
２０１０年度　建築学科　計画系卒業研究　中間発表会プログラム

日時： ２０１０年１０月１９日（火）　10：00～

場所： ネクサスホール 発表： １組：発表２分＋質疑１分

● 十亀研究室 （10名・9題） １０：００～１０：２７（持ち時間２７分）

1 5AEB2207 佐藤　大壽 論文 国際宇宙ステーション内の音環境を想定した騒音とストレスの関係性に関する研究　～周波数の違いによるストレス変化の関係について～

2 7AEB1118 村中　秀一 論文 高校野球における甲子園周辺の宿泊施設選定基準と改善点  ～減少する旅館とホテルとの相違～

3 7AEB2104 山本　裕也 論文 錯視を利用した空間演出による心理的影響に関する研究  ～合わせ鏡によるストレス値の変化について～

4 ７AEB2105 大越　悠悟 論文 フラクタル日除けの素材とその有効性に関する研究

5 7AEB2106 増岡　翔太 論文 山田守作品の日本武道館のデザインに関する研究

6 7AEB2127 梅村　哲 論文 神奈川県箱根町の環翠楼にみる大広間の意匠とその背景

7 7AEB2218 加藤　隆章 論文 駅周辺再開発に伴う駅前商店街の動向  ～大月駅前広場開発から見る商店街のにぎわいの形成～

8 7AEB2231 岩井　正太

9 7AEB3205 柏木　俊

10 ７AEB3103 後藤　淳 論文 三島市におけるまちづくりの変遷とその実態　～「街中がせせらぎ事業」と「三島市景観計画」を比較して～

● 羽生研究室 （7名・7題） １０：２９～１０：５０（持ち時間２１分）

1 7AEB1224 藪原　大輔 論文 エリエル・サーリネンによる建築と都市計画~エストニアの首都タリン計画案を対象として~

2 7AEB2114 糸山　翔 論文 川越藩武家屋敷「旧石原家」に関する調査研究

3 7AEB2119 島田　拓明 論文 フィン・ユールの住宅設計における建築思想~内部から外部へのデザインについて~

4 7AEB2131 新保　佑策 論文 江戸川区中央2丁目付近の住宅地化について~同潤会松江住宅を中心に~

5 7AEB2205 高橋　拓也 論文 オーストラリアにおけるリードとバーネットが設計した公共建築について

6 7AEB2213 岡部　慎吾 論文 アルネ・ヤコブセンのデザイン思想～建築と家具との関係性について～

7 7AEB2223 石渡　智幸 論文 ブリュージュの都市形成史について~中継都市ダム、スライスとの関係性を含めて~

● 山崎研究室 （7名・7題） １０：５２～１１：１３（持ち時間２１分）

1 7AEB1234 大出　真裕 設計 ファウンテン・ビレッジ　～環境による精神ケアと社会復帰のための村～

2 7AEB2214 上松瀬　龍平 設計 多様なカップルのための集住インキュベータ

3 7AEB3216 熊澤　義隆 設計 距離感に着目した都市居住高齢者のための協同生活空間

4 7AEB3232 古屋　龍太郎 設計 若年留学生のための都市居住空間

5 7AEB1106 新美　毅 論文 近年整備された小・中学校オープンスペースの利用実態と課題に関する調査研究

6 7AEB1117 山田　悟 論文 栃木市における青少年の居場所に関する調査研究

7 7AEB3229 金井　恭平 論文 群馬県における音楽ホールの施設機能と利用実態に関する調査研究

● 吉松研究室 （13名・13題） １１：１５～１１：５４（持ち時間３９分）

1 7AEB1109 浅野目　裕介 設計 都市の廊下～人と街を結ぶ吉祥寺サブカルチャーロード～

2 7AEB1112 小林　詩織 設計 Hiratsuka Soccer Town～都市の歪みを用いたスタジアムロード～

3 7AEB1127 加藤　隼之介 設計 荒川モクミツ補間計画～想像的認識を用いた都市景観の継承～

4 7AEB1208 澁谷　年子 設計 見えない庭～それぞれの居場所から創るSakuraoka Institute of WA～

5 7AEB1228 曽根田　恵 設計 しっとりとした建築～日常に沁みこむ美術館～

6 7AEB2111 田口　慧 設計 隙のある建築～表情の変化する教会～

7 7AEB2237 細金　伸倫 設計 同時存在空間～表裏一体を用いたMuseum×Library×Archive～

8 7AEB3106 今野　未奈美 設計 filter+～身体を覚るrehab park～

9 7AEB3116 澁谷　和馬 設計 都市の残像補強～世代をつなぐ北千住スキマロジネットワーク～

10 7AEB3127 渡部　薫美 設計 gathering　architecture～ギャザー空間を用いたバレエ施設普及計画～

11 7AEB3129 橋本　未来 論文 建築のエイジングにおけるムラの魅力に関する研究

12 7AEB3208 圓道寺　ゆみ 論文 都市の露地～都市におけるあそび量の記述～

13 7AEB3230 藤田　江里子 設計 Agritecture～都市の台所としての築地～

● 渡邉研究室 （15名・15題） １１：５６～１２：４４（持ち時間４５分）

1 7AEB1124 濱田　阿沙子 論文 デ・スティル＝プロセス、その可能性の中心　　－20世紀モダンムーブメントにおけるプロセス論ー

2 7AEB2113 北條　巧 論文 フランク・ロイド・ライトの有機的建築と環境との関連性　　‐空調システムの意義を探る‐

3 7AEB2120 野口　真弘 論文 芦原義信による駒沢オリンピック公園の思想とデザイン

4 7AEB2132 長谷川　直樹 論文 近代建築における場所性の問題点　-ゲニウス・ロキの概念から

5 7AEB2135 神谷　友里絵 論文 イギリスにおける建築保存思想について　-建築家ドナルド・インソールの活動を中心に-

6 7AEB2227 南　信伍 論文 『伽藍が白かった』から見るル・コルビュジエのアメリカ観について　‐テイラー主義から摩天楼‐

7 7AEB2229 新井　亮樹 論文 象設計集団による名護市庁舎の地域主義の特質について  -近現代建築の環境的視点からの批判へのへ変遷-

8 7AEB3101 高畑　雄太 論文 写真作品から見るモホリ・ナギの空間への視点

9 7AEB3121 田中　ゆき子 論文 前川國男設計のオーディトリアムにおけるホワイエの空間構成について　ー近代建築におけるホワイエ空間の意義とはー

10 7AEB3134 長田　知恵 論文 二重復元の中で尊重すべきもの   ー染井能楽堂と横浜能楽堂の違いを通してー

11 7AEB3211 今江　博之 論文 クリストファー・アレグザンダーの建築保存の思想について　-新しいまちづくり理論からみる保存への意志-

12 6AEB2234 長谷山　敬 論文 ロンドンの地下鉄とモダン・デザインの発展について

13 7AEB1215 矢嶋　貴行 設計 隅角想造空間　自己啓発型によるミュージアムの提案

14 7AEB1227 兼子　博之　 設計 深層空間体　 築地における文化継承ライブラリー

15 7AEB2126 吉岡　美穂 設計 メタボリズム概念の批判的継承による集合住宅の設計　-生物学的外部と内部の概念をもった建築-

● 小沢研究室 （13名・13題） １３：３０～１４：０９（持ち時間３９分）

1 7AEB1114 小西  宗一郎 論文 秋田県県南地方における蔵の形式と用法

2 7AEB1123 根本  智嘉 論文 村野藤吾のインテリアにみる素材感の特質

3 7AEB1125 平野  悠子 論文 宗教絵巻にみる祈りの姿態と場の変容

4 7AEB1133 三浦  永翔 論文 愛知県西三河地方における三州瓦の生産と町並景観

5 7AEB1201 須田  原生 論文 造園家飯田十基の活動と近代数寄屋への貢献 ―吉田五十八・北尾春道との共同作品を中心に

6 7AEB2102 佐藤    彩 論文 明治神宮外苑とスポーツ施設

7 7AEB2107 上野  貴裕 論文 家具選択と配置にみる戦後の住宅作品の提案生活像

8 7AEB2116 齋藤  裕一 論文 神奈川県の近世社寺建築にみる向拝彫物の図様と構成

9 7AEB2203 星野  紗莉 論文 栃木県における太子講の実態と職人組織

10 7AEB2206 土方  麻衣 論文 三浦市三崎における文化的景観と整備計画の提案

11 7AEB2217 塩田  朝子 論文 東京帝室博物館の建築と展示計画

12 7AEB2222 橋本    絢 論文 京浜工業地帯との関連にみる社宅の立地と計画

13 7AEB3220 佐々木    元 論文 鉄道省営繕組織と駅舎意匠の系譜

● 杉本研究室 （11名・11題） １４：１１～１４：４４（持ち時間３３分）

1 ７AEB1217 稲場　諒 設計 小田原アートセンター　連続と断絶が織り成す芸術文化創造拠点

2 ７AEB2136 石塚　栄樹 設計 交流の創出　渦郭型空間構造による小田原文化観光交流センター

3 7AEB2219 玉井　秀樹 設計 水運都市再生　-蘇る"水の都市"佐原の記憶-

4 7AEB3105 伊藤　匠 設計 繋がる路地　-街区を貫く連続断面体-

5 7AEB3111 黒木　未来 設計 音蔵　-地域と触れ合う音-

6 7AEB3113 櫻井　愛 設計 Nature Center 　~幕山の魅力再発見~

7 7AEB3115 影沢　英幸 設計 石のミュージアム　道無海岸採石場跡地活用計画

8 7AEB3130 浅見　雅士 設計 一筆プロムナード　~一筆積層モデルによる散歩道の展示空間~

9 7AEB3207 島田　浩平 設計 本の重層回廊　~小田原市立図書館の提案~

10 7AEB3209 谷崎　良介 設計 サイクルステーション　平塚駅西口駐輪場再編計画

11 7AEB3227 千葉　美希 設計 サーフライフステーション　ー鵠沼海岸活性化ー

● 加藤研究室 （13名・13題） １４：４６～１５：２５（持ち時間３９分）

1 7AEB1101 岩田麻衣子 論文 真田・北金目土地区画整理事業地域の原風景と集落景観の変容

2 7AEB1130 志村　誠明 論文 港北ニュータウンの緑道をつなぐ近隣住区構想の検討―市街化調整区域の旧来コミュニティをふまえて

3 7AEB1135 安齋　朱美 論文 郊外戸建住宅地における高齢者居住の実態―伊勢原市あかね台及び愛甲原住宅の場合

4 7AEB1214 鯨井　寛 論文 越谷市の戸建住宅地における建築協定の運用実態―越谷市街づくり協調会のしくみに着目して

5 7AEB1218 安田　慎 論文 秦野市蓑毛地域における歴史的・文化的資源の現況

6 7AEB1221 柳楽　侑加 論文 昭和初期の信託会社による分譲住宅地の変容

7 7AEB2201 徳永　愛 論文 江戸川区における小松川境川親水公園の利用実態

8 7AEB2209 望月麻也子 論文 高度経済成長期に建設された郊外戸建住宅地の実態―えびな国分寺台団地の場合

9 7AEB3107 菊池　新 論文 鈴鹿・長宿地区における集落環境の変容

10 7AEB3125 佐々木　駿 論文 中目黒地域における目黒川流域を中心とした土地利用の変容

11 7AEB3202 石田　一樹 論文 下北沢地域における再開発をめぐる市街地の動態的変化

12 7AEB3203 半田　大陸 論文 足立区における親水水路整備計画と親水公園・緑道の実態

13 7AEB3231 菅間　勇多 論文 代官山地域における景観実態調査～景観ガイドラインの検討に向けて～

論文 閉鎖空間内でのストレス変化について ～空間の環境とストレス変化の関係性について～


