
▶ ９：００ ～ ９：５０ －－－－－－－－－－－ 司会：原田聡明，副司会：田中　希
 801 旧柳河藩の寺院における書院座敷の位置について
 －旧柳河藩の寺院における書院座敷に関する研究　

その１－

 802 旧柳河藩の寺院における書院座敷の向きについて
 －旧柳河藩の寺院における書院座敷に関する研究　

その２－

 803 有馬家霊廟
 
 804 福岡城本丸御殿に関する研究
 福岡城御殿に関する建築史的研究：その３

 805 萩・指月山頂の詰城における採石過程の復原考察 
   
▶ １０：００ ～ １０：５０ －－－－－－－－－－－ 司会：松岡高弘，副司会：松田治子
 806 二鉤民家の太田家住宅について
 熊本県の民家に関する研究（その31）

 807 戦前期における北海道の製糖工場の社宅街について
 －製糖業に関わる建築活動からみた戦前期日本の影

響下にあった地域の相互比較に関する研究　その２－

 808 旧朝鮮窒素肥料興南工場の社宅街について
 －近代日本における化学工業系企業社宅街の成立と

変遷に関する研究　その１－

 809 住宅規模を考慮したわが国近代の内玄関の変遷

 
 810 JR九州肥薩線における駅舎の平面に関する研究 
   
▶ １１：００ ～ １１：５０ －－－－－－－－－－－ 司会：辻原万規彦，副司会：吉木美保
 811 福岡県技手西原吉治郎と雇亀田丈平

 
 812 長崎・鯨賓館ミュージアム所蔵、鉄川与助の大工道

具 
 長崎の教会堂建築の保存継承に向けた道具・技術・

組織に関する調査研究（１）

 813 重要文化財・旧羅典神学校の当初設計図（上）
 図面発見の経緯とド・ロ神父の製図法

 814 重要文化財・旧羅典神学校の当初設計図（下）
 現存遺構との比較及び設計変更の箇所

 815 鐘淵紡績洲本第３・４工場の図面について

○松岡高弘（有明工業高等専門学校）
松田治子

○松田治子（有明工業高等専門学校）
松岡高弘

○河上信行（河上信行建築事務所）

○成田　聖
（国立文化財機構奈良文化財研究所）

宮本雅明

○大磯祐子 （九州大学）・堀賀　貴

○原田聰明（八代市役所）
北野　隆

○辻原万規彦（熊本県立大学）
角　　哲・今村仁美・安浪夕佳

○辻原万規彦（熊本県立大学）

○田中　希（佐賀大学）
渕上貴由樹・丹羽和彦

○磯田桂史（崇城大学）

○河上信行（河上信行建築事務所）
松岡高弘

○山田由香里（長崎総合科学大学）

○林　一馬（長崎総合科学大学）
來本雅之

○林　一馬（長崎総合科学大学）
來本雅之

○幸　利徳（九州共立大学）
開田一博・尾道建二

（461）

（465）

（469）

（473）

（477）

（481）

（485）

（489）

（493）

（497）

（501）

（505）

（509）

（513）

（517）

【歴史・意匠 A 室（１題 10 分：発表７分，質疑３分） １号館４階 141 教室】



 （１２：００ ～１２：３０）　九州支部歴史・意匠委員会　１号館４階１４１教室
 （１２：５０ ～１３：０５）　九州支部研究者集会　　　　本館４階第４教室

▶ １３：３０ ～ １４：２０ －－－－－－－－－－－ 司会：山田由香里，副司会：池辺絢子
 816 旧制玉名中学校本館の建築に関する研究（１）
 建物の概要

 817 旧制玉名中学校本館の建築に関する研究（２）
 復元と考察

 818 旧安田銀行山鹿支店の建築

 819 鹿児島・山形屋百貨店１号館の増改築と機能の変遷
に関する研究

 820 安川電機本社事務所ビルについて

▶ １４：３０ ～ １５：２０ －－－－－－－－－－－ 司会：宮本雅明，副司会：麻生由季
 821 1920年代の鉄筋コンクリートブロック造
 
 822 アメリカ統治期から復興期の徳之島における小学校

建築に関する研究

 823 戦後沖縄近代建築における建築家具志堅博の設計活
動に関する研究

 コンクリート造建築の普及と設計手法を中心として

 824 菌学関係模型標本資料コレクションについて

 825 学術模型の量産技術 

▶ １５：３０ ～ １６：２０ －－－－－－－－－－－ 司会：木方十根，副司会：笹倉みなみ
 826 周防国鹿野市の空間構成と建築構成
 防長市町の形成と機能に関する研究（3）

 827 旧熊本城下町の街路に関する研究（１）
 江戸期の地図の復元

 828 旧熊本城下町の街路に関する研究（２）
 街路幅の分析

 829 直方・殿町における都市空間の変遷
 直方・殿町の空間と景観に関する史的考察（１）

 830 教団教育施設の動きと周辺の市街地整備
 奈良県天理市を事例として

○佐伯春奈（熊本大学）
山崎荘太郎・伊藤重剛

○山崎荘太郎（熊本大学）
伊藤重剛・佐伯春奈

○吉木美保（熊本大学）・伊藤重剛
安井伸顕

○古家靖士（鹿児島大学）
若松俊輝・鈴木健二

○内田千彰（九州共立大学）
開田一博・尾道建二

○池辺絢子（九州大学）・堀賀　貴

○笹倉みなみ（鹿児島大学）
木方十根

○具志堅華絵（琉球大学）
小倉暢之

○藤尾直史（東京大学）

○藤尾直史（東京大学）

○麻生由季（九州大学）・宮本雅明

○光山　慧（熊本大学）・中川正博
伊藤重剛

○中川正博（熊本大学）・光山　慧
伊藤重剛

○今出瑞穂（九州大学）・大峯美穂
宮本雅明

○山口正弘（佐賀大学）
渕上貴由樹・丹羽和彦

（521）

（525）

（529）

（533）

（537）

（541）

（545）

（549）

（553）

（557）

（561）

（565）

（569）

（573）

（577）



▶ ９：００ ～ ９：５０ －－－－－－－－－－－ 司会：渡邊道治，副司会：栗田紘行
 831 地中海古代都市の研究（127）
 フィガリアの城壁と建築遺構の一般調査２００９

 832 地中海古代都市の研究（128）
 メッセネにおける劇場調査報告２００９（１）平面

 833 地中海古代都市の研究（129）
 メッセネにおける劇場調査２００９（２）スケーネ

 834 地中海古代都市の研究（130）
 メッセネにおける劇場調査報告２００９（３）スケー

ネの部材

 835 地中海古代都市の研究（131）
 エウパリノスの水道トンネル
   
▶ １０：００ ～ 10：５０ －－－－－－－－－－－ 司会：吉武隆一，副司会：岩田千穂　　
 836 ギリシア・ローマ時代の八角形平面をもつ建物につ

いて 

 837 『儀典の書』にみるカルコプラテイア聖母教会の宗
教儀式

 
 838 建築家ガブリエルによるレンヌ市庁舎プロジェクト
 その建設経緯とオーダー比例

 839 ミハイロフスキー城におけるエジプト風寓意
 オベリスク付きファサードの源流を求めて

 840 19世紀における美術アカデミーと歴史記念物委員会
の関係

 建築・遺産都市に関する研究
   
▶ １１：００ ～ １１：５０ －－－－－－－－－－－ 司会：太記祐一，副司会：池田雅史　
 841 南部鉄道による第一期『冬の街』開発

 
 842 ファシズム期ローマにおける建築と古代ローマ遺跡

の関係

 
 843 「ナーヘレ計画」におけるアルド・ファン・アイク

の主体的関与に関する考察
 20世紀オランダ近代建築運動および作品研究49

 844 アルヴァー・アールトの触覚の概念について
 視覚と触覚の理論を通して

○伊藤重剛（熊本大学）・吉武隆一

○吉武隆一（熊本大学）・伊藤重剛
安井伸顕・岩田千穂

セイン・ソクンティー

○セイン・ソクンティー（熊本大学）
伊藤重剛・吉武隆一・岩田千穂

安井伸顕

○岩田千穂（熊本大学大学院）
伊藤重剛・吉武隆一・安井伸顕

セイン・ソクンティー

○吉武隆一（熊本大学）

○渡邊道治（東海大学）

○太記祐一（福岡大学）

○土居義岳（九州大学大学院）

○池田雅史（フリーランス）
羽生修二

○栗田紘行（九州大学）・土居義岳

○安部元子（九州芸術工科大学）
土居義岳

○福田哲也
（九州大学大学院人間環境学府
空間システム専攻）・堀賀　貴

○井上宗則（東北大学）・松本剛志
石田壽一

○岸本吉正（九州大学）・土居義岳

（581）

（585）

（589）

（593）

（597）

（601）

（605）

（609）

（613）

（617）

（621）

（625）

（629）

（633）

【歴史・意匠 B 室】（１題 10 分：発表７分，質疑３分）１号館４階 142 教室】



 845 サンティアゴ・カラトラバの「人体」から建築への
変換について

 レオナルド・ダ・ヴィンチの手稿と比較しながら
   
 （１２：００ ～ １２：３０）　九州支部歴史・意匠委員会　１号館４階１４１教室　 
 （１２：５０ ～ １３：０５）　九州支部研究者集会　　　　本館４階第４教室

▶ １３：３０ ～ １４：２０ －－－－－－－－－－－ 司会：土居義岳，副司会：原口　唯 
 846 J.J.P.Oudの公共建築に関する考察
 
 847 都市を記述する方法に関する研究
 1920年代C.v.エーステレンによる都市計画理論構築

の模索を通じて

 848 オープンビルディングに見られる都市への視点
 N.J.ハブラーケン「オープンビルディング論」とル・

コルビュジェ「アルジェ計画」の比較考察

 849 コンスタントのニューバビロンにみる建築・都市計
画の可能性

 コンスタントのニューバビロンと建築家の建築・都
市計画理論の比較考察

 850 デンマークの椅子デザイン史における黄金時代
（1940-1960）に至るまでの動向とその要因に関する
研究

▶ １４：３０ ～ １５：１０ －－－－－－－－－－－ 司会：鵜飼哲矢，副司会：松本剛志
 851 グリニッジ・ミレニアム・ビレッジ計画に関する報

告
 グリニッジ半島の土地利用における変遷

 852 スティーヴン・ホールの住宅建築における階段に関
する研究

 コルビュジェ・ライト・ミース・アアルトとの比較
を通して

 853 北アムステルダムの創造拠点「NDSM-werf」の空
間分析

 文化支援制度を利用したユーザー主体のコンバー
ジョン空間

 854 モダニズム建築ガイドツアーによる都市リテラシー
構築の可能性 

▶ １５：２０ ～ １６：００ －－－－－－－－－－－ 司会：末廣香織，副司会：小西功一
 855 茶室空間の“作法”動線による空間分析に関する研

究
 
 856 戦後建てられた建築の保存・再生に関する研究
 佐賀県内の事例を対象にして

○尾上優希（九州大学大学院）
土居義岳

○中島理求（九州大学）・鵜飼哲矢

○松本剛志（九州大学大学院
芸術工学府デザインストラテジー

専攻）・鵜飼哲矢

○柳竜馬（九州大学）・鵜飼哲矢

○松竹祐介（九州大学）・鵜飼哲矢

○清水綾子（北九州市立大学）
デワンカーバート

○原口　唯（九州大学芸術工学府
デザインストラテジー専攻）

土居義岳

○小西功一（九州大学）・井上朝雄

○山口涼子（九州大学）・末廣香織
川口尚美

○山本　直（九州大学）・末廣香織

○赤川貴雄（北九州市立大学）
永尾　彩

○富田紘行（九州大学）・井上朝雄

（637）

（641）

（645）

（649）

（653）

（657）

（661）

（665）

（669）

（673）

（677）

（681）



 857 1960年～ 1975年「新建築」誌掲載の主要作品に関
する研究

 竣工時と現在の評価の考察

 858 建築におけるマイクロメディアの可能性
 情報発信の変遷と建築メディア

○横山あい（福岡大学大学院）
太記祐一

○松山啓浩（九州大学）・井上朝雄

（685）

（689）




