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卒業論文
●環境生態学科
0511001 天橋　　望 琵琶湖湖岸砂浜帯における生元素の分布とその動態
0511003 井上　正和  条虫感染によって引き起こされるカワバタモロコの形態的変化、および行動変化

の検証
0511004 上野　篤史 犬上川下流域に生息するハリヨの非繁殖期における生息場所利用
0511005 大野　秀剛 犬上川下流部のサイドチャネルにおける湧水の湧出特性
0511006 小谷　桂子 河川高水敷の植生と浸透能の関係
0511007 小林　一星 琵琶湖における銅錯化容量の季節変化
0511008 小林　仁美 高宮神社林内外の気温差の形成要因
0511009 阪本いぶき 琵琶湖における植物プランクトンを介した炭素フロー
0511010 佐藤　裕泰 大藪浄水場緩速濾過池での高水流化に伴う水質変化の検討
0511011 島野　　淳 琵琶湖水および琵琶湖流入下水処理水に含まれる腐植物質の光分解に関する研究
0511012 鈴木　寛之  沈水植物は水質を改善するのか？　－水草と魚と動植物プランクトンの相互作用

の解明に向けて－
0511013 瀬川　鈴菜 ツボカビ遊走子の分子生物学的同定法の検討
0511015 谷口　　恵  ハッタミミズ（Drawida hattamimizu Hatai, 1930 ）の滋賀県における分布と糞塊

におけるバイオマス推定法
0511016 寺田有紀美 大気中窒素・硫黄化合物の季節特性と発生源からの影響
0511017 中村　光秀 生化学的指標を判定点とした実環境中の魚類における内分泌撹乱現象の評価
0511018 仲森　理沙  愛東・永源寺地区のニホンザル（Macaca fuscata ）群の行動圏に獣害対策として

の里山林伐採がもたらす影響
0511019 永井　伸宏 水田からの汚濁負荷流出と土壌中の窒素動態
0511020 布　　優志 彦根市周辺の果実の 6 年間の変動及び果実食鳥類の関係
0511021 服部　和佐 温帯林主要樹種における樹液流速度の季節変動、年々変動および蒸散量の推定
0511022 福井　健大 オオミジンコDaphnia magna の飼育環境が毒物感受性に与える影響
0511023 福田　　紀 琵琶湖北湖沖帯における湖底堆積物の溶存酸素消費速度
0511025 山﨑　友実  東近江市における沈水植物の分布とその生育環境について　
  －絶滅危惧種バイカモに重点をおいて－
0511026 山田　　円 安食川における河川水の栄養塩動態とその変動要因
0511030 吉川　剛明 照度がクロモ（Hydrilla verticillata ）の生育と再生産に及ぼす影響
0411003 上田　大悟 オオミジンコDaphnia magna のこみあい応答を誘導する物理的干渉作用
0411006 柏原　真一 オオカナダモEgeria densa を用いた水中の亜鉛除去の可能性 
0411009 角　　大樹 活断層地域山地小流域における斜面形の特徴
0211026 東山奈穂子 木曽三川および庄内川における栄養塩類の動向

● 環境計画学科環境社会計画専攻
0412017 杉山　優太  琵琶湖の保全に対する人々と滋賀県行政の考え方（価値観）の把握に関する研究
  ～計量テキスト分析と AHP 法を用いて～
0512001 青木　　傑 コミュニティ・スクールにおける学校運営協議会の役割に関する研究
0512002 浅野　美芳  将来的な公共交通施策の構築に向けたデマンドタクシーの問題点および今後の課

題に関する研究　－滋賀県長浜市を事例として－
0512003 浅野龍太郎 稲を原料としたバイオエタノール生産の経済性に関する研究
0512004 池側　友美 混住地域における住民活動と水辺再生の可能性に関する研究
  －滋賀県守山市梅田町を事例として－
0512005 石倉　美香  自治会の水環境保全活動の促進に果たすソーシャルネットワークの役割に関する

研究　－滋賀県守山市を事例として－
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0512006 泉谷　　慶　  フィリピン・パヤタス地区における開発 NGO の援助活動と組織間関係に関する研究
0512007 市田　　亘　  自然共生型社会形成に向けた自治体施策のあり方について
  －東近江市を対象として－
0512008 伊藤　祐一 中学校と連携した市民共同発電所の事業モデル
0512009 井上　拓馬 循環型社会形成推進交付金制度の実施状況の把握とその評価
0512011 大橋　　匠  近江八幡市における景観づくりの継続の要因に関する研究
  －ライフ ･ ヒストリーに着目して－
0512012 大山　紗慶 集落コミュニティにおける持続可能性の評価
  － Community Sustainability Assessment の可能性－
0512013 小川　泰正　　環境アセスメントにおける事後調査の動向に関する研究
  －都道府県と政令指定都市を対象として－
0512014 片岡　祥子 地域社会特性から見る生ごみ堆肥化の普及に関する研究
  －甲賀市生ごみ堆肥化事業を事例として－
0512015 上村　尚子 食堂事業者への地元野菜供給における課題とシステム提案
  －滋賀県立大学生協食堂を事例として－
0512018 久保寺　郁 中越沖地震発生後における柏崎刈羽原発の新聞報道に関する研究
0512019 齋藤　友里 小売店の販売データからみた環境配慮商品購入率への影響要因について
  －京都・滋賀・奈良の大学生協店舗を対象として、GC 運動体の視点から－
0512020 坂田　健太 河川における不法投棄廃棄物の地理的発生要因についての研究
  －犬上川を事例として－
0512021 佐藤　恵美 都市別特徴からみた路面電車の継続要因に関する研究
0512022 澁谷妃沙子 自治体のごみ処理・資源化施策策定段階における正味費用削減に関する研究
  －彦根市廃棄物減量等推進審議会答申を事例として－
0512023 住吉　　真 集落コミュニティにおける持続可能性の評価
  －人的資源の側面から見た評価項目について－
0512024 園田由美子  リサイクル製品認定制度に関する自治体の実施実態及びリサイクル認定事業者の

現状についての研究
0512025 高森さやか 環境影響評価審査会における審査の段階に関する研究
  ～横浜市、高層建築物の建設事業を対象として～
0512026 田中　　亮  定年退職男性の環境ボランティア団体所属に対する 2007 年問題の影響に関する研

究　－滋賀県近江八幡市を事例として－
0512028 張　香　蘭 環境審議会の運営実態に関する研究　－近畿地方を事例として－
0512029 中小田すばる 「もったいない」の継続的な記録を用いた環境行動を促すシステムの作成と効果
0512030 中村　和也  環境ボランティアに参加するオートバイ・ライダーを対象としたエコライディン

グの普及に関する研究
0512031 中村　信哉  下水道事業へのパブリック・インボルブメント（PI）導入の阻害要因と課題に関

する研究　－道路事業との比較から－
0512033 西野　　慧  ベロタクシー・デザインコンクールを対象とした小中学生における井伊直弼のイ

メージに関する研究
0512034 濱岡　利一  自治体における家庭系廃食油の回収・リサイクルの実態把握及び方法の比較評価

－ BDF としての利活用を主として－
0512035 濱田　沙織  市町村におけるガラス類・陶磁器類の分別収集・リサイクルの実施実態の把握と

効果に関する研究　－三重県伊勢市を対象として－
0512036 平川　順一  食品にかかる残留農薬規制のポジティブリスト制度への変更による影響に関する研究
0512037 福神　啓太  地域ぐるみによるホタル保全活動の促進に関する研究　
  －滋賀県守山市を対象として－
0512038 松尾　　清  装飾物の変遷から見た「百彩」の日常的景観マネジメントとしての可能性
0512039 松本みどり  戸建て住宅外部空間における環境共生型庭空間モデル
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  －滋賀県近江八幡市を対象として－
0512040 村司　一成 集落コミュニティにおけるエネルギー自治の可能性
  － CO ２排出量－ 50％への削減シナリオ－

● 環境計画学科環境・建築デザイン専攻
0513002 安藤恵美子  （論文）働く独身女性のライフコースに適応するパーマネント・シェア住宅に関す

る研究
  （設計）婚活リボン
0513003 飯田　敏史 （論文）メルパルク日光霧降にみるＲ・ヴェンチューリの設計手法に関する研究
  （設計）趣味が彩る住宅地－郊外戸建て住宅団地のリストラクチャリング－
0513004 五十嵐大地  （通年論文）京都市山科区西野・東野における高齢者の生活圏域と交通手段
  －コンパクトシティの視点から－
0513005 生駒　　敦 （通年設計）まちのみなと－彦根旧港湾再活用計画－
0513006 一木　奈央  （通年論文）コンパクトなまちづくりにおける都市の商業機能のあり方に関する研

究－四日市市のまちなか居住と買物行動との関係を中心として－
0513007 井手　友美 （通年設計）駅の森
0513008 稲葉　結実  （通年論文）夢京橋キャッスルロードの計画作成に至る合意形成のあり方に関する

研究
0513010 上田　知史 （通年設計）over the garden
0513011 江島　諒介 （通年論文）木質面ラーメン構法の仕口部の構造特性に関する研究
0513013 柏原　悠佑 （通年論文）外皮の直散分離した遮熱性能計算法に関する研究
0513014 門脇　毅佳 （通年設計）元築商店街
0513015 金澤　正倫 （通年設計）Seven Helix Bazaar ～高知西武跡　再開発～
0513016 河内　伸哉 （通年設計）都市型食物生産器
0513017 岸本　千佳  （通年論文）都市内親水空間としての高瀬川の利用形態の現状と展開可能性に関す

る研究
0513019 楠原　　舞 （通年論文）歴史的市街地のまちづくりにおける生活者の意識に関する研究
  －大阪市旧平野郷地区を事例として－
0513020 小西　悠吾 （通年論文）歩行者を留まらせる空間の照明について～変化する光～
0513021 坂井　　愛 （通年設計）やまのがっこう
0513022 坂上　景子 （通年設計）こころの中心地～ CFF MALAYSIA ORPHANAGE SABAH ～
0513023 鈴木　拓人 （通年設計）山と水と地中の家
0513024 高岸　優子 （通年論文）郊外戸建住宅地における高齢者の余暇とつきあいの圏域
  －地域組織・サークル活動の視点から－
0513025 高田　拓伸 （通年設計）波動レシーブ　－季節を売るショップ建築－
0513026 高平　希望 （通年設計）Re-Jenga ～マナビバ　マザリバ　オドリバ～
0513027 高山　和也 （通年論文）水系から見た彦根城下町についての考察
0513028 竹村　友希 （論文）建築的操作による浴室空間の外部視認性に関する研究
  －住宅設計事例に見る年代別・タイプ別考察－
  （設計）e 湯 cation －湯の教育－
0513030 土谷ひとみ （通年設計）SUKIMA SKY STATION
0513031 寺田　佳代 （通年設計）老少混交
0513032 外池　実咲 （論文）彦根市における外国人留学生の住まい方に関する考察
  （設計）非家族とクラスカゾク
0513033 中島　佳一 （通年設計）都市を歩く　－立体都市公園－
0513034 中西　智也 （通年設計）木造集住体
0513035 西　　康太 （通年設計）とおりゃんせ　とまりゃんせ
  －近江八幡旧市街地における新しい泊まり方の提案－
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0513036 西川　夕貴 （通年設計）私と、車と、緑と。そして天津通りのある暮らし
0513037 西出　美保　　（論文）地域子育て支援のあり方について
  （設計）オヤソダチ保育園
0513038 西村麻有里 （通年論文）都市近郊集落におけるライフパス・世代からみた生活圏域と住民意識
  －彦根市東清崎を事例として－
0513040 廣田　晶子 （通年設計）たねおと
0513041 武藤　浩憲 （通年設計）余白のないヨハク
0513043 宮川裕美子 （通年論文）巡礼絵図から見た四国八十八ヶ所寺院の空間構成とその変遷
  －徳島県を中心に－
0513044 村上由利子 （通年論文）伝統構法における差鴨居付き軸組の構造特性に関する実験的研究
0513045 村橋　優子 （通年設計）街を抜ける長い街～障害者施設の開放～
0513046 山崎　純隆 （通年論文）点字ブロックの UD 化について
0513047 山崎加奈子 （通年論文）アフォーダンスからみた空間デザインと大学生の居方
  －大学キャンパスにおける行為の定着過程－
0513048 吉岡あすか （通年設計）遺構の道
0513049 吉原　　遼 （通年設計）新　有隣館　ぼくらの Living, Dining, Kitchen
0513050 渡辺光一郎 （通年設計）ここでうまれるもの
0513051 山田　　愛 （論文）彦根市における郊外化の過程に関する考察
  （設計）“ その日 ” のまえに
0413025 柴田　一平 （通年設計）JR 祝園駅前再生計画
0413028 関谷　　要 （論文）環境建築の要素とその評価方法について
  ～地球環境・建築憲章と CASBEE から解く～
  （設計）Walking in trees, Living in the sun
  －中心市街地における自立循環型社会の構築－
0413038 長谷川祐樹 （通年論文）複数荷重条件下のトラス・トポロジー多目的最適化手法に関する研究
0413044 松本　清香  （通年論文）柳宗悦の民藝運動における自然と人間の関係に関する思想についての

研究－ラスキン・モリスの思想との比較を通して－
0413052 浅田真名実 （通年設計）ミマモル・ガッコウ
0413053 川内　愛子 （通年設計）つながる場所
0413054 川中　彰平 （通年設計）みなぐるりのなかで
0313027 寺本　潤司 （通年論文）オープン “ 居酒屋 ” の可能性について
  －京都のオープンカフェ／納涼床などを手がかりとしての検討－

● 生物資源管理学科
0514002 明田　康志 砒素対策発生土における硫化水素発生抑制
0514003 阿部　朱音 大型定置網に混獲されるウミガメをめぐる漁業者とウミガメ保護団体の関係
0514004 荒木　哲朗 ヨシ（Phragmites australis ）のクローン系統間にみられる多様性
0514005 池田　恭子 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
0514006 磯野　佐知 一筆水田における除草剤成分の短期流出特性の解明
0514007 伊藤　　慧  アフリカイネ、アジアイネ、および両者の交雑系統 NERICA の圧縮土壌および冠

水ストレス耐性
0514008 上田　暁生 リグニン分解酵素発現におけるカルモデュリン阻害剤の影響
0514009 右川紗矢佳 アジサイおよびヤマアジサイにおけるレトロトランスポゾン様配列の発現解析
0514010 梅田　和貴 犬上ダムにおけるオオクチバスとコクチバスの初期生態
0514011 王　　　楠 長江流域の環境問題
0514012 大岡　和広 太さの異なる竹にCeriporiopsis subvermispora を培養した時の消化性の変化
0514013 岡田　憲治 集落営農における事業多角化に関する一考察
0514014 岡西　宏之 葉質がヒロヘリアオイラガ幼虫の成長および繭密度に及ぼす影響
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0514015 小川久美子 白鳥川集水域水田群からの農薬流出評価
  －土壌群別流出率モデルを用いての検証－
0514016 小篠　貴臣 Phanerochaete chrysosporium におけるカルボキシン耐性への形質転換
0514017 片山　敬仁  イネのリン欠乏ストレスによって誘導される酸性フォスファターゼ（APase）活性

上昇に関する遺伝解析および発現遺伝子解析
0514018 加藤　悠子 琵琶湖魚類の mtDNA 塩基配列の決定と PCR-RFLP 法による種同定
0514019 加茂　洋祐 野田沼の水質浄化について
0514020 蒲原　　漠 水田における栽培管理方法の違いがトンボ目幼虫群集に与える影響
0514021 岸本希実洋 各種炭疽病菌のベノミル感受性とβ - チューブリン遺伝子の解析
0514022 黒崎　崇之 ニゴロブナにおける親の組合せと飼育水温の違いが性比に及ぼす影響
0514023 小杉　亜希 琵琶湖周辺のヨシにおける重金属吸収・蓄積に関する遺伝子型の変異
0514024 五藤　寛子 農業集落排水処理施設における医薬品起源化学物質の動態
0514025 園田　美咲 ヒラタケへのアセチルコリン類似物質添加とリグニン分解酵素活性
0514026 高津　文香 竹の消化性改善に及ぼすCeriporiopsis subvermispora の培養温度の効果
0514028 田和　康太 異なる水田環境におけるドジョウ（Misgurnus anguillicaudatus ）個体群の比較
0514030 辻　　典子 オオカナダモを培地に用いたキノコの栽培方法の検討
0514031 寺本　翔太 イネの低硝酸吸収突然変異体を用いた硝酸吸収に関する QTL の推定
0514032 中田　敦子 イネにおける定常時の NO3- 吸収遺伝子ファミリーの発現解析
0514033 永松　　司 アンモニア処理によるイナワラの栄養価改善
0514035 西谷　圭佑 野菜の水耕栽培による水質浄化効果の検討
0514036 丹羽　啓太  総合スーパーチェーンの財務分析
  －イオングループの低価格戦略の存立条件を中心に－
0514037 野田　浩平 中耕亀裂施肥によるダイスの根粒着生制御と増収効果の検証
0514039 橋本　貴之 高級ホンモロコの養殖技術
0514040 平田　拓也 Hydrangea macrophylla ‘Blue Sky’ からのレトロトランスポゾン様配列の単離
0514041 深川　亮輔  CVM による国産鶏肉使用メニューの価格意識調査
  －滋賀県立大学生協食堂における学生アンケート調査からの接近－
0514042 福重　智絵 イネの硝酸誘導時における硝酸吸収遺伝子の発現解析
0514043 藤田佳代子 直流電場における土中の砒素の挙動に関する研究
0514045 藤波　雅士 飼料米生産の実態と存立条件　－滋賀県大津市の耕畜連携を事例に－
0514046 堀内理絵子 琵琶湖流域の市街地流域河川と下水道処理放流水域に残留する PPCPs の環境動態
0514047 松本　公佑 貧栄養ストレスに関するイネ mPing 転移誘発系統のスクリーニング法の確立
0514048 丸山　麻美 トウガラシ栽培圃場から分離された炭疽病菌の性質
0514049 丸山　寛子  滋賀県における大手量販店向け野菜生産出荷構造の比較分析
  －個人農家と農業生産法人における需給調整機能を中心に－
0514050 宮本　　愛  CVM によるフェアトレード・コーヒーに対する支払意思額の評価
  －チルドカップ飲料を事例に－
0514051 面谷　友里 SSH 法によりアジサイから単離された機能未知遺伝子の発現解析
0514052 森　　綾子  シラカシとナンキンハゼにおけるヒロヘリアオイラガ Parasa lepida の生命表と生

存曲線の比較
0514053 森雄　一朗 給水方式の違いが土壌水分の変動や作物の生産に及ぼす影響
0514054 森岡　由樹 細粒グライ土における農薬流出率と土壌吸着性の特徴
0514055 山内　俊助 金属イオン添加によるヒラタケのリグニン分解酵素発現調節
0514056 山本　直樹  コンジョイント分析による滋賀県環境こだわり農産物の消費者購買意識の解明
  －滋賀県立大学生協食堂での学生アンケート調査を基にして－
0514057 祐森　穏衣 屋上緑化施工 6 年後の人工土壌の環境と植生
0514058 吉川　瑞樹 電気ショッカーを用いたオオクチバス・コクチバスの繁殖抑制
0514059 吉鶴　孝志  貧栄養条件に対するOryza sativa  L.、Oryza glaberrima  Steud. および interspecific
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品種・系統の生育および収量反応
0514060 吉村慎太郎 水稲の総光合成量における土壌呼吸量の寄与率の季節的変化
0514061 綿西　幹子 カプシクム属植物におけるうどんこ病抵抗性素材の選抜
0514062 本永　美香 異なる環境におけるオオカナダモ（Egeria densa ）の生育
0514063 山城希沙良 アジサイの花房型の制御に関与する遺伝子の単離
0414010 亀田　将史 台湾に対する近江米の輸出展開に関する一考察
0414027 柴山健太郎 水田地帯における JA 農産物直売所の課題　－出荷品目構成を中心に－
0414040 中村　秋彦 ふなずし発酵条件の検討と嗜好検査
0414053 森本　慎治  開放型チャンバーによる非平衡時データを用いた水田からのメタンフラックス算定
0414063 岩見　義明 近畿地区における冷温水性外来淡水魚の流通調査

修士論文
● 環境動態学専攻
生物圏環境研究部門
0751001 井頭　祐二 過去と現在の琵琶湖湖底とそこでの微生物活動の推定
0751005 小林　淳志 排水路の堰上げによる水田からの流出負荷削減効果に関する研究
0751006 小林　良幸 ダムの運用が冬期の河川水温ならびに氾濫原の景観に与える影響
0751010 田中　　信 水面栽培法による水路の水質浄化効果に関する研究
0751011 中條　義一  水田施用除草剤がニゴロブナ（Carassius auratus grandoculis ）卵・仔魚に及ぼす

影響
0751012 張　　　霞 野田沼の水質浄化能に関する研究
0751015 徳永　泰秀  水田施用除草剤に含まれる３種の SUR 対策成分の水系への流出性と土壌吸着性に

関する検討
0751017 森　　雄史 廃石膏ボードの投棄による硫化水素の発生とその対策
0751019 劉　　　涛 宇曽川の水質浄化能に関する研究
0751020 和久田壮一郎 電気化学的手法を用いた鉛汚染土壌の浄化

生態系保全研究部門
0751002 市井　涼子  こみ合い環境におけるオオミジンコ（Daphnia magna ）の再生産およびストレス

応答遺伝子に関する発現促進／抑制の解析
0751003 遠藤　修作 アユ不漁にともなう琵琶湖動物プランクトン群集構造の変化
0751008 シュレスト バンダナ　 Production of phytoplankton and bacterioplankton in lagoons connected with 

Lake Biwa.
0751018 山口真玲子 藻食いの水鳥はなぜ地下部を好むのか？　－糖類・デンプンの分析から－
0751021 渡邉菜美子 絶滅危惧植物タコノアシの保全に向けての増殖に関する研究

生物生産研究部門
0751004 河南　元希 琵琶湖におけるオオクチバスMicropterus salmoides の繁殖生態
0751009 上西　康介 Capsicum  属植物におけるPaprika mild mottle virus  に対する抵抗性機構の解析
0751013 常松　孝祐 炭疽病菌の付着器侵入における活性酸素種の蓄積とその意義

● 環境計画学専攻
地域環境経営研究部門
0752007 向　　先京 水田地帯における農産物直売所の発展条件　－出荷者の対応を中心に－
0752009 曽我　　健  二者択一式ゲームを取り入れたファシリテーター養成プログラムの開発に関する

研究
0752016 吴　　秀青 内モンゴルにおける砂漠化と退耕還林政策の社会経済的影響に関する研究
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  ～内モンゴルの乾燥・半乾燥地域の現状より～
0752017 迫間　勇人 滋賀の伝統的工芸品における技術伝承・伝達方法に関する研究

環境意匠研究部門
0752002 大原　淳美  構造用合板と構造用製材で構成する木質ラーメン構法の構造特性に関する実験的

研究
0752003 岡崎　まり あいりん地区（釜ヶ崎）の変容とその整備手法に関する研究
  －簡易宿泊所に着目して－
0752004 尾田　昌之 小井田康和設計の住宅作品における開口部に関する研究
0752006 久郷　晴哉 公共建築設計者選定への市民参加プロセスに関する研究
  －３つの公共建築計画を事例として－
0752008 小林　加奈 デジタルアーカイブ作成による地域資産の継承に関する基礎的研究
  ～滋賀県彦根市を対象として～
0752010 高橋　　渓 スペイン・セビーリャにおける近代建築（1900 － 1936 年）に関する研究
  －建築家アニバル・ゴンサレスを対象として－
0752011 谷水　あき 西清崎・南山崎集落における空間構成要素とその歴史的変容に関する研究
0752012 堤雄　一郎 鈍穴の庭園における石組構成の特質について
0752014 中濱　春洋 ヴァーラーナシー（インド）におけるムスリム居住区の構成に関する研究
0752015 中村　昌央 社寺境内絵図にみる信仰空間の研究
  －『社寺参詣曼荼羅』から『名所案内記』へ
0752019 林　　亮介  バンダアチェ市（インドネシア）におけるインド洋大津波の災害復興住宅に関す

る研究
0752020 原　　寛紀 地域資源を利用したフィールドミュージアムの成立に向けて
  ～滋賀県近江八幡市におけるヴォーリズ建築を対象として～
0752021 松宮　佑里 岐阜県笠原町で生産されたモザイクタイルの意匠についての類型学的研究
  －近代窯業技術導入以降の建築用タイルの様態を通して－
0752022 水野　浩嗣 ヴォーリズの小住宅にみる設計手法に関する研究
  －大正期における住宅改良に関わった建築家との比較を通じて－
0752023 宮田　　亮 旧望月家住宅に関する研究－湖東南地域における民家と比較して－
0752024 山盛　孝治 大径間伐材を用いた重ね梁構法の性能評価と利用法に関する研究
0652007 桑名　　武 アドルフ・ロースの住宅作品における窓とラウムプランの関係
  ～ミュラー邸を対象として～
0652011 竹岡　寛文 「東海道五拾三次之内（保永堂版）」の表現にみる街道空間認識の特徴
  －伝江漢画帖との比較から－
0352009 河原　　司  華道・嵯峨流景色いけ「自然態応用七景三勝」における「連続した景観形成の表

現手法」に関する研究


