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卒業論文

0411001 石川　優貴 琵琶湖集水域におけるNa+，Cl－の動態と琵琶湖の水質
0411002 上田　　健 温帯落葉広葉樹二次林の萌芽再生過程における光合成量と蒸散量
0411004 岡本　大地 琵琶湖におけるUroglena americana シスト生産と物理－化学的環境との関係
0411005 郭　　英華 通年湛水・不耕起栽培水田における土壌水中の窒素・リンの動態
0411008 加藤　雅子 羽毛状結晶の成長速度に関する研究
0411010 鴨井絵美子 琵琶湖沿岸域で形成される砂漣
0411011 川妻　郁智 琵琶湖周辺内湖の湖盆形態
0411012 神鳥　美緒 地蔵川におけるバイカモの分布要因
0411013 串岡　　航 滋賀県湖北地方草野川上流域における人々の暮らしと森林利用
0411014 小泉　夏子 荒神山における森林内の光環境
0411015 後藤　由佳 琵琶湖における植物プランクトンの純生産／総生産比と環境因子との関係
0411016 斉藤　由佳 犬上橋付近の河道内に散乱するごみの分布
0411017 柴田　智聡 藻類起源エストロゲンを基底レベルとする内分泌撹乱評価軸の検討
0411018 鈴木　　顕 ハマヒルガオを用いた屋上緑化の可能性
0411019 武田　直樹 コモチカワツボの生息を制限する環境要因の特定
0411020 徳永　　萌 淡水中の金属錯形成に果たす腐植物質の役割
0411021 中田　裕也 ネジレモ（Vallisneria asiatica  Miki var. biwaensis  Miki）の生育に及ぼす照度の

影響
0411022 中西　康介 滋賀県東部のため池に生息する水生昆虫の種構成と環境条件との関係
0411023 永岡　一樹 琵琶湖深層部におけるFe（Ⅱ）の動態に関する研究
0411024 並木　蓉子 樹木への大気エアロゾル沈着に関する研究
0411025 馬場　　孝 Liolope copulans のセルカリアの特定
0411026 藤澤　貴弘 犬上川下流域における地表性コウチュウ相の研究－とくにサギの営巣があたえる

影響について－
0411027 前畑　晃也 沖縄本島北部地域における地上営巣性鳥類の巣に対する捕食者の影響評価
0411028 槙山　恵子 彦根市から見た山の見え方と気象条件の関係
0411029 村田　哲也 高濃度窒素流出森林の水質形成過程における林内雨の影響
0411030 薮内　喜人 水鳥が湖岸植生に与える影響
0411031 山本久美子 ホトラ山と炭山における利用形態の変化と現在の植生
0411032 湯浅かずみ 河川水中の溶存フルボ酸の化学特性
0411033 横川　昌史 犬上川河辺林における林床植物の現状・分布と環境要因
0311006 奥原　耕太 彦根市内のさまざまなヨシ群落におけるオオヨシキリの繁殖状況
0311019 中村　大悟 淀川産魚類における外来寄生虫症－腹口吸虫Parabucephalopsis parasiluri 及び

Prosorhynchoides ozakii の生活史と魚病阻止に関する研究－
0311020 仲谷　碧波 彦根市における鳥類の農地利用
0211012 千田　祐輔 易分解性溶存有機物の生分解性の評価

0412002 東　　　仁 マテリアルリサイクルとサークルリサイクルの産業連関分析
0412003 江口　伸之 廃校活用宿泊施設における物品・設備の活用に関する研究
  ―残存する学校物品・設備の分析を通じて―
0412004 大森永理香 米国の交通計画におけるパブリック・インボルブメントのマニュアル分析　～連

邦政府と２３州を対象として～
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0412005 岡田　さやか 中小書店が地域で果たす役割と存立可能性に関する研究
0412006 小粥　有紀子 一般廃棄物を扱うガス化溶融炉の建設経緯と稼動実態に関する研究
0412007 尾上　大輔 イタイイタイ病・カドミウム汚染における現状の問題点の分析と地域へ及ぼした

影響に関する研究
0412009 倉嶋　祐介 竹生島におけるサウンドスケープの変遷に関する研究
0412010 小池　祐子 ごみ炭化施設の導入経緯と現状に関する研究
0412011 児玉　翔太 国レベルのパブリック・コメント手続の規定内容・運用実態に関する研究　―環

境省（庁）の案件を対象として―
0412012 小山　祐希 滋賀県における産業廃棄物処理施設の地理的立地条件に関する研究
0412013 齋藤　　毅 ベロタクシーの利用状況と乗客からみた改善点に関する研究
  －「ベロタクシーひこね」を対象として－
0412014 櫻武　勇太 市民参加型水環境一斉調査の調査項目の選定に関する研究
0412015 佐竹　正之 家庭ごみの有料化における料金設定プロセス及び設定根拠の実態と比較評価
0412016 鮫島　康佑 琵琶湖北湖における難分解性溶存有機物の蓄積要因に関する研究
0412019 曽々木　通子 坂田駅周辺地域を事例とした歩けるまちづくりに関する研究
0412020 竹内　規貴 コミュニティから見た滋賀県の人口動態
0412021 田代　麻依子 「かえっこバザール」における児童の行動とおもちゃの関係
0412022 玉川　勇気 滋賀県における高規格幹線道路の開通が周囲の運輸業に与える影響に関する研究
0412023 田村　尚大 新名神高速道路建設による地域への影響と住民意見の把握に関する研究－滋賀県

旧甲南町を対象として－
0412025 塚崎慎太郎 日本の空港建設の立地選定における代替案検討プロセスに関する研究
0412026 辻　　昌子 容器包装リサイクル法「その他プラスチック」実施自治体におけるプラスチック分

別収集方法やリサイクル率及び費用等の相互関係に関する研究
0412028 二正寺　慶 一般廃棄物処理システムの現状と改善のための課題の明確化－滋賀県を対象とし

て－
0412029 久野太一郎 琵琶湖における環境問題を題材としたカードゲーム「びわっこカードバトル」の年

齢による学習効果の比較
0412033 丸山紗千代 家庭からでる生ごみの堆肥化事業の継続性に関する研究
  － 米原市コンポストセンターを対象として －
0412034 溝江麻衣子 ドキュメンタリー映画製作が地域社会に与える影響に関する研究－近江八幡市島

町を対象として－
0412035 宮城亜由子 コミュニティ組織による水環境保全活動の継続方法に関する研究　―滋賀県守山

市の自治会を事例として―
0412036 三輪　亮介 国内外「グリーンマップ」にみる特徴と制作指針に関する研究
0412037 武藤　健司 滋賀県におけるグリーン入札制度及びＧＰプラン滋賀の現状と今後の展開
0412037 村田留理子 学校給食由来の食品循環資源リサイクル推進の条件に関する研究　―ネットワー

ク自給自足型を対象として―
0412040 森田　浩平 琵琶湖北湖への生活系および農業系のＣＯＤ負荷量の推移に関する研究　～原単

位の変化に着目して～
0412041 山口　伸幸 ダム建設事業に対する住民の賛否態度の形成構造の研究
0412042 山根　由貴 環境基本計画の改訂版と既策定版との比較研究
0412043 横関　直人 コミュニティガーデンの利用実態について　～宝塚市長尾台二丁目公園を対象と

して～
0412044 横町　美沙 都市開発地域におけるアメニティとしての竹林の保全方法に関する研究－京都府

長岡京市を対象として－
0212034 水谷　佑介 新駅開設が周辺地域の市街地形成に与える影響に関する研究　―南彦根駅周辺地

域を対象として―
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0312002 家原　幸将 バイオマスタウン構想公表市町村におけるバイオマスタウン事業の計画内容と実
施状況に関する研究

0312003 伊藤　真紀 生活推進協議会が滋賀県の環境保全運動に果たしてきた役割に関する研究
0312004 梅川　怜 リユース食器システム間のＣＯ２排出量と費用の比較　―食器洗浄車の有無と条

件に注目して―
0312008 金築　幸代 都道府県を対象とした行政における環境部局の変遷
0312011 小谷　　睦 彦根市における公共交通としてのバス事業のあり方に関する研究
0312012 小本　銀河 早崎内湖を活用した環境保全団体に関する研究
  －早崎ビオトープネットワーキングを対象として－
0312014 笹江　晃弘 複数団体による河川管理活動のあり方についての研究～守山市目田川を対象とし

て～
0312022 田口　亮一 琵琶湖の景観の価値評価に関する研究
0312040 森　　悠宇 湖沼流域管理計画の策定・実施時における住民参加を促進するモデルプログラム

の考案
0312041 矢野　祐史 滋賀県内市町における環境基本計画の進行管理と改善方策に関する研究
0312044 米津　公博 地域特有の水産資源を活用した地域事業の創出に関する研究　～琵琶湖固有種の

ビワマス養殖を対象として～

0413001 安藤　琢郎 （論文）建築における風力利用の未来像・可能性
  －琵琶湖フィールドにおける環境共生・環境利用を考えた建築－
  （設計）With nature－風力利用電力自給自足生活－
0413002 飯島　穏子 （論文）五感に訴えた空間をもつ集合住宅
  －疲労回復性能に着目した住宅空間に関する研究－
  （設計）KANKAKU
0413003 池冨士　裕 （論文）建築物の開け方、閉じ方に関する研究
  （設計）サイセイアパルトメントブロック
0413004 石川　智章 （論文）日本における外国人の居住空間に関する考察　－彦根市を事例として－
  （設計）この川の間で
0413005 石野　啓太 （論文）水網集落における水利形態の形成と変遷に関する考察
  －高時川流域集落を対象として－
  （設計）風景の更新
0413006 出海かおる （通年論文）災害時における建築物の避難所への転用に関する研究
  ～小学校体育館に防災機能をもたせる～
0413008 伊藤　　宏 （通年設計）Δε NMO ～ Denki Net Mobility～
0413009 大西　剛史 （論文）バリアフリーからユニバーサルデザインへ
  ～ＪＲ京都線、ＪＲ琵琶湖線主要駅の実態調査を通して～
  （設計）Leading Park　～エキマエコウエン～
0413010 大西　裕樹 （通年設計）Sportable park
0413011 大沼　雄司 （通年論文）東海道名所図会にみる寺社空間の構成　～駿河から武蔵にかけて～
0413012 大平　圭介 （通年設計）駅舞広場　～ a Station Square for Street Dance～
0413013 岡　加那恵 （通年論文）住宅寿命の差を生み出す日本とイギリスの住意識の違いに関する研究
0413014 小川　哲史 （論文）中国都市西安にみられる街区構成に関する研究
  （設計）墓地ミュージアム
0413015 奥田　早恵 （論文）宇曽川下流域における日夏の集落形成と変遷
  （設計）ここにないもの
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0413016 柏木　一紘 （通年設計）幹としての介入、葉としての転換
0413017 加藤奈津希 （論文）駅構内の集客スペースづくりについての研究
  －東京近郊駅におけるエキナカ開発の調査を通して－
  （設計）エキナカ図書館
0413018 加藤めぐみ （論文）岡崎市康生地区におけるまち並みの現状とまちづくりについての考察
  （設計）音のみち　人のみち
0413019 川原孝太郎 （通年設計）Re:cycle　－旧立誠小学校再生計画－
0413020 木村　亮太 （通年設計）300万都市の墓標　－名古屋市斎場2030－
0413021 駒井　克哉 （論文）鈍穴の作庭論について
  （設計）姿形かくも庭を紡ぐ様ニすへし
0413022 櫻井　朝子 （通年設計）UMEDA･SONENUMA 都市の里地における二地域居住の提案
0413023 鮫島　　拓 （論文）白井晟一論　晟様建築
  （設計）Rutsubo
0413024 篠崎千惠美 （通年論文）ホリスティック・デザインの観点からみた構造設計に関する研究
0413027 鈴木　惇太 （論文）名古屋市における小学校隣接公園に関する研究
  （設計）Galleria× Galleria
0413029 芹田　周平 （通年設計）AIDA
0413030 高岡　真実 （通年論文）光のゆらぎに関する研究－光源・空間・障子－
0413031 田邊　智美　　 （通年設計）向こう側にみるもの
0413033 遠山　　玄　　 （通年論文）グラフィックデザインの建築空間への関わり方に関する研究
  － SDAの作品を通じて－
0413034 渡仲　愛子　　 （論文）室内プールにおける省エネルギーのあり方に関する研究
  （設計）省エネプール　－長浜市における太陽光利用と日射遮蔽－
0413035 中尾　早織 （通年論文）2007年能登半島地震の木造建物被害調査と被災木造住宅の立体骨組解

析
0413036 中野　　優 （通年設計）中庭パッチワーク
0413037 西川　昌恵 （論文）琵琶湖岸景観の保全に対する地域住民活動の有効性に関する研究
  （設計）lay9view
0413039 濱田　萌美 （論文）災害後の住宅供給と住環境に関する調査研究
  －輪島市応急仮設住宅団地を対象として－
  （設計）それでも都市に住まう
0413040 船田　　賢 （通年論文）学生、住民協働のまちづくり活動の今後の可能性に関する研究
  －滋賀県豊郷町、吉田、上枝、下枝地区の住民のまちづくり意識を通じて－
0413041 古川　智絵 （通年論文）都市型小住宅を対象とした建築計画と構造計画に関する考察
0413042 堀江　菜月 （通年論文）近江地方の前室付社殿について
0413045 丸山　　座 （通年設計）VILLA LAVENDURA
0413046 宮窪　翔一 （通年設計）みちくさ
0413047 美和絵里奈 （論文）東南アジアにおけるショップハウスの類型に関する考察
  （設計）高密居住街区－大久保モデル－
0413048 森　　千祐 （論文）車社会における飲酒スタイルの調査研究
  －飲酒運転防止に関する地域の取り組みを通じて－
  （設計）ハグルマチ　－地域混成のための大学、役場の併設計画－
0413049 森　加菜子 （通年論文）実大在来構法木造建物の複数加力装置水平引張試験
0413050 林　　恵恵 （通年設計）佐和山自然遊楽園　～滋賀県東北部浄化センター再生計画～
0413051 禮場　貴文 （通年論文）ＳＦ映画に見る空間的想像力の境界に関する研究
0413055 福田　紘史 （通年設計）記憶を辿る場所、紡ぐ場所　－舞鶴赤煉瓦倉庫再生計画－
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0313029 中村　喜裕 （論文）キューバのスペイン植民都市に関する基礎的考察
  （設計）Ctrl+Shift+S　大阪中央郵便局緑化保存計画
0313031 西田　有貴 （通年論文）滋賀県における間伐材の供給可能量に関する研究
  ～甲賀市信楽を事例として～
0113050 山口　江里 （通年論文）子どもが被る犯罪の空間特性と防犯まちづくり

0414001　 市來　亮祐　 ホンモロコにおける高水温の処理時期が性比に及ぼす影響
0414002　 岩崎　直子　 水分条件に対するヨシ生育の表現型可塑性とその系統間差異
0414003　 大澤　春香　 ミネラルウオーターの消費変化とその要因－大学生の意識調査を中心に－
0414004　 大野　弘貴　 炭疽病菌の形態分化に対するカルシウムシグナル伝達経路阻害剤の影響
0414005　 大山　尚毅　 Phanerochaete　chrysosporium  における推定的アトロピン受容体アゴニストの

検索
0414007　 岡森俊一郎　 内湖における微生物の水質浄化作用
0414008　 沖　　高志　 負圧潅漑法と低正圧潅漑法との比較試験
0414009　 折田　拓機　 水稲群落のCO2フラックスに及ぼす微気象要因の影響
0414011　 河原　林悟　 大学生の食意識と食行動－滋賀県立大学におけるメニュー選択パターンの分析を

中心に－
0414012　 岸上　大輝　 滋賀県産大豆の県内流通に関する研究
0414013 喜多　泰憲　 人工林木材の品質が市場価格に及ぼす影響－滋賀県における植林の方向性を探る－
0414014　 北浦　博法　 シイタケにおける組換えマンガンペルオキシダーゼの生産様式
0414015　 喜田　実典　 落葉樹と常緑樹でのヒロヘリアオイラガの繭密度と生命表の比較
0414016　 木村　知史　 担子菌処理スギの栄養価
0414017　 草加　明歩　 Mn2+イオン添加によるヒラタケのリグニン分解酵素発現制御
0414018　 桑原英理子　 Hydrangea macrophylla  'Blue Sky' からのレトロトランスポゾン様配列の単離
0414019　 小嶋佑太朗　 会社形態の町おこし組織の可能性－コミュニティ・ビジネスを活かしたまちづく

り－
0414020　 小垂　裕典　 生分解性プラスチック埋設土壌の5年後の変化
0414021　 堺　　麻実　 土壌の塩分含量と耐塩性植物ケイリュウの耐塩特性に関する研究
0414022　 坂部　崇昌　 甲賀郡森林組合の新しい取り組みの可能性－間伐材生産促進・協同木材流通につ

いて－
0414023　 阪本　鷹行　 Phanerochaete chrysosporium  のリグニン分解機構におけるCa2+シグナリング

の役割
0414024　 佐々木俊浩　 低リン飼料によるテラピア・フナの魚体脂質の改善
0414026　 塩谷　智洋　 飼料化のための担子菌培養条件の検討
0414028　 清水　雄哉　 アジサイにおける小花および花器形成制御遺伝子の発現解析
0414029　 下村　紗矢　 ヒロヘリアオイラガ（Parasa lepida）の生活史と繭期の死亡要因
0414030　 杉田祥二郎　 潅漑方法の違いが作物の根毛や生産性に与える影響
0414031　 杉山ひとみ　 Hydrangea  macrophylla  'Blue Sky' および 'BM-1' におけるレトロトランスポゾ

ン様配列の発現解析
0414032　 曽根　　陽　 不耕起栽培ダイズにおける中耕亀裂および心土破砕処理による増収効果の検証
0414034　 高取　　聡　 炭素繊維による水質浄化の試み
0414035　 竹下　賢一　 一筆水田から流出する除草剤の経時変動の解析
0414036　 田中　　歩　 無代かき・育苗箱全量施肥栽培による流出負荷削減効果について
0414037　 田中　賢治　 コンビニエンス・ストアにおける食品ロス発生抑制のための対策－いわゆる「コ

ンビニ会計」をめぐって－
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0414038　 田中　遥香　 担子菌処理リグノセルロース材の栄養価
0414041　 新原　あゆ　 スギ葉内の樹木内着生位置の違いによる無機イオン組成の変化
0414042　 西村　静加　 Hydrangea macrophylla  'Blue Sky' からSSH法により単離された機能未知遺伝

子の発現解析と単離
0414043　 福島　真吾　 スギ枯れに及ぼす日照と土壌水分の影響について
0414044　 藤井　　渉　 湖北地域における木材業・製材業・県産材利用に関する研究
0414045　 藤原　　舞　 市販ピーマン・トウガラシ品種におけるトバモウイルス抵抗性素材の検索および

解析
0414046　 星野智佳子　 湛水化した畑土壌と砂質土壌のEhに及ぼす有機物の影響
0414047　 堀　　哲司　 ニゴロブナ稚魚放流による水田雑草抑制効果の検証
0414048　 堀　　祐規　 ヒロヘリアオイラガ（Parasa lepida）の繭発生量の年次変動
0414049　 前信　貴弘　 水田に散布された殺虫殺菌剤が昆虫の個体数に及ぼす影響
0414050　 松木　　彩　 砒素汚染地下水の簡易浄化法に関する研究
0414051　 間野　寛之　 耕作放棄の発生要因および抑制要因と中山間地域等直接支払い制度の効果－余呉

町摺墨集落を事例にして－
0414052　 森田　拓磨　 埋設5年後の生分解性プラスチックの変化
0414054　 八木一乃大　 硝酸飢餓処理の進行に伴うイネ幼植物の硝酸含量および硝酸還元酵素活性の変化
0414055　 山崎　美佳　 トバモライトによる遊離リン酸の除去効果
0414056　 山田　　陽　 砂レキや多孔材を用いた農業排水の浄化
0414057　 山田　知華　 無殺菌ワラでのキノコ栽培方法の検討
0414058　 吉本　　亘　 中山間地域における耕作放棄の発生要因と中山間地域等直接支払い制度の評価

－米原市甲津原集落を事例に－
0414059　 米田　　格　 早生多収 IR集団の収量性・生育特性の解析
0414060　 米田　恵子　 各種炭疽病菌のベンズイミダゾール系殺菌剤感受性に関する解析
0414061　 藤井　　渓　 内湖における沈殿除去効果の検討
0414062　 舟尾　俊範　 水田地帯におけるナマズSilurus asotus の遡上要因と遡上水路の選択

修士論文

0651004　 小林　功二　 塩生植物を利用した除塩に関する基礎的研究－地下水の塩分に対するTamarix の
耐塩限界－

0651005　 玉井　大輔　 熱収支フラックス比法とチャンバー法による水田からのメタン放出量の比較
0651011　 三吉　崇之　 安定型廃棄物処分場周辺の地下水の水質に関する研究

0651001　 大塚　一紀　 都市近郊二次林における伐採が種子散布に及ぼす影響
0651007　 萩原　久子　 滋賀県近江八幡市奥島山に棲息するニホンイノシシSus scrofa leucomystax の食

性および果実落下量との関係
0651009　 松山　文彦　 琵琶湖北湖におけるMetallogemium の分布変動とそれに及ぼす環境要因
0651012　 山口　咲子　 高濃度硝酸塩流出林地の窒素の起源 
0651013　 吉内　弥生　 水稲の通年湛水・不耕起栽培の田面水中の窒素・リンの動態
0651014　 李　　　佳　 水稲の通年湛水・不耕起栽培の対照物質収支法による水質保全効果の評価



110

卒業論文・制作／修士論文リスト

0651002　 亀田　絵美　 ベニバナカスミソウ (Gypsophila elegans  Bied.) の花の香りに関する遺伝子発現
と香り物質の放出の関係

0651008　 増本　喜久　 ヒロヘリアオイラガParasa lepida  (Cramer) 繭発生量の年次変動と生命表分析
0651003　 木村　浩和　 ブルーギルLepomis macrochirus の繁殖成功に及ぼすコロニー規模、水温、産

卵床形成場所の影響
0651010　 南野　洋孝　 ブルーギルLepomis macrochirus 保護雄の行動解析－特に保護雄の防衛行動と

侵入者について－

0552003　 田中由紀子　 水田の資産維持費用の実態とメカニズム　―滋賀県彦根市の実態調査を中心にし
て―

0652001　 石本　貴之 経済活動に伴う琵琶湖の水資源利用の実態把握に関する研究
0652010　 徐　　　強　 滋賀県製造業企業の産業廃棄物削減対策に関する研究
0652018　 福江　　岬　 支払意思額（ＷＴＰ）合計とＷＴＰ比を用いた異種環境リスク間リスク分析手法の

提案
0652022　 松尾さかえ　 内湖の機能再生をめざした歴史環境・地理学的研究　―小中の湖を事例として―
0652024　 三好　直樹 地域実践型の環境運動の展開と運動の意味性に関する研究　―滋賀県野洲市すま

いるプロジェクトを事例として―

0652002　 岩井　悠視　　 詠歌の時・空における風景と空間の構図の特質－『源氏物語』に詠われた「月」の和
歌の分析を通して－

0652003　 遠藤　拓也　　 遮蔽物を考慮した侵入日射量の評価手法に関する研究
0652004　 表谷　篤慶　　 地方都市・田園地域におけるコンパクトシティの可能性に関する研究－滋賀県長

浜市田村駅～米原市坂田駅周辺地域を対象として－
0652005　 木村　安宏　　 伝統構法における木造軸組接合部の評価に関する研究
0652006　 黒田　章史　　 植民都市遺産の保存再生に関する研究－インドネシア・スラバヤを事例として－
0652008　 桑村　佳直　　 「穴太衆積み博物館」安土城郭をケーススタディーとした穴太衆積みの試み
0652009　 古賀　　勝　　 小井田康和の住宅作品における空間構成の展開に関する基礎的考察
0652012　 竹田　誠司　　 カンポン（都市村落）の居住環境の変容とその整備手法に関する研究－インドネシ

ア・スラバヤを事例として－
0652013　 戸野　宜征　　 広島新平和記念公園計画－広島市民球場跡地への提案－
0652014　 中尾　達郎　　 総合設計制度に基づく公開空地の市街地への適合性に関する考察－京都市におけ

る制度適用事例の分析を通して－
0652015　 西　佳世子 公的住宅が周辺環境に及ぼした影響について－進行住宅地と既成市街地の公的住

宅の比較において－
0652016　 羽田　知洋 彦根市における竹林分布の変化と適正管理に関する研究
0652017　 原口　幸子 鈴鹿西縁断層帯地震を想定した彦根市の地震被害想定
0652019　 朴　　光成 在日外国人の生活環境と居住空間に関する研究－彦根市における外国人居住の実

態とその居住環境を中心として－
0652020　 牧野　瑞紀 高経年マンションにおける共用施設の整備に関する研究―プラザ歌島における居

住者の相互扶助意識と共用施設需要の事例―
0652021　 増井みのり　 都市における幼稚園の設計提案－調査研究を通して－
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0652023　 松岡　英緯　　 現代建築における被膜の実態と計画特性
0652025　 与語　一哉　　 地域と木のくっつき場－朽木東小学校・朽木中学校改築計画－
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