
筑波研究学園都市関係文献富録

総　　　記 地　　　形

筑波研究学園都市の生活を記録する会（1981）：罫長

　ぐつと星空一筑波研究学園都市の十年r343p．

筑波研究学園都市の生活を記録する会（ユ985）

　『続・長ぐつと星空一研究学園都市のその後一』

　341p．

筑波研究学園都市研究機関等連絡協議会編（1986）

　　『筑波研究学園都市主要研究成果集；第1集』

　日本科学技術情報センター，512p．

筑波研究学園都市研究機関等連絡協議会図書・研究

　惰報相互利用専門委員会編（ユ986）：『筑波研究

　学園都市研究機関等図書情報便覧；昭和6！年度3

　日本科学技術情報センター筑波支部，13！p．

筑波研究学園都市研究機関等連絡協議会編（1987）

　　『筑波研究学園都市研究便覧；昭和6ユ年度版』

　筑波出版会，79ユp．

筑波研究学園都市研究機関等連絡協議会編（1988）

　　『筑波研究学園都市研究論文総覧；昭和61年版』

　日本科学技術惰報センター筑波支部，、706p．

筑波研究学園都市研究機関等連絡協議会編（1989）

　　『筑波研究学園都市研究論文総覧；1989年版』

　日本科学技術情報センター筑波支部，724p．

筑波研究学園都市研究機関等連絡協議会編（1990）

　　『筑波研究学園都市研究論文総覧；1990年版3

　日本科学技術情報センター筑波支部，799p．

筑波研究学園都市研究機関等連絡協議会編（1991）

　　『筑波研究学園都市研究論文総覧；199！年版』

　日本科学技術情報センター筑波支部，763p．

筑波研究学園都市研究機関等連絡協議会研究者相互

　交流専門委員会編（1982）：『筑波研究学園都市

　要覧』大蔵省，265p．

つくばファンクラブ（1990）：『筑波研究学園都市

　大事典1990年版』つくばフリークプレス，122p．

全国試験研究機関名鑑編集委員会編（1991）：『筑

　波研究学園都市名鑑平成3年版』ラテイス，464p．

毎日新聞水戸支局（1989）：『検証・つくば合併』

　筑波書林，222p．

久保田治夫（1981）：薪筑波研究学園都市一頭脳都

　市の周辺学二3筑波書林，105p．

池田宏・小野有五・佐倉保夫・増田富士雄・松本

　栄次（1977）：筑波台地周辺低地の地形発達一鬼

　怒川の流路変更と霞ヶ浦の成因一．筑波の環境研

　究，2，104－113．

池田宏・松本栄次（1978）：筑波研究学園都市周

　辺の地形．筑波研究学園都市の開発に伴う気候・

　水文環境の変化，至一6．

池田　宏・水谷かおり・園田洋一・伊勢屋ふじこ

　（1982）：筑波台地の地形発達一“古霞ヶ浦”

　の鳥趾状三角州一．筑波の環境研究，6，150～

　156．

石井武政・磯部一洋・相原輝雄（1987）：試錘試料

　からみた茨城県筑波台地における緩斜面の形成に

　ついて．第四紀研究，26一ユ，85～92．

伊勢屋ふじこ（1978）：薪桜川における浮遊土砂と

　氾らん原堆積物望筑波大学自然学類卒業論文、

伊勢屋ふじこ（！982）：茨城県桜川における逆グレ

　ーディングをした洪水堆積物の成因．地理学評論，

　55，597－6ヱ3．

宇野沢昭ほか（1976）：筑波研究学園都市地域表層

　部の地質に関する！・2の知見．地質ニュース，

　260，　10～15．

宇野達二郎（！961）：茨城県筑波地方の変成岩．地

　質学雑誌，67，228～236．

小野有五（1983）：筑波台地での霜柱による土壌侵

　食．筑波の環境研究，7，128～140．

栗原　正（1985）：『筑波山南東麓中山における温

　暖帯を事例とした小規模な気象の教材化に関する

　研究』筑波大学大学院教育研究科修士論文．

園田洋一（ユ978）：『筑波・稲敷台地南西部の地形』

　筑波大学自然学類卒業論文．

八田珠郎（1979）：『筑波山塊周辺における土石流

　堆積物の風化について』筑波大学自然学類卒業論

　文．

増田富士雄・岡崎浩子（1983）：筑波台地およびそ

　の周辺台地の第四系中にみられる方向を示す構

　造．筑波の環境研究，7，99～ユ10．

松倉公憲（1980）：筑波山周縁に分布する二，三の

　土の力学的性質と地形学的意味について．地理学

　評論，53一，54～61．

水谷　香（1981）：『筑波・稲敷台地面の微起伏と

一137一



　その形成過程』筑波大学自然学類卒業論文．

水谷武司（！982）：茨城県南西部，桜川流域の防災

　地学環境．国立防災科学技術センター研究報告，

　27，　25～47．

MATSUMOTO，Eiji，MATSUKURA，Kiminori（ユ978）

　　On　the　Geomorpfic　Surfaces　and　Re1ated　De－

　posits　of　the　Tsukuba－Inasiki　Up1and，Ibaraki　Pre

　fecture，Japan．λ〃〃．！～2ク．ρ／f〃ε∫〃∫れ工．ρ1Gθo∫o加〃cg

　T加ω加．ψγ∫〃舳bα，4，30－32．

気　候。気　象

　波の環境研究，1，27～遂3．

吉野正敏・田宮兵衛・小林　守・甲斐啓子・林　陽

　生（1980）：筑波研究学園都市の気候環境とそれ

　に及ぼす都市化の影響．筑波の環境研究，5C，
　2ユ～皇O．

吉野正敏・甲斐憲次・中川真治・黒坂裕之（1983）

　：筑波研究学園市域の気温分布観測．筑波の環境

　研究，7，170－180．

吉村　稔・関口　武とその協力者（1966）：筑波山

　周辺の気温逆転（要旨）．地理学評論，39，383～

　384．

伊藤正弘（1978）：『筑波山南斜面に沿う気温分布

　の日変化および季節変化』筑波大学自然学類卒業

　論文．

大山秀樹（ユ979）：『筑波研究学園都市のヒートア

　イランドについて一新旧小集落の比較一』筑波大

　学自然学類卒業論文．

河村武（1984）：筑波研究学園都市およヴその周

　辺地域の気候．筑波あ環境研究，8，121～130、

河村　武（1986）：筑波研究学園都市の気候環境の

　変化．筑波の環境研究，10，125－130．

栗原　正（1985）：『筑波山南東麓申山における温

　暖帯を事例とした小規模な気象の教材化に関する

　研究』筑波大学大学院教育研究科修士論文．

小林　守（1979）：熱映像による筑波山温暖帯の測

　定．筑波の環境研究，4，！80～ユ85．

小林　守・腰塚昭温（1985）：筑波山南斜面のみか

　ん園に及ばす異常気象の影響．筑波の環境研究，

　9，　87～92．

田口厚志（ユ982）：『筑波大学構内におけるヒート

　アイランドの立体構造について』筑波大学自然学

　類卒業論文．

多田　尭（ユ983）：筑波研究学園都市とその周辺地

　域の地下構造．国土地理院時報，58，29－36．

田宮兵衛・吉野正敏・小林　守・甲斐啓子・林　陽

　生（1979）：筑波研究学園都市の気温分布．筑波

　の環境研究，4，王74－179．

林　陽生・吉野正敏・鳥谷　均（1984）：低層係留

　気球による筑波山山頂の風の翻則．筑波の環境研

　究，8，ユ02～107．

山川修治（1988）：風速・気温・雲系・災害からみ

　た日本の局地風一「筑波オロシ」はどう位置づけ

　られるか一．筑波の環境研究，ll，135～142．

吉野正敏・高橋浩一郎・甲斐啓子・小林　守・林

　陽生（ユ976）：筑波研究学園都市の気温分布．筑

水　　文

石野（三野）与吉・高村弘毅・高山茂美（1972）

　筑波研究学園都市の将来計画に関する地下水の採

　取可能量について．立正大学文学部論叢，45，

　ユ05一一玉36．

市川正巳・佐倉保夫（1977）：筑波学園都市および

　その周辺地域における諸河川の流出特性につい

　て．筑波の環境研究，2，95～99．

市川正巳・高山茂美・田中　正・田口雄作・佐倉保

　夫（1976）：水文環境に及ぼす都市化の影響一筑

　波研究学園都市および周辺地域の場合一．筑波の

　環境研究，1，至O～21．

小沼直樹・海老原寛・古川尚道・大饗　茂（1976）

　：筑波地区地下水の分析化学的研究．筑波の環境

　研究，1，22－26．

櫃根勇・李宝慶（1983）：トリチウム濃度から

　推定した筑波研究学園都市の地下水の年齢．筑波

　の環境研究，7，124～ヱ27．

佐藤　正・新藤静夫・青木直昭・市川正巳・枢根

　勇・田中　正・小沼直樹・海老原寛（1980）：筑

　波地区における深層地質および深層地下水の地球

　科学的研究、筑波の環境研究，5A，1－8．

高村弘毅（1973）：筑波研究学園都市における地下

　水の適正利用のためのモニタリング・システムの

　提言．水利科学，17－5，120～128．

高山茂美（1977）：筑波学園都市およびその周辺地

　域の諸河川の水系解析について．筑波の環境研究，

　2，　100～103．

田口雄作（ユ977）：筑波学園都市およびその周辺地

　域の河川水と地下水の水質について．筑波の環境

　研究，2，87～94．

田口雄作（1981）：筑波研究学園都市の深井戸にお

　ける水位及び水温の年変化について．水温の研究，

一玉38一



　25－4，　14～23．

田口雄作・佐倉保夫・市川正巳・高山茂美（1979）

　：筑波学園都市およびその周辺地域における河川

　の流出特性について　第3報．筑波の環境研究，

　4，ユ62～166．

田中　正・間島正紀・佐藤芳徳（1980）：蓮沼川お

　よび西谷田」llの流出特性について．筑波の環境研

　究，5A，20－25．

問島政紀（1980）：『研究学園都市内における河川

　の降雨流出特性』筑波大学自然学類卒業論文．

山本荘毅・市川正巳・高山茂美・櫃根　勇・古藤田

　一雄・田中正・田口雄作・佐倉保夫・鈴木裕…

　（ユ980）：水文循環に及ぼす都市化の影響．筑波

　の環境研究，5C，5～18．

李宝慶（1983）：筑波研究学園都市における地下

　水の賦存状態について．筑波の環境研究，7，

　ユ19～123．

その他の自然環境

青木直昭・馬場勝良（ユ986）：筑波大学ボーリング

　の花粉分析．筑波の環境研究，10，73－78．

安仁屋政武（1980）：熱映像に見る筑波研究学園都

　市の環境．筑波の環境研究，5A，1ユ4－117．

磯部一洋・相原輝雄・宇野沢　昭（1983）：筑波研

　究学園都市，谷田川低地から採取された有機質土

　壌のユ4C年代．地質調査所月報，34－2，89～92．

市川正巳・吉野正敏編（1978）1『筑波研究学園都

　市の開発にともなう気候・水文環境の変化』筑波

　大学地球科学系，120p．

糸賀黎・李基徹（1985）：筑波研究学園都市の

　公園緑地におけるアカマツ林のレクリエーション

　的利用と林床について．筑波の環境研究，9，79

　－86．

大橋晴夫（ユ973）：筑波学園都市と環境破壊．世界，

　331，　282～287．

大橋正敏（！98！）：『筑波研究学園都市における植

　生の変遷』筑波大学生物学類卒業論文．

奥田圭一郎（ユ991）：『筑波大学キャンパス内にお

　ける街路樹の生育と土壌要因に関する研究』筑波

　大学農林学類卒業論文1

海上道雄・中村義司・内田僅二・大坪輝夫・辰巳修

　三（1980）：筑波大学構内及び隣接アカマツ林の

　マツクイムシによる被害（ユ978，王979）．筑波の

　環境研究，5A，ユ01－106．

河村　武（1988）：筑波研究学園都市における環境

　変遷一まえがきに代えて一1筑波の環境研究，11，

　1～10．

菅野三郎ほか（1974）：筑波研究学園都市付近の地

　球科学的研究．地球科学系学内プロジェクト研究

　報告，1，50p．

菅野三郎・鈴木淑夫・佐藤　正・藤井　隆・猪郷久

　義・青木直昭・本問久英・増田富士雄（1976）

　筑波研究学園都市付近の地質．筑波の環境研究，

　1，1～9．

菅野三郎・鈴木淑夫・佐藤　正・藤井　隆・猪郷久

　義・青木直昭・本間久英・増田富士雄（1980）

　筑波研究学園都市の地質。筑波の環境研究，5C，

　40～42．

建築保全センター編（ユ981）：罫筑波研究学園都市

　地盤図』建築保全センター，410p．

小島重次・土肥博至・菱山謙二・谷村秀彦・冨江仲

　治（1980）：n．筑波環境プロジェクト「人問」

　部門の研究の総括．筑波の環境研究，5C，43～5ユ．

佐藤昭二ほか（1975）：『筑波地区における自然環

　境の変遷について　昭和49年度研究報告316p．

佐野正徳（1985）：『筑波研究学園都市の公園にお

　ける既存樹林の立地条件と林床管理に関する研

　究』筑波大学農林学類卒業論文．

．島田泰夫（1987）：『筑波研究学園都市近郊アカマ

　ツ林における大型土壌動物群集に関する研究』筑

　波大学大学院環境科学研究科修士論文、

清水正子（！987）：『筑波研究学園都市の植生の解

　析と植生図の作成3筑波大学農林学類卒業論文．

下條信弘・山口誠哉（1980）：筑波研究学園都市に

　おける植物への鉛の取込みについて．筑波の環境

　研究，5A，1i8～王21．

陣内巌ほか（ユ976）：『筑波地区における自然環境

　の変遷について　昭和50年度研究報告217p．

高橋郷史（1980）：『筑波山の植生』筑波大学農林

　学類卒業論文．

大悟法　滋・柳　享（王982）：筑波大学構内におけ

　る植物分布の変動と現況．筑波の環境研究，6，

　97～108．

地質調査所（1988）：『筑波研究学園都市およびそ

　の周辺の環境地質』地質調査所，139p．

中村　徹・滑川　均・趨　賢一（1980）：筑波研究

　学園都市およびその周辺の現存植生図．筑波の環

　境研究，5A，1ユ1～113．

中村　徹・清水正子（ユ989）：筑波研究学園都市の

　植生の変遷．筑波大学農林技術センター演習林報

　告，15，1～9．

一139一



中村義司（1980）：筑波大学アカマツ林における稚

　樹の推移、筑波の環境研究，5A，107～110．

藤田直幸（1982）：『筑波大学構内のアカマツ林の

　変遷と生長』筑波大学農林学類卒業論文．

前田　修（1977）：路傍自然植生からみた筑波研究

　学園都市の現状、筑波の環境研究，2，7ト79．

前田　修（1988）：路傍雑草の種類からみた筑波研

　究学園都市の都市化．筑波の環境研究，11，25～

　32．

増田富士雄・横川美和（1988）：筑波台地の更新統

　の海浜堆積物．筑波の環境研究，ll，113一ユ22．

松原弘之（1989）：『洞峰公園における利用と緑地一

　機能の調査』筑波大学社会工学類卒業論文．

安田克己（1979）：『筑波研究学園都市における環

　境アセスメントー重金属分析（特に鉛）を用いて

　の評価と現状報告』筑波大学生物学類卒業論文．

矢野栄二（1988）：筑波におけるハスモンヨウトウ

　の天敵．関東東山病害虫研究会年報，35，145～146．

山下寿之（1986）：『筑波地区におけるアカマツ林

　からシラカシ林への遷移過程の解析』筑波大学大

　学院環境科学研究科修士論文．

湯原佳世（1991）：『つくばにおける平地林・屋敷

　森等の地域特性と保全に関する研究』筑波大学農

　林学類卒業論文、

吉野正敏・小沼直樹・前田　修（1980）：I．筑波

　環境研究プロジェクト「自然」部門の研究の総括．

　筑波の環境研究，5C，1～4．

土地利用

高橋伸夫・石井英也・赤羽孝之・小林浩二（1978）

　：筑波研究学園都市における土地利用と土地所有

　の変化．筑波の環境研究，3，20～25．

高橋伸夫・石井英也（1978）：筑波学園都市の都市

　区画整理事業区域における土地利用の変化．筑波

　の環境研究，3，26－34．

高橋伸夫・石井英也（1980）：土地利用と土地所有

　の変化．筑波の環境研究，5C，57～59．

山野明男（1990）：筑波研究学園都市が変えた土地

　利用．地理，35－3，97一ユ01．

山本正三（1976）：筑波研究学園都市の建設と周辺

　農村（読図と判読）．地理，21－11，76～79．

山本正三・高橋伸夫・石井英也・赤羽孝之・小林浩

　二（1976）：筑波研究学園都市土地利用図の作成

　過程と概略的説明．筑波の環境研究，1，137～138．

山本正三・高橋伸夫・中」l1正・橋本雄一・鹿1鳴

洋・側島康子・芳賀博文（1992）：筑波研究学園

都市の土地利用　筑波大学地域調査報告，14，1

～8．

村　　　落

新井田　健（1982）：『水系環境における集落及公

　園の景観分析一豊里町仕出集落と水海道市吉野公

　園を事例として一』筑波大学農林学類卒業論文．

安藤伊知郎（1989）：晩理教育における地域変容

　一茨城県つくば市の町村合併を題材として一』筑

　波大学大学院教育研究科修士論文．

出水田智子（1989）：『つくば市洞下集落の景観構

　造』筑波大学比較文化学類卒業論文．

伊藤一幸（1988）：農村景観の保全と新都市．つく

　ば研究学園都市と自然，37～45．

伊藤春樹（1980）：『集落環境の変容と潜在的資源

　の再評価に関する研究一桜村の土地利用をとおし

　てr筑波大学大学院環境科学研究科修士論文．

糸賀　黎（ユ986）：筑波における伝統と都市化をめ

　ぐる異変空間の接点領域に関する考察．造園雑誌，

　49－5，　227一一232．

大田真哉（1988）：『”安心して死ねる”杜会の文

　化生態学的研究一茨城県筑波町上菅間を事例とし

　て一』筑波大学大学院環境科学研究科修士論文．

大塚昌弘（1981）：茅筑波大学周辺の農村集落の変

　容に関する研究』筑波大学大学院環境科学研究科

　修士論文．

奥野善徳（1988）：『農村の住宅建築と集落景観の

　変容一筑波町の事例をもとに一』筑波大学大学院

　環境科学研究科修士論文．

小野寺　淳・呉羽正昭・若本啓子・芳賀博文（1992）

　：筑波研究学園都市の建設にともなう既存集落住

　民の対応一つくば市妻木におけるアパート経営を

　通して一．筑波大学地域調査報告，14，95～113．

高地　敬（1978）：『地域的組織からみた地域の性

　格一茨城県新治郡桜村妻木地区を事例として一』

　筑波大学自然学類卒業論文、

佐々木博（1980）：筑波研究学園都市の集落タイ

　プ．筑波の環境研究，5B，ヱ～8．

佐々木　博（！979）：筑波門前町の形成．筑波の環

　境研究，4，28～30．

佐々木　博（1983）：筑波山門前町の立地生態．筑

　波大学人文地理学研窄，7，！85～208。

笹本明男（ユ986）：『大穂町大曽根の両墓制墓地一

　その諸相と住民の意識r筑波大学人文学類卒業

一140一



　論文．

佐藤正史（1980）1『集落環境整備に関する基礎的

　研究一新治郡桜村の集落について一』筑波大学大

　学院環境科学研究科修士論文、

塩見　寛（1979）：『地方性と環境構成要素につい

　ての研究一茨城県筑波町の集落をとおして一』筑

　波大学大学院環境科学研究科修士論文．

田林明・林秀司・川崎俊郎・中嶋則男（ユ992）

　　つくば市島名地区における集落の変貌．筑波大

　学地域調査報告，14，115～136．

張　小平（1985）：『都市化に伴う農村の変貌一筑

　波研究学園都市の場合一』筑波大学大学院地域研

　究研究科修士論文．

中村幸人（1982）：『環境計函における屋敷林の保

　全に関する研究一学園都市周辺の旧集落を事例と

　して一』筑波大学大学院環境科学研究科修士論文．

森安康雄（ユ979）：『移住集団の村落生活一茨城県

　筑波郡への八丈島からの移住集団を例として一』

　筑波大学人文学類卒業論文．

SASAKI，Hiroshi　（！982）　：Geograph1cal　analysis

　on　the　Tsukuba　Monzenmachi．ん伽．沢砂．〃∫舳．ψ

　ω8・｛舳・，丁加び舳、ψT〃舳α．8，16～！8．

都　　　市

茨城県（1984）：『筑波研究学園都市』170p．

茨城県企画部（1987）：『筑波研究学園都市望232p．

茨城県総合開発部（1972）：『筑波研究学園都市3

　39P．

内田英憲（1988）：『筑波研究学園都市建設と農家

　の対応一市街化区域内開拓農家の事例r筑波大

　学農林学類卒業論文．

奥井聡太郎（1990）：東京圏の拡大と地方中核都市

　の役割一土浦・つくば地域．ニュー茨城，・22－11，

　14－37、

科学技術庁計画局編（1975）：『筑波研究学園都市3

　ぎょうせい，269p．

学園都市問題研究会（1985）：『筑波研究学園都市』

　大月書店，270p．

栗原嘉一郎（1980）：筑波研究学園都市における居

　住環境と生活の形成・発達に関する研究．筑波の

　環境研究，5C，69～70．

栗原　一（ユ986）：『筑波研究学園都市民有換地に

　おける市街地形成に関する研究』筑波大学大学院

　環境科学研究科修士論文．

国土庁・日本住宅公団・臼本住宅協会共編（1976）

　　『筑波研究学園都市の中心市街地の整備に関す

　る調査報告書3407p．

小林一介（ユ98ユ）：『筑波研究学園都市における市

　街化の予測望筑波大学杜会工学類卒業論文．

今野　博ほか（ユ976）：筑波研究学園都市の都市軸

　の構成について．都市計函，86，30～48．

後藤岳久（ユ98ユ）：『筑波研究学園都市の公務員住

　宅に於ける駐車場整備に関する基礎的考察』筑波

　大学社会工学類卒業論文．

佐々木博（1986）：土浦市・桜村の緑地環境の変

　化．筑波の環境研究，10，25～36．

宍戸駿太郎他（1986）：筑波研究学園都市の発展と

　茨城県経済の展望．ニュー茨城，198，12～40．

篠原秀一・橋本雄一・鹿嶋　洋・平　篤志（ユ992）

　　つくば市における人口の特性．筑波大学地域調

　査報告，14，9～24．

島袋典子（198！）：『筑波研究学園都市における施

　設利用圏に関する研究』筑波大学社会工学類卒業

　論文．

島守志枝（1986）：『筑波研究学園都市センター地

　区空間計画』筑波大学杜会工学類卒業論文．

常陽産業開発センター（1985）：『筑波研究学園都

　市の発展と茨城県経済の展望』常陽産業開発セン

　ター，25！p．

常陽産業開発センター（1987）：筑波研究学園都市

　の変貌．ニュー茨城，210，8～45．

鮮明（ユ989）：『筑波研究学園都市建設プロセス

　に関する研究』筑波大学大学院環境科学研究科修

　士論文．

高木裕二（198ユ）：ポ大学が都市の市街化に与える

　影響に関する研究一筑波大学周辺地区を一例とし

　て一』筑波大学社会工学類卒業論文．

高田秀之（1981）：ゼ筑波研究学園都市における都

　市計画公園の利用特性に関する研究』筑波大学社

　会工学類卒業論文．

高橋伸夫（ユ987）：首都圏の再構築と茨城の役割．

　ニュー茨城，211，4～！1．

竹中肇・駒村正治・関口有方・沼達賢一・河野英

　一（！978）：都市化と緑地の整備一筑波研究学園

　都市と松戸市の事例を中心に一1農業土木学会誌，

　46－11，　27～34．

田中一典（1987）：『筑波研究学園都市の周辺地域

　の市街化について』筑波大学社会工学類卒業論文．

筑波大学学内プロジェクト研究筑波環境研究建築・

　都市計画グループ（1976）：『筑波研究学園都市

　における居住環境と生活の形成・発展に関する研

一141一



　究報告書：初期段階（昭和50年）の状況ゴ51p．

土肥博至（1980）：筑波研究学園都市の都市化の進

　展．筑波の環境研究，5C，52～55．

土肥博至・若林時郎・植松貞夫・志田隆英・栗原

　一・高橋義英（1980）：筑波研究学園都市におけ

　る民有地の市街化について．筑波の環境研究，58，

　9－31．

土肥博至ほか編（1982）：『筑波研究学園都市にお

　ける市街化と住宅供給に関する研究2』新住宅普

　及会佳宅建築研究所，144p、

土肥博至・若林時郎・志田隆英・馬越正哲（1982）

　：筑波研究学園都市における民有地の市街地化に

　ついて（皿）一ビルトアップに関する検討一．筑

　波の環境研究，6，7～19．

土肥樽至・若林時郎・志田隆英・馬越正哲（1982）

　：筑波研究学園都市における民有地の市街地化に

　ついて（㎜）一土地利用の変化と他地区との比較

　一．筑波の環境研究，6，20～31．

土肥博至・若林時郎・志田隆英・馬越正哲（1983）

　：筑波研究学園都市における民有地の市街地化に

　ついて一ビルドアップと土地利用に関する検討

　一．筑波の環境研究，7，6～18．

土肥博至・若林時郎・馬越正哲（1986）：筑波研究

　学園都市の市街地化に関する研究．筑波の環境研

　究，10，37～52．

土肥博至・若林時郎・坂本　至（1988）：筑波研究

　学園都市における民有地の市街地化について

　（W）．筑波の環境研究，ll，11～20．

土肥博至・若林時郎（1988）：筑波研究学園都市の

　都市形成過程に関する研究4；その1　新都市区

　域の土地利周について／その2　周辺地域におけ

　る農業的土地利用．日本建築学会大会学術講演会

　梗概集63年度，271～274．

土肥博至・若林時郎・坂本　至（｝988）：筑波研究

　学園都市における民有地の市街化に関する研究6

　；その1　市街化の度合と速度／その2　建築種

　別，店舖業種，構造・階数／その3　土地利用状

　況とまとめ、日本建築学会関東支部研究報告書63

　年度，169－180．

土肥博至・若林時郎・桑原　盾（1989）：筑波研究

　学園都市の形成過程について（I）．筑波の環境

　研究，12，1～14．

直井基次（1982）：『筑波研究学園都市とそれに隣

　接する地域に於ける緑地空間の変容に関する研

　究』筑波大学大学院環境科学研究科修士論文．

中村浩樹（！983）『筑波研究学園都市における市街

　化過程に関する一考察』筑波大学杜会工学類卒業

　論文、

日本建築学会（1982）：『写真集　筑波研究学園都

　市一建築の記録r439p、

日本住宅公団・ヨ本住宅協会共編（1977）：『筑波

　研究学園都市の中心市街地の整備に関する調査報

　告書（第2次）資料編』143p．

日本住宅公団・都市計画協会共編（1977）：『筑波

　研究学園都市における新都市施設の整備に関する

　調査報告書（第2次）385p．

林亜夫（！988）：『つくば市における社宅・寮の

　立地要因に関する分析』筑波大学社会工学類卒業

　論文．

原科幸彦・原沢英夫・西岡秀三（1982）：筑波研究

　学園都市における適路周辺環境評価会議実験．国

　立公害研究所研究報告，37，87～99．

迎　太郎（！986）咽際科学技術博覧会が筑波研究

　学園都市の市街化に与えた影響に関する研究当筑

　波大学社会工学類卒業論文．

若林時郎（1980）：筑波における土地区画整理民有

　地の市街地化について．筑波の環境研究，5C，

　74－76．

若林時郎・土肥博至・志田隆英（198雀）：筑波研究

　学園都市における民有地の市街地化について（V）

　一主婦のレクリエーション活動と定住意識一．筑

　波の環境研究，8，7～15．

若林時郎・土肥博至・馬越正哲（1985）：筑波研究

　学園都市における民有地の市街地化について．筑

　波の環境研究，9，73～78．

若林時郎・土肥博至（1988）：筑波研究学園都市と

　筑波大学の計画．城市科学与城多規制（中国四川

　省域市科学研究会），52～54．

若林時郎・土肥博至（！988）：筑波研究学園都市に

　おける空間形成と機能充足について；筑波研究学

　園都市の都市形成過程に関する研究1．都市計画

　論文集，23，33ユ～336．

山本正三・正井泰夫・佐々木博・高橋伸夫・石井英

　也・赤羽孝之・小林浩二（1976）：筑波研究学園

　都市とその周辺地域の変貌．筑波の環境研究，1，

　88－102．

YAMAMOTO，Shozo，MASAI，Yasuo，SASAKI，Hiroshi，

　TAKAHASHI，Nobuo，ISHH，mdeya，AKABANE，Ta－

　kayuki，and　KOBAYASHI，Koji　（1976）　：The

　Change　of　the　Tukuba　Acade㎜ic　New　Town　and

　itsEnvir㎝s．λ舳㏄αlRψo伽ψ伽加3f伽亡εぴ

　（；30∫c加κoθ，7「危2び肌｛リθγ∫｛妙ψT〃后〃bα，2，48～50．

一142一



農業。第1次産業

穴沢孝雄（1986）：『土地利用形態からみた土浦学

　園線沿線地域の地理学的研究』筑波大学自然学類

　卒業論文．

新井鎮久（1972）：筑波研究学園都市開発における

　農家対応の実態とその規定要因．地理学評論，45，

　430～441．

石塚光司（ユ987）：筑波研究学園都市周辺における

　農業形態の変遷について．昭和61年度地理調査部

　研究報告，109～117．

茨城県筑波地区農業改良普及所（1989）：『日本一

　のシバ産地をめざして』32p．

茨城県筑波地区農業改良普及所（／990）：｝本一

　のつくば芝』33p．

小野寺　淳・森本健弘・上木原静江（王992）：つく

　ば市を中心とした芝栽培の地域的展開，筑波大学

　地域調査報告，14，75－94．

柏雄司（1979）：『『陸田』の地域的展開に関す

　る一考察一茨城県豊里町を事例に一』筑波大学比

　較文化学類卒業論文．

小山紀子（1984）：『都市開発の影響に伴う農業と

　生活様式の変化一桜村大角豆集落の事例研究一』

　筑波大学社会工学類卒業論文．

側島康子（199ユ）：『茨城県つくば市大字栗原にお

　ける農業的土地利用の変化』筑波大学白然学類卒

　業論文、

高木　剛（ユ988）：茅筑波研究学園都市周辺地域に

　おける農業的土地利用』筑波大学大学院環境科学

　研究科修士論文．

田林　明（1992）：つくば市における湖沼潅概の発

　達と潅概システムの統合化．筑波大学地域調査報

　告，14，65～74．

富樫秀明（！988）：『研究学園都市建設と農業振興

1一『田園都市計画・との関連をめぐって一・筑波

1大学農林学類卒業論文、

中司百合子（1989）：ガ茨城県つくば市における芝

　産地の成立と展開』筑波大学比較文化学類卒業論

　文．

山下雄三（ユ981）：『筑波研究学園都市の形成と農

　業の振興に関する研究』国際科学振興財団，235p．

若松誠（ヱ980）：『都市化と農業生産組織一筑波

　研究学園都市地域における分析コ筑波大学農林

　学類卒業論文．

ONODERA，Atsushi，　KAMIK旧ARA，Shizue，　and

MORIMOTO，Takeh1ro（1992）　：丁靱rf　Production

…n　Tsukuba　City，Japan．λf伽〃α1月ψ0γ姑ψ丁加”’

∫舳加ψGθ・∫・1舳叱τんθωリ．ψT∫τ伽bα，17，13

～18．

工業。研究所

茨城県（1986）：『筑波研究学園都市西部工業団地

　緑地等景観計画報告書（改訂版）』茨城県，20p．

茨城県（1989）：『筑波研究学園都市』茨城県，207p．

茨城県（1989）：『茨城県誘致企業総覧』茨城県，

　310p．

茨城県企画部・住宅都市整備公団つくば開発局

　（1988）：『筑波西部工業団地建設記録』55p．

茨城県・住宅都市整備公団（財）都市計画協会・共

　産党編（1988）：『つくば一二十一世紀への挑戦

　一つくばシンポジウム’88記録集』STEP，332p．

岡田基継（王984）：『筑波研究学園都市における研

　究環境と研究交流の実態に関する研究』筑波大学

　社会工学類卒業論文、

科学技術庁監修（ユ990）：『筑波研究学園都市

　SCIENCECOMMUN1CAT1ON’78～’90』筑波出版

　会，276p．

科学技術庁研究交流センター（1989）：『筑波研究

　学園都市の概況と研究交流センターの活動』科学

　技術庁研究交流センター，76p．

科学技術庁無機材質研究所（1989）：『無機材質研

　究所年報』科学技術庁無機材質研究所，177p．

佐川智明（1989）『筑波研究学園都市の民間研究所

　立地に関する分析』筑波大学杜会工学類卒業論文．

須山聡・小田宏信・廣田育男・季増民・中川

　正（1992）：つくば市における研究工業団地．筑

　波大学地域調査報告，14，25－42．

田中務義（ユ984）：『筑波研究学園都市における研

　究交流状況の実態分析3筑波大学社会工学類卒業

　論文．

筑波研究支援センター（199！）：『平成2年度機械

　産業関連の筑波地区における退職研究者のポテン

　シャルニーズに関する調査研究概要』筑波研究支

　援センター，12p．

筑波研究コンソーシァム（1987）：『コンソーシァ

　ムだより縮刷版！』筑波研究コンソーシアム，

　104p．

東光台研究団地ユO年記念事業実行委員会編（王990）

　　『東光台研究団地』東光台研究団地10年記念事

一143一



　業実行委員会，36p．

豊里町東部土地区画整理組合（1983）：『豊里町東

　部土地区画整理事業・事業誌』豊里町東部土地区

　画整理組合，202p．

臼本開発銀行（1989）：サイエンスパークの動向と

　地域活性化一研究団地、インキュベーターの成立

　要因と課題一．調査，136，2～102．

馬場健司（1990）：『民間企業における研究開発機

　関の立地に関する研究』環境科学研究修士論文．

丸山宗一郎（199ユ）：『筑波学園都市における国立

　試験研究機関の行動指標分析』筑波大学社会工学

　類卒業論文．

若林時郎・河本哲三（1984）：筑波研究学園都市の

　研究関連企業についてI筑波の環境研究，8，16

　－27．

DEARING，J．W舳am（ユ989）：Co㎜舳f伽α〃㎝α伽oη£

　Rθ∫8ακ加γ∫伽α∫c加〃c2Cづ妙丁5〃虎〃わα，∫αクα〃．D三s－

　sertatioΩ，Univ．of　Southern　Ca1ifornia，304p．

ONDA，Masahiko　（ユ988）：Tsukuba　Science　City

　Comp亘ex　and　Japanese　Strategy．In　Smilor，R．W．，

　Kozmetsky，G．，Gibson，D．V．，ed．C〃αf伽g肋召

　丁θcκ〃oρo1｛5，Bal1inger　Pub1量shing　Company，Cam－

　bridge　and　Massachusetts，259p．

TATSUNO，Sheridan　（1986）：Tsukuba－The　City　of

　Brain一一TheTechnopoiisStrategy，ABradyBook，

　New　York，298p．

　売商業のすがた・桜村地域小売商業近代化対策調

　査事業報告書』164p．

芝原光浩（1986）：『クレオ・ダイエーが桜村住民

　の買物行動に与えた影響に関する研究』筑波大学

　社会工学類卒業論文．

杉野智仁（1986）：『桜村地域における小売商業地

　域の形成2筑波大学比較文化学類卒業論文．

鈴木常泰（1984）：τ茨城県豊里町における消費者

　買物行動に関する地理学的研究』筑波大学自然学

　類卒業論文．

曽山理恵子（1984）：『筑波研究学園都市における

　女性消費のライフスタイルと消費者行動に関する

　研究』筑波大学社会工学類卒業論文．

高橋仲夫・村山祐司・松村公明・吉村忠晴・側島康

　子（！992）：つくば市における商業地域構造の変

　化．筑波大学地域調査報告，14，43－62．

立石恵美子（！987）：『桜村における大型店の出店

　影響分析j筑波大学社会工学類卒業論文．

筑波研究学園都市地域商業近代化計画策定委員会

　（1988）：『筑波研究学園都市地域商業近代化計

　画報告書』200p．

星　紳一（ユ98！）：『消費者貿物行動の空間的パター

　ンー茨城県茎崎村を事例として一』筑波大学比較

　文化学類卒業論文．

溝部裕史（ユ983）：『筑波研究学園都市地区におけ

　る商業施設の立地過程の分析』筑波大学社会工学

　類卒業論文．

商業。サービス業

交　通・選　輸

市南文一・星　紳一（1983）：消費者の社会経済的

　属性と買物行動の関係一茨城県茎崎村を事例とし

　て一．人文地理，35，193－209．

伊藤伸一一（玉98！）：『店舗の立地と消費者の動き一

　並木住宅団地の場合一』筑波大学社会工学類卒業

　論文．

茨城県（1975）：『筑波研究学園都市広域商業診断

　報告書』139p．

宇川圭己（ユ987）：『桜村居住者の商業施設利用分

　析一新規開発地における商業施設管理計画を目指

　して一』筑波大学大学院環境科学研究科修士論文．

木村満季（ユ983）：『筑波研究学園都市立地の地域

　社会に及ぼす消費効果に関する研究』筑波大学社

　会工学類卒業論文．

国際科学振興財団（1987）：『桜村大型出店影響調

　査報告書』188p．

茨城県桜村商工会（198ユ）；『実態調査からみた小

石井　守（ユ979）1『筑波研究学園都市における交

　通環境』筑波大学大学院環境科学研究科修士論文．

岡田毅彦（！988）：『筑波研究学園都市住民の東京

　への交通行動の実態』筑波大学社会工学類卒業論

　文．

窪田岳志（ユ986）：『筑波研究学園都市の区画整理

　民有地の駐車実態について』筑波大学社会工学類

　卒業論文．

工業技術院機械技術研究所（ユ980）：『筑波研究学

　園都の交通一実態調査ならびに代替案の検討一』

　工業技術院機械技術研究所，90p．

小島重次・土肥博至・若林時郎・志田隆秀・中田裕

　久（！978）：筑波大学における交通環境について

　（1）．筑波の環境研究，3，39－49．

佐藤憲一（1982）『道路交通シュミレーションー筑

　波研究学園都市東大通りの信号制御を対象として

一144一



　一』筑波大学杜会工学類卒業論文．

常陽産業開発センター（1986）：常磐自動車道の開

　通と地域・産業の変化．ニュー茨城，202，12－34．

土肥博至（ユ980）：筑波大学における交通流動の研

　究．筑波の環境研究，5C，77～79．

土肥博至・畑　龍徳・志田隆秀・中田裕久・高橋義

　英（1979）：筑波大学における交通環境ついて

　（3）．筑波の環境研究，4，3卜雀3．

土肥博至・若林時郎・志田隆秀・植松貞夫・畑　龍

　徳・中田裕久（1978）：筑波大学における交通環

　境について（2）．筑波の環境研究，3，50～57．

中尾誠司（1991）：『道路環境と交通行動に関する

　研究一筑波大生の通学行動を事例としてr筑波

　大学農林学類卒業論文．

日本住宅総合センター編（1986）：『筑波研究学園

　都市発達第二段階への展望調査n一東京と結ぶ高

　速鉄道への住宅需要の反応r62p．

益田　一（1983）：『筑波大学キャンパスの交通環

　境と自転車利用促進に関する研究』筑波大学社会

　工学類卒業論文、

宮本　洋・稲村　博（ユ983）：筑波研究学園郁市に

　おける交通事故．筑波の環境研究，7，45～50．

宮本　洋・稲村博・荒木　均・倉林るみい・田村

　毅・山登敬之・川崎秦・劉勢晴（ユ984）：筑

　波研究学園都市の中心部における交通事故の分

　析．筑波の環境研究，8，28～32．

観光。リクリェーション

荒木泰晴（1985）：「ディズニーランド」と「つく

　ば博」．地理，30－8，52～6L

池田　均（王983）：『筑波山における自然公園の利

　用実態に関する研究』筑波大学農林学類卒業論文．

大石三四郎・粂野　豊・松浦義行（1976）：コミュ

　ニティ・レクリエーションの杜会的研究（1）一

　約20年前の旧桜村における村民レクリエーション

　について一．筑波の環境研究，1，129－136．

学園都市の自然と親しむ会編（1988）：『つくば研

　究学園都市と自然一その歩みと明日への提言一』

　92p．

神戸　治（ユ983）：『公園内利用者の分布特性と分

　布予測に関する研究一洞峰公園を対象にr筑波

　大学大学院環境科学研究科修士論文．

下田平満（1991）：『自然公園の利用動態と公園整

　備のあり方一筑波山を事例にして一』筑波大学農

　林学類卒業論文．

高野節子（1984）：罫児童公園に関する基礎的研究

　一筑波研究学園都市を事例として一』筑波大学農

　林学類卒業論文．

筑波教育会（1919）：『筑波郡案内j494p．

西州春樹（ユ983）：『筑波研究学園都市における公

　園緑地の運営・維持・管理に関する研究』筑波大

　学大学院環境科学研究科修士論文．

橋口徳郎（！986）『筑波研究学園都市における屠住

　者の散策行動に関する研究』筑波大学社会工学類

　卒業論文．

堀口友一（1960）水郷と筑波山（巡検案内）．地理，

　5－8，　王28一一134p．

李基徹（1985）：『筑波研究学園都市の公園緑地

　における既存アカマッ林の自然的構成とレクリ

　エーション利用及び維持管理の総合的評価方式に

　関する倣究』筑波大学農学博士学位論文．

公共サービス

阿部美子（1983）：『都市計画の決定過程一筑波ヤ

　チ施設建設問題について一』筑波大学社会工学類

　卒業論文．

小口千明（1979）：釘筑波研究学園都市地域におけ

　る廃棄物の処分に関する研究』筑波大学大学院環

　境科学研究科修士論文、

小澤　純（1985）：ぎ児童の実態からみた児童館活

　動のあり方に関する研究一桜村立並木児童館の事

　例を中心に一望筑波大学人間学類卒業論文．

亀田満久（ヱ991）：『つくば市立図書館の利用状況

　と分館の規模算定に関する研究』筑波大学社会工

　学類卒業論文、

川端祥子（1991）：『都市公園における芝生地の利

　用と管理の実態に関する研究一筑波研究学園都市

　を事例として一』筑波大学環境科学研究科修士論

　文．

首都圏整備委員会事務局編（ユ972）：『筑波研究学

　園都市における中心市街地の管理運営に関する研

　究j124p．

常陽産業開発センター（1987）：『筑波・土浦地域

　及び周辺地域における住宅供給などに関する調

　査』常陽産業開発センター，251p．

常陽産業開発センター（1987）：『筑波・土浦地域

　及び周辺地域における住宅供給などに関する調査

　資料編』常陽産業開発センター，145p．

常陽産業開発センター（1989）：『筑波研究学園都

　市周辺住宅実態調査』常陽産業開発センター，

一145一



　107p．

徳留貫道（ユ982）：『住民意識からみた生活環境施

　設に関する一考察一筑波研究学園都市をケースと

　してr筑波大学社会工学類卒業論文．

西田秀司（1981）：『日常性スポーツレクリェーショ

　ン施設の利用動向と施設評価に関する研究一洞峰

　公園プールを対象としたケース・スタディー』筑

　波大学社会工学類卒業論文．

菱田次郎（1982）：『筑波研究学園都市住宅地の公

　園・歩行者専用遭路に関する研究』筑波大学社会

　工学類卒業論文．

古田　令（1991）：『つくば・土浦における一般廃

　棄物排出量の時系列分析』筑波大学社会工学類卒

　業論文．

三田浩司（1982）：『筑波研究学園都市における試

　験研究・教育機関の廃棄物』筑波大学大学院環境

　科学研究科修士論文．

政　治。社　会

芦沢秀幸（1982）：『研究学園都市6ケ町村の財政

　運営の間題点に関する考察』筑波大学社会工学類

　卒業論文．

茨城県研究学園都市プロジェクトチーム編（ユ973）

　　『筑波研究学園都市建設が地方財政に与える影

　響に関する調査報告書』143p．

内田正宏（1983）：す筑波研究学園都市合併問題に

　対する多目的意志決定分析』筑波大学大学院経

　営・政策研究科修士論文．

岡部信・広瀬・玉川（！991）：まちづくりと住環

　境の整備一土浦・つくば地域の現況と課題．

　ニュー茨城，23－2，！4～36I

尾本広子（1983）：㌘筑波研究学園都市の新住民意

　識一新住民の定着性は本当に低いのかr筑波大

　学杜会工学類卒業論文．

上笹　恒・菱山謙二（1985）：筑波研究学園都市住

　民の教育意識の特性について　筑波大学にみる精

　神障害とその診断一他大学との環境要因比較検討

　一．筑波の環境研究，9，1～10．一

上笹　恒・菱山謙二（1986）：筑波研究学園都市住

　民のコミュニティー意識とコミュニティー統合に

　関する考察．筑波の環境研究，10，19－2在．

川手昭二（1991）：土浦・つくば地域の宅地開発事

　業を考える．ニュー茨城，23－2，7．

北野礼次郎（1986）：『筑波研究学園都市の学校区

　について』筑波大学社会工学類卒業論文．

小林裕孝（！987）：『A貢Pの適用による筑波研究

　学園都市の行政形態に関する研究』筑波大学杜会

　工学類卒業論文．

佐々木　博（ユ982）：『筑波研究学園都市の社会地

　理学的分析』筑波大学人文地理学研究，6，2！3

　－236、

常陽産業開発センター編（1985）：『筑波研究学園

　都市の発展と茨城県経済の展望一とくに10年後の

　代替的シナリオー』232p．

鈴木啓司（ユ98ユ）『筑波研究学園都市におけるコミ

　ニュケーションとその形成のためのCATV導入

　に関する研究』筑波大学社会工学類卒業論文．

筑波研究学園都市関係町村合併の記録編集委員会

　（1989）：『つくば市誕生の記録』362p．

手嶋郁夫（1986）：『財政面からみた六カ町村合併

　に関する一考察』筑波大学社会工学類卒業論文．

中村健二（1988）：ポ筑波研究学園都市関係6カ町

　村の合併に伴う行財政分析』筑波大学社会工学類

　卒業論文．

日本住宅公団研究学園都市開発局編（！972）：『筑

　波研究学園都市開発にともなう地方財政に関する

　研究報告書』151p、

日本住宅公団宅地企画用地部（1977）：『筑波研究

　学園都市開発事業における用地取得等に関するま

　とめ』217p．

浜竹　学（198互）：『筑波研究学園都市における文

　教地区制度の適用について』筑波大学社会工学類

　卒業論文．

半沢徳明（王985）：『筑波研究学園都市における財

　政負担特別措置に関する一考察』筑波大学杜会工

　学類卒業論文．

菱山謙二・上笹　恒（1989）筑波研究学園都市住民

　のコミュニティー参加と環境評価．筑波の環境研

　究，12，33～92．

松本玲子（1981）：『谷田部町中心市街地における

　居住環境整備計画』筑波大学杜会工学類卒業論文．

丸山里香（ユ987）：『筑波研究学園都市における地

　域施設整備過程についての研究一地域施設整備と

　居住者意識の変遷を通して一』筑波大学社会工学

　類卒業論文．

村山寛保（1984）：『環境権の妥当な範囲を定める

　方法論の研究一一筑波研究学園都市のある松林の

　ケースー』筑波大学社会工学類卒業論文．

谷田部嘉一・（1980）：『人口急増自治体における公

　共施設水準と財政負担に関するシステム分析の試

　み一筑波研究学園都市・桜村の場合一』筑波大学

一146一



　大学院経営・政策研究科修士論文．

山崎　潤（ユ987）：『筑波研究学園都市における町

　村合併の動向と新市名の成立過程当筑波大学比較

　文化学類卒業論文．

知　覚・行　動

青木陽二・笹谷康之・下成一哉・橋口徳郎（1987）

　：筑波研究学園都市における景観評価と景観体験

　に関する研究．国立公害研究所研究報告，106，

　1－109．

秋山千秋（1982）：筑波研究学園都市居住者の緑地

　機能評価に関する研究．筑波大学社会工学類卒業

　論文．

石原陽一郎（1989）：薪筑波研究学園都市からみた

　筑波山の景観について』筑波大学社会工学類卒業

　論文．

板野利昭（1987）：『学生宿舎の構造と人間関係・

　環境評価・満足との関係3筑波大学人間学類卒業

　論文．

今井理恵（1987）：『筑波研究学園都市における主

　婦の生活行動一並木・上大角豆地区を事例として

　r筑波大学自然学類卒業論文．

岩城史憲（1982）：薪筑波研究学園都市の住民意識

　に関する研究2筑波大学社会工学類卒業論文．

遠藤恵子（1987）：『街路樹の景観評価に関する研

　究一筑波大学構内ループ道路の歩道空間について

　一j筑波大学杜会工学類卒業論文．

大沢隆夫（1983）：『筑波研究学園都市民有地居住

　者の生活と意識』筑波大学大学院環境科学研究科

　修士論文．

大村　健（1984）：『筑波大生の情報行動一都市空

　間とコミニュケーションの相関について一』筑波

　大学社会工学類卒業論文．

小口千明（1981）：廃棄物からみた地域住民の行動

　特性一廃棄物の地理学的研究序説一．史境，2，

　95～u1．

影本信明（1986）：『公園内空間利用と樹木の視覚

　効果について一洞峰公園利用実態調査一3筑波大

　学社会工学類卒業論文．

上笹　恒（1980）：筑波研究学園都市における居住

　環境と住民意識の研究．筑波の環境研究，5C，

　60－61．

上笹　恒・佐々木　博・菱山謙二・堀　洋道（ユ982）

　　筑波研究学園都市における居住環境と住民意識

　の研究（5）．筑波の環境研究，6，1～6．

上笹　恒・佐々木　博・堀　洋遭（！980）：筑波研

　究学園都市における居住環境の研究（4）．筑波

　の環境研究，58，32～47．

上笹　恒・菱山謙二（！983）：筑波研究学園都市住

　民のコミュニティー意識．筑波の環境研究，7，

　1－5．

上笹　恒・菱山謙二（1984）：筑波研究学園都市の

　都市化が住民意識に及ぼす効果の計量分析．筑波

　の環境研究，8，1～6．

上笹　恒・菱山謙二（1988）：筑波研究学園都市に

　おける住民意識構造の解析．筑波の環境研究，1l，

　33～42．

川島宏一（互984）：『認知度をもとにした空間構成

　に関する研究一筑波研究学園都市並木地区を対象

　に一』筑波大学大学院環境科学研究科修士論文．

神戸　治（1981）：『筑波研究学園都市内住宅地に

　おける子供の遊び場所に関する研究』筑波大学社

　会工学類卒業論文．

栗原嘉一郎・冨江伸治・植松貞夫・土肥博至・若林

　時男・高橋義英（1979）：筑波研究学園都市にお

　ける居住環境と生活の形成・発展に関する研究．

　筑波の環境研究，4，！4～27．

栗原嘉一郎・冨江伸治・植松貞夫・平根孝光（1982）

　：筑波研究学園都市における居住環境と生活の形

　成・発達に関する研究一公務員宿舎住者の生活と

　意識一．筑波の環境研究，6，32－49．

黒沼文利（1982）：『歩行者空間の景観イメージ構

　造一筑波大学中央ペデを事例として一』筑波大学

　社会工学類卒業論文．

桑原　盾（1989）：『筑波研究学園郁市における住

　民意識と居住環境評価2筑波大学大学院環境科学

　研究科修士論文．

桑原典之（1978）：『筑波研究学園都市における新

　旧住民の教育意識に関する研究一『意識』薪態度』

　の検討を中心にr筑波大学人間学類卒業論文．

小島重次・川手昭二・土肥博至・谷村秀彦・黒川

　洗・中田裕久（1980）：筑波研究学園都市におけ

　る研究者とその配偶者の生活行動に関する基礎的

　考察I筑波の環境研究，5B，59～82．

小島重次・菱山謙二（！980）：筑波研究学園都市の

　コミュニティ意識．筑波の環境研究，58，48～58．

今野美佳子（1984）：筑波大学における外部空間シ

　ンボル性に関する研究．筑波大学社会工学類卒業

　論文．

斉藤行弘（1983）：『筑波大生の間人主義・個人主

　義一その規範と状況におけるかい離一』筑波大学

一147一



　杜会工学類卒業論文、

佐々木博（1988）：筑波研究学園都市における住

　民意識の研究．筑波の環境研究，11，43－56．

佐々木博・上笹恒・井門富二夫・奥野隆史
　（1977）：筑波研究学園都市における居住環境と

　住民意識の研究．筑波の環境研究，2，6～7．

佐々木博・上笹恒・堀洋道（ユ978）：筑波学

　園都市における屠住環境と住民意識の研究．筑波

　の環境研究，3，ユ～ユ9．

佐々木博・上笹恒・堀洋道（1979）：筑波研

　究学園都市における居住環境と住民意識の研究

　（3）．筑波の環境研究，4，1～13．

笹谷康之（1980）：『筑波研究学園都市における景

　観の類型化と選好に関する研究』筑波大学自然学

　類卒業論文．

笹谷康之（1982）：『景観地域の区分と評価に関す

　る研究』筑波大学大学院環境科学研究科修士論文．

鈴木美智代（王984）：『筑波研究学園都市における

　住民の生活行動と歩行者専用道路の関係につい

　て3筑波大学農林学類卒業論文．

住本浩美（1984）：『住宅における日常安定性に関

　する調査研究一筑波研究学園都市公務員宿舎の場

　合r筑波大学社会工学類卒業論文．

平不二夫（！980）：筑波での生活意識と行動空間．

　建築雑誌，95，95～ユ16．

高田暁子（1986）：ζ留学生と地域住民との国際交

　流活動に関する一考察一筑波大学の留学生と地域

　の住民を事例に一』筑波大学人間学類卒業論文．

竹中佳寿恵（！983）：『筑波研究学園都市における

　緑地のイメージ分析と利用実態に関する研究』筑

　波大学農林学類卒業論文．

谷村秀彦（ユ980）：筑波研究学園都市における研究

　者とその配偶者の生活行動に関する基礎的考察．

　筑波の環境研究，5C，71－73．

丹野　勲（1983）：『ワークモチベーションの実証

　研究一土浦市・筑波研究学園都市従業員の場合

　r筑波大学大学院経営・政策研究科修士論文．

千葉　真（ユ982）：『竹園3丁目における住居探索

　行動研究』筑波大学社会工学類卒業論文．

塚本一也（199／）：『筑波研究学園都市が与えた影

　響に関する周辺開発地区住民の認識』筑波大学環

　境科学研究科修士論文．

土肥博至・若林時郎（ユ988）：筑波研究学園都市に

　おける住民の生活と意識の変容について；筑波研

　究学園都市の都市形成過程に関する研究2．都市

　計画論文集，23，337－342．

名取勝彦（1986）：訴筑波研究学園都市における研

　究者の居住タイプ日常行動・定住意識について』

　筑波大学社会工学類卒業論文．

橋本昌直（ユ983）：『筑波研究学園都市地域におけ

　る水空間の景観評価に関する研究』筑波大学社会

　工学類卒業論文、

橋本昌直（ユ985）：夢親水域における水空間の景観

　評価に関する研究一筑波研究学園都市地域の水空

　間特性一』筑波大学大学院環境科学研究科修士論

　文．

畠瀬和志（1991）：『住民の活動と都市の環境の関

　わりについて一学園都市を事例として一蟹筑波大

　学環境科学研究科修士論文．

菱山謙二（1980）：筑波研究学園都市住民のコミュ

　ニティ意識に関する研究．筑波の環境研究，5C，

　62～65．

藤井敬子（1991）：『つくば市中間部におけるこど

　もの遊びの好みに関する研究3筑波大学杜会工学

　類卒業論文．

細川宗治（1986）：『都市計画における象徴的空問

　の研究一ケース・スタディ：筑波研究学園都市

　一』筑波大学社会工学類卒業論文．

増成栄治（1985）：『筑波研究学園都市主要交差点

　の景観評価と認知に関する研究』筑波大学杜会工

　学類卒業論文．

松原達哉（1976）：筑波大学生の生活意識とイメー

　ジ調査．筑波の環境研究，1，103～ユ07．

松原達哉・相川高雄（1977）：筑波大学学生宿舎生

　活に関する生活意識．筑波の環境研究，2，28～

　40．

松原達哉・相川高雄（ユ979）：筑波大学生の意識の

　4年間の変化．筑波の環境研究，4，77～85．

松本玲子（1983）：翫筑波学園研究都市における主

　婦のレクリェーションの活動と住居満足度に関す

　る研究』筑波大学大学院環境科学研究科修士論文．

宮原弘匡（ユ985）：竈地理的認知に関する基礎的研

　究一筑波研究学園都市を事例として一』筑波大学

　大学院教育研究科修士論文．

矢澤容子（1983）：『伝統的環境維持システムの再

　評価に関する研究一茨城県新治郡桜村上境集落を

　事例に一3筑波大学大学院環境科学研究科修士論

　文．

吉田直子（1984）：『学習活動に於ける相互交流の

　有効性に関する一一考察一桜村住民の学習活動を事

　例にr筑波大学人間学類卒業論文．

和田雅之（ユ978）：『屠住地域周辺のメンタルマッ

一148一



　プの形成について一大学生を事例としてr筑波

大学自然学類卒業論文．

　　　　　　　歴史1文化。民俗

相沢一正（1969）：明治前期の豪農経営一青木家経

　営事例（筑波郡筑波町上菅問）一．茨城大学人文

　学部紀要（社会科学），3，49－80．

網野善彦（1966）：常陸国信太荘について一東寺領

　時代を中心に一．茨城県史研究，4，13－25．

網野善彦（1967）：常陸国南部惣地頭職の成立と展

　開．茨城県史研究，11，1～18．

石川輝之助（王964）：1日島名村を中心とする谷田部

　町の歴史と民俗．茨城の民俗，3，53～57．

井ノロ章次（ユ985）：薪筑波LL1麓の村』名著出版，

　182p．

江川文展（1976）：激派と民衆一元治元年筑波挙兵

　を中心として一．茨城県史研究，34，70～83．

江戸　勲（198！）：『新筑波歴史風土記一筑波の風

　土に潜む三十一の謎に遊ぶ』第一法規，469p．

大関久仁子（！989）：常州新治郡桜川流域における

　流作場新田検地，土浦市十博物館紀要，1，55～

　69．

大藤　修（1982）：関東農村の荒廃と尊徳仕法一谷

　田部藩仕法を事例に一．史料館研究紀要，14，91

　～220．

大穂町史編纂委員会（1988）：翫大穂の古文書　大

　穂町史編纂委員会収集資料目録』大穂町史編纂委

　員会，322p、

大穂町史編纂委員会編（1989）：『大穂1町史』445p．

小口千明（1985）：農業集落における精神的ムラ境

　の諸相，城西人文研究，12，37～51．

小野寺、淳（ヱ981）：伊勢参宮道中日記の分析一茨

　城県谷田部町大藤家文書を中心に一．東洋史論，

　2，工～8．

片山美香（1988）：『筑波研究学園都市の団地の主

　婦の生活に関する民俗学的研究』筑波大学比較文

　化学類卒業論文．

川本貴美代（1988）：薪近世後期、関東農村の荒廃

　期における人一動向について一常陸国仙台藩領筑

　波郡西高野村一』筑波大学人文学類昭和62年度卒

　業論文．

河原井七之助（ig01）：『茨城県案内』1983年復刻．

菊地利夫（1978）：常陸国河内金田・花室の条理的

　地割遺構の研究一その復原と行動歴史地理学的考

　察一．歴史人類，5，1～44．

木戸田四郎（王967）：維新期の豪農層．茨城県史研

　究，11，24～47．

串田全男（1978）：吐郷史資料考3上郷史資料考

　刊行会，330p．

郷　雲（1968）：『筑波山梅田開拓莚ぷユ60p．

河野辰男（ユ980）：『常陸国風土記の探究（中）望

　筑波書林，u7p．

河野辰男（！981）：惰陸国風土記の探究（下）』

　筑波書林，100p．

小室正紀（ヱ982）：幕末、一老農の税制分析一常陸

　国長嶋尉信の場合一．三田学会雑誌，75－3，243

　～263．

西海賢二（1975）：村落の形成と講集団一茨城県新

　治郡桜村大字松塚の大当講にみる一，茨城の民俗，

　14，36～49．

斎藤　茂（1978）：近世後期の質地と村落構造一土

　浦藩領筑波郡太田村を例に一．茨城県史研究，39，

　4ユ～54．

斉藤　司（ユ985）：文禄期「太閤検地」に関する一

　考察一文禄三年佐竹氏領検地を中心に一．関東近

　世史研究，19，ユ～11．

桜村（1968）：『明治大正時代の桜村』

桜村古文書研究会編（1983）：罫桜村古文書目録

　第ユ集』桜村教育委員会，13ユp．

桜村古文書研究会編（1984）：『桜村古文書目録

　第2集』桜村教育委員会，ユ52p．

桜村古文書研究会編（1985）：釘桜村古文書目録

　第3集』桜村教育委員会，1達ユp．

桜村古文書研究会編（1986）：『桜村古文書目録

　第4集3桜村教育委員会，ユ54p．

桜村古文書研究会編（1987）：『桜村古文書目録

　第5集3桜村教育委員会，207p．

桜村古文書研究会編（！988）：『旧桜村古文書目録』

　つくば市教育委員会，170p．

桜村史編さん委員会編（1982）：『桜村史；上巻』

　桜村教育委員会，256p．

桜村史編さん委員会編（1983）：罫桜村史；下巻』

　桜村教育委員会，366p．

桜村民俗編集委員会編（ユ985）：『桜村の民俗』桜

　村教育委員会，323p．

佐野春介（ユ980）：『大穂町の昔ばなし筑波書林，

　76p．

佐野春介（1980）：『桜村の昔ばなし』筑波書林，

　78p．

沢辺　進（1974）：『豊里町小史』矯書房，2ユ1p．

削11部達夫（！975）：常陸西部における分郷支配の

一ユ49一



　解体と村方騒動一明治二∵六年筑波郡百家村田畑

　押領出入を中心に一．立正大学文学部論叢，52，

　29～851

白川部達夫（1975）：幕末維新期の村方騒動と主導

　層一「小賢しき」者について一．茨城県の思想・

　文化の歴史的基盤，236～256．

白川部達夫（1976）：常陸国西部における世直し期

　の土地問題一筑波郡寺具村田畑押領騒動を中心に

　一．法政史論，3，20～45．

自」■1部達夫（1977）：享保期における村落共同体と

　祭祠問題．立正史学，43，45～62．

白」l1部達夫（1980）：幕末維新期の村方騒動と諸階

　層の動向一常陸西部を中心に一．信濃，32－2，

　88～106．

添野好（ユ981）：豊里町木俣の村落と赤祇さま、

　茨城の民俗，20，138～14互．

武井達夫（1979）：土浦藩領下農村の夫役負担．近

　世史研究，12，72－76．

田村竹男（！967）：谷田部地方の遣祖神．茨城の民

　俗，5，18～22．

田村竹男（！969）：常総の和時計．茨城県史研究，

　13，　41～44．

千々和　到ほか（1984）：茨城県南部の中世金石文

　資料、茨城県史研究，52，59－77．

千葉徳爾（1976）：民俗環境の変化（1）一主とし

　て生産慣行について一．筑波の環境研究，1，79

　～87．

千葉徳爾（1977）：民俗環境の変化一主として人生

　儀礼について一、筑波の環境研究，2，1～5．

千葉徳爾（1978）：民俗環境の変化（3）．筑波の

　環境研究，3，35－38．

筑波古代地域史研究グループ編（ユ982）；慨波古

　代地域史の研究』！23p．

つくば市教育委員会（1989）：『大穂の文化財』

筑波大学民俗学研究会編（1975）：『筑波研究学園

　都市　妻木（さいき）の民俗〔1〕　茨城県新治

　郡桜村270p．

筑波大学民俗学研究会編（1977）：翫筑波研究学園

　都市　妻木（さいき）の民俗〔2〕　茨城県新治

　郡桜村』74p．

筑波大学みんぞく研究会編（1978）　『筑波研究学

　園都市　猿壁（さっかべ）の民俗　茨城県筑波郡

　大穂町要』81p．

筑波大学みんぞく研究会編（1980）　『筑波研究学

　園都市　玉取（たまとり）の民俗　茨城県筑波郡

大穂町玉取』筑波大学民俗学研究室，107p．

筑波大学みんぞく研究会編（1984）：『筑波研究学

　園都市　柴崎の民俗』筑波大学民俗学研究室，

　94p．

筑波町（！975）：『筑波町明治大正昭和百年のあゆ

　み342p．

筑波町史編纂委員会編（1983）：『筑波町石造物資

　料集　上巻2筑波町史編纂委員会，275p．

筑波町史編纂委員会（1985）：『筑波町史史料集』

　筑波町史編纂委員会，241p．

筑波町史編纂委員会（1987）：『筑波町石造物資料

　集下巻週筑波町史編纂委員会，213p．

筑波ライオンズクラブ編（1974）：『筑波町の遺跡

　と文化財』70p．

遠山都一（1973）：筑波山信仰について．茨城の民

　イ谷，12，33～41．

遠山都一（1976）：筑波大当講の頭屋．茨城の民俗，

　15，　91～92．

遠山都一（1977）：筑波町臼井のおかがり．茨城の

　民俗，16，100－10！．

徳原敬一（1981）：筑南地方に残る野の仏など．茨

　城の民俗，20，20～36．

徳原聡行（1981）：筑南地方に残る野の仏など．茨

　城の民俗，20，30～36．

仲瀬恵子（1989）：『絵馬にあらわれた庶民の祈願

　一筑波山神杜を中心に一』筑波大学比較文化学類

　卒業論文．

仲田安夫（1984）：筑波町泉地方の成長祈願．茨城

　の民俗，23，110～112．

仲田安夫（1985）：『筑波町の昔話』（全2巻）

中村ときを（1974）：薪筑波風土記』嵜書房，316p．

中村雄一（1970）：一の矢八坂神杜のにんにく祭り

　について．茨城の民俗，9，1ヱトヱヱ2．

西村浩一（1980）：筑波町の民俗．茨城の民俗，19，

　92～96．

塙泉嶺（1925）：『新治郡郷土史』1979年復刻，

　賢美閣，108p、

塙　泉嶺（1926）：『筑波郡郷土史』1979年復刻，

　賢美閣，576p．

松尾公就（1979）：享保改革末期の年貢増徴政策一

　常陸国桜川流域における流作場新田検地を中心に

　一．近世史研究，12，55～71．

松崎利雄（1967）：茨城の算学．茨城県史研究，8，

　44～5！．

宮本宣一（1968）：『筑波歴史散歩ぶ302p．

谷田部町教育委員会編（1975）：『谷田部町の歴史』

　谷田部町教育委員会，222p．

一150一



谷田部町教育委員会編（ユ983）：「大藤家文書目録」

　谷田部町教育委員会，王03p．

山田哲好（1978）：常陸国における太閤検地の実態．

　史料研究紀要，15，51～84．

山田哲好（1978）：常陸国における太閤検地の施行

　過程．立正史学，43，63～72．

山本幸俊（1978）：貞享・元禄期の家族形態の変化

　と水呑の形成一筑波郡山口・小田西町を中心に

　一．立正史学，43，73－98．

立正大学古文書研究会（1975）：『旗本家政の展開

　と割元一旗本井上氏の事例一350p．

立正大学古文書研究会（1979）：幕末における豪農

　経営の展開一常陸国新治郡中根村本橋家の事例

　一．近世史研究，12，1～31．

立正大学古文書研究会（1979）：『近世村落と「組」

　組織一土浦藩領大形村の事例を中心に一』83p．

立正大学古文書研究会（1980）：『新田村落と組一

　下総国相馬郡川崎村の事例r88p．

立正大学古文書研究会編（1974）：ガ常陽の村落史

　料目録No．9　一常陸国新治郡下田中村一稲葉信

　一家文書』64p．

立正大学古文書研究会編（1975）：『常陽の村落史

　料目録No．11一常陸国筑波郡山口村諸家文書

　一』76p．

立正大学古文書研究会編（王978）：『常陽の村落史

　料目録No．至4　一常陸国新治郡申根村　本橋こと

　家文書一』96p．

立正大学古文書研究会編（至978）：『常陽の村落史

　料目録No．至5一常陸国新治郡中根村平島清家

　文書一』46p．

立正大学古文書研究会編（1979）：『常陽の村落史

　料目録No．16一常陸国筑波郡大形村諸家文書

　一』91p．

立正大学古文書研究会編（1980）：薪常陽の村落史

　料目録No．17　一常陸国筑波郡上菅間村　坂寄武

　夫家文書一』王60p．

立正大学古文書研究会編（1985）：『常陽の村落史

　料目録No．23　一常陸国新治郡古来村　藤沢光家

　文書一　上巻291p．

立正大学古文書研究会編（ユ985）：『常陽の村落史

　料目録No．24一常陸国新治郡古来村藤沢光家

　文書一　下巻』129p．

そ　の　他

新井田雅之（！991）：『つくば市における社宅・寮

　の立地要因に関する研究』筑波大学社会工学類卒

　業論文．

荒川千恵子（！987）：筑波研究学園都市および周辺

　地域における民営賃貸住宅の需要と供給一「民貸

　制度」適用住宅について一，茨城大学教育学部紀

　要（人文・社会科学・芸術），36，33－46．

加納克己・マリア，サンタマリア・渡邊祐子・山口

　誠哉（1988）：死亡統計からみた筑波研究学園都

　市の特徴．筑波の環境研究，11，57～62．

加納克己・マリア，サンタマリア・渡邊祐子・笠木

　公一・山口誠哉（1989）：クラスター分析による

　筑波研究学園都市の特徴一健康指標による分析

　一．筑波の環境研究，12，23～32．

桐井修司（！991）：罫つくば市のコンテクストを探

　る』筑波大学社会工学類卒業論文．

河本哲三（ユ986）：つくばドリームー研究と技術の

　周辺一．ニュー茨城，206，38～39

河本哲三（1987）：筑波に行け、世界に翔べ、ニュー

　茨城，208，44～45．

先端産業研究会編（1985）：『筑波のモンスター』

　エムジー，224p．

土肥博至（1988）：筑波大学のキャンパス設計．大

　学研究，3，51～59．

（筑波大学地球科学系人文地理学研究グループ）

一151一


