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333-336
083 北海道における天理教教会建築の展開 (歴史(1),講演研究論文、計画・技術報告)
337-340
084 日本福音ルーテル札幌教会札幌礼拝堂(昭和 9 年)について(歴史(1),講演研究論文、計
画・技術報告)

341-344

085 札幌ルター学園めばえ幼稚園園舎(昭和 12 年)について(歴史(2),講演研究論文、計画・
345-348

技術報告)

086 富山県南砺市香城寺の民家に関する研究(歴史(2),講演研究論文、計画・技術報告)
349-352
087 創成川東地区旧札幌本道沿いの街並み変遷過程(歴史(2),講演研究論文、計画・技術報
告)

353-356

委員会報告 技術賞報告(中扉)
088 実務者を対象とした寒冷地工事仕様に関するアンケート調査結果 : 寒冷地工事仕様
調査研究委員会中間報告(モルタル・コンクリート・維持保全・防火,委員会報告、技術
賞報告)

357-360

089 建築災害調査方法研究委員会報告 : 学会の災害初動調査の現状と改善に向けての検
討(防災,委員会報告、技術賞報告)

361-368

090 外断熱の BES-T 構法 : 木造住宅の外断熱工法を中核技術とした環境対応型住宅の提
案(計画・技術報告,委員会報告、技術賞報告)

369-372

091 北海道における近代和風建築の特徴(歴史(1),委員会報告、技術賞報告)

373-380

資料研究論文(中扉)
092 廃品コンクリート電柱骨材を用いたコンクリートの圧縮強度性状に関する実験的研究
(掲載論文,資料研究論文)

381-384

093 防滑靴の屋内歩行に伴う床材摩耗の特性(掲載論文,資料研究論文)

385-388

094 任 意 自 由 曲 線 を 有す る 2 次 元 形 状 体 の 自動 要 素 分 割 (掲 載 論文 ,資 料 研究 論 文)

389-392
095 火山礫コンクリートを中層部に用いた軽量 RC 床版に関する実験的研究(その 1)(掲載
393-396

論文,資料研究論文)

096 道東地区における木質バイオマスの熱利用システムの運用実態調査 : その 1 燃料チ
397-400

ップに関する一考察(掲載論文,資料研究論文)

097 「自然と共生の住空間計画」 : F.ライトのロビー邸とル.コルビュジェのサヴォア邸を
401-404

再評価(掲載論文,資料研究論文)

098 戸建住宅における空間構成と生活行為の展開に関する研究 : 空間構成の変化と庭で
405-408

の行為・意識の分析(掲載論文,資料研究論文)

099 PowerPC Macintosh における JQGI-Cycle Tools の利用環境について : クロスプラッ
トフォーム下における建築分野の基礎学習環境の構築に関する研究(その 2)(掲載論文,
資料研究論文)

409-412

100 市 町 村 の 建 築 災 害 調 査 方 法 に 係 る ア ン ケ ー ト 調 査 ( 掲 載 論 文 , 資 料 研 究 論 文 )
413-416
101 広域連携を前提とした社会資本形成のメカニズム : 羊蹄山麓地域 7 町村を事例として
(掲載論文,資料研究論文)

417-420

102 地方小都市におけるまちづくりへの発展に向けた住環境づくりの視点(有田町・金山
町・三春町・八尾町) : 地域再生に向けた居住環境再編に関する研究 その 3(掲載論文,
資料研究論文)

421-424

103 河川整備プロセスから見た持続的地域環境再生への成果と可能性 : 自立型社会を目
指したコミュニティ・プランニング その 10(掲載論文,資料研究論文)

425-428

104 積雪地札幌における戸建住宅地の住環境評価と今後の住まい方意識 : もみじ台、真駒
内、屯田を事例に(掲載論文,資料研究論文)

429-432

105 公立大学の設立背景と構成要素の関連から見る地域連携への方向性(地方公立大学) :
大学と地域の連携による地域再生に関する研究 その 2(掲載論文,資料研究論文)
433-436
106 政令市における TMO の活動実態から見た都心マネジメント体制構築へ向けた考察(札
幌市を事例として) : 成熟社会の都市再編計画論その 9(掲載論文,資料研究論文)
437-440
107 開拓使倉庫建築の構法について(掲載論文,資料研究論文)

441-444

108 明治天皇巡幸時の宿割に関する研究 : 森・峠下・函館を事例として(掲載論文,資料研
究論文)

445-448

109 日田豆田町における町家の改変に関する研究 : ファサードの開口部に着目して(掲載
論文,資料研究論文)

449-452
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