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 題目 副題 発表者1 発表者2 発表者3 発表者4 発表者5 発表者6
第Ⅰ会場

ZK010101 構造物を含む地形景観作成のための自己学習支援システム 黒川 敦 岸塚 正昭
ZK010102 山下公園における造園建設技術 林 陽子 小林 章
ZK010103 長野・須坂地域における石積のルーラル・ランドスケープ的考察 倉石 明 鈴木 誠
ZK010104 金沢における戸室石利用の意義 小林 章
ZK010105 比較庭園デザイン史考岡山後楽園とヨーロッパ造園の同時代性 鈴木 誠
ZK010106 拝見記にみる小石川後楽園の空間構成 半田 京子
ZK010107 小形研三のデザインの特質に関する一考察 長谷川 美絵
ZK010108 交通発達の変遷からみた広場形成の考察 堤 理子 蓑茂 寿太郎
ZK010109 名勝庭園における園景を阻害する園外景観の調査研究 林原 梨恵 服部 勉 進士 五十八
ZK010110 長野県白馬村における宿泊地の変遷と現状 出来 佳奈子 荒井 歩 福岡 孝純
ZK010111 景観体験の視点からみた郡上八幡の水路システムの特徴 加藤 久佳 荒井 歩

第Ⅱ会場
ZK010201 保存緑地等の植生管理に向けて 松山 正將 花渕 健一 佐伯 吉勝 菊地 清文 平吹 喜彦 飯塚 正広
ZK010202 長野県更埴市捨姨地区において伝統的畦畔植生が隣接する整備畦畔植生に与える影響 曽根原 昇 馬場 多久男 伊藤 精悟
ZK010203 中央アルプス池山力ラマツ人工林の林相タイプの成長過程 伊藤 伸二 伊藤 精晤 馬場 多久男
ZK010204 信州力ラマツ人工林の時系列的風致林転換の考察 伊藤 精晤 馬場 多久男 伊藤 伸二
ZK010205 無光ならびに人工光条件下における植物の生育可能性に関する実験的研究 李 原叔 近藤 三雄
ZK010206 リサイウルパーライトの緑化用培土としての利用の可能性について 乾 泰祐 近藤 三雄
ZK010207 新宿御苑における発生材の循環利用 刈り芝・チップの堆肥化 野川 裕史 長嶺 利樹 中島 美野子
ZK010208 松戸市における街路樹の樹木診断 島村 宏之 木原 茂
ZK010209 街路樹における支柱の現状と今後の課題について 内田 均 武野谷 和樹 北條 孝歩
ZK010210 東京都内における住宅庭園の植栽管理実態にっいて 佐藤 誠樹 清水 佑季子 土屋 義徳 内田 均
ZK010211 ビーコンヒル能見台北側斜面上隣地に対する地域環境への配慮 将来成長を考慮したプライバシー等植栽の100%活着に向けての施工技術 大久保 守 小木曽 裕 濱野 周泰
ZK010212 建築物前面に植栽された樹木の微気象調節効果 柏木 亨 藤崎 健一郎 勝野 武彦

第Ⅲ会場
ZK010301 都心の新規居住空間における緑化実践のプロセスについて アーベインビオ川崎都市の森、屋上ビオトープを事例として 北川 明介 小木曽 裕 島田 潤 勝野 武彦 山本 紀久 逸見 一郎
ZK010302 地方自治体の緑化行政と都市公団の緑づくりの連携について 小木曽 裕 平井 勝 福永 翼 秋山 寛 藤倉 裕子
ZK010303 団地建替事業における住民参加の緑づくり 多摩平団地(東ブロック)を事例として 黒木 誠 秋山 寛 石井 園美
ZK010304 総合公園と生涯学習課との連携ならびに共催企画 「ランデブー計画」と銘打って 菅 博嗣 岩堀 康幸
ZK010305 防災意識を身近にする地域住民との防災公園ワークショップの取り組み コンフオール鶴間ライラック通り防災公園を事例に 小木曽 裕 島 一喜 櫻井 敏幸 樋口 哲行 秋山 寛 矢澤 容子
ZK010306 日常生活のなかでの防災を身近に意識できる防災公園の設計 コンフオール下鶴間ライラック通り防災公園を事例に 林 昌彦 小木曽 裕 島 一喜 櫻井 敏幸
ZK010307 クラインガルテンが生みだす新たなコミュニティ レーベンスガルテン山崎を事例として 島 一喜 小木曽 裕
ZK010308 レーペンスガルテン山崎の環境共生を具現化した造園ディテール 大森 繁 小木曽 裕 島 一喜 勝野 武彦 濱野 周泰
ZK010309 公共造園の出来ばえを向上させる造園総合空間創造の具体的試み 小木曽 裕
ZK010310 東京湾の港湾における公園緑地を主体とした環境施設の形成過程に関する考察 高荷 久昌
ZK010311 半自然的資源に対する地域住民の評価特性把握の意義とその方法に関する提案 高山 範理

第Ⅳ会場
ZK010401 アジア都市の市街地拡散に関する比較考察 畠山 沙織 金子 忠一 蓑茂 寿太郎
ZK010402 地域景観の設計技法に関する研究 神藤 正人 蓑茂 寿太郎
ZK010403 盆地地形における土地条件と気温の分布解析に関する研究 川崎 鉄平 平野 侃三
ZK010404 霧ヶ峰における二次草原の保全に対する利用者の意向に関する研究 栗原 雅博 古谷 勝則 多田 充 油井 正昭
ZK010405 地方自治体における環境影響評価制度の導入と発展 古谷 勝則 油井 正昭 西田 友香
ZK010406 小学校における巨樹を用いた環境教育に関する一考察 近江 慶光 長友 大幸
ZK010407 小学校校庭に残存する巨樹に係わる卒業生の意識について 長友 大幸 近江 慶光
ZK010408 自然とともに暮らせる住宅団地の検討について～ 八王子市由木めぐみ野を題材として 佐藤 忠継 山内 幸 手塚 一雅 霊山 明夫 岩崎 哲也
ZK010409 集合住宅団地に創出した水辺環境の経過と住民活動について 仙川水辺公園の事例報告 佐藤 忠継 黒木 誠 笠原 篤 石井 ちはる
ZK010410 花見川終末処理場「トンボ池」について 渡辺 浩 都田 徹 宇高 道雄 田中 耕一 中村 俊彦 久保田 正秀
ZK010411 東京ガス環境エネルギー館の屋上ピオトープにおける学校・市民NGOとの連携について 嶋野 弥名子 森 高一

第Ⅴ会場＜ポスターセッション＞
ZKＰ010501 市民がデザインした「いやしの庭」の取り組みについて 桜庭 晶子 萩田 秋雄 古谷 勝則
ZKＰ010502 知的障害者更正施設「むさしの青年寮」との園芸活動 国営武蔵丘陵森林公園都市緑化植物園のポタジェづくり 川田 衣恵 渡辺 将人
ZKＰ010503 国営武蔵丘陵森林公園(大規模公園)都市緑化植物園の緑化行事 コンテナガーデンコンテストの運営と展望について 須之部 大 合田 健太郎
ZKＰ010504 国営武蔵丘陵森林公園の植物性廃棄物を利用したモニュメント花壇展示 合田 健太郎 須之部 大
ZKＰ010505 桜ケ丘公園雑木林ボランティアの意識についての研究 倉本 宣 永井 敬子
ZKＰ010506 多摩丘陵におけるウォーキングによる魅力発見調査 栗田 和弥 宮崎 政雄 麻生 恵
ZKＰ010507 統計解析による庭の印象の分類 堀田 真一 宮口 聡明 大森 宏 安達 めぐみ 山下 雅子 羽生 和紀
ZKＰ010508 人々の自然の色彩認識に関する研究 小林 真理 栗田 和弥 麻生 恵
ZKＰ010509 福島市花見山公園の形成過程に関する調査 浅野 豪尚 服部 勉 進士 五十八
ZKＰ010510 宮崎県綾町のひな山に関する調査 清水 厚郎 服部 勉 濱野 周泰
ZKＰ010511 岡山後楽園の造園施設の変遷に関する研究 稲葉 多喜生 服部 勉 進士 五十八
ZKＰ010512 日本における八景分布調査 榊原 映子 青木 陽二
ZKＰ010513 種子発芽特性からみた絶滅危惧種力ンエンガヤツリの生態学的挙動の要因とその保全 宮久保 知和子 上野 達也 倉本 宣


