用及び抗糖化作用
を有することが示されており、機能性素材として使用されている。先行研究においてトウビシ
熱水抽出エキスより抗糖化活性を有するエラジタンニンをはじめとするポリフェノール成分を
単離、同定しているが、本研究ではトウビシのアセトン抽出エキスに含まれるさらなる機能性
成分の同定を目的として研究を行った。
【実験】トウビシのアセトン抽出エキスについて、順相系および逆相系高速液体クロマトグラ
フィー分析により成分分析を行った結果、アセトン抽出エキスに熱水抽出エキスには見られな
かった成分が確認できたので、アセトン抽出エキスを各種カラムクロマトグラフィーで分離、
精製を行い、未同定成分の単離を試みた。
【結果および考察】トウビシのアセトン抽出エキスを各種クロマトグラフィーにより分離、
精製した結果、既知ガロタンニン３種を単離し、加えて新規化合物1種を見出した。既知ガロ
タンニンは、核磁気共鳴（NMR）および質量分析（MS）の結果、1,6-di-O-galloylglucose、
1,2,3-tri-O-galloylglucose および 1,2,6-tri-O-galloylglucose と同定した。新規化合物
は 2次元 NMR 解析の結果、グルコースの 1,2,3 位にそれぞれ galloyl 基が、6 位に
brevifolincarboxyloyl 基が結合したエラジタンニンで、加水分解反応により gallic acid
および brevifolincarboxylic acid の存在が確認できたこと、および MS 分析の結果からも
構造に矛盾がない分子量および分子式が得られたことから、本化合物の構造は、6-O-
brevifolincarboxyloyl-1,2,3-tri-O-galloylglucose と決定した。新規化合物について、抗
糖化作用など各種機能性の評価を進めており、本研究によりトウビシから新たな機能性関与成
分の発見につながることが期待できる。



独り食べ時に比較して動画視聴、他者やロ
ボットとの会話時は食事時間の延長をもたらす
ものの、咀嚼回数に関しては動画視聴では変化
せず、他者やロボットとの会話時で減少する傾
向が確認されたことから、食事環境の種類で咀
嚼行動に対しての影響は異なることを確認し
た。血糖値の変動は標準条件と比較して変化は
認められなかった。また、人と同様にロボット
においても食事時間を延長したことから、ゆっ
くり食べるための共食エージェントとしての活
用可能性が示唆された。

食事環境が咀嚼および生体指標に及ぼす影響

保健福祉学部栄養学科 川上貴代、山本登志子、穂苅真樹、石井裕
保健福祉学研究科保健福祉科学専攻 山本沙也加 栄養学専攻 秋山花衣

独創

連絡先 川上貴代 kawakami@fhw.oka-pu.ac.jp

生活習慣病の予防・治療において咀嚼を視覚化して有用な介入方法の可能性を探ることを目
的とし、咀嚼回数および食事時間に影響を及ぼす食事環境要因の影響を検討した。また、共食
においては人との会話に加えて、近年介護や医療等でもその活用を検討されている音声認識対
話型ヒューマノイドを共食エージェントとして用い、咀嚼行動への影響を独り食べ時との比較
を行った。

女子大学生11名を対象に、食事環境として標準条件、動画視聴時、リモート会話時、ロボッ
トとの会話時の４つの条件を設定し、米飯を摂食したときの食事時間、咀嚼回数をビデオ観察
法で測定した。血糖値の測定フラッシュグルコースモニタリングシステムをもちいた。



タウリンの骨格筋における機能性に関する研究

保健福祉学部栄養学科 山下広美、丸田ひとみ
保健福祉学研究科保健福祉科学専攻 孫宝軍、馬芸

独創

連絡先 山下広美 yamashit@fhw.oka-pu.ac.jp，丸田ひとみ maruta@fhw.oka-pu.ac.jp

タウリンは哺乳類の血中や組織に広く高濃度で存在するアミノ酸であり、体内ではコレステ
ロールの代謝産物である胆汁酸の構成成分としても含まれ、コレステロールの体外排出に関与す
ることから高コレステロール血漿の改善に寄与することが知られている。またタウリン欠失マウ
スでは、ミトコンドリアの機能異常、老化促進因子の発現、筋再生の指標である筋線維細胞にお
ける中心核の増加が示されていることから、タウリンの抗老化作用が予測されているが、詳細に
ついては未だ不明な点が多い。

先ず加齢によるエネルギー代謝ならびに骨格筋機能の変化について把握するために、32週齢か
ら92週齢に至る過程でのSDラットの酸素消費量、自発運動量、筋組織重量、および血液生化学検
査値、および骨格筋の機能に関連した遺伝子発現の変化を解析した。その結果、加齢により酸素
消費量および自発運動量が低下した。また骨格筋重量の低下、ならびに骨格筋の機能および酸化
能力に関連する数種の因子、およびミトコンドリDNAがヒラメ筋で有意に低下した。これより、加
齢によりエネルギー代謝能力および骨格筋機能が低下すると示唆された。次にSDラットを水群
（対照群）、0.5％タウリン補給群、および1％タウリン補給群の3群に分けて、それぞれ水、
0.5％（25mg/kg体重/日）および1％（50mg/kg体重/日）のタウリンを34～56週齢の間投与した。
その結果、比較的低用量のタウリンを長期間補給することにより、加齢による酸素消費量および
自発運動量の低下が抑制される傾向が見られた。またタウリン補給によりAMPKの活性化を介し
て、骨格筋機能に関連した因子の活性（図1）および発現が増加し、エネルギー代謝能力や骨格筋
機能の改善につながると示唆された。

本研究では、長期間低用量のタウリン摂取が
加齢によるエネルギー代謝の低下および骨格筋
機能の低下に対して改善効果を示すか検討し
た。



炎症性脂質メディエーターの合成を阻害する熱帯果樹の葉に含まれる
有効成分の解析

保健福祉学部栄養学科 川上祐生、伊澤歩、岩岡裕二、戸田圭祐、伊東秀之、高橋吉孝

独創

連絡先 川上祐生 kawaka@fhw.oka-pu.ac.jp

炎症性脂質メディエーターであるロイコトリエンやプロスタグランジンは、アレルギー疾患や

炎症の増悪化に関与する。そのため、炎症性脂質メディエーターの合成を制御することができれ
ば、これらの病態を制御できると考えられる。私たちは、これらのメディエーターの合成に関わ
る酵素をターゲットに研究を進めている。

これまでの研究において、熱帯果樹の１つであるチェリー・オブ・ザ・リオ・グランデの葉に
ロイコトリエンの合成に関わる酵素である5-リポキシゲナーゼのはたらきを阻害する複数の有効
成分が含まれていることが示唆され、これらの有効成分の単離方法を検討してきた。本研究で
は、これらの有効成分を単離し、その化学構造の解析を進展させることを目的とした。

チェリー・オブ・ザ・リオ・グラ
ンデの葉から調製した抽出物につい
て、薄層クロマトグラフィー（TLC）
法や高速液体クロマトグラフィー
（HPLC）法を利用して分画し、5-リ
ポキシゲナーゼ阻害効果を指標に、
有効成分の単離を行った。得られた
有効成分について、各種スペクトル
解析により化学構造の同定を行っ
た。



魅力ある給食を目指した米粉カレーレシピの開発

保健福祉学部栄養学科 田淵 真愉美、佐藤 優花、唐井 優花、向井 裕紀子

連絡先 田淵真愉美 tabuchi@fhw.oka-pu.ac.jp

【目的】カレーは老若男女を問わず人気の給食メニューである。米粉カレーは小麦アレルギー
対応や食育の一環として学校や保育園を中心に提供されているが、病院や高齢者施設、事業所
等の給食施設でも需要があると考えられる。近年、病院給食では入院時食事療養費の見直しに
より、患者の自己負担額が引き上げられた。また、近年の原材料価格の高騰も看過できない状
況である。これらの背景から、給食の質に対する意識は今後ますます高くなることが予想され
る。そこで本研究では、魅力ある給食を目指して給食経営管理の視点から米粉カレーレシピの
検討を行った。
【方法】病院給食の一般食を想定してエネルギーおよび栄養素等の給与栄養目標量を設定し
た。米粉カレーはこれまでに当研究室で開発した米粉カレーソースを用いることとした。米粉
カレーの栄養価は献立として組み合わせる副菜等も考慮して調整した。給食経営管理の視点か
ら費用や衛生面、作業効率等の観点からもレシピの検討を行った。
【結果と考察】病院給食での提供を想定し栄養面に配慮した米粉カレーレシピを15種類作成し
た。米粉カレー単独の場合にはほとんどのレシピにおいて想定した価格内に収めることができ
たが、献立として組み合わせる副菜等を含めた場合には米粉カレーまたはそれ以外の食材の種
類や使用量等の調整が必要であった。給食の目的は教育や治療の一環などそれぞれの施設の目
的や理念等により異なる点もあるが、管理栄養士および栄養士は利用者に安全で安心な給食を
提供すること、利用者にとって適切な栄養管理を行うこと、すべての利用者にとって給食は楽
しみの一つであることを意識して魅力ある給食を目指した献立作成を行うことが重要であると
考えられた。



岡山県産パクチー‘岡パク’の特徴

保健福祉学部栄養学科 丸田ひとみ、山下広美
保健福祉学研究科栄養学専攻 桑田七帆

独創

連絡先 丸田ひとみ maruta@fhw.oka-pu.ac.jp 山下広美 yamashit@fhw.oka-pu.ac.jp

現在、食のグローバル化が進み、様々な国の食材の料理が楽しめるようになった。タイ料理

などに使用されるパクチーはその独特な香りなどから苦手とする日本人が多い。日本では、平
安時代の書物、延喜式などに記録が残っており、古くからパクチーが伝来していたが、これま
で日本人の食卓にはあまり定着してこなかった。しかし近年、首都圏を中心にパクチーブーム
が起き、パクチーを好む日本人が増えてきた。

結語：岡山パクチーの特徴としてカルシウム、鉄およびビタミンCの含有量が高いことが明らか
となった。部位により調理によるビタミンCの損失率が異なった。

日本家政学会誌72巻11号p.750-758

岡山県では、2000年頃よりパクチーの栽培がされており、岡山県牟佐地

区で栽培されている「岡山マイルドパクチー」通称「岡パク」はマイルド
な風味でパクチーが苦手な人でも食べやすいとされている。本研究では、
その岡パクの特徴を解析すべく、部位(葉、茎、根)ごとに成分含有量の季
節変動について調べた。その結果、季節変動では、可食部である葉では冬
に含有量が高くなる成分が多い傾向が見られた。また、第八訂日本食品標
準成分表の掲載値と比較して岡パクはたんぱく質および炭水化物、またミ
ネラルではカリウムおよび銅を除くミネラル、さらにビタミンCの含有量
が高かった。特に、ビタミンCの含有量は成分表と比較しても２倍以上高
く、大きな特徴であった。しかし、ビタミンCは調理などによる損失が多
く報告されているため、岡パクの調理による損失率などについても検討を
行った。



ジオスゲニンのPGE2合成系酵素発現抑制とマウス急性肝障害への効果

保健福祉学部栄養学科 津嘉山泉、戸田圭祐、川上祐生、高橋吉孝、山本登志子

独創

連絡先：津嘉山泉 tsukayama@fhw.oka-pu.ac.jp.

ω6系不飽和脂肪酸のアラキドン酸から生体内で生合成されるプロスタグランジン(PG)E2
は、強力な炎症誘導因子で、肝障害をはじめ様々な病態に関与する。私たちは、 PGE2合成
系酵素の誘導型シクロオキシゲナーゼ(COX)-2とミクロソーム型PGE合成酵素(mPGES)-1を標
的として、炎症の予防や改善を目的とした食品機能性の探索をおこなっている。これまで
に、我が国原産のヤマノイモ科に属する自然薯が、COX-2とmPGES-1の発現を抑制し、PGE2の
産生を抑えることで抗炎症・抗腫瘍効果を示すことを明らかにした。さらにその機能性成
分の一つとして、植物ステロールのジオスゲニンを見出した。

本研究では、ヒト非小細胞肺癌A549細胞を用いた実験により、ジオスゲニンが、グルコ
コルチコイド受容体(GR)を介して、COX-2の転写因子であるNF-κBを細胞質へ移行させ、

COX-2の発現を抑制することを明らかにした。さらに、グラム陰性菌リポ多糖(LPS)による
全身性急性炎症モデルマウスの肝障害に対するジオスゲニンの効果を検討した。LPS誘発急
性肝障害では、Ptgs2（COX-2）とPtges（mPGES-1）の発現が著しく上昇し、肝臓では、特
に肝類洞マクロファージと血管内皮細胞に高発現していた。そこへジオスゲニンを投与す
ると、COX-2とmPGES-1の発現抑制と免疫陽性細胞数の減少が確認された。さらに、ジオス
ゲニンが細胞選択的に、マクロファージでの両酵素の発現を抑制することを明らかにした。
以上の結果から、ジオスゲニンは、GRを介してCOX-2とmPGES-1の発現を抑制し、LPS誘発急
性肝障害において、マクロファージ特異的に両酵素の発現を抑制することで、肝臓の炎症
を抑えることが示唆された。一方で、ジオスゲニンは、恒常性維持に必要な血管内皮細胞
でのPGE2合成系には影響せず、心血管系への副作用を回避した抗炎症効果を有する機能性食
品として期待される。

参考文献：Tsukayama, I. et al. Prostaglandins Other Lipid Mediat. 156, 
2021.



電気泳動を利用したプロアントシアニジンオリゴマーと血中タンパク質
複合体の高感度検出法の検討

保健福祉学部栄養学科 岩岡 裕二、伊東 秀之

独創

連絡先 岩岡 裕二 (E-mail: iwaoka@fhw.oka-pu.ac.jp)

【目的】ブドウなどに含まれるポリフェノールの一種であるプロアントシアニジン(PAC)は抗酸化
作用など多機能性を有する食品成分として知られる。PACは(+)-Catechinなどのフラバン3-オール
化合物の重合体であり、その内、高分子であるPACオリゴマーは腸内細菌により代謝分解され、腸
管から吸収されることが報告されている。一方で、これまでに生体内においてPACオリゴマーが未
変化体のまま吸収されている可能性を示す科学的証拠はほとんどなく、PACオリゴマーの吸収機構
の詳細は未だ不明な点が多い。その理由として、LC-MS等による高感度分析においてPACオリゴ
マーは極めて低感度で血中のPACオリゴマーの有効的な検出法が未だ確立されてない点にあるとさ
れる。PACはタンパク質と複合体化する性質を持つことから、血中においてPACは血中タンパク質
複合体を形成していると予想される。そこで、本研究では電気泳動法により血中タンパク質と
複合体化したPACオリゴマーを検出する条件を検討した。

【方法・結果】まず、ヒト血清アルブミン(HSA)をPACオリゴマーであるピーナッツ種皮由来PAC 6
量体(PAC 6量体)またはその他のポリフェノール標準品と混和し、pH 7.0、37℃で24 hインキュ
ベート後、SDS-PAGEおよびNative PAGEに供した。泳動後のゲル上のバンドはCBB染色もしくは
Nitroblue tetrazolium (NBT)染色により確認した。その結果、SDS-PAGE、Native PAGE共にCBB染
色ではPACオリゴマーであるPAC 6量体およびその他ポリフェノール標準品のHSAへの添加によるバ
ンドパターンの顕著な差異は認められなかった。一方で、ポリフェノールに特異的な染色法であ
るNBT染色を行うことで、SDS-PAGE、Native PAGE共にPAC 6量体添加により特徴的な高分子のバン
ドを確認した。また、この高分子のバンドはPAC 6量体のみの条件では検出されなかったことから、
HSAと PAC 6量体の複合体である可能性が示唆された。また、より高分子のタンパク質の分析が可
能なアガロースゲル電気泳動によりHSAとPAC 6量体の複合体バンドをより顕著に確認できた。現
在、このアガロースゲル電気泳動の条件を基に血中タンパク質とPACオリゴマーの複合体の検出条
件を更に検討している。



地域連携を基盤とする健康支援のためのヒト介入試験

情報工学部人間情報工学科 綾部誠也、齋藤誠二、大山剛史 保健福祉学部栄養学科 久保田恵、
入江康至、井上里加子、看護学科 住吉和子 デザイン学部ビジュアルデザイン学科 齋藤美絵子

重点

連絡先 綾部誠也 ayabe@ss.oka-pu.ac.jp

岡山県立大学メディカルフィットネス講座は、本学と近隣大学が地域の自治体・企業と連携して
、市民の健康づくりに貢献することを目的に行う事業である。これまで、同事業にはのべ2,500余
名の市民が参加し、科学的なエビデンスに基づく行動介入と身体の精密検査による効果判定によ
り、参加市民の健康の保持増進と新たな科学的な知見の創出の両者を果たしてきた。本事業の特
徴は、学内横断的組織での取り組みに留まらず、近隣大学のエキスパートが専門性を融合するこ
とにより包括的に地域の活力の支援を実現していることである。本事業は、人口の高齢化と過疎
化を起因とする諸問題を抱える多くの地方自治体の健全化に貢献する大学シーズとして、一層の
発展が期待される。

公表済学術的成果（一部）
移動支援機器の身体負担に関する研究
身体活動の定量法に関する研究
食行動とメタボリックシンドロームに関
する研究
機能性食品の効能に関する研究
新規電動アシスト自転車の身体効果に関
する研究



ユーザアジャスタブルな減災情報システムの検討 - 基礎調査と分析 -

デザイン学部ビジュアルデザイン学科 齋藤美絵子、風早由佳
保健福祉学部現代福祉学科 佐藤ゆかり、情報工学部人間情報工学科 齋藤誠二、綾部誠也、大山剛史

重点

連絡先 齋藤美絵子 cytoo@dgn.oka-pu.ac.jp

今日ますます求められている「個人の災害対応力」を向上させるためのデジタルツール開発
に向けた検討を目的とし、本学の多様な研究分野を担う研究者が学際的にアプローチするも
のである。

デジタルツール開発のために、地域住民を対象とした基礎調査データから分析を行い、災害
対応力を支える能力として下記４点をについて、それぞれの自己評価結果を示した。

① 災害時の情報理解力（気象情報や避難勧告な
どの避難情報を理解できるか）

② 災害時の判断力（避難のタイミングや移動手
段、

行き先などを状況に応じて判断できるか）
③ 災害時の行動力（率先して避難行動をとること

ができるか、家族や近隣住民に声かけをする
ことができるか）

④ 災害時の体力（慣れない状況に身を置くこと
を想定し、体力的に耐えることができるか）

自己評価は、特に性別によって違いがあることがわかった。（上図は①の自己評価結果）
それぞれの要因については、①には「普段から防災・減災情報を得ているかどうか」が、②
には「自身の住む地域の土地勘」が関連すること等が明らかとなった。
今後は、これらの結果を用いてユーザアジャスタブルな（属性に合った）減災情報提供シス
テムを開発してゆく。
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戸建て住宅のデザインの研究・開発

デザイン学部建築学科 西川博美
(株)エス土地調査企画 中山田英樹

共同

連絡先 西川博美 nishikawa@dgn.oka-pu.ac.jp

本研究は、住宅土地開発を行う企業と共同で戸建て住宅のデザイン開発と研究を行ったもので

実際に、総社市井手の土地にモデルハウスの設計を行い、完成させたものである。本設計には、
西川研究室に所属する学部生と院生のアイデアが盛り込まれた。

最初の企業側からの要望には、たくさんの人が集まることができる家にすること、広い敷地を
活かして、なるべく平屋に見える外観になることなどがあった。この構想を設計案を考える前提
条件として、学生たちがこだわったのが、周辺の自然環境をどのようにしたら室内空間に取り込
めるかという課題であった。すぐ脇には道路敷設の計画もあり、周辺環境は今後も変化していく
ことが予想されている。しかし、たとえどのような環境になったとしても、周囲の気配が家の中
でも感じられるように、外部に開いた住宅にしたいという思いから、リビングの東西両側に広い
テラスを設け、天井を吹き抜けにして、まるでアウトドアのような空間とした。ダイニングとの
間には、敢えて段差を設け、更にダイニング側は開口を控えることで、ひとつなぎとなった空間
の質に変化を持たせた。こうして、外と内を繋ぎ、人と人を繋ぐ住宅を完成させた。

外観を正面の道路から見る ダイニングからリビングとテラスを見る 2階からリビングとダイニングを見下ろす

モデル住宅「繋」2021年11月竣工 施工：株)中本屋工務店


	C　食品・生活
	C01〇研究用（田中晃一）
	スライド番号 1

	C02〇研究用（山本登志子）
	スライド番号 1

	C03〇研究用（伊東秀之）
	スライド番号 1

	C04〇研究用（川上貴代）
	スライド番号 1

	C05〇研究用（山下広美）
	スライド番号 1

	C06〇研究用（川上祐生）
	スライド番号 1

	C07〇研究用（田淵 真愉美）
	スライド番号 1

	C08〇研究用（丸田ひとみ）
	スライド番号 1

	C09〇研究用（津嘉山泉）
	スライド番号 1

	C10〇研究用（岩岡祐二）
	スライド番号 1

	C11〇研究用（綾部誠也）
	スライド番号 1

	C12〇研究用（齋藤美絵子）
	スライド番号 1

	C13〇研究用（西川博美）２
	スライド番号 1


