総目次 2008
作品
［専用住宅］

桜上水の住宅……………………………………… 大堀伸／ジェネラルデザイン

05-100

カヒナ………………………………………………… 城戸崎和佐建築設計事務所

05-106

トウキョウゲストハウス……………………………………………………………

「鉃」の家 …………………………………………… 隈研吾建築都市設計事務所

01-036

…………………………… 木下昌大建築設計事務所 佐久間悠建築設計事務所

05-112

………………………………………… 有馬裕之＋ Urban Fourth

01-050

深見の住宅…………………………………………………… ワークステーション

05-118

……………………………………………… 山口誠建築設計事務所

01-062

room ／ set …………………………………………………… 五十嵐淳建築設計

05-128

西荻の大和葺き …………………………………………… 藤木隆男建築研究所

01-074

ES house-01 ……………………………………………矢田朝士／ ATELIER-ASH

05-129

……………………………………… 窪田勝文／窪田建築アトリエ

01-088

北本の家…………………………………… 増田啓介＋増田良子／増田アトリエ

05-130

谷間の日時計の家 ………………………………………… 古谷誠章＋ NASCA

01-100

コトバノイエ…………………………………………… 矢部達也建築設計事務所

05-131

……………… 椎名英三建築設計事務所＋梅沢建築構造研究所

01-109

CENTER COURT HOUSE ……………………… 小川晋一都市建築設計事務所

05-133

………………………………………………… 石上申八郎

01-126

M HOUSE …………………… 水谷壮市 原田周子／水谷壮市デザイン事務所

05-136

…………………………………… 新関謙一郎／ NIIZEKI STUDIO

01-140

北茨城の平屋…………………………… 納谷学＋納谷新／納谷建築設計事務所

05-137

………………………………………… 中村好文＋新貝孝之

01-150

OS …………………………………………渡辺真理＋木下庸子／設計組織 ADH

05-138

「ハンカイ」ハウス ……………………… 宮本佳明／宮本佳明建築設計事務所

02-026

Float House ……………………………………… 木村博昭＋ Ks ARCHITECTS

05-139

さやどう………………………………………………………… 中村勇大アトリエ

02-038

田口の家………………………………………………………… 向山徹建築設計室

05-142

甲府の家 <radiate>

……… アーキテクトカフェ・田井幹夫建築設計事務所

02-058

湯河原の家………………………………………………………… 岸本和彦／ acaa

05-144

……………………… 竹口健太郎＋山本麻子／アルファヴィル

02-068

BOZ………………………………………………… 彦根明／彦根建築設計事務所

05-144

名古屋・守山の家 ………………………………吉井歳晴／ WIZ ARCHITECTS

02-074

名古屋・守山の家…………………………………吉井歳晴／ WIZ ARCHITECTS

05-145

積層の景色

………………… 松野勉・相澤久美／ライフアンドシェルター社

02-100

大網白里町の家…………… 田中哲／ AIR アーキテクツ建築事務所，名和研二

05-146

…… 上田知正＋中川陽子／オクトーバー 名和研二／なわけんジム

02-108

Stone Renaissance …………………………………… 海野健三／海建築家工房

05-146

北方町の住宅 ……………………………………………………… 宇野享／ CAn

02-114

二層の平屋…………………………………………MTA ／高橋真建築設計事務所

05-147

空の家 ………………… 柏木学＋柏木穂波／カシワギ・スイ・アソシエイツ

02-120

青葉台の家……………………………………………… 堀部安嗣建築設計事務所

06-020

…………………………………… 今永和利／今永環境計画

02-126

Stump House ……………………………… 石原健也／デネフェス計画研究所

06-042

版築のある家 …………………… 金子智子建築設計室／金子智子＋寺坂久美

02-140

Parabola 放物線の家 …………………………… 山下保博／アトリエ・天工人

06-050

………………………………………… 小野里信建築設計アトリエ

02-146

ナチュラルスプリット………………………………………………………………

YJ ………………………………………………………… 山縣洋建築設計事務所

03-056

……………………… 遠藤政樹／ EDH 遠藤設計室 名和研二／なわけんジム

06-058

AO ハウス ………………………………… 石田敏明＋石田敏明建築設計事務所

06-106

ICH ハウス ………………………………… 石田敏明＋石田敏明建築設計事務所

06-112

T-FLAT………………………………………………… 長谷川逸子・建築計画工房

06-120

G

diagonal

狛江の住宅
F-HOUSE
IRONHOUSE

Villa…のようなもの
千駄木の家

Hina Kana House

Hall House 1

SKEW

Rainbow House
UN-house

森の共生住宅…………………………………………………………………………
……… 直井克敏＋直井徳子／直井建築設計事務所 名和研二／なわけんジム

03-066

大網白里町の家………………………………………………………………………
田中哲／ AIR アーキテクツ建築事務所 名和研二／なわけんジム

03-072

緑山の家…………………………………………………… 栗原隆建築設計事務所

06-126

筒の家…………………………………………………… 岩堀未来建築設計事務所

03-084

南庭の家…………………………………………………………………… 杉山圭一

06-142

舞浜の住宅……………………………………………… 有田佳生建築設計事務所

03-092

柱と床…………………………………… 福島加津也＋冨永祥子建築設計事務所

07-014

哲学堂の家…………………………………………… 上原和／上原和建築研究所

03-098

牛窓のアトリエ………………………………………………………………………

北本の家…………………………………… 増田啓介＋増田良子／増田アトリエ

03-134

……………手塚貴晴＋手塚由比／手塚建築研究所 大野博史／オーノ JAPAN

07-026

閑寛居………………………………………………………………………… 出江寛

03-143

品川の家………………………………………………………… 堀直樹 安田朋子

07-036

ウロコヤ……………………………………………… 長岡勉＋田中正洋／ point

03-148

麻生区の家…… 浅利幸男／ラブアーキテクチャー 名和研二／なわけんジム

07-046

Villa K ……………………… ピーター・ボロンスキー／アトリエボロンスキー

03-152

ABD …………………………………………… 新関謙一郎／ NIIZEKI STUDIO

07-056

COLOR LAYERED HOUSE ………………………… オンデザインパートナーズ

03-158

Cleaving CLIFF ……………………… 西澤高男＋ビルディングランドスケープ

07-064

36M HOUSE ……………………………………… 小川晋一都市建築設計事務所

04-018

AB-HOUSE ……………………………………… 窪田勝文／窪田建築アトリエ

07-076

太陽の家…………………………… 三分一博志建築設計事務所 協力：牛込昇

04-040

鎌倉の家…………………………………………………… 千葉学建築計画事務所

07-084

桜が丘の家………………………………………………… 林順孝建築設計事務所

04-052

止静と家…………………………………………………… 中名太郎／ +0 atelier

07-092

弦巻の住宅………………………………………………… 高橋堅建築設計事務所

04-062

K-HOUSE ………………………… 田島芳竹＋田島佳苗／田島建築設計事務所

07-099

成城の家…………………………………………… 本間至／ブライシュティフト

04-080

赤の家……………………………………… 松下希和／ KMKa 一級建築士事務所

07-111

港北区 T 邸 ……………… 中辻正明＋中辻雅江／中辻正明・都市建築研究室

04-098

三原の家…………………………………… 藤本寿徳／藤本寿徳建築設計事務所

07-118

トリプルリビング……………………………………… 山本学／アトリエ ガク

04-104

G-house ………………………………… 安藤毅／エアスケープ建築設計事務所

07-124

COURT HOUSE ………………………… 土井一秀／土井一秀建築設計事務所

07-132

京都型住宅モデル 京都まちなかこだわり住宅 …………………………………
…………………………………………………… 魚谷繁礼

正岡みわ子 池井健

04-110

一宮邸……………………………………………………… 陶器二三雄建築研究所

08-012

博多の家………………………………… 岸和郎＋ K.ASSOCIATES ／ Architects

05-014

厚木の住宅……………………………………………… 川辺直哉建築設計事務所

08-024

cellular ………………………………………… 安田幸一研究室＋安田アトリエ

05-028

土の質量 ─ UN SUI ─ ……………………………………… 前田紀貞アトリエ

08-040

中原の家……………………… 横田典雄＋川村紀子／ CASE DESIGN STUDIO

05-042

西荻の家……………………… アーキテクトカフェ・田井幹夫建築設計事務所

08-054

House in HIRATSUKA ……………………………………… 布施茂／ fuse-atelier

05-050

隙屋………………………………………………… ナウハウス一級建築士事務所

08-063

大竹の家……… 谷尻誠／ suppose design office

大野博史／オーノ JAPAN

05-058

白いてんとう虫 ガラスブロックシリーズ No.3 山下保博／アトリエ・天工人

08-072

呉の家…………………………………………………………… 向山徹建築設計室

05-088

松原の住宅……………………………………………… 小谷研一建築設計事務所

08-082

豊川の家………………………………………………… 彦坂昌宏建築設計事務所

05-094

MATSUBARA …………………………… 伊藤博之建築設計事務所＋ O.F.D.A

08-090

140 │12

回廊のある家………………………………………………… 奥野公章建築設計室

08-116

回廊の家…………………… 手塚貴晴＋手塚由比／手塚建築研究所，大野博史

05-132

ピアノハウス……………………… 駒田剛司＋駒田由香／駒田建築設計事務所

08-124

小川町の家………………………………………… 水澤工務店一級建築士事務所

05-142

露地の家……………………………………………… 前田光一／包建築設計工房

08-130

ガジュマルハウス 種子島の家 ……………………………………… 八板晋太郎

06-134

川口の金子邸………………………………………………… 吉田研介建築設計室

08-136

金属の質量 ─ MACHINE HEAD ─ ………………………… 前田紀貞アトリエ

08-032

A-house ……………………………………………… 福山博之／福山建築事務所

09-012

鎌倉のスタジオ付住居…………………… 北山恒＋ architecture WORKSHOP

11-020

SOIHOUSE ……… 遠藤治郎／ New-guesthouse ＋我伊野威之／ G.DeSIGN

09-024

生島文庫…………………………………………………………… アトリエ・ワン

11-046

立川の家…………………………………………………………… 伊藤寛アトリエ

09-038

鹿ヶ谷の住宅……………………………………………… 金 澤富／ IAT STUDIO

11-056

いわきの家………………………………………………………… 伊藤寛アトリエ

09-046

HK.House …………………………………………………………… 道上壯／ VuA

11-064

小日向の家……………………………………………… 早草睦惠／セルスペース

09-052

縦回廊の家………………………………………… 内海智行／ milligram studio

11-105

乗鞍の家………………………………………………… 竹原義二／無有建築工房

09-060

trifurcation ………桑原茂／桑原茂建築設計事務所 大野博史／オーノ JAPAN

11-120

農の舎 Agricultural Barn ……………………………………… 五十嵐淳建築設計

09-072

アトリウムハウス………………………… 中村勝己／中村勝己建築設計事務所

09-090

タガイ / チガイ ……………………………… 山岸綾／サイクル・アーキテクツ

09-098

壇の家 ………………………………………………… 武井誠＋鍋島千恵／ TNA

01-160

格子の家………………………………………… 富永哲史／富永哲史建築設計室

09-104

Fuji View House ………………………………………… 横河健／横河設計工房

04-028

OUCHI ………………………………………… 石川淳／石川淳建築設計事務所

09-112

三笠の山荘…………………………………………………………… 益子アトリエ

05-078

変形地・OFFSET ……………………………… 奥村和幸／奥村和幸建築設計室

09-118

俯仰の切妻……………………………………………内海智行／ milligram studio

05-134

スウェー・ハウス………………………………………………… アトリエ・ワン

10-012

森の家……………………………… 駒田剛司＋駒田由香／駒田建築設計事務所

05-135

柏の住宅…………………………… 末廣香織＋末廣宣子／ NKS アーキテクツ

10-022

森泉山麓の家……………………………… 甲村健一／ KEN 一級建築士事務所

05-136

S&S HOUSE ………………………………… 塚田眞樹子／塚田眞樹子建築設計

10-032

多重の景色……… 松野勉・相澤久美／ライフアンドシェルター社，池田昌弘

05-140

DOUBLE CUBE…… 大河内学＋郷田桃代／インタースペース・アーキテクツ

10-042

残された景色…… 松野勉・相澤久美／ライフアンドシェルター社，池田昌弘

05-141

YY ………………………………………………… 彦根明／彦根建築設計事務所

10-048

但東町の賤ヶ屋…………………… 岸下真理＋岸下和代／ Atelier KISHISHITA

05-142

Ｙの家………………… 広谷純弘＋石田有作／アーキヴィジョン広谷スタジオ

10-054

那須の週末住宅………………………………………………… 野沢正光建築工房

05-143

桜新町・緑庭の平屋………………………………………… 村田靖夫建築研究室

10-060

シックイの家…………………………………………… 武井誠＋鍋島千恵／ TNA

06-034

箱の家 124［佐藤邸］ …………………………………… 難波和彦＋界工作舎

10-070

Belvedere「遠望の週末住宅」
………………………内海智行／ milligram studio

10-110

箱の家 128［濱本邸］ …………………………………… 難波和彦＋界工作舎

10-078

SHELL ………………………………………… 井手孝太郎／アールテクニック

10-118

デンカノイエ…………………………………………… 小泉雅生／小泉アトリエ

10-084

目神山の家 22 ……………………………………………………………… 石井修

12-083

Energy Penthouse ………………………………… 三分一博志建築設計事務所

10-092

me house ………………………………………………… 若松均建築設計事務所

10-102

雨晴れの住処…… 原田真宏＋原田麻魚／マウントフジアーキテクツスタジオ

11-030

小日向の仕事場……………………………………… 若原一貴／若原アトリエ

11-070

KONDO HOUSE …………………………… 塚田眞樹子／塚田眞樹子建築設計

11-078

［解説］

港北の住宅………………………… 鈴野浩一＋禿真哉／トラフ建築設計事務所

11-088

「ハンカイ」ハウス：5 つのフェイズ

……………………………… 宮本佳明

02-034

SWING ………………………………………………… 米田明／アーキテクトン

11-096

古いモノと新しいモノ̶̶新たな耐震補強の手法…………………… 陶器浩一

02-037

大磯の住宅………………………………………………………………… 佐藤重徳

11-114

不在の中心を求めて……………………………………………………… 田井幹夫

02-066

而邸……………………………………………………………… 泉幸甫建築研究所

12-016

在来木造の空間構成力 ………………………………………………… 田口雅一

02-081

中野の家………………………………………… 新関謙一郎／ NIIZEKI STUDIO

12-028

分離と連結のトライアル̶̶＜通り抜け＞の 1 枚のドア …………… 原広司

03-054

杉シェルター……………………………………… 須永豪・サバイバルデザイン

12-038

欲深き沈黙…………………………………………………………………… 出江寛

03-147

HOUSE TWISTED ………………… 竹口健太郎＋山本麻子／アルファヴィル

12-046

建築は船のように…………………………………………………………… 横河健

04-037

練馬の家………………………………………………………… 増田実建築研究所

12-054

円環するパースペクティブ………………………………………………… 高橋堅

04-071

代々木西原の家……………… アーキテクトカフェ・田井幹夫建築設計事務所

12-060

ふたたび，都市型住宅へ…………………………………………………… 岸和郎

05-022

Courts House ………………………………… 奥村和幸／奥村和幸建築設計室

12-068

ルーズに組み立てること………………………………………………… 遠藤政樹

06-066

目神山の家 21 ……………………………………………………………… 石井修

12-076

東京の第四世代の住宅…………………………………………………… 塚本由晴

10-020

KM ……………………… 川人洋志／川人建築設計事務所＋ WANDERARCHI

12-094

世田谷 S ……………………………………………… 都留理子建築設計スタジオ

12-098

J house ………………………………………… 市井洋右建築研究所＋柳原照弘

12-110

重ね合わせのプロセス………………………………………… 諏訪敦彦╳西田司

03-164

ロングトールハウス…………………… 香川貴範＋伊藤立平／ SPACESPACE

12-116

地球のディテールをつくる…………………………………………… 三分一博志

04-050

………………………………………… 関本竜太／リオタデザイン

01-170

……………………………………………… 荒谷省午建築研究所

02-048

特集・連載・記事

［併用住宅］
OPENFLAT
TRAPEZOID

［別荘・週末住宅］

［共同住宅］
高井戸の家 Abel ………………………………… 谷内田章夫／ワークショップ

09-082

［対談・インタビュー］

……………………………………… 水澤工務店一級建築士事務所

02-132

● 1 月号総特集：図面を読む

01-030

夢舞台アネックス・紅傳工房………… 原広司＋アトリエ・ファイ建築研究所

03-042

総特集対談：一本の線に込められたもの ………………… 安田幸一╳久野紀光

01-031

仲條邸……………………………………………… 仲條雪＋横関和也／ジャムズ

04-090

K 邸 ……………………………………………………… 中原祐二建築設計事務所

04-116

小川町の家

「鉃」の家

………………………………………… 隈研吾建築都市設計事務所

01-036

解説：
「鉃」の家 図面を読む …………………… 隈研吾建築都市設計事務所

01-044

12│141

…………………………………… 隈研吾╳廣瀬通孝

01-047

● 5 月号特集：平屋の理由 ………………………………………………………

05-125

………………………………………… 有馬裕之＋ Urban Fourth

01-050

論文：住宅タイポロジーの功罪 平屋と床積層の形式を巡って …… 奥山信一

05-126

diagonal 図面を読む …………………… 有馬裕之＋ Urban Fourth

01-056

○特集作品

対談：「鉃」をめぐる家
G

diagonal

解説：G

セブラルカット／ロングショット

…………………………………… 有馬裕之

01-060

room ／ set …………………………………………………… 五十嵐淳建築設計

05-128

……………………………………………… 山口誠建築設計事務所

01-062

ES house-01 ……………………………………………矢田朝士／ ATELIER-ASH

05-129

解説：狛江の住宅 図面を読む…………………………………………… 山口誠

01-070

北本の家…………………………………… 増田啓介＋増田良子／増田アトリエ

05-130

西荻の大和葺き …………………………………………… 藤木隆男建築研究所

01-074

コトバノイエ…………………………………………… 矢部達也建築設計事務所

05-131

解説：西荻の大和葺き

図面を読む…………………………………… 藤木隆男

01-082

回廊の家…………………… 手塚貴晴＋手塚由比／手塚建築研究所，大野博史

05-132

……………………………………… 窪田勝文／窪田建築アトリエ

01-088

CENTER COURT HOUSE ……………………… 小川晋一都市建築設計事務所

05-133

解説：F-HOUSE 図面を読む ………………………………………… 窪田勝文

01-094

俯仰の切妻……………………………………………内海智行／ milligram studio

05-134

谷間の日時計の家 ………………………………………… 古谷誠章＋ NASCA

01-100

森の家……………………………… 駒田剛司＋駒田由香／駒田建築設計事務所

05-135

解説：谷間の日時計の家 図面を読む………………………………… 古谷誠章

01-106

M HOUSE …………………… 水谷壮市

原田周子／水谷壮市デザイン事務所

05-136

……………… 椎名英三建築設計事務所＋梅沢建築構造研究所

01-109

森泉山麓の家……………………………… 甲村健一／ KEN 一級建築士事務所

05-136

01-118

北茨城の平屋…………………………… 納谷学＋納谷新／納谷建築設計事務所

05-137

対談：建築となる鉄 ……………………………………… 椎名英三╳梅沢良三

01-122

OS …………………………………………渡辺真理＋木下庸子／設計組織 ADH

05-138

………………………………………………… 石上申八郎

01-126

Float House ……………………………………… 木村博昭＋ Ks ARCHITECTS

05-139

図面を読む …………………………… 石上申八郎

01-133

多重の景色……… 松野勉・相澤久美／ライフアンドシェルター社，池田昌弘

05-140

…………………………………… 新関謙一郎／ NIIZEKI STUDIO

01-140

残された景色…… 松野勉・相澤久美／ライフアンドシェルター社，池田昌弘

05-141

解説：千駄木の家 図面を読む……………………………………… 新関謙一郎

01-146

但東町の賤ヶ屋…………………… 岸下真理＋岸下和代／ Atelier KISHISHITA

05-142

狛江の住宅

F-HOUSE

IRONHOUSE

解説：IRONHOUSE 図面を読む
Villa…のようなもの

解説：Villa…のようなもの
千駄木の家

椎名英三

………………………………………… 中村好文＋新貝孝之

01-150

田口の家………………………………………………………… 向山徹建築設計室

05-142

解説：Hina Kana House 図面を読む ………………………………… 中村好文

01-154

小川町の家………………………………………… 水澤工務店一級建築士事務所

05-142

壇の家 ………………………………………………… 武井誠＋鍋島千恵／ TNA

01-160

那須の週末住宅………………………………………………… 野沢正光建築工房

05-143

解説：壇の家 図面を読む…………………………………… 武井誠＋鍋島千恵

01-166

湯河原の家………………………………………………………… 岸本和彦／ acaa

05-144

………………………………………… 関本竜太／リオタデザイン

01-170

BOZ………………………………………………… 彦根明／彦根建築設計事務所

05-144

解説：OPENFLAT 図面を読む………………………………………… 関本竜太

01-174

名古屋・守山の家…………………………………吉井歳晴／ WIZ ARCHITECTS

05-145

大網白里町の家…………… 田中哲／ AIR アーキテクツ建築事務所，名和研二

05-146

Hina Kana House

OPENFLAT

● 2 月号特集：環境からの視線

…………………………… 監修：野城智也

02-085

Stone Renaissance …………………………………… 海野健三／海建築家工房

05-146

木材の循環利用を考える ……………………………………………… 中島史郎

02-086

二層の平屋…………………………………………MTA ／高橋真建築設計事務所

05-147

住宅に求められる「RE ＊ GREEN」の思想

………………………… 赤池学

02-088

呼吸空気と殺虫剤 ……………………………………………………… 加藤信介

02-090

● 6 月号特集：キッチン・水回り SELECTION 2008 …………………………

06-067

ユビキタス・コンピューティング

現実世界とデジタル仮想世界を接合する

技術…………………………………………………………………………… 越塚登
● 3 月号特集：多層化する空間へのアプローチ デザインの対象 1 …………
特集対談：クロス・ディシプリン

○特集記事
02-092
03-105

アートとデザインから空間を発想する…

………………………………………………………………… 原研哉╳長谷川祐子

東京町家 9 坪の家 東京町家 あずきハウス ……………

……………………………………………………………… 伊礼智／伊礼智設計室

06-068

AEG-Electrolux kitchen デザインコンテスト受賞 窪田勝文 ………… 編集部

06-074

オールチタンによるリビングキッチン WHITE …………………………………
3

03-106

特集鼎談：新たな空間のつくり手像 クロスするデザイン領域の中で………
…………………………………………………… 伊東豊雄╳安東陽子╳中山英之

小さな台所の活気

………………………………………………… 白井亮／アトリエアーキクラフト

06-077

プロ仕様を家庭で 「業務用調理機器」を家庭に導入する際の注意 …………
……………………………………………………………………………… タニコー

06-080

○特集作品

オーダーキッチンのすすめ…………………………… 和田浩一／ STUDIO KAZ

06-082

アルティ／ビューローシリーズ ビューロー／センターテーブル ビューロ

次世代キッチンを考える アイランドキッチンの次にくるもの………………

ー／チェア

Mid と Fit ………………………………………………… 藤森泰司

03-130

03-114

多摩美術大学図書館（八王子キャンパス）
，白い教会，福島エコムスパビリ
オン，SUS 福島工場社員寮，2004 ／カーテンほか ……………… 安東陽子

…………………………………… 黒田秀雄／黒田秀雄キッチンシステム研究所

06-086

水回り空間の現在 YAH Moderna ML SN NT TO ……………………
03-118

カレイドスコープ展 白い教会／リング用スポットライト，バージンロード

……………………………………………………………木下庸子／設計組織 ADH

06-096

バスライフの未来像 意識調査から見るバスライフのゆくえ…………………

用ダウンライト……………………………………………………………… 岡安泉

03-122

…………………………………………………………… 東京ガス都市生活研究所

06-100

くらしとあかり展̶̶留守番する光…………………… トラフ建築設計事務所

03-124

システムキッチンのつくりかた 「キッチンハウス」を訪ねて ……… 丸山弾

06-072

イヌイス…………………………………………………………… アトリエ・ワン

03-126

○ Case Study 5 題

ヘチマ……………………………………………………………………… 中村竜治

03-128

勝山の家│庭と一体化した調理スペース…………… 坂本昭／設計工房 CASA

06-090

HOUSE-SAKT │キッチンにつづくワークコーナー ……………………………
● 4 月号特集：住宅から突破する デザインの対象 2 …………………………

04-123

インタビュー : 豊かさの再構築 銀河のように輝く「個」の突破力 …………
……………………………………………………………… 小林康夫╳橋本憲一郎

04-124

○特集作品

…………………………………… 石原健也＋中野正也／デネフェス計画研究所

06-092

小鉄 [Kotetsu] │鉄板トップの極小キッチン …………… 川口通正建築研究所

06-094

谷間の日時計の家│フルハイトのガラスで開かれたバスルーム………………
………………………………………………………………… 古谷誠章＋ NASCA

長谷川豪 狛江の住宅

解題：住宅から都市を変えようとする意志…………

…………………………………………………………………………… 橋本憲一郎

06-102

壇の家│別荘らしくサンルームに設けられたジャグジー………………………
04-128

…………………………………………………………… 武井誠＋鍋島千恵／ TNA

06-104
07-012

藤本壮介 “house before house” SUMIKA Project by Tokyo Gas ／ house H
解題：すべてを解体する宇宙としての建築 …………… 猪熊純

04-130

● 7 月号特集：住宅の組成 構法と構造 ………………………………………

平田晃久 Project K 解題：
「わかる」から「感じる」へ ………… 田中陽輔

04-132

○特集作品

中村拓志 地層の家 解題：表面が多様な関係性をつくる建築……… 猪熊純

04-134

最小断面の RC ラーメン：多田脩二

筒井康二 Mukwano Village 解題：自由度という条件 …………… 田中陽輔

04-136

…………………………………………… 福島加津也＋冨永祥子建築設計事務所

菊地宏 松原ハウス 解題：情景の原理を埋設する………………… 田中陽輔

04-138

ふたつの開口をもつ住宅のための構造：大野博史

乾久美子 スモールハウス H 解題：やさしい裏切り……………… 成瀬友梨

04-140

……………手塚貴晴＋手塚由比／手塚建築研究所 大野博史／オーノ JAPAN

遠藤政樹 百合丘アパートメント

解題：OS のような建築 ……… 三浦丈典

04-142

木と鉄のハイブリッド部材を用いた反復するラーメン架構：久米弘記………

佐藤淳 久留和海岸の住宅／ t-projct 解題：手がつくる合理性 … 成瀬友梨

04-144

特集論文：機械のようであることをやめたとき，住宅は………… 橋本憲一郎

04-146

／ house NA

142│12

柱と床 ……………………………………
07-014

牛窓のアトリエ…………

品川の家………………………………………………………… 堀直樹 安田朋子
「P-structure」（ピー・ストラクチャー）のすすめ：名和研二 麻生区の家 …

07-026
07-036

………………… 浅利幸男／ラブアーキテクチャー 名和研二／なわけんジム

07-046

………………………………………………… 塚田眞樹子／塚田眞樹子建築設計

直線に分節された曲線：長谷川大輔 ABD …新関謙一郎／ NIIZEKI STUDIO

07-056

35 年間住んだ家の断片を大切にする 港北の住宅 ……………………………

１層目の梁が低い耐震コア：佐藤淳 Cleaving CLIFF …………………………
………………………………………… 西澤高男＋ビルディングランドスケープ

07-064

11-078

……………………………………… 鈴野浩一＋禿真哉／トラフ建築設計事務所

11-088

さまざまな趣味を楽しむ SWING ………………… 米田明／アーキテクトン

11-096

ものと向き合えるギャラリーをもつ 縦回廊の家………………………………
● 8 月号特集： 部品としての金物たち …………………………………………

08-097

○記事
空感・時感・質感──建築金物の話題から……………………………… 高橋真

08-098

職人がつくること／職人とつくること──「こだわり」の建築金物…………

…………………………………………………………内海智行／ milligram studio

11-105

それぞれが使える「家族の場所」があること 大磯の住宅………… 佐藤重徳

11-114

家の中に住居とは少し違った機能をもたせておきたい

trifurcation …………

……………………桑原茂／桑原茂建築設計事務所 大野博史／オーノ JAPAN

11-120

……………………………………………………………………………… 蟹澤宏剛

08-104

既製品の時代のクラフツマンシップ……………………………………… 趙海光

08-108

● 12 月号特集：2008 年 住宅をつくる思考と挑戦

歴史的建築物の金物──大阪市中央公会堂の保存・再生…………… 宍道弘志

08-110

特集原稿：青木淳／大野博史／川口通正／武井誠＋鍋島千恵／藤本壮介／堀

インタビュー：部品を転用する…………………………………………… 小泉誠

08-102

部安嗣／山下保博……………………………………………………………………

12-012

而邸／生産とのインタープレイ……………………………… 泉幸甫建築研究所

12-016

中野の家／連なりのかたち…………………… 新関謙一郎／ NIIZEKI STUDIO

12-028

編集部レポート：デザイン現場を支える大井工場──アントニン・レーモン
ドの金物をつくった工場…………………………………………………… 編集部

08-106

編集部レポート：輸入ブランドのデザインと品質── CERA TRADING の選
び方…………………………………………………………………………… 編集部

杉シェルター／家市と軸組木版造の全図面を公開………………………………
08-114

……………………………………………………… 須永豪・サバイバルデザイン

12-038

HOUSE TWISTED ／空間を生成するシステムについて考えています ………
● 9 月号特集： 家族の距離 ………………………………………………………

09-059

○特集作品

………………………………………… 竹口健太郎＋山本麻子／アルファヴィル

12-046

練馬の家／どこにでもありそうな敷地で「囲む」と「開く」…………………

平面・断面・立面のズレによる「間合い」 乗鞍の家 …………………………

…………………………………………………………………… 増田実建築研究所

12-054

…………………………………………………………… 竹原義二／無有建築工房

09-060

代々木西原の家／情景と風景の地平………………………………………………

ローカルな必然性 農の舎 Agricultural Barn ……………… 五十嵐淳建築設計

09-072

………………………………… アーキテクトカフェ・田井幹夫建築設計事務所

12-060

Courtś House ／吊構造のスチールワーク … 奥村和幸／奥村和幸建築設計室

12-068

家族の変化に対応したフレキシブルな仕組み

高井戸の家 Abel ……………

……………………………………………………… 谷内田章夫／ワークショップ

09-082

見通しきれない見通し アトリウムハウス………………………………………

KM ／光の綾をつくり出す窓 ………………………………………………………
…………………………… 川人洋志／川人建築設計事務所＋ WANDERARCHI

12-094

……………………………………………… 中村勝己／中村勝己建築設計事務所

09-090

世田谷 S ／抽象化されたものを具象化するプロセス …………………………

異時同図の光景へ タガイ / チガイ ……… 山岸綾／サイクル・アーキテクツ

09-098

………………………………………………………… 都留理子建築設計スタジオ

12-102

空間の柔軟性 格子の家……………………… 富永哲史／富永哲史建築設計室

09-104

J house ／図面では表現されないもの ……… 市井洋右建築研究所＋柳原照弘

12-110

ロングトールハウス／ふたつの風景… 香川貴範＋伊藤立平／ SPACESPACE

12-116

切妻屋根の下のいろいろな家族たち OUCHI …………………………………
…………………………………………………… 石川淳／石川淳建築設計事務所

09-112

2 世帯・マンション・あるいはシェアリング 変形地・OFFSET ……………

●連載

…………………………………………………… 奥村和幸／奥村和幸建築設計室

09-118

● 10 月号特集： 室内気候と住空間 ……………………………………………

10-067

1．実験による快適さの検証
論文：室内の環境を制御することから変わるデザイン……………… 難波和彦

10-068

［旅のチカラ］
033 浮かぶ街 3：対冠都市（シオン／スイス）………………………… 渡辺誠

01-006

034 光が降ってくる田舎家（理坑／中国） ………………………… 松原弘典

02-004

035 水と生活の密着した集落（宏村／中国） ……………………… 松原弘典

03-014

036（最終回） 自然の力で人を集める装置（永定県／中国） ……… 松原弘典

04-150

○特集作品
箱の家 124［佐藤邸］ …………………………………… 難波和彦＋界工作舎

10-070

特集鼎談：
「箱の家 124」の通風性状と放射冷房パネルによる室内環境 ……

［いま，住宅をつくるときに考えること］青木淳
004 ゲスト：平田晃久 ………………………………………………………………

02-020

………………………………………………… 赤嶺嘉彦 谷口景一朗 舘景士郎

10-076

005 ゲスト：中村竜治 ………………………………………………………………

05-066

箱の家 128［濱本邸］ …………………………………… 難波和彦＋界工作舎

10-078

006 ゲスト：大西麻貴＋百田有希 …………………………………………………

07-106

デンカノイエ…………………………………………… 小泉雅生／小泉アトリエ

10-084

007 ゲスト：長谷川豪 ………………………………………………………………

09-032

論文：ビキコウ…………………………………………………………… 小泉雅生

10-089

特集対談：使いこなす省エネへ…………………………… 小泉雅生╳草刈和俊

10-090

［70 年代名作住宅再発見̶̶ワンダリング・セブンティーズ］中谷礼仁
02 システム・作法・ヴァナキュラー 循環する主体 山本理顕 ……………

2．建築形態が生み出す気候
特集作品：Energy Penthouse …………………… 三分一博志建築設計事務所

10-092

03 ワンダリング・ポスト・モダニズム その 1 回折的グリッド 藤井博巳

特集作品：me house …………………………………… 若松均建築設計事務所

10-102

…………………………………………………………………………………………

05-072

04 ワンダリング・ポスト・モダニズム その 2 クリス・フォーセットの失

3．別荘の空調システム
特集作品：Belvedere「遠望の週末住宅」
…………内海智行／ milligram studio

10-110

われた時を求めて……………………………………………………………………

SHELL ………………………………………… 井手孝太郎／アールテクニック

10-118

05 ワンダリング・ポスト・モダニズム その 3 拝啓 チャールズ・ジェン

● 11 月号特集：生活という大きな下地 …………………………………………

11-018

特集論文：社会化する住宅………………………………………………… 北山恒

11-019

特集論文：第 4 世代住宅と「住空間＋α」…………………………… 塚本由晴

11-042

クス様…………………………………………………………………………………

○特集作品
鎌倉のスタジオ付住居…………………… 北山恒＋ architecture WORKSHOP

02-079

11-020

執筆活動をしながらの夫婦の暮らし 雨晴れの住処 …………………………

08-142
11-130

［バイオマス利用から建築を眺める］野城智也
第 1 回 大きな系から建築を見つめ直すこと ……………………………………

02-094

第 2 回 地域システムのマクロデザイン …………………………………………

03-166

第 3 回 「サンダーバード 2 号」から見た総合効率 ……………………………

04-076

第 4 回（最終回） 森林バイオマス利活用のためのトレーサビリティ・システム

…………………… 原田真宏＋原田麻魚／マウントフジアーキテクツスタジオ

11-030

生島文庫…………………………………………………………… アトリエ・ワン

11-046

緑に囲まれたティーサロンと住まいが共にある生活 鹿ヶ谷の住宅 ………

…………………………………………………………………………………………

05-148

［住宅力がついてきた］

……………………………………………………………… 金 澤富／ IAT STUDIO

11-056

040 記憶を紡ぐ 住居 No. 32 M 先生の家 ……… 内藤廣建築設計事務所

ライフワークと生活と仕事が同居する HK.House ……………道上壯／ VuA

11-064

041 コンクリート躯体の木質空間 蘇る家 ……………………………………

作家と猫 4 匹が一緒に暮らす 小日向の仕事場 … 若原一貴／若原アトリエ

11-070

…………………………………… 上野英二／オークヴィレッジ木造建築研究所

03-078
09-126

アトリエが中心にある生活 KONDO HOUSE …………………………………

12│143

［まち居住 2008］太田浩史 西田司 真野洋介

リエ・天工人のアルミハウス・プロジェクトが第 1 回住宅・建築物省 CO2

CASE006：兵庫県姫路市家島地域 ………………………………………………

推進モデル事業に採択される／日本科学未来館の国際宇宙ステーションに関

……………………………………………………………… インタビュー：山崎亮

04-071

する常設展示がリニューアル／キッチンハウスより「エバルト」発売………

CASE007：岩手県大野村 富山県八尾町 ………… インタビュー：角舘政英

06-150

鬼頭梓氏逝去／建築物の質向上のため，
「建築基本法」制定へ──基準ギリ

CASE008：大阪市 空堀地区 ………………………… インタビュー：松富謙一

08-048

ギリではない建築の普及を目指す／戸建て住宅を対象とした「CASBEE す

CASE009：大阪市 ………………………………… インタビュー：中谷ノボル

10-130

まい（戸建）
」の認証がはじまる／タイムシェア住宅の普及への課題／住生

CASE010：石川県輪島市 ………………………… インタビュー：萩野紀一郎

12-124

活の質向上を目指した国民運動を提唱──「ゆとりある豊かな住生活を実現

09-006

する国民推進会議」が設立／第 1 回 地域木造住宅市場活性化推進事業の発
［ニュース］

表／ 10 月は住生活月間／日本の古民家を移築して，エチオピアにゴンダー

2008 年ヴェネチア・ビエンナーレ建築展，日本館のコミッショナーは五十

ル

嵐太郎氏──石上純也，大場秀章氏らが参加作家に／ JIA 環境建築賞・25 年

日本館を建設…………………………………………………………………………

賞発表／第 17 回 AACA 賞・第 6 回芦原義信賞発表／ UIA2001 東京大会の

第 20 回高松宮殿下記念世界文化賞建築部門はピーター・ズントー氏が受賞

概要発表／ JIA 次期会長に出江寛氏が決定／学会が建築デザイン発表会を新

／ 2008 年日本建築士会連合会賞──優秀賞は矢田朝士氏の「ES house-01」
，

設／村田靖夫氏逝去／ 2007 年 AR エマージング・アーキテクチュア賞発表

岸下真理・岸下和代両氏の「但東町の賤ヶ屋」など 5 点／ 2008 年度神奈

──下吹越武人氏が受賞／名建築と建築家の似顔絵 トランプ発売 ──南洋

川建築コンクール──住宅部門の最優秀賞は栗原隆氏の「緑山の家」／

堂より「シャッフル！ 日本建築」／深澤直人デザインの「ITIS」が上陸
──アルテミデ

……………………………………………………………………

INTERNATIONAL ARCHITECTURE AWARDS 2008 ／「建築デザイン発表会」
01-008

長岡市シティホールの設計者に隈研吾氏／ JR 熊本駅東口駅前広場の設計は

開催──日本建築学会の設計系の会員に発表の場………………………………

11-010

家具道具室内史学会が発足──会長は小泉和子氏，副会長は川本重雄氏／「歴

西沢立衛氏に／吉岡賞から新建築賞へ／ BCS 賞作品募集̶̶1 月 31 日まで
／ジョージ ナカシマの本を限定発売──桜製作所創業 60 周年記念 …………

10-006

史まちづくり法」施行／平成 20 年住生活総合調査の実施／神戸市と名古屋
02-008

市がユネスコのデザイン都市に認定／グッドデザイン賞発表──「無印良品

エットーレ・ソットサス氏逝去／設計組織 ADH が桜川市多目的複合施設コ

窓の家」が金賞を受賞／山梨県建築文化賞発表──住宅部門では田井幹夫

ンペで最優秀に／ 200 年住宅普及促進へ／建築デザイン発表会，発表梗概

氏の「甲府の家〈radiate〉
」などが受賞／ JIA 建築家大会 2008 東北が開催 … 12-007

募集中／ TEPCO 快適住宅コンテスト発表／アルカシア建築賞 2007-2008 発
表／自動引き出しオープンシステム「クリスタルサーボ」発売── TOYO
KITCHEN STYLE ／ヤマギワ大阪リニューアル …………………………………

［展覧会］
03-016

第 3 回日本建築大賞は藤本壮介氏の「情緒障害児短期治療施設」
，新人賞に

「代官山インスタレーション 2007」開催／「リスボン建築トリエンナーレ帰
国展」開催 アーバン・ヴォイドを刺激し，東京を変革せよ。／「HALLOW

平田晃久氏の「桝屋本店」
，矢田朝士氏の「ES house-01」／ぐんま総合情

prototype with 都市の森」開催 ……………………………………………………

報センター設計提案競技──最優秀はアトリエ・インク／ミラノデザイン

「益子義弘展 ── 住景」開催／「空気の家 中村拓志展覧会」開催／「REALIZE

ウィーク 2008 LEXUS が nendo を起用／くまもとアートポリス公募型プロ

立脚中国展開世界

ポーザル結果発表──宇土小学校の設計者は小嶋一浩氏，網津小学校は坂本

OZONE デザインシンポジウム 07「カワイイパラダイム」開催 ……………

一成氏／第 2 回サステナブル建築賞発表 ………………………………………

04-008

迫慶一郎／松原弘典」展開催／「岡田公彦展」開催／

／「届かない場所

と「ふじようちえん」
，大賞は和泉正哲，尾島俊雄氏ら／ 2007 年度日本芸

ルム市庁舎──北欧の光と影」開催中 ……………………………………………

術院賞を鈴木了二氏が受賞──対象は「金刀比羅宮プロジェクト」／ 2008

「建築の記憶──写真と建築の近現代」展開催中／「宮島達男｜ Art in You」

永山祐子展覧会」開催／「吉村行雄写真展 ストックホ

開催／「川俣正［通路］
」展開催中 ………………………………………………

村キース・ヘリング美術館」が受賞／ Residential Lighting Awards 受賞者発

「新建築講演会 トム・メイン」開催／「大阪・アート・カレイドスコープ
05-010

築家の考える次世代屋根展」開催…………………………………………………

「IRONHOUSE」／重要伝統的建造物群保存地区の新指定／建築関連の DVD

「住宅セレクション Vol.2 家の風景・風景の家展」開催／「日本，そしてそ

3 巻を相次いで発売──ツイン／岡田新一氏が旭日中綬章を受章／テオドロ・

の美しさ Japan, and so beautiful ──今里隆建築作品写真展」開催／「杉本

ゴンザレス・デ・レオン氏が 2008 年 UIA ゴールドメダル受賞／ JIA 近畿・

貴志展

第 3 回関西建築新人賞を発表／元倉真琴氏が東京藝術大学，長坂大氏が京都

ン「XXIc.21 ──世紀人」開催中／「NO SIGN EXHIBITION OZONE サポー

工芸繊維大学の教授に，遠藤政樹氏が千葉工業大学，大月敏雄氏が東京大学，

水の茶室

cats」展開催／「中村竜治展

地震，ミャンマーサイクロン，住宅への被害が深刻── NPO 日本ハビタッ

/ 木造モダニズム──昭和初期の住宅に見るものづくりの記憶」展開催／「バ

形が生むもの」開催／「坂倉準三 / 前川國男

ウハウス・デッサウ BAUHAUS EXPERIENCE, dessau」展開催中 …………

発表／澄心寺庫裏デザインコンペティション──最優秀は宮本佳明氏／法

「美術と建築のあいだ vol.2

展 2」開催 ／「U41@NU 40 歳以下の日大出身建築家」展開催／「第 6 回

築九州賞・受賞作品発表／第 54 回大阪建築コンクール・受賞作品発表／

暮らしの中の木の椅子展」開催／「建築がうまれるとき ペーター・メルク

多数出品………………………………………………………………………………

リと青木淳」展開催中 ／「グレン・マーカット展──シンキング・ドロー
07-004

イング／ワーキング・ドローイング」開催中……………………………………

「住総研 清水康雄賞」創設──第 1 回は小林秀樹氏，小谷部育子氏が受賞／

「『レゴⓇ』で作った世界遺産展 Part -2」開催／「光井純展心を解放する仕

デダロ・ミノッセ国際建築賞発表──窪田勝文氏の「T-House」，前田圭介氏

掛け 「街に新たな表情を創り出す建築家の手仕事」
」開催／ 6 人のデザイ

の「ホロコースト記念館」が受賞／ 1 級建築士受験資格として，大学院では

ナーがつくる「自分で使う家具」展開催／「お父さんは建築家！」展開催中

インターンシップが必須に／第 1 回 200 年住宅モデル事業が決定／中原暢

／「藤森泰司アトリエ展『1/20，1/10，1/5，1/1』」開催中／「MOT ╳

子氏逝去／北海道洞爺湖サミット開催．経済産業省が「ゼロエミッションハ

Bloomberg PUBLIC ʻSPACEʼ PROJECT 岡田公彦」展開催中 ………………

ウス」を設置／大和ハウス工業，村角千亜希氏とのコラボレーションによる

「寺田尚樹のプラモデル展

モデルハウスをオープン／「ENEOS わが家で創エネ」プロジェクトが発足
…………………………………………………………………………………………
国交省が平成 19 年度住宅市場動向調査を告示／国交省が「良好な景観形成

08-010

09-008

スケール／ディテール／ディフォルメ」開催 ／

「デザイン物産展ニッポン」開催／「伐木を伐る技」展開催中／「村野藤吾・
08-008

建築とインテリア

ひとをつくる空間の美学」展開催中………………………

「土曜住宅学校」開校

10-010

第 1 回の講師は中村好文氏／ Furniture of Kijuro

のための建築のあり方」についての提言をまとめる／長期耐用住宅の査定や

Yahagi 矢萩喜從郎の家具／ SD レビュー 2008「第 27 回建築・環境・イン

購入を支援する「優良ストック住宅推進協議会」が設立／ UIA トリノ大会

テリアのドローイングと模型の入選展」開催……………………………………

開催／ NCN の SE 構法が第 1 回 200 年住宅モデル事業に採択される／アト

テクノロジーと建築デザインの融合・進化「アーキニアリング・デザイン展

144│12

07-006

彦坂尚嘉・南泰裕二人展」開催／「かみの道具

隆寺金堂に再建前の部材／第 34 回東京建築賞・受賞作品発表／第 1 回建
「YAMAGIWANEW LIGHTING 2008」開催──建築家のデザインした照明も

06-012

「カン・アイラン── One Life, Some Books」展開催／「quality living with

建築基準法改正の影響か──住宅着工数が 40 年振りの落ち込み／四川大
ト協会などが緊急募金へ／カナダ政府が政府認定の省エネルギーハウスを

05-012

鉄の茶室」開催中／第 3 回企画展三宅一生ディレクショ

ト展」開催……………………………………………………………………………
06-010

04-010

2008 ──大阪時間」展開催／「美と健康の家，そして街づくり」展開催／「建

平 成 20 年 住 宅 建 築 賞 発 表 ─ ─ 金 賞 は 椎 名 英 三・ 梅 沢 良 三 両 氏 の

原田真宏氏が芝浦工業大学の准教授に就任………………………………………

03-018

展開催中／「眞田岳彦 セタガヤーン プロジェクト 08 vol.1 庭を編」展

優秀賞を中山英之氏の「草原の大きな扉」が受賞／第 21 回村野藤吾賞を「中
表………………………………………………………………………………………

02-006

「ハインツ テーザー 建築展 / Heinz Tesar ── Architecture of Layers」開催

2008 年日本建築学会賞発表──作品賞に「武蔵工業大学新建築学科棟 #4」

年プリツカー賞をジャン・ヌーヴェル氏が受賞／ Tea House Competition 最

01-010

11-012

2008」開催／「坂本一成 建築展 『日常の詩学』」開催／「谷尻誠展『東
京事務所』
」開催／「安藤忠雄建築点［挑戦──原点から──］」展開催中 …

床暖房との幸福な共存 ガスによるマイホーム発電「エコウィル」／東京ガ
12-010

［近作訪問］

ス 2 ………………………………………………………………………… 編集部

04-015

THK 免震システム 1 戸建て住宅を最先端技術で地震から守る …… 編集部

09-011

THK 免震システム -2 機能分離という発想で独自の免震システムを構築 …

高橋真 倉方俊輔 佐々木仁……………………………………………… 02-009，04-152

………………………………………………………………………………… 編集部

11-015

岩岡竜夫 山隈直人＋阪田弘一 松野勉＋相澤久美………… 01-012，02-019，03-019
上田知正 倉方俊輔…………………………………… 05-154，07-150，09-134，11-138
中村勇大 佐々木仁…………………………………… 06-154，08-148，10-134，12-128

［プロダクツ］
YKK AP が快適で環境負荷の少ない住まいづくりのための新しいコンセプト
「グリーンブリーズ」の提案を開始／ショールーム形式のレストラン「アー

［時評］

キテクトカフェ青山」がオープン／トーヨーキッチン & リビングからシ

岩岡竜夫 山隈直人＋阪田弘一 松野勉＋相澤久美…………………… 02-013，04-156

ステムキッチン「CORE」が発売／ A. チッテリオのデザインによるホーム

高橋真 倉方俊輔 佐々木仁……………………………………………… 01-016，03-023

フィットネスマシン「KINESIS PERSONAL」などを掲載した最新カタログ

中村勇大 佐々木仁…………………………………… 05-155，07-152，09-136，11-140

が完成／アムスタイルの鏡面家具でコーディネートするキッチン…… 編集部

06-018

上田知正 倉方俊輔…………………………………… 06-156，08-150，10-136，12-130
［インテリア］
［記事］

ヒュルスタ：ドイツ気質が生むハイクオリティな家具 ふたりの建築家によ

そこにあるものの力を呼び覚ます 犬島アートプロジェクト「精錬所」と三
分一博志建築展……………………………………………………………… 編集部

07-072

Open!Architecture 「open architecture 建築のまち・東京を開放する」

るショールーム訪問………………………………………………………… 編集部

06-015

B&B Italia デザイナーの感性を自由に「かたち」にする技術力

07-011

… 編集部

ヒュルスタ「Mega-Design」 個性をかたちにできるオーダーメード家具 …

………………………………………………………………………………… 斉藤理

07-074

吉村順三の再発見 湘南茅ヶ崎の家 1967 ………………………………………

07-140

………………………………………………………………………………… 編集部

11-017

［『新建築』
『新建築住宅特集』『a＋u』3 誌合同特別冊子］

ゲストハウスを 2 世帯住宅へ改修 ……………………………… 樋口善信

07-146

建築の寿命「湘南茅ヶ崎の家」をめぐって …………………… 早草睦惠

07-148

Image of Office Style 働く場所をもっと楽しもう …………………………………

04

12-072

Town Shooting ……………………………………………………………………………

06

目神山の家 21 ………………………………………………………… 石井修

12-076

ミラノ・サローネ バック・ステージ…………………………………………………

07

目神山の家 22 ………………………………………………………… 石井修

12-083

COLOR ……………………………………………………………………………………

10

求め続けた自然との共存……………………………………………………………

［レポート］
ヴォーリズ建築の 100 年 恵みの居場所をつくる「ウィリアム・メレル・
ヴォーリズ展」 ……………………………………………………… 松岡拓公雄

06-158

原広司講演会 「小さな建築」としての住居 「幾何学と言葉の交響，きたる
べき建築のために」………………………………………………………… 南泰裕

08-152

「イエノイエ」／まち↔アート 「横浜トリエンナーレ」関連レポート 編集部

11-013

［講演会］
日常の検証から生まれる新しい関係性 「第 24 回新建築賞受賞者講演会」…
……………………………………………………………………………… 矢作昌生

06-159

［書評］
視線の凝縮『堀部安嗣の建築 form and imagination』書評 ………… 中原洋

02-014

そこに存在する意図を読み取るために『篠原一男 住宅図面』書評 …………
……………………………………………………………………………… 内田祥士

05-152

現代建築の口伝書『現代建築家 8 人の設計戦略と理論の探求』書評 ………
………………………………………………………………………………… 田根剛

08-151

［教育］
住宅設計に特化した通信制大学院 京都造形芸術大学，横内スタジオ・堀部
スタジオの取組み………………………………………………………… 横内敏人

01-011

［コンペ］
第 3 回ダイワハウス住宅設計コンペ結果発表 …………………………………

01-017

［シンポジウム］
ダイワハウス住宅設計コンペ大阪セミナー・シンポジウム
「21 世紀住宅」のもつ社会性 ………………… 山本理顕╳藤森照信╳千葉学

02-082

［第 24 回新建築賞発表］
審査座談会：個別化するテーマの先に見えるもの………… 古谷誠章╳千葉学

03-031

受賞作 設計プロセス：アパートメント……………………………… 乾久美子

03-038

受賞作 設計プロセス：桜台の住宅…………………………………… 長谷川豪

03-040

［テクノロジー］
エネルギーを無駄なく使う ガスによるマイホーム発電「エコウィル」／東
京ガス 1 …………………………………………………………………… 編集部

03-025
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