
【 歴史・意匠Ａ室 】（１題１５分：発表１０分，質疑５分） １号館２階５番講義室 

► ９：００ ～ １０：００ －－－－－－－－－－－ 司会 : 稲用光治，副司会 : 本山翔伍 

801  

福岡県筑後地方の住宅における床の間落し掛けの位置につ

いて 

福岡県の近代和風住宅に関する研究 その４ 

○井上安南（有明工業高等専門学校） 

松岡高弘 

802  

福岡県筑後地方の明治前半期頃までの住宅における座敷・

仏間の位置について 

福岡県の近代和風住宅に関する研究 その5 

○牛島美夏（有明工業高等専門学校） 

松岡高弘・井上安南 

803  
旧田中家住宅（福岡県小郡市）の建築について 

福岡県の近代和風住宅に関する研究 その６ 

○松岡高弘（有明工業高等専門学校） 

井上安南 

804  

居室の南面配置と居間の起居様式からみた二階建て住宅の

間取りの変化 

明治後期から昭和初期に刊行された住宅関係単行本の掲載

図案を用いて 

○渕上貴由樹（佐賀大学） 

内田青蔵 

 

► １０：１０ ～ １１：１０ －－－－－－－－－－－ 司会 : 松岡高弘，副司会 : 牛島美夏 

805  吉川廣家自筆数寄屋指図を通して見る初期茶室の一様相 
○濱田耕平（九州大学） 

 

806  
鹿児島県麓集落の武家住宅における軒と破風の形状に関す

る基礎的研究 

○本山翔伍（鹿児島大学） 

鯵坂徹・増留麻紀子・木方十根 

807  
九州の石造建造物の研究 

20．熊本地震における石造アーチ橋の被害に関する考察 

○稲用光治 

（宮崎県立日向工業高等学校） 

尾道建二 

808  
内国勧業博覧会出品煉瓦の寸法変遷に関する考察 

煉瓦建造物の保存・活用に関する研究-11 

○石田真弥（東京文化財研究所） 

 

 
（１２：００ ～ １２：４０） 九州支部歴史・意匠委員会 １号館２階５番講義室 

（１２：５０ ～ １３：２０） 九州支部研究者集会 総合教育研究棟３階大講義室 

 
► １３：３０ ～ １４：３０ －－－－－－－－－－－ 司会 : 木島孝之，副司会 : 濱田耕平 

809  江戸時代の肥後藩における間数改の１間の長さと実測方法 
○尾道建二（九州共立大学） 

 

810  熊本県八代市にある白雲山医王寺の建築について 
○森山学（熊本高等専門学校） 

 

811  
八代にある並立する社堂に関する一考察 

新牟田加藤神社・島阿弥陀堂・島観音堂を事例にして 

○早野彰人（熊本高等専門学校） 

森山学 

812  近代鹿児島における浄土真宗寺院の本堂建築に関する研究 
○岡本昂将（鹿児島大学） 

木方十根 

 
► １４：４０ ～ １５：４０ －－－－－－－－－－－ 司会 : 辻原万規彦，副司会 : 下岡未歩 

813  九州帝国大学の初期RC造建築群に見る近代化の一様相 
○土橋泉咲（九州大学） 

 



814  
九州大学箱崎キャンパス旧工学部本館鳥型持送りのデザイ

ン 

○松本隆史（九州大学） 

瀬戸浩貴 

815  戦前昭和期の新聞記事から見た熊本県の建築 
○石橋雅子（熊本大学） 

伊藤重剛 

816  私立熊本医学専門学校の建築に関する研究 
○大來美咲（熊本大学） 

伊藤重剛 

 

► １５：５０ ～ １６：５０ －－－－－－－－－－－ 司会 : 箕浦永子，副司会 : 土橋泉咲 

817  
鹿児島県内の麓集落における石材の産地と利用に関する研

究 

○佐々木麻結（鹿児島大学） 

鯵坂徹・増留麻紀子・木方十根 

818  宮崎県の麓集落に関する基礎的研究 
○倉岡進吾（鹿児島大学） 

鯵坂徹・増留麻紀子 

819  
旧唐津街道箱崎宿界隈における明治初頭の空間構造に関

する研究 

○下岡未歩（九州大学） 

箕浦永子・趙世晨 

820  
戦前期の沖縄に建設された機械式製糖工場の立地と地域の

発展に与えた影響 

○辻原万規彦（熊本県立大学） 

今村仁美 

 

【 歴史・意匠Ｂ室 】（１題１５分：発表１０分，質疑５分） １号館２階７番講義室 

► ９：００ ～ １０：００ －－－－－－－－－－－ 司会 : 中川明子，副司会 : 綾塚郁宏 

821  
地中海古代都市の研究（144） 

メッセネ劇場のヘレニズム期の舞台建物について 

○山里光季（熊本大学） 

吉武隆一 

822  

地中海古代都市の研究（145） 

トルコ古代都市テオスのディオニソス神殿の調査と研究 - 予

備調査の報告 

○吉武隆一（熊本大学） 

 

823  アテネのローマとアウグストゥス神殿の設計法に関する研究 
○柳彩佳（都城工業高等専門学校） 

林田義伸 

824  古代ローマ神殿「メゾン・カレ」の設計法に関する研究 
○川越慎也（都城工業高等専門学校） 

林田義伸 

 

► １０：１０ ～ １０：５５ －－－－－－－－－－－ 司会 : 吉武隆一，副司会 : 山里光季 

825  
ヘレニズム期までのギリシア型劇場のプロスケニオンについ

て 

○渡邊道治（東海大学） 

 

826  

ヘレニズム・ローマ時代のギリシアにおける石材接合技術に

関する研究 

柱部材の石材接合技術について 

○中嶋泰史（徳山工業高等専門学校） 

中川明子・林田義伸 

827  
古代ローマ遺跡オスティアにおける大判煉瓦層に関する一

考察 

○綾塚郁宏（九州大学） 

 

 
（１２：００ ～ １２：４０） 九州支部歴史・意匠委員会 １号館２階５番講義室 

（１２：５０ ～ １３：２０） 九州支部研究者集会 総合教育研究棟３階大講義室 

 
 



► １３：３０ ～ １４：３０ －－－－－－－－－－－ 司会 : 金城春野，副司会 : 佐和田浩希 

828  建築家松井宏方資料の概要に関する研究 
○北之園裕子（鹿児島大学） 

増留麻紀子・鯵坂徹 

829  清家清の住宅作品における庭のデザイン手法に関する研究 
○則松杏奈（鹿児島大学） 

柴田晃宏 

830  タイ国会議事堂の意匠とその歴史的背景に関する研究 
○佐藤樹典（琉球大学） 

小倉暢之 

831  
言説とスケッチから見るコープヒンメルブラウの設計手法に関

する研究 

○坂井一隆（鹿児島大学） 

柴田晃宏 

 
► １４：４０ ～ １５：４０ －－－－－－－－－－－ 司会 : 鯵坂徹，副司会 : 北之園裕子 

832  

鉄骨考古学によるイギリス植民地時代の建築年代特定に関

する研究 その1 

イギリスから東南アジア植民地への人と物の流れ 

○矢野温子（九州大学） 

井上朝雄・谷正和・田上健一・岸泰子・ 

土屋潤・熊坂歩美 

833  

鉄骨考古学によるイギリス植民地時代の建築年代特定に関

する研究 その2 

鉄骨と鉄製建築部材の意匠的特徴に関する考察 

○熊坂歩美（九州大学） 

谷正和・井上朝雄・田上健一・岸泰子・ 

土屋潤・矢野温子 

834  
戦後沖縄における規格住宅の設計経緯について 

仲座久雄の建築活動に関する研究 その1 

○金城春野（琉球大学） 

小倉暢之 

835  
戦後沖縄の住宅構法及び設計手法の展開について 

仲座久雄の建築活動に関する研究 その2 

○佐和田浩希（琉球大学） 

金城春野・小倉暢之 

 
► １５：５０ ～ １６：３５ －－－－－－－－－－－ 司会 : 柴田晃宏，副司会 : 則松杏奈 

836  
寺院建築の他用途利用の可能性について 

コンバージョンから地域開放までのケーススタディ 

○長尾謙登（九州大学） 

末廣香織 

837  建築教育及び木育を目的とした木製遊具開発に関する研究 
○高田栞奈（北九州市立大学） 

福田展淳 

838  駅と矢印 
○川浦康至（東京経済大学） 

 

 
 


