
2006年 新建築総目次

■作品
居住施設（専用住宅・併用住宅・集合住宅・寮・別荘・その他）
C-1 ……………………………………………… グエナエル・ニコラ＋内海智行　01-168

森山邸…………………………………………………… 西沢立衛建築設計事務所　02-108

三鷹天命反転住宅  In Memory of Helen Keller ……………………………………………

…………………………… 荒川修作＋マドリン・ギンズ　安井建築設計事務所　02-124

玉川台2丁目プロジェクト ………………………………………………………………………

…設計集団プラス　東京組（企画）　A棟：みかんぐみ　B棟：石黒由紀建築設計事務所
C棟：納谷学＋納谷新／納谷建築設計事務所　D棟：若松均建築設計事務所　02-140

panda（桜アパートメント） ………………………………… スキーマ建築計画　02-154

井の頭の住宅（桜アパートメント） ……………………………………………………………
……………………………………… トラフ建築設計事務所／鈴野浩一＋禿真哉　02-159

PHOENIX BUILDING …………………………………………………………………………

ベラ・ジュン＋藤村龍至／ ISSHO建築設計事務所＋大野博史／オーノJAPAN　02-164

松原ハウス………………………………………………… 菊地宏建築設計事務所　02-170

domino …………………………………………………… 千葉学建築計画事務所　02-182

鵠沼海岸の集合住宅 GRAND SOLEIL ……… 谷内田章夫／ワークショップ　02-188

池尻の集合住宅 FLEG池尻 …………………… 谷内田章夫／ワークショップ　02-194

八ケ崎集合住宅／ T.H.I. ……………………………………… 三幣順一／ A.L.X.　02-200

プロムナード荻窪 5号棟 ………………………………………………………………………  

…………… 都市再生機構東京都心支社技術監理部　遠藤剛生建築設計事務所　02-206

U-flore …………………………………………森義純建築設計室＋CORE A&U　02-212

カーサブリランテ代々木公園… 内田デザイン研究所　マツムラアーキテクツ　02-216

QUICO神宮前 …………………… 坂本一成研究室＋アトリエ・アンド・アイ　03-049

イタリア文化会館ビル…………………………………………………… KAJIMA DESIGN

（設計）　ガエ・アウレンティ（コンセプチュラル・デザイン・アーキテクト）　03-092

ふふふ…………………………………………………… 大建met　なわけんジム　03-164

ref-ring …………………………………………… 山下保博／アトリエ・天工人　03-188

表参道ヒルズ…………………… 安藤忠雄建築研究所・森ビル設計共同企業体　05-062

岐阜県営北方住宅北ブロック A棟第Ⅰ期 … 磯崎新（総合コーディネーター）・磯崎新
アトリエ・岬建築事務所・大建設計・金華建築事務所設計業務特別共同企業体　05-100

箱の家─112［神宮前計画］ ……………………………… 難波和彦＋界工作舎　05-144

ハウス&アトリエ・ワン ……………………………………… アトリエ・ワン　05-156

Y-bldg. ……………………………………………… 福山博之／福山建築事務所　05-166

砺波の美容室……………………………………………… 松川昌平／ 000studio　06-158

洗足の連結住棟…………………………… 北山恒＋architecture WORKSHOP　08-062

KEM ……………………………………… aat+ヨコミゾマコト建築設計事務所　08-072

slash／ kitasenzoku …………………………………… 篠原聡子／空間研究所　08-080

恵比寿の長屋…………………………………………… 川辺直哉建築設計事務所　08-088

佐江戸アパートメント………………………………………… 飯田善彦建築工房　08-096

D'GRANSE MINAMI-AOYAMA HIVALLY ………… 新居千秋都市建築設計　08-102

blocco …………………………………………………………… 長田直之／ ICU　08-110

switch …………………………………………………… 千葉学建築計画事務所　08-118

早稲田鶴巻町の集合住宅………………………… 谷内田章夫／ワークショップ　08-124

芦花公園の集合住宅 / ROKA TERRAZZA …… 谷内田章夫／ワークショップ　08-130

Hi-ROOMS哲学堂 …………………………………………… 渡辺康建築研究所　08-136

FM13  ARMONIA ……………… 杉千春＋高橋真奈美／プラネットワークス　08-142

S-complex ……………………………………………… 植木健一／ nSTUDIO　08-148

求道学舎リノベーション…………………………………………………………………………  

………………………… 近角建築設計事務所　集工舎建築都市デザイン研究所　08-154

YビルYハウス …………………………………………………… 奥山信一研究室　08-166

Apartment なかなか ………………………………………… 泉幸甫建築研究所　08-174

古淵の貸家付住宅………………………… 北山恒＋architecture WORKSHOP　08-182

HIGASHIAZABU SAN-AI Bldg. ……… 石田敏明＋石田敏明建築設計事務所　08-190

多摩川の2世帯住宅 …………………… 納谷学＋納谷新／納谷建築設計事務所　08-198

neri bldg. 練馬路地の集合住宅 ………………………… 若松均建築設計事務所　08-204

Moderna ………………………………… 渡辺真理＋木下庸子／設計組織ADH　08-211

八丁堀中條不燃木ビル……………………………………… 石井和紘建築研究所　09-156

羽根木の森 アネックス …………………………………………… 坂茂建築設計　10-162

GSH ……………………………………… aat+ヨコミゾマコト建築設計事務所　10-184

NYH ……………………………………… aat+ヨコミゾマコト建築設計事務所　10-189

ヌンチャクン………………………………… 眞田大輔＋名和研二／すわ製作所　11-192

Y HÜTTE …………………………………………… 隈研吾建築都市設計事務所　12-156
小川山荘 蓼科庵 ……………………………… 城戸崎建築研究室（城戸崎博孝）　12-164

ANNEX ………………………………………………………… 五十嵐淳建築設計　12-172

森のなかの住宅………………………………………… 長谷川豪建築設計事務所　12-180

2004 ………………………………………………………… 中山英之　名和研二　12-188

CREAM ……………………………………………R.O.I／池田昌弘＋福島加津也　12-196

茶室・瞑想室
Alternative Paradise～もうひとつの楽園 展＠金沢21世紀美術館 t-room …………………………  

………………………………………………………………隈研吾建築都市設計事務所　岩井
俊雄　原研哉　深澤直人（T-roomコラボレーションデザイナー・アーティスト）　01-152

平山郁夫邸 寂静庵 …………………………… 城戸崎建築研究室（城戸崎博孝）　02-076

茶室  徹 …………………………………… 藤森照信＋大嶋信道（大嶋アトリエ）　06-124

香蘭女学校ビカステス記念館　芝
し ら ん

蘭庵…………………… 内井建築設計事務所　06-162

tea house ………………………………… 五十嵐淳建築設計　写真：本城直季　09-150

小川山荘 蓼科庵 ……………………………… 城戸崎建築研究室（城戸崎博孝）　12-164

学校施設（保育園・幼稚園・小中高大学・その他）
太田綜合病院附属桔梗保育園増築 ホワイトルーフ … 渡部和生／惟建築計画　01-156

Cycle──かしのき保育園園庭改修プロジェクト……………………………………………………  

……………………………………………… 石原健也＋千葉工業大学石原研究室　03-184

東京都立大江戸高等学校……………………… 東京都財務局　現代建築研究所　04-090

篠山市立篠山中学校………………………………………………… 佐藤総合計画　04-098

射水市立堀岡小学校………………………… 森俊偉＋ARCO建築・計画事務所　04-107

千葉市立美浜打瀬小学校………………………… 小嶋一浩＋赤松佳珠子／ CAt　06-065

美浜打瀬小学校子どもルーム…………………… 小嶋一浩＋赤松佳珠子／ CAt　06-080

同志社小学校……………………………………………… 高松伸建築設計事務所　06-086

香蘭女学校ビカステス記念館　芝
し ら ん

蘭庵…………………… 内井建築設計事務所　06-162

東京理科大学5号館 ……………………………………………………………石橋利彦＋広谷
純弘＋杉浦伝宗＋松本剛＋佐野吉彦＋小西敏治　東京理科大学建築設計連合体　06-174

東京工業大学緑が丘1号館レトロフィット ……………………………………………………  

…………………………… 東京工業大学安田幸一研究室＋竹内徹研究室（デザインアーキ
テクト）　東京工業大学施設運営部＋アール・アイ・エー＋ピーエーシー（設計）　07-140

川口市立戸塚南小学校……………………………………………… RE設計事務所　09-190

成増高等看護学校……………………… 富永讓＋フォルムシステム設計研究所　10-088

丸岡南中学校…………………………… 堀場弘＋工藤和美／シーラカンスK&H　10-118

東京大学柏キャンパス環境棟……………… 大野秀敏＋東京大学大野研究室（計画コンセ
プト・建築設計ディレクション）　日本設計・大成建設設計共同企業体（設計）　10-144

ツォルフェライン・スクール…………………………………………………………妹島和世
＋西沢立衛／SANAA　DIPL. ING. HEINRICH BÖLL ARCHITEKT BDA DWB　11-076

成蹊大学情報図書館……………………………… 坂茂建築設計　三菱地所設計　11-132

神奈川工科大学情報学部棟…………………………………… KAJIMA DESIGN　11-142

昭和学園 杜楠苑・新体育館 …………………………………… 古橋建築事務所　11-150

さつき幼稚園…………………………… 工藤和美＋堀場弘／シーラカンスK&H　11-168

図書館
奈良県立図書情報館…………………………… 日本設計・桝谷設計設計共同体　02-099

aiina いわて県民情報交流センター ……………………………………………………………  

…………………… 日本設計・曽根幸一環境設計研究所・久慈設計共同企業体　07-158

成蹊大学情報図書館……………………………… 坂茂建築設計　三菱地所設計　11-132

美術館・博物館
香川県立東山魁夷せとうち美術館………………………… 谷口建築設計研究所　01-088

ラムネ温泉館……………………………… 藤森照信＋入江雅昭（IGA建築計画）　01-116

日本橋三井タワー………………………………………………………………シーザー・ペリ 

アンド アソシエーツ ジャパン（デザインアーキテクト）　日本設計（設計・監理）　01-126
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ブルゴーニュ運河資料館…………………………………………… 坂茂建築設計　01-144

鶴岡アートフォーラム………………………………………… 小沢明建築研究室　01-188

九州国立博物館……………………………………………………………………………………  

………………… 菊竹・久米設計共同体（菊竹清訓建築設計事務所　久米設計）　02-062

SSM 菅野美術館 ………………………………… 阿部仁史＋阿部仁史アトリエ　03-064

真下慶治記念美術館………………………………… 高宮眞介／計画・設計工房　03-122

ゑしんの里記念館／恵信尼公御廟所……………… 池原義郎・建築設計事務所　04-056

時雨殿…………………………………………………………………… 竹中工務店　04-068

葛生傳承館…………………………………………………… 芦原太郎建築事務所　04-082

萩博物館……………………………… 戸尾任宏・建築研究所アーキヴィジョン　06-140

長崎歴史文化博物館……………………………… 黒川紀章建築都市設計事務所　06-150

青森県立美術館…………………………………………… 青木淳建築計画事務所　09-076

県立ぐんま昆虫の森  昆虫観察館 ………………………… 安藤忠雄建築研究所　09-104

大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ2006　旧東川小学校／「最後の教室」 ……………  

………………………………………………クリスチャン・ボルタンスキー＋ジャン・カル
マン（アーティスト）　プロスペクター（今村創平／アトリエ・イマム）（設計）　09-120

トレド美術館ガラスパビリオン…………………………………………………………………  

…… 妹島和世＋西沢立衛／ SANAA　KENDALL／ HEATON ASSOCIATES　10-062

南方熊楠顕彰館…………………………………………………………………………矢田康順
／インテグレーティッド デザイン アソシエイツ＋堀正人／ホリ アーキテクツ　11-176

ギャラリー
ちょっ蔵広場………………………………………… 隈研吾建築都市設計事務所　07-068

恵比寿のギャラリー……………………………………… 千葉学建築計画事務所　07-170

ガラス作家のアトリエ Case Study House-13, LAS-02 ……………………………………  

………………………… 坂茂建築設計・慶應義塾大学環境情報学部 坂茂研究室　10-156

舞台・劇場
武蔵野市立吉祥寺シアター………………………………… 佐藤尚巳建築研究所　02-086

とみうら元気倶楽部………………………………………… 榎本建築設計事務所　03-148

仮設能舞台──「ク・ナウカで夢幻能なオセロー」のための ………………………………………………  

……………………………………………………………… 田中友章／フォルムス　03-174

北方町生涯学習センターきらり・岐阜県建築情報センター … 磯崎新アトリエ　05-090

aiina いわて県民情報交流センター ……………………………………………………………  

…………………… 日本設計・曽根幸一環境設計研究所・久慈設計共同企業体　07-158

大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ2006　バタフライ・パビリオン ……… DOMI-

NIQUE PERRAULT ARCHITECTURE（設計）　関越総合企画設計（設計協力）　09-114

学習施設・鑑賞温室
あいち海上の森センター……………… 第一工房　TIS & PARTNERS（構造）　07-102

県立ぐんま昆虫の森  昆虫観察館 ………………………… 安藤忠雄建築研究所　09-104

倶楽部
東京倶楽部…………………………………………………… 谷口建築設計研究所　01-074

集会所
シーボン .本社 ………………………………………… 北川原温建築都市研究所　03-084

イタリア文化会館ビル…………………………………………………… KAJIMA DESIGN

（設計）　ガエ・アウレンティ（コンセプチュラル・デザイン・アーキテクト）　03-092

バルセロナ見本市会場 モンジュイック2　バルセロナ見本市会場拡張計画／グランヴィア　ト
レスフィラ（FIRAタワー） …………………………………………………………………伊東豊雄
建築設計事務所　IDOM／伊東豊雄建築設計事務所　B720 ARQUITECTOS　06-105

ちょっ蔵広場………………………………………… 隈研吾建築都市設計事務所　07-068

国際文化会館本館保存再生………………………………………………………………………  

………………… 阪田誠造　小林正美　今川憲英（監修）　三菱地所設計（設計）　09-198

高島市食と農の交流施設　たいさんじ風花の丘 …………………………………………………  

…………………………岡田哲史／千葉大学工学部＋陶器浩一／滋賀県立大学環境科学部
　水原建築設計事務所＋渡辺建築事務所＋京滋設計設備士事務所（実施設計）　11-184

スポーツ施設
しもきた克雪ドーム………………………………………………………………………………  

………… 原広司＋アトリエ・ファイ建築研究所　大成建設一級建築士事務所　01-178

松茂町第二体育館……………………………………… 竹原義二／無有建築工房　03-132

大館市樹海体育館……………………………… 都市再生機構＋石本建築事務所　03-140

珠洲市多目的ホール………………………………… 長谷川逸子・建築計画工房　09-164

情緒障害児短期治療施設 体育館棟 ………………… 藤本壮介建築設計事務所　09-186

昭和学園 杜楠苑・新体育館 …………………………………… 古橋建築事務所　11-150

音楽練習場・スタジオ
岐阜県交響楽団練習場  増築棟 ……………………… 大建met　なわけんジム　03-158

羽根木の森 アネックス …………………………………………… 坂茂建築設計　10-162

事務所
MIKIMOTO Ginza 2 …………………… 伊東豊雄建築設計事務所＋大成建設　01-058

ロック・フィールド 神戸ヘッドオフィス／神戸ファクトリー ……………………………  

………………………………………………………………… 安藤忠雄建築研究所　01-100

日本橋三井タワー………………………………………………………………シーザー・ペリ 

アンド アソシエーツ ジャパン（デザインアーキテクト）　日本設計（設計・監理）　01-126

C-1 ……………………………………………… グエナエル・ニコラ＋内海智行　01-168

アーバンBLD心斎橋 …………………………… プランテック総合計画事務所　02-093

QUICO神宮前 …………………… 坂本一成研究室＋アトリエ・アンド・アイ　03-049

JIN CO.,LTD. …………………………………………… 青木淳建築計画事務所　03-074

シーボン .本社 ………………………………………… 北川原温建築都市研究所　03-084

イタリア文化会館ビル…………………………………………………… KAJIMA DESIGN

（設計）　ガエ・アウレンティ（コンセプチュラル・デザイン・アーキテクト）　03-092

東京ビルディング…………………………………………………… 三菱地所設計　03-098

ストロングビルディング……………………………………………… 竹中工務店　04-076

シマシマ Lサイズ  ………………………… クラインダイサム・アーキテクツ　04-116

アール・エイジオフィス…………………… クラインダイサム・アーキテクツ　04-121

BBH Tokyo ………………………………… クラインダイサム・アーキテクツ　04-124

howffice MOTOAZABU @c-MA3 ……… 田島則行＋松葉力＋テレデザイン　04-176

リビタ……………………………… トラフ建築設計事務所／鈴野浩一＋禿真哉　04-183

UDS上海オフィス ……………… トラフ建築設計事務所／鈴野浩一＋禿真哉　04-186

箱の家—112［神宮前計画］ ……………………………… 難波和彦＋界工作舎　05-144

ハウス&アトリエ・ワン ……………………………………… アトリエ・ワン　05-156
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