
平成１９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１９年１０月２１日(土)

□会場
東京農業大学世田谷キャンパス
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第Ⅰ会場

ZK070101 デジタルスチルカメラを用いた簡便的測量手法の開発および文化財への応用 國井 洋一
ZK070102 海の森公園の土づくりに貢献する「剪定枝葉堆肥化事業」の取り組み 菊池 謙二 荻野 淳司 斎藤 悟 大場 淳一 風間 啓秀 佐藤 忠継 杉山 直樹 松尾 長才 卯之原 昇 奥本 寛 林 輝幸 山下 得男 岡野 正和 佐藤 雅彦 鈴木 義人 松田 武彦 小宮山 載彦
ZK070103 木質系廃棄物由来の堆肥による土壌改良効果 飯泉 浩二 高橋 輝昌
ZK070104 東京都内における街路樹の植栽管理実態 北島 寿行 内田 均
ZK070105 ソメイヨシノにおける防菌処理の違いが損傷被覆組織形成に及ぼす影響 島村 拓也 内田 均 堀 大才
ZK070106 間伐が里山生態系の物質循環特性に及ぼす影響 高橋 輝昌 加藤 秀明 小林 達明
ZK070107 整備段階の境川遊水地におけるサギ類の利用環焼に関する研究 清島 干鶴江 吉田 博宣 葉山 嘉一
ZK070108 カンナのカドミウム吸収能の経時的変化について 浅井 俊光 水庭 千鶴子 近藤 三雄

第Ⅱ会場
ZK070201 歯科医の診療室の緑化が患者に与える心理・生理的効果について 阿藤 舞 水庭 千鶴子 近藤 三雄
ZK070202 屋上緑化(芝棟、芝屋根、屋上庭園)の起源と変遷に関する研究 近藤 三雄 岡田 鏡子
ZK070203 国内外における屋上緑化施策・事業の体系化と評価に関する研究 齋藤 雅子 近藤 三雄
ZK070204

「ランドスケープ現代史」研究の射程、および高度経済成長期におけるランドスケープ業
界の諸相

粟野 隆
ZK070205 1950～60年代における子どもの遊び場に関する造園家の活動 小林 邦隆 高島 智晴
ZK070206 日本住宅公団の誕生と団地造園の展開 武田 重昭 小林 邦隆
ZK070207 イフラ日本大会と造園設計事務所連合の誕生 神藤 正人 馬場 莱生 粟野 隆
ZK070208 戦後日本の本格的ランドスケープアーキテクト・池原謙一郎のまなざし 高島 智晴 馬場 莱生 神藤 正人

第Ⅲ会場
ZK070301 日本における環境白書のアメニティ政策動向 古谷 勝則 齋藤 伊久太郎 加治 隆 金 宣希
ZK070302 都市防災における避難路としての街路形態の評価に関する研究 待野 健太郎 吉田 博宣
ZK070303 千葉県の市川砂洲におけるクロマツ風景の変遷 中村 啓介 赤坂　信
ZK070304 長野県駒ヶ根市を対象とした主婦層の日常行動における都市公園・寺社・農地の利用 村松 保枝 赤坂　信
ZK070305 尾瀬国立公園における利用者のイメージのギャップによる装備状況の違いについて 阿部 薫 村松 保枝 中島 敏博 古谷 勝則
ZK070306 近代におけるスイス・アルプスの山岳観光の開発と利用の問題 赤坂 信

第Ⅳ会場
ZK070401 江ノ島地域における眺望景観の変化に関する考察 阿部 伸太 川名 圭
ZK070402 木更津に於ける花街空間の空間構造の変遷について 丸川 祐一郎
ZK070403 風景画における森林の描かれ方に関する研究 ゲシュタルト的風景論を超えて 藤原 敦 小野 良平 伊藤 弘
ZK070404 陶磁器産地における景観構造について 村手 久仁子 荒井 歩
ZK070405 国内ワイン産業における眺望景観の特徴について 荒井 歩 石森 俊也
ZK070406 画家川合玉堂の絵画を通しての風景観と二松庵園庭 大山 絵理 原田 江理 柳谷 亮治 吉田 博宣
ZK070407 二松庵、牛込本低及び偶庵の川合玉堂の庭園観について 原田 江理 大山 絵理 柳谷 亮治 吉田 博宣

第Ⅴ会場
ZK070501 震災復興小公園、元町公園をめぐる一考 鹿野 陽子
ZK070502 天守からの距離を基準とした姫路城城趾公園の形態に関する研究 秦 裕之
ZK070503 釜山市における斜面緑地の現状と高層集合住宅の立地特性 金 永河 金子 忠一 熊谷 洋一
ZK070504 六義園八十八境における水香江について 柴田 晃伸 吉田 博宣
ZK070505 旧川合玉堂別邸「二松庵」の植生の変遷と今後の管理 柳谷 亮治 大山 絵理 原田 江理 吉田 博宣
ZK070506 旧長岡市の北西地域における屋敷林の現況について 室橋 拓弥 荒井 歩

第Ⅵ会場＜ポスターセッション＞
ZKＰ070601 生物多様性保全のための屋上緑化空間の創出とモニタリング調査 森 飛翔
ZKＰ070602 霧ケ峰における二次草原再生実験とその効果に関する一考察 熊田 章子 栗原 雅博 長内 健一
ZKＰ070603 コケを用いた屋上・壁面緑化のための実験的研究 下田 実千 勝野 武彦
ZKＰ070604 剪定枝葉発酵堆肥の芝生目土としての利用について 藤崎 健一郎 岸 郁奈恵 石井 匡志 荻野 淳司
ZKＰ070605 都市における地域性緑化のための緑化樹種データベースの構築に関する提案 平田 道隆
ZKＰ070606 野口健環境学校と実施後の参加者の環境活動について 渋谷 郁里 栗田 和弥
ZKＰ070607 都立上野恩賜公園の知名度に関する調査分析 臼井 路子 進士 五十八 鈴木 誠 青木 いつみ 服部 勉 東京農業大学造園学科景観政策学研究室／ガーデンデザイン研究室
ZKＰ070608 県立公園群馬の森における県民参加による公園利用・整備の事例報告 小林 邦隆 秋山 寛
ZKＰ070609 中越震災みどリ復興ワークキャンプの活動　'07初夏 大橋 加菜 秋山 寛 中越震災みどリ復興ワークキャンプ実行委員会
ZKＰ070610 北海道・道東地方におけるランドスケープの連続性に関する調査 芳賀 実里 富田 早苗 望月 瑛仁 池延 圭介 阿部 伸太


