
　

主査 副査 副査 開始時間 終了時間

講義棟５１１教室　開会（伊藤先生） 10:00 ～ 10:05
山名 研究室（司会：常山補手）

1 “DOCOMOMO Japan”リストにおけるモダン・ムーブメント建築の「網羅性」に関する研究
ー各登録制度との比較を通してー 4112605 荻野　恵美 山名 熊谷 長井 10:05 ～ 10:15

2 日本の温室史における小石川植物園温室の位置づけとその変遷に関する研究
ー改修工事及び配置計画に着目してー 4112608 片山　美保 山名 郷田 佐々木 10:15 ～ 10:25

3 京都会館における複層的建物価値の推移に関する研究
ー改修・再整備の価値継承手法に着目してー 4112625 高橋　諒 山名 伊藤

(裕) 栗田 10:25 ～ 10:35

坂牛 研究室（司会：常山補手）

4 「内部表出要素」を用いた街路の性格分析 ―明治通り 新宿～渋谷間を対象にして― 4112649 堀江　優太 坂牛 宇野 長井 10:35 ～ 10:45

辻本 研究室（司会：前島補手）

5 バスの座席の燃焼性に関する実験的研究 4112607 小澤　竜也 倉渕 辻本 坂牛 10:45 ～ 10:55

6 建築設備の安全管理と安全情報の在り方に関する研究 昇降機の定期検査報告制度を対象とした分
析- 4112641 長谷川　雅浩 長井 辻本 郷田 10:55 ～ 11:05

郷田 研究室（司会：前島補手）

7 都市空間における屋外広告物の視認性に関する幾何学的分析 4112634 並木　裕之 郷田 熊谷 伊藤
(拓) 11:05 ～ 11:15

8 台北市の高密度住居に関する形態学的研究 4112650 本間　祐太郎 郷田 宇野 倉渕 11:15 ～ 11:25

休憩 11:25 ～ 11:35
伊藤(裕)（司会：濱助教）

9 日本建築の「柱間」に関する地域差・時代差に関する研究
－国指定重要文化財建造物を対象として－ 4112612 神原　将人 伊藤

(裕) 宇野 伊藤
(拓) 11:35 ～ 11:45

10 韓国・木浦市における都市韓屋の空間構成に関する研究
－北橋洞・竹洞地区を対象として－ 4112613 菊地　祐希 伊藤

(裕) 郷田 今本 11:45 ～ 11:55

11 重要伝統的建造物群保存地区制度の変遷と各地区での取り組みに関する研究 4112626 髙橋　麗 伊藤
(裕) 坂牛 佐々木 11:55 ～ 12:05

12 山梨県の近代和風建築における空間構成及び意匠に関する研究
ー2013年度山梨県近代和風建築総合調査（3次）の邸宅・旅館建築を対象としてー 4112627 髙山　信暁 伊藤

(裕) 山名 河野 12:05 ～ 12:15

13 日本統治期における台湾・花蓮港街および周辺移民村の形成過程とその空間構成に関する研究 4112635 波野平　遼 伊藤
(裕) 熊谷 佐々木 12:15 ～ 12:25

昼休み 12:25 ～ 13:35
宇野 研究室（司会：朴助教）

14 都市神社の運営形態と構築ネットワークに関する研究
-東京都中央区日本橋地区を事例として- 4112629 田中　達朗 宇野 郷田 佐々木 13:35 ～ 13:45

長井 研究室（司会：朴助教）

15 熱源水ネットワークの導入効果及び効率向上に関する研究 4112622 鈴木　拓也 長井 辻本 宇野 13:45 ～ 13:55

16 建物事前調査及び短期間実測データを用いた熱負荷推定法に関する研究 4112644 平野　睦弥 長井 倉渕 伊藤
(裕) 13:55 ～ 14:05

倉渕 研究室（司会：李助教）

17 建物の熱伝達率と換気量の現場測定手法の構築に関する研究 4112655 山口　さとみ 倉渕 辻本 坂牛 14:05 ～ 14:15

18 密集市街地に建つ住宅の通風を利用した環境改善効果の検討手法に関する研究 4112657 山中　悠己 倉渕 長井 郷田 14:15 ～ 14:25

19 業務用厨房の排気捕集率測定法に関する研究 4112647 船戸　麻瑠珠 倉渕 長井 宇野 14:25 ～ 14:35

20 自然換気併用データセンターにおけるICT機器と空調運用システムの最適化に関する研究 4112628 竹内　綾 倉渕 辻本 熊谷 14:35 ～ 14:45

概評（伊藤先生） 14:45 ～ 14:50

主査 副査 副査 開始時間 終了時間

修士論文発表終了後に移動（研究棟7階 理事会管理室等） 15:20 ～ 15:30
山名 研究室（司会：川井助教）

1 景観構造の透視図的解釈に着目したJR上野駅エリア改修計画 4112643 日野　顕一 山名 宇野 河野 15:30 ～ 15:40

坂牛 研究室（司会：川井助教）

2 都市型複合商業施設の設計 ―ポスト消費社会における孤独の検討を通じて― 4112606 奥田　晃大 坂牛 熊谷 佐々木 15:40 ～ 15:50

3 歴史的文脈と商業論理に基づく空間構成 ―Adolf Loosの多様性と対立性の抽出を通じて― 4112611 金沢　将 坂牛 伊藤
(裕) 辻本 15:50 ～ 16:00

4 地域性を考慮した住宅設計 ―環境要素からみた現代住宅の構成分析を通じて― 4112618 小林　翔 坂牛 山名 今本 16:00 ～ 16:10

5 自由な身体運動を誘発する幼稚園の設計 ―ダンスにおける身体運動の分析を通じて― 4112632 中岡　優 坂牛 熊谷 倉渕 16:10 ～ 16:20

6 阿佐ヶ谷住宅改修計画 ―ガラスを用いたリノベーション手法の分析を通じて― 4112656 山田　芽里 坂牛 郷田 伊藤
(拓) 16:20 ～ 16:30

郷田 研究室（司会：稲坂助教）

7 用途混在を生成する複合施設の設計手法の提案
-自己組織化アルゴリズムによる配置計画- 4112610 加藤　雅大 郷田 坂牛 長井 16:30 ～ 16:40

8 空間の相互浸透的な関係を有する建築
-Giacomo Ballaの絵画における『運動性』に着目した設計手法の提案- 4112617 小島　啓輔 郷田 山名 佐々木 16:40 ～ 16:50

9 自然を享受する建築
-現象・物体・風景を取り込む境界部の設計手法の提案- 4112639 野田　啓介 郷田 伊藤

(裕) 今本 16:50 ～ 17:00

10 一室空間的な高層建築の設計手法
-積層スラブによるキャンパス・センターの提案- 4112658 米田　祐太 郷田 坂牛 栗田 17:00 ～ 17:10

宇野 研究室（司会：稲坂助教）

11 自然に呼応する建築
-柔軟で強い生物的ストラクチャーを持つ建築の設計- 4112616 工藤　俊輔 宇野 伊藤

(裕) 辻本 17:10 ～ 17:20

終了

No. 修士論文 題目 学籍番号 氏名
審査委員 発表会時間割

No. 修士設計 発表会 題目 学籍番号 氏名
審査委員 発表会時間割


