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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 発表者7
第Ⅰ会場

ZK100101 絵本に描かれている日本人固有の環境に対する見方について 豊増 愛実 荒井 歩
ZK100102 埼玉県のフィルムコミッションの現状とその特徴について 久保田 有香 荒井 歩
ZK100103 我孫子市における文化人に評価された景観構成要素の把握 石川 有生 荒井 歩
ZK100104 楽寿園の小浜池を中心とする景観評価に関する研究 宍倉 寛人 葉山 嘉一
ZK100105 千葉県江戸川河川敷におけるクネ（高垣）で構成される文化的景観 その存続と移転 小林 龍太郎 赤坂 信
ZK100106 江戸川沿い低地におけるクネ(高垣）の役割と管理方法の変化について 及川 一輝 赤坂 信
ZK100107 静岡県川根本町における大井川と人々の暮らしの関係性についての研究 堀野 哲 古谷 勝則
ZK100108 磐梯朝日国立公園朝日地域における登山道管理について 仁藤 敬喜 古谷 勝則
ZK100109 プレーリーダーの果たす役割について 菅 博嗣 余語 往和 伊藤 雅子
ZK100110 港北ニュータウンのオープンスペース計画に見るランドスケープアーキテクト上野泰の思想 仲谷 貴志 赤坂 信
ZK100111 既存樹木活用を行った建替団地における住まいから見える緑に対する居住者意識 小木曽 裕

第Ⅱ会場
ZK100201 剪定枝の放置期間が剪定枝の堆肥化特性に及ぼす影響 高橋 輝昌 田香 紘志 阿部 泰範
ZK100202 木材チップ敷きならしによる雑草抑制効果 町田 茜 横山 卓史 高橋 輝昌
ZK100203 千葉県山武市日向の森における森林構造と鳥類の分布の関係性 新井 良典 加藤 顕 小林 達明
ZK100204 三浦半島における地形条件の異なる水田の土壌埋土種子の種組成について 天白 牧夫 小島 仁志 勝野 武彦
ZK100205 都市公園における植物の展示手法の開発 国営昭和記念公園における花ハスを事例として 大浦 康史 青木 明代 半田 真理子 寺島 悦子
ZK100206 キンランの移植における植物群移植工法の評価と新規個体の出現について 中西 茂樹 金子 巌
ZK100207 街路樹イチョウの根系成長に関する研究 石井 匡志 菱田 剛 関口 知昭
ZK100208 「香り樹木225選」の提案 内田 均 川原田 邦彦 足澤 匡 山崎 隆雄 小林 公成 村越 匡芳 三上 常夫

第Ⅲ会場
ZK100301 都内繁華街の景観色彩と利用者服装の地域差 佐藤 崇皓 伊藤 弘 小野 良平 下村 彰男
ZK100302 旅行番組にみる風景の表現方法に関する研究 「新日本紀行」を例に 潘 璐 伊藤 弘 小野 良平 下村 彰男
ZK100303 植民地時期大連における都市の歴史的風景に関する研究 王 芸蒙 小野 良平 伊藤 弘
ZK100304 近代における花の名所の成立過程に関する研究 進野 裕規 伊藤 弘 小野 良平 下村 彰男
ZK100305 造園樹木における接木技術の歴史および技術継承に関する研究 七海 絵里香 大澤 啓志 勝野 武彦
ZK100306 「庭師の技」日本の庭園技術の再発見と継承 金子 隆行 安齊 正之  
ZK100307 屋上緑化への活用を目的とした都市の既存建築物屋上に生育する蘚類の調査 小石川 真登 藤崎 健一郎 勝野 武彦
ZK100308 コケ類を用いた浮島による水辺空間創出に関する研究 内田 誠 笹田 勝寬 島田 正文 河野 英一
ZK100309 オフィスにおける室内緑化の効果および手法に関する研究 葉山 嘉一 座間 碧
ZK100310 動植物の生息状況から考える屋上ビオトープの設計・管理 田代 友利華 蔵品 真侑子 山中 立造 小堀 啓之 永瀬 彩子 野村 昌史
ZK100311 凝灰岩を植栽基盤に用いた壁面緑化の試作 深水 崇志 赤坂 信
ZK100312 木質系チップを用いた法面緑化における生態系再生評価法の検討 栗林 祐太 高橋 輝昌 池田 昌義 沓澤 武

第Ⅳ会場＜ポスターセッション＞
ZKＰ100401 地上型3Dレーザスキャナによる旧斉藤家別邸計測とその応用について 久保 和之 國井 洋一 鈴木 誠 松本 恵樹
ZKＰ100402 所沢市の中富地区と下富地区における屋敷林の実態について 片岡 紗織 葉山 嘉一 勝野 武彦
ZKＰ100403 霧ヶ峰における自然資源・文化資源を活用した草原維持活動の促進のための提案 熊田 章子 栗原 雅博 長内 健一
ZKＰ100404 公園緑地等各種都市施設を用いた居住環境の快適性評価に関する研究 世田谷区をケーススタディにして 内藤 貴之 輿水 肇
ZKＰ100405 街路樹景観向上に向けた緑陰の心理的意味把握に関する研究 山口 茉莉絵 輿水 肇
ZKＰ100406 屋上緑地空間の夜間における生理・心理効果に関する基礎的研究 金 侑映 石田 都 那須 守 高岡 由紀子 林 豊 岩崎 寛
ZKＰ100407 都市再開発地域における緑地が保有する心理的効果に関する基礎的研究 石田 都 山村 真司 岩崎 寛
ZKＰ100408 身近な生き物に対する奨学生の関心度とその要因 藤崎 健一郎 羽田 朋恵 勝野 武彦


