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詩的イメージを用いたデザイン発想・  
設計支援ツールの作成とその有効性に
関する考察

環境に配慮した建築物におけるバイオ
フィリックデザインの手法とその特性
に関する基礎的研究

建築設計における問題設定プロセスに
関する考察　その１　
－問題設定プロセスのモデル化－

建築設計における問題設定プロセスに
関する考察　その２
－「問題設定」と「問題解決」の関係
性について－

建築家・大西麻貴の言説とドローイン
グにみる思考プロセスについての研究

建築構成部位の修辞による事実の超過

建築物の言語描写における＜安心＞の
多態性

既成の建築物の模倣観と設計のための
改変

空間の木質化手法が印象評価に与える
影響に関する研究

VR 空間の印象に及ぼす現実空間との
リンクパターン
－ VR お風呂－

○川上　樹（立命館大）・
　小林稜治・遠藤直久・平尾和洋

○野田杏菜（神戸大）・栗山尚子

○川田泰歩（立命館大）・
　齋藤翔太・遠藤直久・平尾和洋

○遠藤直久（立命館大）・斎藤翔太・
　平尾和洋

○亀田菜央（大阪大）・木多道宏・
　松原茂樹・下田元毅

○杉谷剛弘（名古屋工大）・
　今枝良輔・北川啓介

○八太純（名古屋工大）・
　今枝良輔・北川啓介

○鈴木俊希（名古屋工大）・
　今枝良輔・北川啓介

○松本健一郎（大阪大）・
　伊丹絵美子・横田隆司・
　飯田　匡

○横田芙実子（立命館大）・
　村上雅也・山田悟史
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没入仮想空間におけるパーソナルス
ペースを対象とした空間知覚

建築物内部のデジタル空間表現の比較
評価の研究
近代産業遺産建築物を対象とした評価
実験の考察

目的に応じたジェネレーティブデザイ
ン AI の体系化　

機械学習を用いた武田五一のマルホフ
式意匠の再現

伝統的木造住宅の利活用の可能性に関
する研究

地域資源を活用した木造仮設住宅の供
給に関する研究
－木材生産構造の再編成に向けた和歌
山県田辺・西牟婁地域における実態調
査－

日本と西洋における建築構法の変遷と
その展開
日米で異なる均一型，集約型架構形式
に関する一考察

特許文献からみる素材の複合とその効
果の基礎調査

住宅における居住者個人の居場所の生
成手法からみる共同生活空間内の尊重
領域

戸建住宅における非居住者との空間共
用からみる社会的境界の基礎的研究

京都府・堀川団地の子育て住環境に対
する入居者の評価

集合住宅における子ども独立後の夫婦
世帯の住まい方

○北本英里子（立命館大）・
　山田悟史・神長伸幸

○石川希子（京都女子大）・
　徳永紗奈・北尾靖雅

○大野耕太郎（立命館大）・
　池之上慎吾・山田悟史

○東郷拓真（京都工繊大）・
　和田　蕗・谷垣健太・岡　夏樹・
　満田衛資

○綱本　琴（大阪市大）・
　小池志保子・小伊藤亜希子・
　福田美穂・碓田智子・西川章江・
　張　昱哲

○林　和典（大阪大）・下田元毅・
　松原茂樹・木多道宏

○田川浩之（武庫川女子大）・
　戸川屋凪美・鈴木利友

○上田　駿（名古屋工大）・
　今枝良輔・北川啓介

○大橋　陽（名古屋工大）・
　今枝良輔・北川啓介

○龍駒　敏（名古屋工大）・
　今枝良輔・北川啓介

○土井脩史（京都橘大）・高田光雄

○池田裕美子（大阪市大）・
　小伊藤亜希子・村田順子・
　宮﨑陽子・谷本英一郎・
　松尾麻里子
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5023

5024

5025

5026

5027

5028

5029

5030

5031

5032

5033

居住実態調査からみるスターハウスの
空間特性に関する研究

伏見区桃陵団地を対象として
開かれた住宅の構成パターンに関する
分析と考察
「新建築住宅特集」2009-2018 掲載作
品を対象として

住まいに関する言説に投影された時間
軸と価値にみる住まい像形成について
の研究

インタビューを通した窓から見える外
部様相の行動誘発に関する基礎的研究

日仏の比較からみる住まい方の特性
その２
未就学児のいる母親を対象とした住ま
い方と意識の違い

ニューヨークのフォレストヒルズ・
ガーデンズの開発に関する考察－Ⅱ
その特徴、住民の評価、コミュニティ
の会報と自主管理、影響の拡散

伝統的木造建築の意匠保存再生に適し
た木製防火設備の開発
 （その１） 実験計画と試験体仕様

伝統的木造建築の意匠保存再生に適し
た木製防火設備の開発
 （その２） 実験結果・考察と開発の成
果

外部空間に見られる行為の分析に基づ
く熊本型デフォルトによる応急仮設団
地の配置計画の評価

プロジェクションマッピングを用いた
３D ハザードマップ型ジオラマの開発
と評価
－世界遺産群宗像大島を事例に－

観光地化する島しょの住民避難意識お
よび避難支援環境の実態
－世界遺産群宗像大島を事例に－

○萩原加穂（京都工繊大）・
　阪田弘一

○張　文博（神戸芸術工科大）・
　川北健雄

○大谷　望（大阪大）・下田元毅・
　松原茂樹・木多道宏

○田上功也（名古屋工大）・
　今枝良輔・北川啓介

○工藤　楓（京都女子大）・
　片山勢津子

○大坪　明（武庫川女子大） 

○古田佳祐（早稲田大）・
　平野佑一・長谷見雄二・安井　昇・
　木村忠紀・門岡直也

○平野佑一（早稲田大）・古田佳祐・
　長谷見雄二・安井　昇・木村忠紀・
　門岡直也

○林　将也（京都工繊大）・
　阪田弘一

○渡邊大輝（京都工繊大）・
　阪田弘一

○辻ちなみ（京都工繊大）・
　阪田弘一

89

93

97

101

105

109

113

117

121

125

129
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高校生の住居における防災対策実施と
防災意識構造に関する分析

住宅型有料老人ホームの看取りに関す
る一考察
高齢期の「住まい」と「生活支援」に
関する研究　その３

住宅を開放した高齢者の居場所づくり
に関する研究
－京都市内の事例調査－

独居生活を送る軽度認知症高齢者の服
薬環境実態とその改善に向けた考察
－服薬コンプライアンス維持のための
住環境整備に関する継続研究－

京都市における認知症カフェの活動実
態に関する研究
既存建築を活用した地域包括ケアの取
り組みに着目して

ウェアラブル機器を用いた介護職員の
行動とストレスの把握に関する研究

精神障碍者と地域住民とのコミュニテ
ィの「つながり」に関する研究
－ A 地区にある看護師が作るコミュ
ニティカフェを事例に－

住民主体でつくる空き家を用いたコミ
ュニティ・ハブ形成のプロセスに関す
る研究

まちの拠点における利用実態と地域の
主体的活動に関する研究
－ながせのながやを対象として－

重要伝統的建造物群保存地区の街路空
間におけるあふれ出し・表出物の要素
間関係の分析
 

淡路島本町商店街における店舗併用型
住宅の持続的活用にともなう変遷の実
態
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5043

5044

○宮﨑千紗（大阪市大）・生田英輔・
　延原理恵

○村田順子（和歌山大）・
　田中智子

○今西　萌（京都女子大）・
　是永美樹

○安部未織（京都工繊大）・
　阪田弘一・鈴木健二

○藤村　涼（京都工繊大）・
　阪田弘一

○陳　淑君（京都大）・三浦　研

○豊原大瑛（大阪大）・松原茂樹・
　下田元毅・木多道宏

○森　悠祐（大阪大）・松原茂樹・
　下田元毅・木多道宏

○中村優希（近畿大）・鈴木　毅

○岡崎朱花（和歌山大）

○髙山慎之助（京都工繊大）・
　阪田弘一

133

137

141

145

149

153

157

161

165

169

173
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商店街の再生・活用手法としての住宅
地化に関する研究
福知山市街の商店街内に立地する住宅
の建ち方特性

ガーナ・アクラの非正規市街地におけ
る社会・空間構造の分析と地区改善案
の検討　その７
水・衛生環境の整備と維持管理の実態
からみた地域マネジメントの仕組みに
関する考察

認定こども園における安心してより地
域開放する内外境域の設計手法

オフィスの共用執務空間における執務
者の行為と意識に関する研究

非劇場施設の演劇上演のための仮設的
転用手法に関する研究

喜劇映画にみる不意をつく行為を生む
舞台構成物の性状

【農 村 計 画】

京都市南区東九条地域における農家住
宅の基礎的調査

水系空間と空き家の管理構造から考え
る小規模漁村における事前復興計画案
の提案
三重県尾鷲市九鬼町を対象として

子育て世帯の過疎地域への移住・定着
の実態とそれを支える取り組み
－鳥取県八頭郡智頭町を対象として－

小規模ため池の密集地域における、た
め池の管理と利用の実態に関する研究
－淡路市尾崎東地域を事例として－

鉱山社宅における鉱山閉山前後の住ま
い方
－養父市大屋町明延地区を対象として
－
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○平林凌子（京都工繊大）・
　阪田弘一

○江端木環（大阪大）・伊勢聡史・
　岡田まどか・清水信宏・岡崎瑠美・
　杉田美和・セス アサレ オチェレ・
　下田元毅・松原茂樹・木多道宏

○稲垣美江（名古屋工大）・
　今枝良輔・北川啓介

○安平雅史（大阪大）・伊丹康二・
　横田隆司・飯田　匡・　
　伊丹絵美子

○三木裕介（京都工繊大）・
　阪田弘一

○柴田湖々（名古屋工大）・
　今枝良輔・北川啓介

○藤田ゆかり（京都女子大） ・
　是永美樹

○山本翔也（大阪大）・下田元毅・
　松原茂樹・木多道宏

○小林尚矢（大阪大）・
　伊丹絵美子・横田隆司・
　飯田　匡

○太田雅己（関西大）・岡絵理子

○浦野萌子（明石高専）・工藤和美

177

181

185

189

193

197

201

205

209

213

217
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【都 市 計 画】

橋のある風景に関する研究

映像作家の風景評価体系の再構築
M-GTA を用いた映画監督ヴィム・ヴェ
ンダースの言説分析を通して

中国江蘇省南京市の河房の計画に関す
る研究
－秦淮区夫子廟を対象として－

揚州市の古集落における居住環境問題
に関する研究
－東関街地区を例として－

パリ左岸開発計画にみる建築家の職能
としての都市デザイン

パリの特別 POS における都市組織の
視点とそのコントロール手法
－ 1996 年承認のムフタール地区規制
改訂を通して－ 

歩行者から見た夜間景観の特性とその
評価に関する研究
－神戸市夜間景観形成重点地区に着目
して－

中書島南新地の町並みにおける変化の
地域性
近現代の町並み評価のための < 跡形 >
の提唱に向けて

SD 法を用いた「先斗町らしさ」の抽
出に関する研究
－路地空間の外観に対する因子分析を
通して－

吉田初三郎の鳥瞰図における京都市街
地の主要施設の表現に関する研究
京都の近代化と宗教的側面の重層的な
描画に関する考察

ストリートピアノによる空間利用とコ
ミュニケーションの誘発に関する研究
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○姚瑞祺（関西大）・亀谷義浩

○成原隆訓（京都大）・太田裕通・
　神吉紀世子

○金　懐翔（関西大）・亀谷義浩

○朱　桓邑（関西大）・亀谷義浩

○入部誉史（京都大）・中村景月・
　田路貴浩

○平尾和洋（立命館大）

○西村友佑（神戸大）・栗山尚子

○清山陽平（京都大）・神吉紀世子

○岡本和将（立命館大）・金　度源・
　大窪健之

○福永ほのり（京都女子大）・
　北尾靖雅

○平林靖教（関西大）・亀谷義浩

221
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237
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若者にとってのサードプレイス

道路空間の「賑わいの場」としての利
用促進に関する研究
～神戸市三宮中央通りの「道路管理・
活用協定」を例にして～

駅前広場の賑わい創出の手法に関する
研究
－空間構成と運営実態に着目して－

駅周辺に設置された芝生広場での滞留
行動に関する研究

新興工業都市における、戦前―戦後の
都市基盤整備とその背景
－企業城下町豊田における都市基盤整
備の変遷その１－

戦後の自動車工場誘致と都市計画
－企業城下町豊田における都市基盤整
備の変遷その２－

成田国際空港建設による三里塚闘争に
対する地域住民の所感

万国博覧会跡地利用に関する研究
－国際花と緑の博覧会と日本万国博覧
会の比較－

都市デザインにおける「都市組織」に
関する考察
－大谷幸夫による都市空間組織論にお
ける類概念を通して－

公営住宅再編事業における「地域文脈
アセスメント」活用の試論
－大阪府貝塚市の事例より－

立地適正化計画の現状から考える都市
計画の断片化と広域的視点の必要性に
関する研究
－奈良県大和都市計画区域を対象とし
て－
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○富山　啓（大阪工大）・
　宮岸幸正・三浦慎司

○辻　寛太（立命館大）・岡井有佳

○田中里奈（神戸大）・栗山尚子

○薗田萌（大阪大）・松本邦彦・
　澤木昌典

○澁谷和典（大阪市大）・湯口大樹・
　中上貴也・村上しほり・角　哲・
　中野茂夫

○湯口大樹（大阪市大）・澁谷和典・
　中上貴也・村上しほり・角　哲・
　中野茂夫

○丹羽優季（名古屋工大）・
　今枝良輔・北川啓介

○小濱汐璃（関西大）・亀谷義浩

○伊藤克敏（京都大）・中村景月・
　田路貴浩

○飯田大輝（大阪大）・木多道宏・
　松原茂樹・下田元毅

○山崎友輔（大阪大）・木多道宏・
　松原茂樹・下田元毅
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コンパクトシティに資する町丁目単位
から見たエリアゾーニング手法と地域
拠点の評価に関する研究
－神戸市を対象として－

総合設計制度における公開空地の環境
性能評価に基づく設計手法の提案
第１報　通風性能・容積率を考慮した
建物形状および公開空地の配置の最適
化

総合設計制度における公開空地の環境
性能評価に基づく設計手法の提案
第２報　公開空地における歩行・滞留
スペースの配置と植樹の最適化

大阪市における総合設計制度を適用し
た建物の実態に関する研究
共同住宅の規模と用途地域

フィリピン共和国タグビララン市の地
域社会形成に向けた住民の価値観

大阪日本橋で働く人、住む人が思う商
店街・まちの今後 

大阪神戸間の駅周辺地域の生活圏の構
造に関する研究
大阪からの時間距離による経済活動と
定住傾向の分析

大阪市住之江区北加賀屋における街の
構造とその利用に関する研究

再都市化地域における新規居住者の地
域との接点創出の仕組みに関する研究
－大阪市空掘地区における一連の地域
づくり活動とその展開に着目して－

近現代における都市祭礼にみるコミュ
ニティに関する考察
京都祇園祭山鉾町住民の居住地移動に
着目して

歩行者と車椅子利用者の通行空間の評
価に関する研究
－栄地区を事例対象として－

7023

7024

7025

7026

7027

7028

7029

7030

7031

7032

7033

○井上尭大（神戸大）・栗山尚子・
　阿久井康平

○井森亮太（大阪工大）・桂林剛士・
　河野良坪・岡山敏哉

○桂林剛士（大阪工大）・井森亮太・
　岡山敏哉・河野良坪

○鄭湉（京都大）・安田　渓・
　三浦　研

○保﨑慎一朗（名古屋工大）・
　今枝良輔・北川啓介

○岡絵理子（関西大）

○門脇美鈴（京都女子大）・
　北尾靖雅

○釜谷薫平（大阪大）・木多道宏・
　松原茂樹・下田元毅

○越智友祐（神戸大）・山崎寿一・
　山口秀文

○伊藤節子（京都大）

○柳本真利（名古屋工大）・
　兼田敏之

309

313

317

321

325

329

333

337

341

345

349
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自然地形を活用した津波避難場所への
アクセシビリティ評価

神奈川県内の福祉避難所における災害
時要援護者受入への課題に関する研究

震災時の在宅避難者への地域支援に関
する研究
～京都市上京区を対象とした防災拠点
としての社寺の活用について～

障がい種別による防災対策の違いに関
する分析
～２年間のマイ防災プラン作成研修の
効果～

地域活動の日常性からみる地域構造の
把握と社会的ネットワークの再構成
－神奈川県逗子市新宿地区を対象とし
た事前復興コミュニティづくりに向け
て－

視線計測装置を用いた津波ハザード
マップの評価

京都市嵐山地区の事前復興計画に向け
た建築物の類型化及び印象評価に基づ
く浸水被害を想定した復興モデルの提
案

京都市下京雅学区の事前復興計画に向
けた建築物の類型化及びその評価に基
づく復興モデルの提案と延焼危険性の
分析

【建築社会システム】

子育て中の子世帯と近居する親世帯の
ライフスタイル（その１）
－生活共同化の実態について－

子育て中の子世帯と近居する親世帯の
ライフスタイル（その２）
－住空間と住まい方の特徴－

7034

7035

7036

7037

7038

7039

7040

7041

8001

8002

○柴田　峻（大阪大）・松本邦彦・
　澤木昌典

○木作尚子（人と防災未来センター）・
　大西一嘉・稲垣景子・山本真聖

○林原未弥（立命館大）・大窪健之・
　金　度源

○塩見侑生（摂南大）・池内淳子

○小野由裕（大阪大）・木多道宏・
　下田元毅・松原茂樹

○二宮佳一（大阪市大）・生田英輔

○中村魁（立命館大）・内貴美侑・
　遠藤直久・平尾和洋

○古川祥也（立命館大）・田中勇気・
　遠藤直久・平尾和洋

○王　飛雪（大阪市大）・白井友崇・
　藤本真凛・小伊藤亜希子・
　平岡千穂・近藤雅之

○藤本真凜（大阪市大）・白井友崇・
　王　飛雪・小伊藤亜希子・
　平岡千穂・近藤雅之

353

357

361

365

369

373

377

381

385

389
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8003

8004

8005

8006

8007

8008

8009

9001

9002

9003

9004

9005

居住者による住宅の活用からみる暮ら
しの充足

住棟ごとの入居世帯データに基づく大
都市公営住宅再編計画の検討
－近隣への転居容易性と建替えコスト
を踏まえて－

個人所有重文民家の活用状況と活用実
践からみる課題

大工仕事の感覚の可視化
－ Human Computer Interaction 技術を
用いた伝統技術の保存継承－

コンセプトフォール型プログラミング
事例
－集客施設の情報化企画に関する研究　
その５－

Allen － Becker － Steele ベースの執務
環境整備法による事業目的達成貢献
 

体験型宿泊施設の運営に関わる課題に
関する研究
－地域の生業と文化の継承に関する運
営者の意識分析－

【建築史・建築意匠・建築論】

近世近代における「竜田」の名所群を
めぐる比定地論争

中世から近世における室内鞠場に関す
る研究 

神社本殿の立面構成に関する研究
－正面軸部の意匠を中心に－

生身天満宮宮司宅の改築に対する評価
～江戸時代の神宮寺が現代に遺される
ための必然的改築～

国登録文化財遊佐家住宅の建築年代と
中田沼開発について

○石本晃之（名古屋工大）・
　今枝良輔・北川啓介

○稲田浩也（京都大）・三浦　研

○碓田智子（大阪教育大）・
　植松清志・栗本康代

○小島尚之（立命館大）・山田悟史

○末廣健一（山陽学園大）・
　柳父行二

○柳父行二（セカンドカード研究処）

○内田帆南（京都女子大）・
　北尾靖雅

○柏元功太郎（京都大） 

○黒崎魁斗（関西大）

○宮田舞子（神戸大）・黒田龍二

○丸山俊明（びわこ学院大） 

○中尾七重（山形大）・安井妙子・
　門叶冬樹

393

397

401

405

409

413

417

421

425

429

433

437
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9006

9007

9008

9009

9010

9011

9012

9013

9014

9015

9016

9017

9018

旧摂津国有馬郡域で確認された破風の
無い妻入り縦割り式平面の民家
－摂丹型民家における破風考（４）－

豊原家住宅について
和歌山県橋本市中心市街地の町と町家
の調査研究　その 175

祖谷山における民家のコキバシラの成
立と発達 

寺社建築における斗栱部材の構成と意
匠に関する研究

近世浄土真宗寺院本堂の平面構成に関
する研究
－左右対称性を中心に－

日中における住宅用語「亭」に関する
研究
－「第」との比較を通して－

南禅寺大殿のゴヒラ角柱について 

アルベルティの建築創作に関する理論
構築に果たした透視図法概念の役割
 

James Malton “An Essay on British 
Cottage Architecture” の検討
ピクチャレスクをめぐるモートンのコ
テジについて

甲子園ホテルの敷地条件としての「水」
－旧枝川の伏流水による２つの水源地
の役割－

詩歌にみる「住まうこと」の風景
－幕末の歌人・橘曙覧を通して－

建築論の京都学派と「茶室」考（１）
－武田五一の場合－

増田友也の建築思想に関する考察
－最初期を中心として－

○山﨑敏昭（神戸大） 

○御船達雄（和歌山県教育委員会）・
　平山育男・梅嶋　修・西澤哉子

○三浦要一（高知県立大）

○桂麟太郎（神戸大）・黒田龍二

○更谷健佑（神戸大）・黒田龍二

○劉　羽虹（関西大）・藤田勝也

○李　陽浩（大阪歴史博物館）

○三木　勲（京都造形芸術大）

○鈴木康平（京都工繊大）

○黒田智子（武庫川女子大）

○川本　豊（福井工大）・市川秀和

○市川秀和（福井工大） 

○扇田満弘（法澤建築デザイン事
　務所）・松隈　洋

441

445

449

453

457

461

465

469

473

477

481

485

489
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9019

9020

9021

9022

9023

9024

9025

9026

9027

9028

9029

建築家・五十嵐直雄と真壁の意匠（１）
－略歴・思想・作品－

建築論における道元の思想について
―渡部貞清「空間の詩作」（1979）の
考察－

人類共通の原型的空間イメージと日本
文化における空間的特徴の意味

磯崎新《孵化過程＝ジョイント・コア・
システム》に関する一考察
宮川淳による「表現過程の自立」の観
点から

アルド・ロッシの建築思想における
 「モニュメント」と「記憶」の関係に
ついて

建築雑誌における冒頭写真の表現の変
遷に関する研究　その１

村野藤吾の庁舎建築におけるエントラ
ンス空間の特質についての一考察
大阪府中河内府民センタービルの場合

アルド・ファン・アイクの建築作品の
空間構成に関する研究および設計提案
－＜対現象＞と＜コンフィギュレー
ション＞に着目して－

『Body, Memory, and Architecture』にみ
るチャールズ・ムーアの建築思想と空
間構成に関する研究
－シーランチにおける住宅作品の分析
を通して－

現代建築における＜テクトニック＞
＜ステレオトミック＞概念に関する研
究
－アルベルト・カンポ・バエザの建築
思想と建築作品の分析を中心として－

武田五一、岡田信一郎の「セセッショ
ン」への言及について
－大正期の日本の建築界における「セ
セッション」の理解に関する研究 そ
の１－

○朝日海秀（福井工大）・市川秀和

○吉見正信（福井工大）・市川秀和

○坂戸省三（明石高専）

○鯉沼晴悠（京都工繊大） 

○朝永詩織（大阪工大）・本田昌昭

○杉村駿輔（和歌山大 )・高砂正弘

○伊達友菜（大阪工大 )・福原和則

○具志堅美菜子（神戸大）・
　末包伸吾・増岡　亮

○竹田理紗（神戸大 )・末包伸吾・
　増岡　亮

○斎藤　愛（神戸大 )・末包伸吾・
　増岡　亮

○秋田湧大（神戸大 )・穴井万智・
　中江　研・山本一貴・塩谷沙織

493

497

501

505

509

513

517

521

525

529

533
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9030

9031

9032

9033

9034

9035

9036

9037

9038

9039

9040

9041

日本趣味および日本に移入された「セ
セッション」への言及について
－大正期の日本の建築界における「セ
セッション」の理解に関する研究 そ
の２－

 『分離派建築会の作品 第三刊』に見
る作品の特徴とその分析

dezam の組織と活動の概要について
京都帝国大学建築学生団体 dezam の活
動に関する研究－その１－

dezam による文献研究・集団的活動・
雑誌制作について
京都帝国大学建築学生団体 dezam の活
動に関する研究－その２－

藤井厚二設計の永井邸に関する調査研
究

藤井厚二設計　香里園「八木邸」に関
する研究　その２
 「呼吸する住宅」における通気筒の役
割

京都大学増田友也研究室による鳴門市
立工業高等学校（1963）の「景観」

英国建築協会 AA による 1922 年のオ
ランダ建築視察旅行について

シャルル＝エドゥアール・ジャンヌレ
の 『ドイツ装飾芸術運動に関する研
究』について

ル・コルビュジエの標準としての「ロ
ジア」の変容
－マルセイユの住居単位を対象として

トアホテルの敷地に見る土地所有と土
地利用
－明治期神戸の雑居地における外国人
による土地取得の動向－ 

近代の神戸市須磨における住宅地形成
に関する研究

○穴井万智（神戸大）・秋田湧大・
　中江　研・山本一貴・塩谷沙織

○長澤　寛（京都大）・田路貴浩

○堀内啓佑（神戸大）・羽山華望・
　中江　研・山本一貴

○羽山華望（神戸大）・中江　研・
　堀内啓佑・山本一貴

○今釜美聖（京都女子大）・
　原田純子・片山勢津子

○加嶋章博（摂南大）

○門間　光（京都大）・田路貴浩

○塩谷沙織（神戸大）・中江　研・
　山本一貴

○角間直樹（京都大）・岩崎小百合・
　田路貴浩

○板藤耀也（広島大）・千代章一郎・
　角倉英明・石垣　文

○山崎好加（京都大）

○大脇　春（神戸大）・中江　研

537

541

545

549

553

557

561

565

569

573

577

581
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近代京都の旧社寺地における土地所有
研究のための基礎的考察

戦後京都東九条における密集市街地の
実態　その１ 

イタリアにおけるアルベルゴ・ディフ
ーゾに関する法制度とその運用に関す
る研究

9042

9043

9044

○岩本葉子（京都大）・河角直美

○中村景月（京都大）・田路貴浩

○吉澤　賢（神戸大）・堀内啓佑・　
　中江　研

585

589

593


