
卒業論文
● 環境生態学科
0911006	 岩本　光平	 アキニレUlmus	parvifolia における潜葉中の生息場所選択
1111001	 安達　もも	 	落葉広葉樹二次林における樹種およびサイズごとの樹液流速特性と森林蒸発散量

の推定
1111002	 荒木　将登	 琵琶湖集水域において水田がアオコ形成に及ぼす影響の解明
1111003	 五十嵐　守	 彦根市内の寺社建築物にみられる痕跡に基づいたアライグマ侵入状況の推定
1111004	 石丸　真菜	 河川・琵琶湖水中の微量正リン酸・SRP の定量と両者の関係の解析
1111005	 茨木　美華	 緑藻または藍藻を含む環境水のエストロゲン活性物質の構造解析
1111007	 大倉　健太	 マダラテントウ類（Epilachna 属）における寄主転換と繁殖干渉について
1111008	 落合　伸陽	 	琵琶湖の植物プランクトン群衆におけるクロロフィル蛍光強度から電子伝達速度

の推定
1111010	 近藤　千晶	 	異なる営農環境における水田雑草の多様性評価
	 	 －環境保全型農法と慣行農法の比較－
1111011	 佐々木　伸	 ナラ枯れが森林の植生と環境形成機能に及ぼす影響について
1111012	 芝田　育帆	 10 代における体の特徴および痛みの自覚症状とスポーツ経験
1111013	 高橋　啓介	 森林土壌における土壌中窒素内部循環の検討
1111015	 立花　道草	 柳平湖において、ブルーギルが真珠貝に与える間接効果
1111017	 千代　真照	 降雨時における生物利用可能懸濁態リンの負荷量把握
1111018	 塚本　浩貴	 	琵琶湖におけるクロロフィル a 濃度分布の特徴
	 	 －衛星リモートセンシングを用いた解析－
1111019	 坪内　智義	 滋賀県内に生息する両棲爬虫類の外部・内部寄生虫の記載
1111020	 富　小由紀	 	滋賀県犬上郡多賀町四手地域に分布する古琵琶湖層群蒲生層から産出した珪藻化

石にもとづく古環境復元
1111021	 中川　拓人	 野菜がもつ変異原性と栽培環境要因
1111022	 中嶋まみ子	 希少種ナゴヤダルマガエルと近縁な普通種トノサマガエルの生息場所の棲み分け
1111024	 稗田　真也	 琵琶湖に定着したオオバナミズキンバイの生活史特性と染色体数
1111025	 日比野愛子	 犬上川春日大橋下流における 2014 年夏季の砂礫堆地形の変動
1111026	 藤田　健斗	 レジンコア法を用いた森林土壌にける無機態窒素移動量の測定
1111027	 牧　　智也	 琶湖集水域におけるシジミ類の遺伝的個体群解析
1111028	 溝尻　　茜	 シバッタ類の生息場所選択
1111029	 矢野　彩夏	 Neoplagioporus	elongatus（吸虫：二生類）のライフサイクルの解明

● 環境政策・計画学科
1112003	 石田みずき	 	外国人によるごみ排出問題行動の現状把握と自治体による情報提供方法の在り方

に関する提案
1112005	 大西　拓也	 	大都市近郊の国立公園における保護と利用の両立を図るための管理に関する研究

－瀬戸内海国立公園六甲地域を対象として－
1112006	 大山　秀幸	 	１年を通した森林環境教育実施に関する研究　
	 	 －「学校林・遊々の森」全国子どもサミット参加校を対象として－
1112007	 岡田　　塁	 	びわ湖一周サイクリング実施者の統計学的分析にみるビワイチにおける関係者の

今後のあり方に関する研究
1112008	 長田　裕貴	 地球温暖化対策のための税の導入過程に関する研究
1112009	 梶　友里絵	 アニメーション・ツーリズムの運営に関する研究
	 	 －製作委員会が舞台地として認めない事例・滋賀県豊郷町を対象に－
1112011	 貴志　　萌	 ヨシを用いた断熱材の普及に関する研究
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1112012	 久保　　晃	 中山間農業地域における新規自営就農者の農地確保の現状と課題
	 	 －滋賀県高島市を事例に－
1112013	 見學　一輝	 	収集運搬許可業者による事業系ごみ処理施策への評価と評価に影響を及ぼす要因

分析
1112014	 小松　郁也　　河川保全活動への住民参加と継続の要因に関する構造分析
	 	 －アダプト・プログラムに着目して－
1112015	 小森　大輝	 	行政主体で取り組まれるリユース施設の運営実態の把握と施設運営指標に及ぼす

要因分析
1112016	 酒井　美知	 森林環境税及びその活用事業の普及啓発に関する研究
1112017	 榊原　由佳	 自治体による生ごみ処理機器貸出事業の実施実態に関する研究
1112018	 佐藤　佑樹	 大都市圏の鉄道駅における機械式駐輪場の導入条件に関する研究
1112019	 蒋　　露露	 中国近代化の過程における上海市都市公園の変遷要因に関する研究
1112020	 白井　麻葉	 官民協働による森づくり活動促進に関する研究
	 	 －明治の森箕面自然休養林管理運営協議会を対象にして－
1112021	 白井　希実	 酪農家が乳製品の製造・販売に取り組む際の課題に関する研究
1112022	 神保　宏大	 大学キャンパスの利用を含めた地域全体の災害対策に関する研究
	 	 －兵庫県神戸市域を対象として－
1112024	 滝口　裕理	 滋賀県西の湖における地域住民による環境保全活動の全体像の把握
1112025	 田中　　慎	 滋賀県甲賀市甲賀町岩室地区における耕作放棄地の発生とその要因
1112026	 田中菜津美	 	食材購入における提供情報の違いによる環境意識の差と環境行動の水準を高める

提供情報のあり方　－名古屋市緑区を対象として－
1112028	 寺村　友里	 滋賀県立大学生の環境配慮行動の規定因分析
	 	 －大学内の環境への取り組みに着目して－
1112029	 外村　大騎	 森林ボランティア活動参加者の健康度に関する研究
1112030	 中江　智大	 リユース食器ボランティアにおける活動継続意図・積極的活動意図の規定因
1112031	 中本　将司	 滋賀県の耕作放棄地への太陽光発電導入による経済波及効果
	 	 －県内外の投資主体に着目した産業連関分析－
1112032	 西川　純平	 住民の路線バスの利用意図・行動と BDF バスの利用意識に関する研究
	 	 －琵琶湖大橋線を対象として－
1112033	 平野　颯一	 琵琶湖南湖湖岸における残存水面の現状の把握
1112034	 前田　哲志	 滋賀県の観光政策における琵琶湖の位置付けの変遷と今後の課題に関する研究
1112035	 松島　　周	 森林に関するイベントの参加者への影響と地域波及効果についての研究
	 	 －滋賀県湖東・湖北地域を対象として－
1112036	 三浦　達也	 高齢者のみの世帯等へのごみ出し支援の実施実態の把握と拡大の可能性
1112037	 南　翔太郎	 ダム建設中止による建設予定地周辺住民への影響とその対策に関する研究
	 	 －滋賀県犬上郡多賀町水谷地域を対象として－
1112039	 森本　忠喜　　連結財政状態計算書における資産除去債務情報の開示について
	 	 －国際財務報告基準の適用を念頭に－
1112040	 守屋瞭太朗	 太陽光発電設置から促進される環境意識・行動に関する研究
1112042	 山田　真優	 事業者におけるレジ袋有料化前後の実施内容と収益金及び有料化前後の経費変化
1112043	 山本　未悠	 公共下水道事業を対象とした GIS による都市基盤施設の維持管理に関する研究
	 	 －大津市を対象として－
1112045	 渡辺くるみ	 消費者のフェアトレード製品購入における規定要因分析
	 	 －広報戦略の異なる小売店を対象として－
1012009	 大脇　啓成	 環境基本計画再策定と進行管理への市民及び市民団体の参画に関する研究
	 	 －市町村合併後の岐阜県の自治体を事例として－
1012017	 川﨑　詩歩	 日本の動物園に関する法制度と自然保護の役割についての研究
1012020	 河野　将之	 酒蔵経営改善手法としての酒蔵トラスト事業に関する研究
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1012022	 佐伯幸太郎	 小中学校における EMS 活動の現状把握と導入効果に関する研究
1012029	 辻　　将治	 ごみ処理施設等における「地元協力金」の実態把握に関する研究
0912016	 近藤　健斗	 地域おこし協力隊隊員の任期後の定住を促進するための方策の提案

● 環境建築デザイン学科

■芦澤研究室■
1113004	 大野　　宏	 （設計）敷地の上の設計室　－現地で「見えないもの」を見た生活と設計の記録－
1113016	 駒井　健也	 （設計）五方よしグリーンエコツーリズム滋賀　－琵琶湖と山を繋ぐみんなの港－
1113026	 高野　由紀	 （設計）おいしいけんちく展
1113038	 林　　操輝	 （設計）輪窯のある風景　－始と終の住処－

■伊丹研究室■
1113053	 小川　瑞貴	 （論文）建築物壁面に対する地表面の影響　	
	 	 －反射日射と放射に関する実測から－

■迫田研究室■
0813046	 松村　公二	 （設計）白川石アートギャラリー
1113017	 酒向　歩実	 	（論文）ケース・スタディハウス＃ 8 のデザインと自然との関連に関するイームズ

の眼差しについての考察
	 	 －映像作品「HOUSE	after	five	years	living」より－
1113018	 澤田可奈子	 （論文）ヴィッラ・ビアンカにおける空間構成手法に関する研究
1113028	 竹村　和樹	 （論文）ダニエル・リベスキンドの建築思想に関する研究
	 	 －初期作品の平面図における線的要素に着目して－
1113052	 和田　奈々	 （論文）マイレア邸の断面デザインと視覚的効果についての研究

■高田研究室■
1113007	 片山さやか	 （論文）構面の一部に開口部を持つ面格子壁の力学性能に関する研究
1113034	 中山　　託	 （論文）耐震補強に用いる小型面格子パネルの力学性能に関する基礎的研究
1113051	 レ・アン・ヴー	 	（論文）部材破断に対して冗長性を有するトラス構造物の効率的な生成方法に関す

る研究

■高柳研究室■
1113003	 家田　真世	 （設計）医者の定住と明るい僻地介護
1113023	 菅原　将太	 （論文）混雑空間における「歩きスマホ」の与える影響に関する研究
1113025	 曽我彩央里	 （設計）「鎮守の森の受け継ぎ方」
1113039	 平野　里佳	 （設計）	遊びを誘発する児童館
1113044	 前田英倫子	 	（論文）段差のある居室内でのバーバル / ノンバーバルコミュニケーションの伝達

度合いに関する研究

■張　研究室■
1113002	 安藤　希恵	 （論文）ベトナムにおけるサスティナブル住宅の建築形態の検討
1113009	 岸之上晃生	 （論文）湖風による湖岸周辺住宅の室内温熱環境への影響
1113021	 白岩　　峻	 （論文）画像が人間の温熱感覚に及ぼす影響に関する実験的研究
1113030	 谷田　春菜	 （論文）彦根市における住宅用太陽光発電の調査研究
1113031	 中島　響子	 （論文）彦根市における住宅用太陽光発電の調査研究
1113035	 西嶋　純平	 （論文）滋賀県立大学 B 棟のエネルギー消費と省エネルギー対策
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1113047	 山本　鮎子	 （論文）琵琶湖・芹川が彦根市温熱環境に及ぼす影響に関する調査

■陶器　研究室■
1113011	 君島　健太	 （設計）開拓の風景に寄り添う小学校
1113019	 所澤　萌乃	 （設計）都市に住まう
1113029	 谷口　雄飛	 （論文）竹の形状および材料強度の定式化に関する研究
1113032	 中野　元気	 （設計）森林への入り口　－そこはやがて道となる－
1113041	 古屋　雄大	 （設計）「農ある村の再生」

■轟　研究室■
1113006	 柏原　拓也	 （論文）JR 南彦根駅周辺地域における土地利用変化　	
	 	 －地方都市における副都心地域－
1113022	 新谷　	　友	 （論文）滋賀県における地方卸売市場の実態に関する基礎的研究

■永井研究室■
1113014	 後藤　優治	 （設計）Slow	Re-Construction　－ボホール地震により崩壊した教会建築の復興－
1113027	 高橋　和也	 	（論文）カタランボールト工法を用いた積層煉瓦シェルの耐震設計に関する基礎的

研究

■ホアン研究室■
1013013	 北口　智貴	 （設計）時と継ぐものとの合間に
1113024	 成　　浩源	 （論文）『姑蘇繁華図』に見る清代蘇州の店舗建築類型に関する研究
1113037	 濱田　珠生	 （設計）Japon 村のハレとケ
1413329	 Del	Espino	Jose	Maria
	 	 （設計）WIND	MACHINES　－ Landscape	support	infrastructure	in	Lake	Biwa －
1413330	 Gonzalez	Pablo	（設計）Towards	Lake	Biwa　－ Urban	Renewal	of	Omitakashima	Harbor －

■松岡研究室■
1113015	 小林　広美	 （設計）曳山が魅せる舞台　－共同体の再構築による祭の継承－
1113020	 白井　　萌	 （設計）間戸辺の間合い　－余白を持った住宅群の創生－
1113033	 中安　未来	 （設計）菜園をもつ町　－流動する農地空間の価値の再認識－
1113042	 平郡　元貴	 （設計）生生流転　－木造建築に伴う地域性の構築と嗣がれる遺材－
1113048	 山本　有華	 （設計）寺産院　－新たな誕生の地－

■村上研究室■
1113001	 荒木　拓理	 （設計）職人のいた集落のこれから　－木地師の里をモデルケースとして－
1113005	 柏木駿之介	 （設計）ニワカ雨ニモ負ケズ　－水から発想する流域デザイン－
1113036	 橋爪　大貴	 （設計）都市の遊び場が織りなす風景
1113046	 安井　和代	 （設計）ナナブンノニが変わる公園
1113050	 米田紗弥加	 （設計）農園ですごす日々　－水路を守る新しい方法－

● 生物資源管理学科
0714020	 木原　　亮	 竹林から単離されたタケ分解菌群におけるタケ分解性の解析
0914015	 大下　嵩広	 日本の輸入畜産物における仮想水の年変化
1014037	 谷口　智彦	 	溝切り方法の違いによるニゴロブナCarassius	auratus	grandoculis の降下・残留

状況の調査
1014058	 村山　　祥	 水田施用農薬の琵琶湖への流入と琵琶湖からの流出
1014061	 吉氷　丈治	 パイプラインを介した水田への魚類の移動実態の解明
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1114001	 相川　志帆	 イネ日本品種群のゲノムワイド多型情報を利用した貧栄養耐性関連遺伝子の探索
1114002	 赤井　詩歩	 白色腐朽菌	Ceriporiopsis	subvermispora 培養によるクマザサの飼料価値の改善
1114006	 梅田　友紀	 石灰系改良土施工によって生じる環境影響の検証
1114007	 梅田　雅稔	 アジサイ野生種ならびに園芸品種の環境ストレス耐性の評価
1114009	 長　友里恵	 農業水路におけるトウカイコガタスジシマドジョウの生息環境条件の解明
1114010	 小田佳乃子	 野生イネ染色体断片導入系統を用いた低リン耐性形質のスクリーニング
1114011	 梶浦　雅宏	 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
1114012	 金森　美鈴	 	コシヒカリおよび日本晴断片置換系統を用いた低リン応答遺伝子のトランスクリ

プトーム解析
1114013	 亀山　　徹	 ヒラタケCaM がラッカーゼ生産とリグニン分解に及ぼす効果
1114015	 菊池　直幸	 輸入農作物におけるバーチャルウォーターの推計
1114017	 北村今日子	 多様な土壌炭素の分解反応に及ぼすプライミング効果の定量的評価
1114018	 北本　　南	 	Ceriporiopsis	subvermispora の種菌接種量の違いがコムギワラの消化性に及ぼす

影響
1114019	 久保田恵子	 バイオチャーを用いた水田稲作農法の科学的検証：生産性と土壌化学性への影響
1114020	 河野　大知	 アジサイにおけるレトロトランスポゾン配列の転写活性の解析
1114021	 後藤　駿介	 トウモロコシごま葉枯病菌の疎水面認識機構および付着器形成機構
1114022	 小林　　遼	 蛍光式溶存酸素計による溶存酸素の増加の推定式について
1114024	 酒多　佳苗	 水田経営大規模化の可能性に関する研究－労務管理を中心に－
1114025	 佐竹　祐亮	 野菜栽培における外来魚魚粉の特性
1114026	 柴田　彩佳	 伊豆半島に自生するガクアジサイ及びヤマアジサイの系統解析
1114027	 島田　貴也	 観光農園においての経営継承の現状と課題～滋賀県竜王町山之上地区を事例に～
1114028	 庄　美冴子	 木本植物におけるカルシウム／ストロンチウム含有結晶の生成機構の解明
1114029	 庄林　亜樹	 日本各地のウリ科作物うどんこ病菌の各種殺菌剤に対する感受性の検定　
1114030	 菖蒲　心咲	 PKAc 過剰発現株におけるリグニン分解酵素遺伝子の解析
1114031	 城　　裕太	 種々の自然地形における土壌水分含量と樹木の衰退について
1114032	 関　奈菜実	 乾燥ストレスおよび再灌水がイネの生育と生理活性に及ぼす影響
1114033	 辻　　康介	 オオカナダモ（Egeria	densa）付着藻類の解析とマンガン（Mn）集積性の検討
1114034	 豊　　えり	 一筆水田における除草剤の浸透流出特性について
1114035	 豊川　知華	 PKAc 過剰発現によるヒラタケ木質分解性の変化
1114036	 長澤　佑樹	 ダイズにおける畝間亀裂施肥技術の収量増大要因解析
1114037	 永島　　有	 異なる土壌タイプの温度依存性と土壌炭素特性の関係
1114039	 中村　亘孝	 屋根瓦破砕物の芝生生長に対する効果
1114040	 中村　友紀	 ウリ類炭疽病菌への eGFP 遺伝子導入による感染過程の可視化
1114041	 西垣　敏治	 神社林を中心とした土壌含水量の年間推移と神社林のスギ衰退について
1114042	 西田　和真	 オオカナダモ	(Egeria	densa)	におけるマンガン蓄積量の季節変動の調査
	 	 －金属資源の効率的な回収方法の検討－
1114043	 西村　雄太	 外生菌根菌ホンシメジの遺伝子ノックアウト試験
1114044	 西山　芽衣	 アジサイの花弁状がく片における花器官形成制御遺伝子の発現解析
1114045	 花高　　凌	 イネ（Oryza	sativa	L.）における低リン耐性関連 QTL 間の相互作用
1114046	 半田　和正	 	飲水時間の制限がアルファルファヘイキューブを給与したヒツジの飲水量および

血液性状に及ぼす影響
1114047	 平野　智子	 水田施用除草剤の土壌吸着性に寄与する土壌有機物成分の解明
1114048	 廣田　智也	 植物の重金属解毒に関与するファイトケラチンの新規定量法の開発
1114049	 福田のぞみ	 	イナワラを給与したヒツジにおける給水時間の制限が飲水量および赤血球・白血

球数に及ぼす影響
1114050	 藤浪　汐里	 湛水条件下において混作栽培するとイネはトウジンビエの湿害を軽減する
1114051	 前田　麻里	 農業体験が子供の食農意識に与える影響に関する研究
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	 	 －滋賀県大津市の体験農園を事例として－
1114052	 松岡　駿太	 包絡分析法に基づく近畿圏総合農協の経営効率性分析
1114053	 松永有佳理	 菌根菌ホンシメジと宿主植物アカマツの共生試験
1114054	 水口　博貴	 	ウリ類炭疽病菌における病原性関連遺伝子CoEch1 のミトコンドリア局在性の意義
1114055	 本村　拓也	 トウガラシ属植物の各種病害に対するアミノ酸発酵副生成物の影響
1114056	 森　　一馬	 	乾燥ストレスがイネ－トウジンビエ混作栽培における作物の生育と収量に及ぼす

影響
1114057	 森崎　祐希	 竹の資源化の経済的可能性に関する研究
	 	 －滋賀県内河川の竹林処理システムを事例に－
1114058	 柳本美奈子	 バイオチャーを用いた水田稲作農法の科学的検証：メタンガスと水質への影響
1114059	 山上　繁政	 種々の条件下における土壌微生物による溶存酸素の消費速度について
1114060	 山口　美咲	 農業排水反復利用による水田での農薬の浄化機能
1114061	 山田茉由子	 三面張りの排水路を持つ水田群からの農薬流出の特性
1114062	 山本　達也	 圃場整備事業において導入された環境配慮工法について
1114063	 芳本　悠未	 	滋賀県内の溜池における環境 DNA を用いたウシガエルRana	catesbeiana,	コイ

Cyprinus	carpio , フナ属Carassius	sp. の分布調査
1114064	 渡邊　彩奈	 トウモロコシごま葉枯病菌の付着器形成を制御する転写因子の同定

修士論文
● 環境動態学専攻
生物圏環境研究部門
1351013	 西村　美咲	 一筆水田からの除草剤成分の浸透流出モデルの構築
1351018	 方　　　義	 反復利用水田による灌概水中の農薬と富栄養化塩類の除去効果
1351020	 屋口　敬太	 水田における施肥条件とニゴロブナCarassius	auratus	grandoculis	の成長の関係

生態系保全研究部門
1351002	 池田　佳祐	 自由対流圏における大気降下物の動態と大陸からの長距離輸送の影響
1351003	 池田　大輔	 捕食－被食系における間接的相互作用に関する生態学的研究
1351005	 小山　和香	 	好気的環境における溶存 Fe（Ⅱ）の安定化に寄与する天然有機配位子のキャラクタ

リゼーションに関する研究
1351006	 神谷　英里	 琵琶湖におけるカワニナ類の新規遺伝子マーカーの開発
1351007	 北渕　浩之	 ヤクシマカワゴロモの衰退に影響を及ぼす付着藻類増殖の原因解明
1351008	 久郷　達朗	 酸素安定同位体比を用いた森林流域における NO3- 移動・流出過程の解析
1351011	 長岡　愛理	 琵琶湖北湖および集水域におけるヒ素の化学種別分析と動態解析
1351014	 野一色麻人	 中池見湿地における希少植物種の保全に向けた生態系管理手法の検討
1351017　福田　啓介	 Genarchopsis 属吸虫に対するタテヒダカワニナ（Seminulcoppira	decipens）の感受性
1351019　保科　明俊	 ミシシッピアカミミガメTrachemys	scripta	elegans	が在来生物に与える影響
1351021　山田　直季	 瀬戸内海・上関の無人島，鼻繰島・天田島・宇和島における植物相と森林構造
1351024　吉崎　雄宏	 花粉干渉と資源競争がセンダングサ属の分布変遷に与える影響

生物生産研究部門
1351001　浅山　拓馬	 琵琶湖水圏におけるオオカナダモ（Egeria	densa）のMn集積機構の解明と有効利用
1351004　岡崎　勇樹	 	複合ストレス抵抗性品種の選抜：乾燥ストレスおよび再潅水がイネの生育や生理

活性に及ぼす影響
1351010　外山　周作	 アジサイにおける花弁状がく片形成機構の分子生物学的および形態学的解析
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1351015　東原　　諒	 シカの土地利用頻度とマダニ類個体数
1351016　日高　直哉	 	インドネシア・ジャワ島におけるミカンコミバエ種群	Bactrocera	carambolae	とB.	

papayae の季節消長および寄主利用
1351022　山本　竜也	 	イネの低リン応答性 QTL''qREP6	" のファインマッピングと、コシヒカリ集積系統

による圃場試験
1351023　横山　　綾	 ウリ類炭疽病菌におけるホメオボックス転写因子の機能解析

● 環境計画学専攻
地域環境経営研究部門
1352004	 梅原　久奈	 条例により保護されている希少植物の採取圧の増減要因に関する研究
	 	 －希少種保護条例制定済みの 29 都道府県を対象として－
1352008	 周　　玲瓏	 コミュニティ・カフェの経営の継続性に関する研究
	 	 ～コミュニティ・カフェ・スマイルを対象として～
1352015	 莫　　佳寧	 洞庭湖の面積縮小にともなう諸問題に関する研究
1352019	 水野　華織	 つきあいをもとにした伊庭ムラのつきあいネットワークの変遷に関する研究
	 	 －村田家を中心として－
1252010	 薩摩かなえ	 環境基本計画の進行管理に関する研究　－奈良県生駒市の実践を事例として－
1252011	 辻　　博子	 グリーン購入活動を推進する地域ネットワーク組織の拡大要因に関する研究
	 	 －滋賀グリーン購入ネットワークの活動を中心に－

環境意匠研究部門
1352001	 浅野　拓馬	 	農業水利施設の維持管理におけるマイクロ水力発電の電力創出と地域の再構築効

果の可能性に関する研究
1352005	 川勝知英子	 移動時間・費用からみた高齢者の遠隔地介護に関する研究
1352006	 川嵜　　藍	 滋賀県北部の近世近代社寺建築の装飾に関する研究
1352007	 斉　　応涛	 中国伝統的村落空間構成の変容と保全に関する研究
	 	 －陝西省合陽県霊泉村を事例として（修士設計）
1352009	 鋤柄　智大	 手法を利用したリンク最適化機構の生成法
1352010	 諏訪　昌司	 西関大屋区（広州市）の空間構成とその変容に関する研究
1352011	 高橋　勇人	 穢れ観念にもとづく日本中世の空間秩序に関する研究
	 	 －大内裏および内裏を中心として－
1352012	 玉田　祥太	 木とともに暮らす　－人と木を繋ぐバス・タクシー停留所の提案－（修士設計）
1352013	 成尾　建治	 竹材の材料強度に関する考察
1352014	 野村　諭史	 多様な最適トラス・トポロジーの生成法に関する考察
1352016	 畑澤　里香	 においを纏う町－長浜市旧市街における「におい」の再生の提案－（修士設計）
1352017	 平井　　充	 家具の街・夷川活性化計画
	 	 －持続可能な街づくりに向けた謎解きイベントの提案－（修士設計）
1352020	 宮武　侑平	 ヴァレリオ・オルジアティの設計手法に関する研究
1352021	 山田　昇吾	 Traj-Scalar 法による歩行空間の局所混雑評価
1352022	 山田　貴大	 丸竹の圧縮耐力に関する基礎的研究
1352024	 李　　静文	 省エネルギーを目的とした中国北方式バルコニーの利用方法の有効性に関する研究
1352025	 劉　　羽佳	 西安市高架下空間の空間構成と再利用に関する研究（修士設計）
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