
平成１７年度関東支部大会研究発表・報告プログラム

□開催月日
平成１７年１０月１日(土)

□会場
日本大学湘南キャンパス

 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 発表者7
第Ⅰ会場

ZK050101 支柱と植え枡が街路樹の幹形に及ぼす影響 山本 直樹 吉田 祐子 八木 健太 内田 均 堀 大才
ZK050102 屋上緑化に導入した新たな手法・技術の評価について 近藤 三雄 佐藤 健二 高橋 新平 水庭 千鶴子
ZK050103 配植の雰囲気と樹木群の形態に関する研究 高橋 佐世子 根本 正之 濱野 周泰
ZK050104 数値地図を用いた社叢の立地と地形との関係把握の有効性に関する研究 藤田 直子 熊谷 洋一
ZK050105 大学キャンパスを中心とした地域の評価ツールの開発と検討 菊池 佐智子 輿水 肇
ZK050106 市街地におけるグラフィティ行動の実態と特性に関する研究 大塚 祐介 葉山 嘉一
ZK050107 アメリカの動物園における生態的展示の実例報告 小林 和博 葉山 嘉一 吉田 博宣
ZK050108 長岡安平の庭園設計に関する考察 冨田 修平 服部 勉
ZK050109 建築家吉田五十八と造園 馬場菜生 鈴木 誠

ZK050110
イサム・ノグチの慶應義塾大学第二研究室（萬来舎）庭園(1950-51）の製作過程とデザイ
ンについて

田井 洋子

ZK050111 短歌にみる日本人の景観に対する意識構造 出店 暁美 福岡 孝純

第Ⅱ会場
ZK050201 数種樹木における蒸散速度の日変化および季節変化について 舘 あゆみ 藤崎 健一郎 勝野 武彦
ZK050202 アズマネザサの管理形態の違いが鳥類に及ぼす影響について 吉田 元臣 葉山 嘉一
ZK050203 木質チップ敷設による効果に関する研究 鎌田 優希 笹田 勝寛 島田 正文 荻野 淳
ZK050204 荒川流域におけるエコロジカルネットワーク計画手法についての検討事例 高橋 衛 川池 芽美
ZK050205 都市河川周辺の緑地の変遷と地上徘徊性動物イタチの生息状況 岡田 昌也 勝野 武彦
ZK050206 チョウゲンボウの採餌による河川緑地利用 今井 絢子 金 清翔 葉山 嘉一 勝野 武彦
ZK050207 都市河川におけるミズキンバイ群落の存立特性および経年変化 緒方 秀仁 大澤 啓志 勝野 武彦
ZK050208 光触媒処理した観葉植物によるホルムアルデヒドの除去効果の可能性に関する研究 脇村 和子 申 恵京 水庭 千鶴子 近藤 三雄
ZK050209 県立座間谷戸山公園における里山二次林の管理と植生の変化 岩田 朋子 吉田 博宣
ZK050210 棚田畦畔における植生管理形態の差異と直翅目の関係 浅田 大輔 小島 仁志 勝野 武彦
ZK050211 棚田保全地における大学生が参画する自然体験イベントについて 小島 仁志 葉山 嘉一 勝野 武彦

第Ⅲ会場
ZK050301 国営公園を利用した環境教育の現状と課題 佐藤 亜紀 勝野 武彦
ZK050302 「子ども樹木博士」を体験した児童の自然に対する意識の変化に関する研究 荻野 淳司 勝野 貴子
ZK050303 参加者の動植物の捉え方からみる「生き物図鑑」づくりワークショップの効果について 乗松 千恵 嶋野 弥名子
ZK050304 プレイパークにおける職業としてのプレイリーダーの研究 青山 雅美 荒井 歩 福岡 孝純
ZK050305 青南幼稚園園庭遊具計画における保護者、教員の評価 仙田 考 桑原 淳司
ZK050306 建替団地におけるグリーンバンクシステムに対する居住者意識 小木曽 裕
ZK050307 湘南海岸公園東部地区(海洋総合文化ゾーン)における、PFＩ事業について 辻本 明
ZK050308 日光国立公園尾瀬地域における利用者の分類と利用施策への反応に関する研究 金子 良知夫 麻生 恵
ZK050309 イングランドのフットパスにおけるスタイル設置の意義と役割 荒井 歩 荒井 清児
ZK050310 棚田を中心とした農村景観の経年変化の解明 栗田 英治 松森 堅治

ZK050311
世界遺産における「眺望」遺産－首里城・弁ヶ嶽・久高島／斎場御岳を結ぶVista
Heritage－の保存の提唱

赤坂 信

第Ⅳ会場＜ポスターセッション＞
ZKＰ050401 公共造園と戦後日本一わたしたちの職能のあゆみ 粟野 隆 小林 邦隆 馬揚 菜生
ZKＰ050402 半世紀にわたるUR都市機構のパブリック・アートの取組み 石原　晋 平井 勝
ZKＰ050403 国営公園における知的障害者の受け入れ活動について 難波 良憲
ZKＰ050404 図面統合型データベースを用いた公園の維持管理業務の取組み 谷 博人 北川 明介 西山 秀俊 吉沢 浩宣
ZKＰ050405 壁面緑化による気温緩和効果に関する研究 根本 健 石原 俊彦 須崎 裕一 涌井 史郎 大幅 元吉 油井 正昭 飯島 健太郎
ZKＰ050406 Sedum属数種の発芽特性 安田 俊江 涌井 史郎 油井 正昭 飯島 健太郎
ZKＰ050407 特養介護施設「緑の郷」の入居者に対する園芸療法の効果の検討 吉澤 桃子 山口 秀一朗 涌井 史郎 涌井 史郎 油井 正昭 飯島 健太郎
ZKＰ050408 園芸活動による高齢者の身体機能効果の検討 小山 良子 丹羽 正 涌井 史郎 油井 正昭 飯島 健太郎
ZKＰ050409 傾斜屋根におけるリュウノヒゲを利用した緑化実験およびマルチング材の効果の検証 下田 実千 石垣 逸朗 勝野 武彦
ZKＰ050410 播種床の違いによるミツバツツジの発芽率の比較と自生地における実生更新に関する考察 平林 研人 森本 淳子 勝野 武彦
ZKＰ050411 都市緑地における実測による緑地周辺の温湿度分布特性 渡部 正益
ZKＰ050412 南浅川と周辺住民の関係性変化にみる流域景観への影響について 石森 俊也 小島 亜美 丸川 祐一郎 村手 久仁子 室橋 拓弥 荒井 歩

ZKＰ050413
ネパール・サガルマータ国立公園におけるエペレスト登山がエペレスト・ベースキャンプ
の環境に及ぼす影響

下嶋 聖 麻生 恵

ZKＰ050414 台湾の国家公園における施設・運営の民営化の可能性に関する考察 Tu Chihi 栗田 和弥 下嶋 聖 麻生 恵
ZKＰ050415 横浜市金沢区における身近な公園管理の区役所移管の現状とこれから 岩間 貴之 辻本 明 栗田 和弥
ZKＰ050416 山岳地域におけるGPS等を活用した自然環境の保全管理情報の把握に関する考察 栗田 和弥
ZKＰ050417 中越震災の復興に向1ナて山古志・小干谷・川口から 中越震災みどり復興ワークキャンプ実行委員会
ZKＰ050418 中越震災被災地報告 中越震災みどり復興ワークキャンプ実行委員会


