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築計画、都市計画、建築歴史・意匠,計画系)       341-344 

86 市街地建築物からみた都市景観の「雑然性」について : 札幌市を事例として : 市街化

の変容に関する研究(空間構造解析)-4(市街地構造,建築計画、都市計画、建築歴史・意匠,

計画系)       345-348 

87 年齢階層からみた都市空間の特化傾向について : 札幌市を事例として : 都市空間にお

ける人口の分布傾向に関する研究-3(市街地構造,建築計画、都市計画、建築歴史・意匠,

計画系)       349-352 

88 都市における余暇利用施設の分布と住民の余暇時間および施設の利用実態について : 

札幌市 1990 年 地域地区中心核形成に関する施設計画的研究 14(市街地構造,建築計画、

都市計画、建築歴史・意匠,計画系)       353-356 

89 北海道漁村の社会・経済構造変動と立地特性について(市街地構造,建築計画、都市計画、

建築歴史・意匠,計画系)       357-360 

90 フラクタル解析による都市パターンの定量化(市街地構造,建築計画、都市計画、建築歴

史・意匠,計画系)       361-364 

91 都市のイメージを象徴する物的要素について : 北大寮歌、札幌市小学校歌を通じて : 

都市のイメージ形成要因に関する研究-1(都市景観,建築計画、都市計画、建築歴史・意

匠,計画系)       365-368 

92 歴史的景観に配慮したまちづくりに関する研究(都市景観,建築計画、都市計画、建築歴

史・意匠,計画系)       369-372 

93 札幌市旧遠藤醸造店事務所(明治 44 年)について(都市景観,建築計画、都市計画、建築歴

史・意匠,計画系)       373-376 

94 札幌の石造建築に関する史的考察(日本近代,建築計画、都市計画、建築歴史・意匠,計画

系)       377-380 

95 国産振興博覧会(大正 15 年)について(日本近代,建築計画、都市計画、建築歴史・意匠,

計画系)       381-384 

96 開拓使の「水車器械柾」(日本近代,建築計画、都市計画、建築歴史・意匠 ,計画系)      



385-388 

97 ロシア構成主義にみられる集住形態 : 都市計画史に関する研究(2)(西洋・日本,建築計画、

都市計画、建築歴史・意匠,計画系)       389-392 

98 Imperial Hotel Annex についての Memo : Frank Lloyd Wright 研究・151(西洋・日本,

建築計画、都市計画、建築歴史・意匠,計画系)       393-396 

99 建築の近代化過程に関する比較研究 : フィンランド・ハンガリー・スペイン・日本を

対象として(西洋・日本,建築計画、都市計画、建築歴史・意匠,計画系)       397-412 

100 北海道住宅の近年の変貌動向と地域性に関する研究 : 住宅金融公庫融資住宅平面の

分析 札幌・函館・帯広 : その 1 住宅形態とプランタイプ(住宅系,建築計画、都市計画、

建築歴史・意匠,計画系)       413-416 

101 北海道住宅の近年の変貌動向と地域性に関する研究 : 住宅金融公庫融資住宅平面の

分析 札幌・函館・帯広 : その 2 住宅の動線と公室空間の形態(住宅系,建築計画、都市

計画、建築歴史・意匠,計画系)       417-420 

102 戸建住宅の空間構成の最近の動向 : 北海道の住宅の空間計画に関する基礎的研究

(5)(住宅系,建築計画、都市計画、建築歴史・意匠,計画系)       421-424 

103 住宅供給と福祉政策の在り方に関する研究 : 1.スウェーデンの政策、システムの実情

(住宅系,建築計画、都市計画、建築歴史・意匠,計画系)       425-428 

104 パネル化した木造軸組外側気密・断熱構法 : 札幌・西野・Ha 宅の場合(住宅系,建築計

画、都市計画、建築歴史・意匠,計画系)       429-432 

105 木造軸組外側気密・断熱住宅の気密性について(住宅系,建築計画、都市計画、建築歴史・

意匠,計画系)       433-436 

106 グラフによる空間分析の研究 : 安藤忠雄の住宅作品から(住宅系,建築計画、都市計画、

建築歴史・意匠,計画系)       437-440 

107 利尻町旧仙法志村における住宅の変遷について(1) : 利尻町役場仙法志支所所管行政

文書「家屋申告書」の概要(地域住宅・集合住宅,建築計画、都市計画、建築歴史・意匠,

計画系)       441-444 

108 北海道における炭鉱住宅の研究(8) : 「鉱夫宿舎の建築に関する調査報告」(昭和 6 年)

について (地域住宅・集合住宅 ,建築計画、都市計画、建築歴史・意匠 ,計画系 )      

445-448 

109 中国・上海市の住宅事情(地域住宅・集合住宅,建築計画、都市計画、建築歴史・意匠,

計画系)       449-452 

110 北海道における農村集落の空間構成に関する研究 : その 2 酪農村における住宅・牛舎

まわり : 十勝陸別町の場合(地域住宅・集合住宅,建築計画、都市計画、建築歴史・意匠,

計画系)       453-456 

111 分譲集合住宅における住戸内生活行為と平面形態に関する調査研究 : 住戸の動線形態

と生活行為との関連について(地域住宅・集合住宅,建築計画、都市計画、建築歴史・意



匠,計画系)       457-460 

112 札幌市における分譲マンションの住戸平面特性に関する研究 : 1981?89 年に供給され

た分譲マンションの変化動向分析(地域住宅・集合住宅,建築計画、都市計画、建築歴史・

意匠,計画系)       461-464 

113 コーポラティブハウジングによる住戸周辺空間形成に関する研究 : コーポラティブ

ハウス・ユーコートにおけるケーススタディ(地域住宅・集合住宅,建築計画、都市計画、

建築歴史・意匠,計画系)       465-468 

編集担当        

奥付      


