
801 船屋形の変遷に関する研究 ○浅田聡磨 (九州大学)
井上朝雄

(649)

802 現代建築家における茶室デザインの継承と展開について ○飛松 徹 (九州大学)
井上朝雄

(653)

803 茶庭の飛石動線の配置に関する研究 ○永尾 彩 (北九州市立大学)
赤川貴雄

(657)

804 対馬におけるモゴヤに関する研究 ○梅野 芳 (北九州市立大学)
赤川貴雄

(661)

▲

１０：００～１０：５６－－－－－－－－－－－－司会：井上朝雄, 副司会：浅田聡麿

805 柳川の近代の住宅における平面の変化について
柳川の近代の住宅に関する研究 その２

○松岡高弘 (有明工業高等専門学校)
小吹義弘

(665)

806 柳川の近代の住宅における座敷構成について
柳川の近代の住宅に関する研究 その３

○小吹義弘 (有明工業高等専門学校)
松岡高弘

(669)

807 ��九州折尾駅の歴史的価値についての研究 ○斉藤鷹輔 (北九州市立大学)
福田展淳

(673)

808 入札の基本形態について ○藤尾直史 (東京大学) (677)

������������������������������������

▲

９：００～９：５６－－－－－－－－－－－－－－司会：松岡高弘, 副司会：小吹義弘

▲

１３：３０～１４：２６－－－－－－－－－－－－司会：赤川貴雄, 副司会：永尾 彩

813 旧陸軍第六師団煉瓦造兵器庫の建築に関する研究 ○山崎荘太郎 (熊本大学)
伊藤重剛

(697)

814 旧熊本地方裁判所煉瓦造庁舎に関する研究 ○伊藤重剛 (熊本大学)
遠竹孝史

(701)

815 明治６年の陸軍 ｢兵営略表｣ 及びその付図について ○磯田桂史 (崇城大学) (705)

816 鉄川与助大工道具の復原 ○山田由香里 (長崎総合科学大学) (709)

(１２：００～１２：４０) 九州支部歴史意匠委員会 Ｓ棟５階Ｓ５０１教室
(１２：５０～１３：２０) 九州支部研究者集会 本館３階３０３教室

809 ｢舟木右馬之助文書｣ について ○猪股香織 (佐賀大学)
渕上貴由樹・丹羽和彦

(681)

810 旧大島小太郎邸と大島小太郎
唐津市旧大島小太郎邸の研究－その１

○中島綾乃 (神奈川大学)
西 和夫・内田青蔵・山田由香里

川村摩理

(685)

811 旧大島小太郎邸の棟梁吉田吉次郎
唐津市旧大島小太郎邸の研究－その２

○中島綾乃 (神奈川大学)
西 和夫・内田青蔵・山田由香里

川村摩理

(689)

812 旧大島小太郎邸の解体工事と絵師長谷川雪塘
唐津市旧大島小太郎邸の研究－その３

○西 和夫 (神奈川大学)
中島綾乃・内田青蔵・山田由香里

川村摩理

(693)
▲

１１：００～１１：５６－－－－－－－－－－－－司会：磯田桂史, 副司会：山崎荘太郎

817 人吉旅館の平面と構造について
熊本県人吉温泉の近代化遺産に関する研究 (その２)

○宮本貴史 (熊本高等専門学校)
原田聡明・磯田節子・野口 駿

(713)

818 人吉旅館の年代と意匠について
熊本県人吉温泉の近代化遺産に関する研究 (その３)

○磯田節子 (熊本高等専門学校)
原田聡明・野口 駿・宮本貴史

(717)

▲

１４：３０～１５：２６－－－－－－－－－－－－司会：渕上貴由樹, 副司会：猪股香織



831 地中海古代都市の研究 (136)
古代都市メッセネにおける劇場の客席の復元に関する研
究

○大塚和樹 (熊本大学)
伊藤重剛・吉武隆一・岩田千穂

(769)

832 地中海古代都市の研究 (137)
フィガリアにおける城壁の実測調査2010－2011

○伊藤重剛 (熊本大学)
吉武隆一

(773)

833 地中海古代都市の研究 (138)
メッセネの旧ヴルカノ修道院の建築に関する研究

○佐伯春奈 (熊本大学)
伊藤重剛・吉武隆一

(777)

834 ギリシア・ローマ劇場の客席の階段状通路の配置につい
て

○野口 力 (東海大学大学院)
渡邊道治

(781)

827 アテネのアクロポリスにあるローマとアウグストゥス神
殿に関する研究 その１
2011年の実測調査の概要

○田口倫那 (都城工業高等専門学校)
林田義伸・中川明子・山崎荘太郎

(753)

828 アテネのアクロポリスにあるローマとアウグストゥス神
殿に関する研究 その２
3�レーザースキャナーを用いた石材実測手法 ○山崎荘太郎 (熊本大学)

林田義伸・太田明子
(757)

829 アテネのアクロポリスにあるローマとアウグストゥス神
殿に関する研究 その３
石材接合技術について

○藤川大輝 (徳山工業高等専門学校)
中川明子・林田義伸・山崎荘太郎

(761)

830 パルテノン神殿の平面設計法に関する研究 ○松田友花 (都城工業高等専門学校)
林田義伸

(765)

������������������������������������
▲

９：００～９：５６－－－－－－－－－－－－－－司会：渡邊道治 副司会：野口 力

▲

１０：００～１０：５６－－－－－－－－－－－－司会：林田義伸 副司会：藤川大輝

819 芳野旅館の平面と構造について
熊本県人吉温泉の近代化遺産に関する研究 (その４)

○野口 駿 (熊本高等専門学校)
宮本貴史・原田聡明・磯田節子

(721)

820 芳野旅館の年代と意匠について
熊本県人吉温泉の近代化遺産に関する研究 (その５)

○原田聡明 (八代市役所)
宮本貴史・野口 駿・磯田節子

(725)

▲

１５：３０～１６：２６－－－－－－－－－－－－司会：辻原万規彦, 副司会：田山地春佳

821 熊本市中心商店街の発展過程に関する研究 ○岡部達明 (福岡大学) (729)

822 旧熊本城下町の街路に関する研究 (４)
新町・古町地区

○高森真実智 (熊本大学)
伊藤重剛

(733)

823 木材利用と流通構造からみた奄美大島における伝統的民
家形式の成立背景

○東佑二郎 (鹿児島大学)
木方十根

(737)

824 西彼杵半島におけるネリベイ建物の技術的変遷について ○村田明久 (長崎総合科学大学) (741)

▲

１６：３０～１６：５８－－－－－－－－－－－－司会：伊藤重剛, 副司会：高森真実智

825 十勝鉄道と河西鉄道の路線と社宅の整備過程
戦前期日本における製糖業を支えるネットワークの形成
過程と特質に関する研究 その１

○辻原万規彦 (熊本県立大学)
角 哲・今村仁美・桑田 豪

(745)

826 旧本町中学校の記録と歴史的価値の検討 ○田山地春佳 (熊本県立大学)
辻原万規彦・今村仁美・桑田 豪

(749)

▲

１１：００～１１：５６－－－－－－－－－－－－司会：伊藤重剛 副司会：岩田千穂

835 イタリアのローマ時代までの神殿の基壇の高さ､ および
祭壇との関係について

○渡邊道治 (東海大学) (785)



839 透視図法の基本事項についてのバルバロの考え方につい
て
ダニエレ・バルバロ著 『透視図法の実際』 についての研
究 (１)

○植田 宏 (熊本大学) (801)

840 ミハイロフスキー城南北ファサードのレリーフを巡って ○池田雅史 (805)

841 バウハウスのグラフィックデザインに関する研究
バウハウスによる作品とバウハウス閉鎖後の関連作品と
の間の共通点

○石橋賢浩 (北九州市立大学)
デワンカーバート

(809)

842 数の展開と作品による矩形および空間の展開について
ドナルド・ジャッドを事例として

○清水綾子 (北九州市立大学)
デワンカーバート

(813)

▲

１３：３０～１４：２６－－－－－－－－－－－－司会：入江 徹 副司会：高原千都

▲

１４：３０～１５：２６－－－－－－－－－－－－司会：池田雅史 副司会：清水綾子

843 ルイス・カーンのバングラデシュ国政センター建設にお
ける建設技術に関する研究

○仲宗根明裕 (琉球大学)
小倉暢之

(817)

844 フランスのガラス企業������������と建築の関係につい
て�������������のガラスの家と������������パビリオン
を通して

○磯邉礼美 (九州大学)
土居義岳

(821)

845 1980年代に建設されたセキスイハイム��の経年劣化に
関する調査研究

○谷口朋子 (北九州市立大学)
福田展淳

(825)

846 那覇市民会館について
戦後沖縄の建築家 金城信吉の建築活動に関する研究
その１

○前田 慎 (琉球大学)
小倉暢之

(829)

836 オスティア遺跡にみる古代ローマの開口を伴わない埋め
込みアーチに関する考察

○三宅 諒 (九州大学)
堀 賀貴

(789)

837 オスティア遺跡における２世紀以後の古代ローマ住宅の
円柱による空間演出方法について

○重石真緒 (九州大学)
堀 賀貴

(793)

838 オスティア・ディオスクロイの家におけるカストールと
ポルックスを描いたモザイク画の制作過程に関する研究

○藤村将史 (九州大学)
堀 賀貴

(797)

(１２：００～１２：４０) 九州支部歴史意匠委員会 Ｓ棟５階Ｓ５０１教室
(１２：５０～１３：２０) 九州支部研究者集会 本館３階３０３教室

▲

１５：３０～１６：１２－－－－－－－－－－－－司会：植田 宏 副司会：仲宗根明裕

847 沖縄建築界の変遷と近代の沖縄建築家に関する研究
－雑誌 『沖縄建築』 を対象として－

○高原千都 (琉球大学)
入江 徹

(833)

848 沖縄の建築物における建築設計のあり方に関する研究
意匠設計者と構造設計者の関わりを通して

○今村博樹 (琉球大学)
入江 徹

(837)

849 ガーブ川周辺地区における商店以外の機能へのアクセス
方法に関する研究

○石川 悠 (琉球大学)
入江 徹

(841)


