2011年度 (第51回) 九州支部研究報告会
目
次 (計画系)

▲

９：００〜９：４５−−−−−−−−−−−−−−司会：小山雄資, 副司会：清原正剛

601

による既存施設のスペース情報管理に関する研究
キャンパス 業務モデルに関する研究 その27

○前崎裕子 (熊本大学)
位寄和久・大西康伸・長曽我部真裕

( 1)

602 実践運用に向けた施設劣化度パトロール調査支援システ
ムの改善
キャンパス 業務モデルに関する研究 その28

○木村龍之介 (熊本大学)
位寄和久・大西康伸・竹下昌志

( 5)

603 キャンパス整備における学生満足度向上のための整備対
象特性分析手法に関する研究
キャンパス 業務モデルに関する研究 その29

○國田奈緒 (熊本大学)
位寄和久・大西康伸・竹下昌志

( 9)

604 学生研究室の利用状況調査と優先整備項目抽出手法の提
案 その１
キャンパス 業務モデルに関する研究 その30

○島津あゆ美 (熊本大学)
位寄和久・大西康伸・山根和明

( 13)

605 学生研究室の利用状況調査と優先整備項目抽出手法の提
案 その２
キャンパス 業務モデルに関する研究 その31

○山根和明 (熊本大学)
位寄和久・大西康伸・島津あゆ美

( 17)

▲

９：４５〜１０：３０−−−−−−−−−−−−−司会：鈴木義弘, 副司会：湯浅裕樹

606 熊本県下における図書館関連施設に関する研究
八代市を事例として

○瓜生なつみ (熊本大学)

607 明治〜昭和戦前における府県立図書館建築の計画史的研
究

○木下拓哉 (有明工業高等専門学校)
北岡敏郎

( 25)

608 明治〜昭和戦前における市町村立図書館建築の考察

○北岡敏郎 (有明工業高等専門学校)
木下拓哉

( 29)

609 北九州市立大学図書館における来館者の行動分析

○稲垣

挙 (北九州市立大学)
赤川貴雄

( 33)
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○濱本拓磨 (北九州市立大学)
赤川貴雄

( 37)

｢斜床｣ を持つ空間のプロポーション分析とその印象評
価に関する研究

▲

１０：３０〜１１：１５−−−−−−−−−−−−司会：岡

( 21)
桂 英昭

俊江, 副司会：石川友樹

611 高齢者福祉施設における地域開放スペースの研究
熊本市を事例として

○唐沢文茜 (熊本大学)

( 41)

612 地方都市における地域コミュニティ施設の再編と機能変
容に関する研究

○池添昌幸 (福岡大学)

613 北九州市高齢者福祉施設における利用者の戸外活動の利
便性及び施設周辺環境に関する研究

○李

程 (北九州市立大学)
小西 唯・中嶋満彦・姜
燕
高 偉俊

( 49)

614 宿泊施設におけるユニバーサルデザインの研究
嬉野温泉 ｢ ルーム｣ を事例として

○天辰祐太郎 (熊本大学)
植田 宏・持田美沙子

( 53)

615 体験型教育旅行受入組織の形成過程から見た受入実態に
関する研究
安心院グリーンツーリズム研究会と幡多広域観光協議会
を事例として

○松村直紀 (鹿児島大学)

( 57)

桂 英昭
( 45)
野中徳子

鈴木健二

(１１：３０〜１２：００)
(１２：５０〜１３：２０)

九州支部建築計画委員会
九州支部研究者集会

Ｓ棟７階Ｓ７０６教室
本館３階３０３教室

▲

１３：３０〜１４：１５−−−−−−−−−−−−司会：志波文彦, 副司会：正木

哲

616 学童保育施設に関する研究
熊本県菊池市・山鹿市を事例として

○浦川史親 (熊本大学)

( 61)

617 スコットランドにみるクラスルーム､ 運動場､ ギャラリー
のルーツ
英国における小学校建築に関する計画史的研究その４

○満岡誠治 (久留米工業大学)

( 65)

618 避難場所としての学校施設のシャドウプランに関する研
究

○松吉大地 (九州大学)

( 69)

619 小学校の教室廻りの空間配列

○佐倉浩之 (九州大学)

桂 英昭

田上健一
( 73)
田上健一

620 小学校の主要経路と空間配列

○佐倉浩之 (九州大学)

( 77)
田上健一

▲

１４：１５〜１５：００−−−−−−−−−−−−司会：鈴木健二, 副司会：松村直紀

621 市町村合併における地域施設整備に関する研究
熊本県を事例として

○菊地健太郎 (熊本大学)

( 81)

622 山陽山陰本線における鉄道駅舎機能の類型化
まちづくりの視点からみた鉄道駅舎の機能設定に関する
基礎的研究

○矢田智美 (

623 温泉町の形成過程
湯の鶴温泉町に関する研究

○岡村紘子 (崇城大学)

624 内湯化及び営業形態の変容に伴う建築的特徴
湯の鶴温泉町に関する研究 その２

○岡村紘子 (崇城大学)

625 津屋崎千軒まちなみガイドライン作成のための基礎研究

○竹下あゆみ (九州大学)
田上健一・木村隆志

桂 英昭
西日本 米子支社)
井原 徹・富樫 穎

( 85)

( 89)
秋元一秀
( 93)
秋元一秀

▲

１５：００〜１５：４５−−−−−−−−−−−−司会：池添昌幸, 副司会：牧

( 97)

祐生

626 堺市における助成保育施設の現状と既存建物の転用手法
に関する研究

○山根宗泰 (鹿児島大学)

(101)

627 保育所民営化に伴う建替え計画におけるガバナンスの形
成
保育所民営化における建築ワークショップを事例とし
て

○堤

628 北九州市若松南海岸通りにおける近代化遺産のコンバー
ジョンに対する住民意識に関する研究

○西山真璃子 (北九州市立大学)
デワンカーバート

(109)

629 松坂屋名古屋店本館の増改築と空調設備の変遷に関する
研究

○古家靖士 (鹿児島大学)
若松俊輝・鈴木健二

(113)

630 日本橋三越本店と 島屋東京店の増改築と内部構成の変
遷に関する研究

○若松俊輝 (鹿児島大学)
古家靖士・鈴木健二

(117)

鈴木健二
啓介 (九州大学)

(105)
田上健一

▲

１５：４５〜１６：３０−−−−−−−−−−−−司会：井上朝雄, 副司会：高城聡嗣

631 公共施設における掲示スペースの計画化に関する調査研
究
(その２ 熊本市の公共建築の掲示物の現状について)

○村上良知 (熊本県立大学)
藤澤由加

(121)

632 建築系大学における設計作業スペースの構成に関する研
究
福岡県北部の建築系学科を対象として

○井之上智子 (北九州市立大学)
赤川貴雄

(125)

633 ３次元レーザー測量及び写真測量による木造建築物のモ
デル作成に関する研究

○徳永勇人 (熊本大学)
本間里見・両角光男・大西康伸
村上祐治

(129)

対応３次元
を用いた設計初期段階のボリューム
スタディに関する考察
デジタルツールを用いた次世代設計手法に関する研究

○石灘 悠 (熊本大学)
大西康伸・両角光男・村上祐治
本間里見

(133)

635 国際間設計協働授業のためのプレゼンテーション支援環
境の考察
設計演習授業のための協調設計支援システムの開発と運
用に関する研究

○隣真理子 (熊本大学)
大西康伸・両角光男・本間里見
村上祐治

(137)

634

▲

１６：３０〜１７：０６−−−−−−−−−−−−司会：田上健一, 副司会：佐倉浩之

636 杉間伐材を利用した木造壁式構法に関する実証的研究
曲面造形住宅の工事費について

○古園賢太 (北九州市立大学)
福田展淳・落合隆将

(141)

637 公共支給による木造公共建築物の事業スケジュールに関
する研究

○正木 哲 (九州大学)
堂脇吉典・志波文彦・竹下輝和

(145)

638 伝統的木造住宅の改変の要因と手法に関する考察

○松平貴史 (長崎大学)

(149)
安武敦子

639 現代木造住宅における構造形式と空間構成の関係

○高城聡嗣 (九州大学)

(153)
井上朝雄

▲

９：００〜９：４５−−−−−−−−−−−−−−司会：岡田知子, 副司会：光永宜玄

640 タイにおける土の家の導入とその普及に関する研究

○上原一太 (琉球大学)

(157)
小倉暢之

641 タイ・バンブアコミュニティにおけるその形成と住宅資
金供給
居住環境改善活動に関する研究 その１

○三上薫 (琉球大学)
家弓 彰・豊崎孟史
タンミットナヤタット・小倉暢之

(161)

642 タイ・バンブアコミュニティにおける住宅計画
居住環境改善計画に関する研究 その２

○豊崎孟史 (琉球大学)
タンミットナヤタット・小倉暢之
家弓 彰・三上 薫

(165)

643 タイ王国東北部イサーンにおける現代農村の住まい
の１
住まいの近代化と空間構成

そ

○八谷靖子 (九州大学)
井上朝雄・有馬可奈・松本美穂
南川 恵・近藤加代子

(169)

644 タイ王国東北部イサーンにおける現代農村の住まい
の２
持続可能なライフスタイルに関する研究

そ

○松本美穂 (九州大学)
八谷靖子・南川 恵・井上朝雄
近藤加代子

(173)

▲

９：４５〜１０：３０−−−−−−−−−−−−−司会：満岡誠治, 副司会：古家靖士
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○

(177)
(

)
小倉暢之

646 中国東北部農村におけるライフスタイルの変化に関する
研究
遼寧省大連市長海県瓜皮島における調査から

○韓
韓

犇 (九州大学)
犇・有馬可奈・岡田知子
井上朝雄・近藤加代子

(181)

647 中華人民共和国大連市長海県瓜皮島における現代農村の
住まい

○有馬可奈 (九州大学)
井上朝雄・荒井 領・ 城聡嗣
八谷靖子・韓
犇・岡田知子
近藤加代子

(185)

648 中国山東省の農村における住居とライフスタイルに関す
る研究 (１)

○倉富久宜 (九州大学)
金 香順・曾 月萌・近藤加代子
林 徹夫

(189)

649 中国山東省の農村における住居とライフスタイルに関す
る研究 (２)

○金 香順 (九州大学)
倉富久宜・曾 月萌・近藤加代子
林 徹夫

(193)

▲

１０：３０〜１１：１５−−−−−−−−−−−−司会：後藤隆太郎, 副司会：若松俊輝

650 石垣島平得村・真栄里村における村落空間の特徴と変遷
−明治期の資料を活用した村落の空間構成の復元を通じ
て−

○鎌田誠史 (有明工業高等専門学校)
浦山隆一

(197)

651 現代沖縄における木造住宅事業の成長に関する研究

○三上安敦千暁 (琉球大学)
小倉暢之

(201)

652 直方の伝統的住宅における空間構成の変遷
直方市新町一丁目・殿町・古町を事例として

○玉城

力 (九州大学)
熊井順一・田上健一

(205)

653 鹿児島県蒲生集落における武家屋敷の改修履歴と住まい
方調査
郷士集落の歴史的環境保全と住環境整備に関する研究
その２

○下柳田真季 (鹿児島大学)
境野健太郎・友清貴和

(209)

654 戦後日本の集合住宅の共用部分における形態変遷と今後
の展望について

○宇野真明 (北九州市立大学)
デワンカーバート

(213)

(１１：３０〜１２：００)
(１２：５０〜１３：２０)

九州支部建築計画委員会
九州支部研究者集会

Ｓ棟７階Ｓ７０６教室
本館３階３０３教室

▲

１３：３０〜１３：５７−−−−−−−−−−−−司会：秋元一秀, 副司会：岡村紘子

655 九州における離島地域を対象とした地域再生手法に関す
る概要及び事例調査

○濱田裕生 (北九州市立大学)
高 偉俊・範 理楊

(217)

656 玄界島での地震直後から復興事業終了３年半後に至る事
例研究
−震災復興計画のあり方に関する研究 その12−

○岡田知子 (西日本工業大学)
後藤隆太郎・重村 力・加藤仁美
河野泰治・石丸紀興

(221)

657 玄界島における戸建住宅の再建実態
−震災復興計画のあり方に関する研究

○後藤隆太郎 (佐賀大学)
岡田知子・重村 力・河野泰治
石丸紀興・加藤仁美・近藤雅也

(225)

その13−

▲

１３：５７〜１４：４２−−−−−−−−−−−−司会：境野健太郎, 副司会：下柳田真季

658 内部動線からみた
空間と階段位置のプラン選好に
ついて
居間中心型住宅の課題解明と計画論導出に関する研究
−第１報−

○湯浅裕樹 (大分大学)
鈴木義弘・岡 俊江・切原舞子

(229)

659 和室の使われ方からみたプラン選好について
居間中心型住宅の課題解明と計画論導出に関する研究
−第２報−

○湯浅裕樹 (大分大学)
鈴木義弘・岡 俊江・切原舞子

(233)

660 室内温熱環境シミュレーションによる年間冷暖房負荷量
について
居間中心型住宅普及の動向と計画課題に関する研究 第
10報

○石川友樹 (大分大学)
鈴木義弘・湯浅裕樹・光永宜玄
岡 俊江・切原舞子

(237)

661 室内温熱環境シミュレーションによる冷暖房負荷の月別
負荷量と１日の経時変化について
居間中心型住宅普及の動向と計画課題に関する研究 第
11報

○光永宜玄 (大分大学)
鈴木義弘・湯浅裕樹・石川友樹
岡 俊江・切原舞子

(241)

662 和室のプラン選好と使われ方の地域性について
居間中心型住宅普及の動向と計画課題に関する研究
12報

○竹田津誠二 (大分大学)
鈴木義弘・湯浅裕樹・岡 俊江
切原舞子

(245)

第

▲

１４：４２〜１５：２７−−−−−−−−−−−−司会：北岡敏郎, 副司会：木下拓哉

663 平面構成と居室の使われ方の関係について
現代住宅における平面構成の変容に関する研究 第６報

○小川展弘 (大分大学)
鈴木義弘・湯浅裕樹・岡 俊江
切原舞子

(249)

664 夫婦の就寝形態に着目した就寝場所の移り変わりについ
て
現代住宅における平面構成の変容に関する研究 第７報

○小川展弘 (大分大学)
鈴木義弘・湯浅裕樹・岡 俊江
切原舞子

(253)

665 居室面積からみた和室への要求構造の分析
現代住宅における平面構成の変容に関する研究 第８報

○白井宏生 (大分大学)
鈴木義弘・岡 俊江・切原舞子
湯浅裕樹

(257)

666 食生活の外部化と家族生活の個人行動化から見た事例的
検討
地方都市における
空間の浸透に関する研究 (その
１)

○前野仁義 (熊本大学)
鳥飼香代子・植田 宏・持田美沙子
御幡 司

(261)

667 かつてのミニ開発団地における食生活および家族生活に
ついて
地方都市における
空間の浸透に関する研究 (その
２)

○御幡 司 (熊本大学)
鳥飼香代子・植田 宏・持田美沙子
前野仁義

(265)

▲

１５：２７〜１６：０３−−−−−−−−−−−−司会：益田信也, 副司会：小川展弘

668

｢一人家族｣ 世帯の住宅計画 (その２)
−生活行為の分離と重複を中心に−

○持田美沙子 (熊本大学)
鳥飼香代子

(269)

669 熊本県の洋館付加住宅の形態・意匠と住まい方
洋館付加住宅の建築計画史的研究 第４報

○山中遼平 (大分大学)
鈴木義弘・湯浅裕樹・井 健二
岡 俊江・切原舞子

(273)

670 住宅と生活に形容される ｢文化｣ という語意について
洋館付加住宅の建築計画史的研究 第５報

○井

健二 (大分大学)
鈴木義弘・山中遼平・湯浅裕樹
切原舞子

(277)

671 現代における住空間の構成原理の変遷に関する研究
2001年〜2005年の住宅作品の主室と諸室との関係

○大田将平 (北九州市立大学)
デワンカーバート

(281)

▲

１６：０３〜１６：４８−−−−−−−−−−−−司会：志賀

勉, 副司会：竹田津誠二

672 旧街道における敷地変容と沿道空間の継承性に関する研
究

○牧

祐生 (福岡大学)
池添昌幸・野中徳子

(285)

673 地域コミュニティ形成のための近隣公の意義と可能性に
ついて
地方都市の住宅新興団地での戸建て住宅を事例として

○中村順基 (熊本大学)
鳥飼香代子・植田 宏・持田美沙子

(289)

674 北九州市における公営住宅再配置計画の実施状況分析

○清原正剛 (鹿児島大学)
友清貴和・小山雄資

(293)

675 地方都市の密集市街地における空家の解体と跡地の活用
に関する研究

○菊野

(297)

676 過疎地における空き家活用と空き家化に関する考察

○高出

慧 (鹿児島大学)
鈴木健二
瞬 (長崎大学)

(301)
安武敦子

