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■資料研究論文

パワーズの不凍水圧モデルに基づく凍結圧と凍結変形に関する一考察
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〇中村 成春(大阪工業大学) 325

080 北海道における津波避難の防災教育活動の実践について

その１ むかわ町への協力事例

〇戸松 誠（北海道立総合研究機構）・飯泉 元気・竹内 慎一・川村 壮・小野塚
仁海 329

081 北海道における津波避難の防災教育活動の実践について

その２ むかわ町立鵡川中学校への協力事例

〇竹内 慎一(北海道立総合研究機構)・戸松 誠・片岡 鉄也・橋本 雄一・草苅 敏
夫 333

082 火災室温度の上限を考慮した火災温度上昇係数の補正方法に関する一提案

〇野秋 政希(国立研究開発法人建築研究所)・ 鈴木 淳一 337

083 外気温が死亡に与える影響の経時的分析

省エネルギー区分別にみた気象と死亡の関係に関する研究

〇青山 恭子(北海道大学)・森 太郎・林 基哉 341

084 非建築系学科における設計教育の取り組み

LMSを利用したハイブリッド型演習授業の実践

〇二村 悟(日本大学)・宮原 輝夫 345

085 非建築系学科における設計教育の取り組み

設計課題「シングルマザー家族のシェアハウス」にみる計画の基礎的研究

〇 宮原 輝夫(日本大学)・二村 悟 349

086 北海道室蘭市における畳の設置実態に関する研究

〇佐野 由和(名古屋工業大学)・真境名 達哉 353

087 尾道市中心市街地への移住者と空き家入居に関する研究

〇西村 百恵(神戸女子大学)・砂本 文彦 357

088 地域文化の継承に取り組む社会貢献団体の役割に関する研究

一般社団法人大昔調査会による歴史的建築物への関与を例に

〇中島 透(諏訪考古学研究会)・二村 悟 ・高見 俊樹 361

089 和束町の製茶集落における茶工場の特徴と変遷

〇 木下 夏実(京都府立大学)・ 奥矢 恵 365

090 和束町湯船地区の製茶農家における主屋と茶工場の構造的特徴

〇辻 仁紀(株式会社東急コミュニティー)・大場 修・平尾 和洋・奥矢 恵・三輪 晋
也 369

091 カロリング朝期とロマネスク期のモン・サン・ミッシェル修道院教会堂

フランスの大聖堂建築工匠に関する研究（その2）

〇坊城 ガブリエラ知子・坊城 俊成 373

092 ヴィーン、シュテファン大聖堂の建築工匠グレゴール・ハウザーの活躍



大聖堂の建築工匠と『H・ハマーの画譜』に関する研究（その159）

〇坊城 俊成・坊城 ガブリエラ知子 377

093 日本と欧州の現代建築家の創作における言語圏ごとの〈性質的表現〉の特徴

〇柴田 佑(むつみワールド)・山田 深 381

094 野戦構築物と台場・城郭

〇 藤尾 直史(産業史研究所) 385


