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務所）・武藤厚（名城大学）

241

その１；

司会：梅村亘(名古屋工業大学)

◇10:10～10:58
241

煉瓦造建築物の耐震性能に関する研究

○青木秀敬（名古屋市立大学）・青木孝義（名古
屋市立大学）

245

242

鉄骨断面積比および軸力比が異なるEWECS柱の静的載荷
実験

○森本征晃（豊橋技術科学大学）・黒川洋一（豊
橋技術科学大学）・臼井渉（豊橋技術科学大
学）・松井智哉（豊橋技術科学大学）・田口孝
（矢作建設工業）

249

243

鉄骨上部構造柱脚部のSC 基礎梁との接合部における実
験的研究

○中神陽平（名古屋工業大学）・原田兼佑（名古
屋工業大学）・市之瀬敏勝（名古屋工業大学）・
楠原文雄（名古屋工業大学）・山本太造（東建
コーポレーション）・兒玉修祐（東建コーポレー
ション）・八木茂治（飯島建築事務所）・A
LAUGHERYLucas（名古屋工業大学）

253

244

実験データベースに基づくプレストレストコンクリート
十字形柱梁接合部の終局強度の検討

○高田誠（名古屋工業大学）・楠原文雄（名古屋
工業大学）

257

３．環境工学
■２月１８日（月）
会場：Ｂ０２１０
◇10:00〜11:00

１題あたり１２分（発表９分・質疑３分）
司会：横江彩(中部大学)

301

全館空調住宅における居住者意識と消費電力および室内
温熱環境の関係

○金子知世（名古屋大学）・三輪南海（名古屋大
学）・齋藤輝幸（名古屋大学）・久野覚（名古屋
大学）

261

302

女子学生寮の居室および共有スペースに対する利用者の
満足度に関するアンケート調査

○森上伸也（豊田工業高等専門学校）・高津浩彰
（豊田工業高等専門学校）・大森有希子（豊田工
業高等専門学校）・筒石奈央（豊田工業高等専門
学校）

265

303

調湿換気システムを導入した住宅の睡眠環境実態調査

○米満友祐（豊橋技術科学大学）・都築和代（豊
橋技術科学大学）・鍋島佑基（豊橋技術科学大
学）・近藤真由（豊橋技術科学大学）

269

304

温度変化する環境が人の睡眠や体温調節に及ぼす影響

○市川翔大（豊橋技術科学大学）・都築和代（豊
橋技術科学大学）・鍋島佑基（豊橋技術科学大
学）・尼子智久（豊橋技術科学大学）・小島純也
（豊橋技術科学大学）

273

305

暑熱環境が中年および青年作業者の人体に及ぼす影響の
比較

○高橋星耀（豊橋技術科学大学）・都築和代（豊
橋技術科学大学）・鍋島佑基（豊橋技術科学大
学）・村江行忠（戸田建設）・大島佳保里（戸田
建設）・森一紘（戸田建設）・羽田正沖（村田製
鉄所）・大串直輝（村田製鉄所）・山下剛史（村
田製鉄所）

277

306

災害時に必要となる建築空間に対する音の響きの制御

○小寺敬太（岐阜工業高等専門学校）・小川信之
（岐阜工業高等専門学校）・説田十吉（東京ガ
ス）・奥山翔（西濃建設）

281

307

建築音響によるオープン教室での音環境の改善及び考察

○井田悠希（岐阜工業高等専門学校）・鷲見勘太
（ダイダン）・小川信之（岐阜工業高等専門学
校）

285

308

直線中廊下における自然排煙方式の排煙性状に関する研
究 -外気有風時の場合-

○伊藤翼（三重大学）・永井久也（三重大学）・
北野博亮（三重大学）・岩田剛（三重大学）

289

309

太陽熱利用空調システムにおける流入出位置選択型温度
成層型蓄熱槽に関する研究

○熊谷尚輝（三重大学）・北野博亮（三重大
学）・永井久也（三重大学）・岩田剛（三重大
学）

293

司会：鍋島佑基(豊橋技術科学大学)

◇11:10～11:58

４．建築計画
■２月１８日（月）
会場：Ｂ０２０４
◇10:00～11:00

１題あたり１２分（発表９分・質疑３分）
司会：中井孝幸(愛知工業大学)

401

大学キャンパス環境における食事の場所に関する研究

○田境敏和（日本福祉大学）・毛利志保（日本福
祉大学）

297

402

大学キャンパス内における自主学習空間の利用形態

○伊藤宏毅（名古屋工業大学）・夏目欣昇（名古
屋工業大学）

301

403

運営と教育からみるラーニング・コモンズの利用実態
東海地区の大学を対象として

○足立愛実（名古屋工業大学）

305

404

大学施設における基準階の構成と室の形状の関係

○竹内宏輔（名古屋大学）

309

405

PBLにおける授業時間外学修の実態に関する研究

○藤田祥行（三重大学）・加藤彰一（三重大学）

313

406

高齢者居住施設における個室の家具配置とその変化に関
する研究

○滝澤直己（日本福祉大学）・毛利志保（日本福
祉大学）

317

407

高齢者の自己選択・自己決定によるＱＯＬの差異
所介護施設の利用者を対象として～

○濱本凌平（日本福祉大学）・毛利志保（日本福
祉大学）

321

408

小規模児童養護施設における児童の滞在場所の選択とそ
の要因 その1 空間構成と接続性、視認性及び視深度
の関係

○長屋美咲（名古屋大学）・小松尚（名古屋大
学）

325

409

小規模児童養護施設における児童の滞在場所の選択とそ
の要因 その２ 接続性及び視認性と児童の活動、滞在
場所の関係

○長屋美咲（名古屋大学）・小松尚（名古屋大
学）

329

司会：鈴木賢一(名古屋市立大学)

◇11:10～11:58

～通

■２月１９日（火）
会場：Ｂ０２０４
◇10:00〜10:48

１題あたり１２分（発表９分・質疑３分）
司会：毛利志保(日本福祉大学)

410

クラブチームのホームアリーナにおける施設の計画・管
理・運営 男子プロバスケットボールリーグ
「B.LEAGUE」を対象として

○志岐祐也（名古屋工業大学）・夏目欣昇（名古
屋工業大学）

333

411

公民館との複合型学校施設における共用空間の空間構成
と運営の関係に関する研究

○河合里奈（名古屋大学）・小松尚（名古屋大
学）

337

412

屋内公共施設における施設機能の利用率と利用意識によ
る研究

○鈴木雄大（愛知工業大学）・加藤優斗（愛知工
業大学）・伊藤直宏（愛知工業大学）・植松裕之
（愛知工業大学）・藤垣太輔（愛知工業大学）・
中井孝幸（愛知工業大学）

341

413

将来シナリオのアクセシビリティ比較に基づく公共施設
の自治体横断的な適正再配置手法に関する研究

○竹内翔平（名古屋大学）・恒川和久（名古屋大
学）

345

高度医療化に伴うPICU運用の実態

○山口恭平（三重大学）・加藤彰一（三重大学）

司会：生田京子(名城大学)

◇11:00～11:48
414

349

415

Assessing Design and Management Affecting Nursing
Efficiency in a Hospital Ward

○ジェナハットアドリアナ（三重大学）・加藤彰
一（三重大学）

353

416

病院のアプローチと待合室における歩行困難者に関する
研究

○加藤実緒（名古屋市立大学）・楠川充敏（名古
屋市立大学）・鈴木賢一（名古屋市立大学）

357

417

大学生による医療・福祉施設におけるヘルスケア・アー
トの取り組みに関する研究 —建築計画研究室による18
年間の継続的実践を通じて–

○高野真悟（名古屋市立大学）・鈴木賢一（名古
屋市立大学）

361

418

ホール内包公立複合施設の判定方法の改良 -ホール内包
複合施設に関する研究 3-

○石井拳（三重大学）・大月淳（三重大学）

365

419

ホール内包公立施設の名称における類型

○大月淳（三重大学）

369

420

ホール及び劇場を持つ複合施設の利用特性に関する研究

○岩本学（名城大学）・高井宏之（名城大学）

373

421

東海圏ミュージアムにおける作品デジタルデータと資料
室による鑑賞支援の活用状況

○平林永里加（名古屋工業大学）・夏目欣昇（名
古屋工業大学）

377

422

水族館における観覧者の同伴形態別にみた利用意識につ
いて

○今野晴美（愛知工業大学）・小林玲菜（愛知工
業大学）・砂田紅子（愛知工業大学）・中井孝幸
（愛知工業大学）

381

423

公共図書館の平面構成と家具領域の関係性 公共図書館
の開架閲覧空間における家具領域構成に関する研究 そ
の１

○小島悠暉（名古屋大学）・小松尚（名古屋大
学）

385

424

家具種類からみた家具領域の特徴と公共図書館の類型化
公共図書館の開架閲覧空間における家具領域構成に関す
る研究 その２

○小島悠暉（名古屋大学）・小松尚（名古屋大
学）

389

425

大学図書館における座席タイプからみた利用者密度と視
線の認識に関する研究

○楠川充敏（名古屋市立大学）・鈴木賢一（名古
屋市立大学）・中井孝幸（愛知工業大学）

393

426

地域内の学校図書館と公共図書館における児童生徒の読
書環境の選択と使い分け 地方都市における学校図書館
の施設計画に関する研究その1

○木尾卓矢（愛知工業大学）・勢力雄斗（愛知工
業大学）・伊藤尋哉（愛知工業大学）・和田規寛
（愛知工業大学）・中井孝幸（愛知工業大学）

397

427

小中一貫校における空間構成と利用行動からみた児童生
徒の行為の多様性について 地方都市における学校図書
館の施設計画に関する研究 その2

○勢力雄斗（愛知工業大学）・伊藤尋哉（愛知工
業大学）・和田規寛（愛知工業大学）・木尾卓矢
（愛知工業大学）・中井孝幸（愛知工業大学）

401

428

疎住地における狭小図書館の図書館像に関する研究

○寺島大樹（愛知工業大学）・中井孝幸（愛知工
業大学）・上島尭史（愛知工業大学）・北崎隼也
（愛知工業大学）・豊田涼（愛知工業大学）

405

司会：前田博子(豊田工業高等専門学校)

◇13:00～14:00

司会：臼井直之（岐阜市立女子短期大学）

◇14:10～15:22

■２月１８日（月）
会場：Ｂ０２０５
◇10:00〜11:00

１題あたり１２分（発表９分・質疑３分）
司会：高井宏之(名城大学)

429

名古屋市地域子育て支援拠点の平面構成と利用実態に関
する研究

○榊原菜緒（名古屋市立大学）・鈴木賢一（名古
屋市立大学）

409

430

子ども食堂における子どもの居場所に関する研究
WAIWAIのわみ塾を事例として

○安福英希（豊田工業高等専門学校）・前田博子
（豊田工業高等専門学校）

413

431

既存建物を利用した地域の居場所に関する研究

○藤井南帆（名古屋市立大学）・鈴木賢一（名古
屋市立大学）

417

432

コンビニエンスストアの屋外空間における滞在と行為
Ｏ市内における周辺の店舗を対象として

○米津成崇（日本福祉大学）・毛利志保（日本福
祉大学）

421

433

名古屋都心におけるオープンカフェの空間構成と地区別
特色に関する研究

○小林祐月（名古屋市立大学）・鈴木賢一（名古
屋市立大学）

425

434

近現代資料に現る名古屋市港エリアの地域固有性

○石原康生（名古屋工業大学）・夏目欣昇（名古
屋工業大学）

429

435

立場による認知構造の差異に配慮した岐阜繊維問屋街の
景観評価

○中山真由美（名古屋工業大学）

433

436

icam加盟機関における建築資料の活用実態

○犬飼七瀬（名古屋工業大学）

437

437

建築家の職能における建築性能評価に関する考察

○加藤彰一（三重大学）

441

司会：太幡英亮(名古屋大学)

◇11:10〜11:58

■２月１９日（火）
会場：Ｂ０２０５
◇10:00〜10:48

１題あたり１２分（発表９分・質疑３分）
司会：小松尚(名古屋大学)

438

小中一貫教育における特別教室の利用実態に関する研究

○早川千尋（名古屋市立大学）・鈴木賢一（名古
屋市立大学）

445

439

BIMを用いた建築設計製図教育の現状に関する考察

○竹内貴洋（三重大学）・藤田祥行（三重大
学）・加藤彰一（三重大学）

449

440

問題発見解決型学習におけるBIM教育の評価方法に関す
る研究

○竹内貴洋（三重大学）・藤田祥行（三重大
学）・加藤彰一（三重大学）

453

441

BIM上のビジュアルプログラミングにて行う簡易的なシ
ミュレーションに関する考察

○竹内貴洋（三重大学）・加藤彰一（三重大学）

457

442

集合住宅の一棟リノベーション事業者の計画に関する研
究 事業主の取り組みと意識の詳細

○井上大輔（名城大学）・高井宏之（名城大学）

461

443

賃貸集合住宅における間取りの変容と和室の有無

○松田佳樹（日本福祉大学）・毛利志保（日本福
祉大学）

465

444

郊外新興住宅地の戸建住宅における防犯環境設計の4原
則の相互関係 領域性に注目した名古屋市緑区の実態調
査

○谷川浩一（名古屋工業大学）・夏目欣昇（名古
屋工業大学）

469

445

シェア型単身者用集合住宅における共用部の利用実態と
その計画特性について リノベーションされた事例を対
象として

○佐藤宏（名城大学）・生田京子（名城大学）

473

446

スペインの伝統的農家を構成する形態要素の特徴の地域
的分布

○唐澤冴佳（三重大学）・富岡義人（三重大
学）・田端千夏子（三重大学）

477

司会：野澤英希(愛知工業大学)

◇11:00〜12:00

５．都市計画
■２月１８日（月）
会場：Ｂ０２０６
◇10:00〜10:36

１題あたり１２分（発表９分・質疑３分）
司会：坪井志朗(豊田都市交通研究所)

501

『復興土地区画整理事業施行工区図』にみる戦災復興土
地区画整理事業による名古屋市中心市街地の変容に関す
る研究

○西岡康（名古屋市立大学）・向口武志（名古屋
市立大学）・溝口正人（名古屋市立大学）

481

502

名古屋市大野木地区における土地区画整理事業に伴う旧
集落の変容に関する研究

○加藤沙良（名古屋市立大学）・向口武志（名古
屋市立大学）・溝口正人（名古屋市立大学）

485

503

名古屋市における銭湯立地の変遷に関する研究

○井上若奈（名古屋市立大学）・向口武志（名古
屋市立大学）・溝口正人（名古屋市立大学）

489

504

行政計画の目標とする将来都市構造の可視化に関する研
究

○坪井志朗（豊田都市交通研究所）

493

505

石垣島の農業集落における交流形態及び農家の農業意欲
と生産支援に関する研究

○グランゾット賢（愛知工業大学）・平古翔紀
（愛知工業大学）・林拓生（愛知工業大学）・武
田美恵（愛知工業大学）

497

506

ｲｷﾞﾘｽのDesign Guideに関する研究
Guideを中心として

○佐藤圭二（中部大学）

501

司会：劉一辰(豊橋技術科学大学)

◇10:45～11:21

ーﾘｰｽﾞ市のDesign

■２月１９日（火）
会場：Ｂ０２０６
◇10:00〜10:48

１題あたり１２分（発表９分・質疑３分）
司会：石原宏(名古屋大学)

507

中心市街地活性化基本計画と都市機能誘導区域指定との
関係性に関する研究

○河野壱玖（豊橋技術科学大学）・浅野純一郎
（豊橋技術科学大学）

505

508

市街化調整区域における工業系開発への開発許可制度適
用に関する研究

○下岡健人（豊橋技術科学大学）・浅野純一郎
（豊橋技術科学大学）

509

509

地方都市における公立小中学校の統廃合の実態に関する
研究

○秦瑞希（豊橋技術科学大学）・浅野純一郎（豊
橋技術科学大学）

513

510

高度経済成長期における豊橋市の市街地形成経過の特性
に関する研究

○徳原章太郎（豊橋技術科学大学）・浅野純一郎
（豊橋技術科学大学）

517

511

地区防災カルテをきっかけとした減災まちづくりの推進
に関する研究（その1） 稲沢市下津地区

○石原宏（名古屋大学）・新井伸夫（名古屋大
学）・福和伸夫（名古屋大学）

521

512

三大都市圏における砂利・岩石の採取地の土地利用変化
の方向性

○安井翔哉（三重大学）・浦山益郎（三重大
学）・田辺則人（地域問題研究所）

525

513

三大都市圏における砂利採取法・採石法の運用と採取
地・跡地の土地管理上の課題

○田辺則人（地域問題研究所）・浦山益郎（三重
大学）・安井翔哉（三重大学）

529

司会：辛島一樹(豊橋技術科学大学)

◇11:00～11:36

６．歴史・意匠
■２月１８日（月）
会場：Ｂ０２１１
◇10:00～10:48

１題あたり１２分（発表９分・質疑３分）
司会：髙栁伸一(大同大学)

601

家相版本の原点とみられる『家相秘録』の考察 その6
家相書の成立とその展開・応用に関する研究(その14)

○森崎麻充（愛知産業大学）・松本篤（愛知産業
大学）

533

602

家相版本の原点とみられる『家相秘録』の考察 その7
家相書の成立とその展開・応用に関する研究（その15）

○森崎麻充（愛知産業大学）・松本篤（愛知産業
大学）

537

603

遠州森町薄場中村家伝来木割書に関する研究

○新妻淳子（静岡文化芸術大学）

541

604

屋敷絵図にみる旗本東高木家陣屋の様相と建築的変遷
－東高木家旧蔵文書による研究－

○大橋正浩（奈良文化財研究所）

545

605

近世民家の平面積

○坂井禎介（文化財建造物保存技術協会）

549

606

近世後期から近代における町家の軒高変遷に関する研究

○野村隆太（名古屋市立大学）・溝口正人（名古
屋市立大学）・向口武志（名古屋市立大学）

553

607

島嶼部地域の木造住宅に使用されている地域性のある建
築材料の普及の実態に関する研究
大三島上浦町盛地
区の焼杉

○住田百合耶（横浜国立大学）

557

司会：野々垣 篤(愛知工業大学)

◇11:00～11:36
近世民家における寸法研究

その2

■２月１９日（火）
会場：Ｂ０２１１
◇9:40～10:16

１題あたり１２分（発表９分・質疑３分）
司会：杉野 丞(愛知工業大学)

608

住宅関連書籍にみる硝子戸に対する意識の変化 硝子戸
の効果および雨戸・障子戸との関係にみる設置方法につ
いて

○大井隆弘（三重大学）・荒木菜月海（三重大
学）・大河原剛（三重大学）

561

609

千歳山荘の建物配置に関する研究

○浅見崇稔（三重大学）・菅原洋一（三重大
学）・大井隆弘（三重大学）

565

610

明治16年竣工の三重県会議事堂に関する研究

○越野景子（三重大学）・大井隆弘（三重大
学）・菅原洋一（三重大学）

569

611

『愛知新聞』掲載の『緒言』と東洋組の『士族就業煉化
石製造規則』について J･コンドルによる濃尾地震調査
の研究(68)

○平山育男（長岡造形大学）

573

612

『愛知新聞』に掲載された『煉化石製造方株主定約緒
言』『東洋組瓦販売方定約緒言』『煉化石製造方愛知県
下株主定約書緒言』について J･コンドルによる濃尾地
震調査の研究(69)

○平山育男（長岡造形大学）

577

613

同志社大学及び農林水産情報研究センター所蔵『愛知県
士族生産談話会』について J･コンドルによる濃尾地震
調査の研究(70)

○平山育男（長岡造形大学）

581

司会：西澤泰彦(名古屋大学)

◇10:20～10:56

司会：清水隆宏(岐阜工業高等専門学校)

◇11:00～11:48
614

ルイス・カーンのイェール大学英国美術センターにおけ
る架構形態の統合過程 建築設計における架構形態の統
合過程に関する研究 その3

○古田佳歩（三重大学）・富岡義人（三重大
学）・田端千夏子（三重大学）

585

615

四川省遂寧市の明代の三間仏堂について
の寺廟建築の研究（８）

○曹毅（愛知工業大学）・杉野丞（愛知工業大
学）・沢田多喜二（愛知工業大学）

589

616

三河地方の浄土宗興律派本堂について
復興運動と建築に関する研究（３）

近世仏教の宗統

○杉野丞（愛知工業大学）・沢田多喜二（愛知工
業大学）・曹毅（愛知工業大学）

593

617

中国天津における近代建築の保全現状と活用に関する研
究

○森藤優太（豊橋技術科学大学）・劉一辰（豊橋
技術科学大学）・浅野純一郎（豊橋技術科学大
学）

597

歴史意匠研究懇談会
「中国における租界の開発と変容—天津の英租界を事例
として—」

劉一辰(豊橋技術科学大学)

中国西南地方

◇13:00～15:00

