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日 時 ： 2021 年 9 月 8日（水）14:00～17:00 

会 場 ： Zoom ウェビナー 

 

司 会 ： 土屋和男（常葉大学） 

副司会 ： 片山伸也（日本女子大学） 

記 録 ： 安野 彰（日本工業大学）、清水隆宏（岐阜高専） 

 

 
 

1．趣旨説明  海老澤模奈人（東京工芸大学） 

2．主題解説 

（１）住宅からの視点 1   木下庸子（工学院大学）、松本文夫（東京大学） 

（２）住宅からの視点 2   大井隆弘（三重大学） 

（３）都市からの視点 1   中島直人（東京大学） 

（４）都市からの視点 2   堀田典裕（名古屋大学） 

（５）構法からの視点    権藤智之（東京大学） 

（６）材料からの視点    今本啓一（東京理科大学） 

 

3．討論  

  進行： 角哲（名古屋市立大学）、藤木竜也（千葉工業大学） 

 

4．まとめ  西澤泰彦（名古屋大学） 
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