
2008年 新建築総目次

■作品
住居施設（専用施設・併用住宅・集合住宅・その他）
スリランカ津波復興住宅　キリンダ・ハウス ……………………………………………………

………………………………………… SHIGERU BAN ARCHITECTS EUROPE　01-120

クリスタルドーム&壱番街　高松丸亀町商店街A街区第一種市街地再開発事業 …………………

…福川裕一＋まちづくりカンパニー・シープネットワーク（統括）　まちづくりカンパニー・
シープネットワーク　坂倉建築研究所　設計・計画　髙谷時彦事務所（設計）　01-156

GLASHAUS/靭公園 ……………………………………………………………………………

……………岸和郎＋K.ASSOCIATES/Architects＋京都工芸繊維大学岸研究室　02-100

グレインズ・シモメグロ………………………… 小嶋一浩＋赤松佳珠子／ CAt　02-112

Dancing trees， Singing birds ……………… 中村拓志／ NAP建築設計事務所　02-122

羽根木インターナショナルガーデンハウス……… 北山孝二郎＋K計画事務所　02-130

TEO ……………………………………… aat＋ヨコミゾマコト建築設計事務所　02-150

NEアパートメント ……………………………………………………… 中永勇司／ナカエ・
アーキテクツ　髙木昭良／髙木昭良建築設計事務所　大野博史／オーノJAPAN　02-158

spread ………………………………… 山代悟＋ビルディングランドスケープ　02-166

LAPIS …………………………………………………………… 飯田善彦建築工房　02-176

rim …………………………………………………………… 下吹越武人／ A.A.E.　02-190

大井の集合住宅………………………………………… 川辺直哉建築設計事務所　02-198

武蔵小山アパートメント……………………………… 田口知子建築設計事務所　02-204

蒲田の集合住宅………………………… 納谷学＋納谷新／納谷建築設計事務所　02-212

フィレンデールな女子寮…………………………………………… 坂茂建築設計　03-162

AIRSPACE TOKYO ………………………………………………………… 増渕大／ studio

M（設計）　THOM FAULDERS ARCHITECTURE, WITH PROCES2（ファサード）　03-178

フラハウス………………………………………………… 吉松秀樹＋アーキプロ　04-135

赤坂サカス………………………………………………………………… 久米設計　04-150

WEEKEND HOUSE ALLEY …………………………… 千葉学建築計画事務所　05-140

白の家・移築…………………………………………………… 篠原一男（原設計）　白澤宏規
（協力：井上忠好）（移築監修）　澤田佳久建築研究所　TOMO空間研究所（移築設計）　06-111

ほたるまち………………………………………………………………………………竹中工務
店　竹中工務店・三菱地所設計設計監理共同企業体　石橋清志建築設計事務所　07-107

水無瀬の町家・別棟……………… 坂本一成研究室＋アトリエ・アンド・アイ　07-132

高台の家………………………………………………………… 城戸崎建築研究室　07-144

Base Valley ………………………………………… 三分一博志建築設計事務所　07-156

梅屋敷ハウス…………………………………… 室伏次郎／スタジオ アルテック　08-058

BUILDING K ……………………… 藤村龍至建築設計事務所＋オーノJAPAN　08-068

森のとなり……………………………………………… 武井誠＋鍋島千恵／ TNA　08-076

上高田の集合住宅……………………………………………… 山縣武史建築設計　08-084

Klarheit …………………………………… 北山恒＋architecture WORKSHOP　08-092

Glasfall ……………………………………………………………………………………………

……… 北山恒＋architecture WORKSHOP（設計）　江向映／ airlab（設計協力）　08-098

上井草の集合住宅　モダ・ビエント杉並柿ノ木 …谷内田章夫／ワークショップ　08-106

Hi-ROOMS明大前A／線路際の長屋 ………………… 若松均建築設計事務所　08-113

サッポロアパートメント……………… 納谷学＋納谷新／納谷建築設計事務所　08-120

Consolare ………………………………………………………… 長田直之／ ICU　08-126

RIDGE …………………………………………………… 千葉学建築計画事務所　08-133

ナチュラルキューブ…遠藤政樹／ EDH遠藤設計室　名和研二／なわけんジム　08-138

sorte …………………………………………………………… 三幣順一／ A.L.X.　08-144

西麻布3243 …………………………………………… 川辺直哉建築設計事務所　08-150

COMS UEHARA …………………………………………………… 宇野享／ CAn　08-155

デフォルメnLDK　I-linkタウンいちかわ　THE TOWERS EAST … アトリエ・ワン　08-160

市川のインテリア　I-linkタウンいちかわ　THE TOWERS EAST …………………………………

…………………………………………………………… 佐々木龍郎／佐々木設計　08-166

HUNDRED CIRCUS East Tower ……………………………………………………………

………………………………… 日建設計（基本設計）　山口誠デザイン　永山祐子建築設計
長岡勉＋田中正洋／ point＋福津宣人　CKR（デザイン監修）　大成建設（実施設計）　08-174

SAYAMA FLAT …………………………………… 長坂常／スキーマ建築計画　08-182

C.U.I ……………………………………………………………………………………東京電力
（総合プロデュース）　ナフ・アーキテクト&デザイン／中佐昭夫＋田中知博（設計）　08-187

house N ……………………………………………… 藤本壮介建築設計事務所　09-106

くまもとアートポリス「次世代モクバン」　final wooden house …………………………………

………………………………………………………………藤本壮介建築設計事務所　09-116

house K ………………………………………………………宮晶子／ STUDIO 2A　09-132

代々木ゼミナール本部校　代ゼミタワー  オベリスク …大成建設一級建築士事務所　09-188

イエノイエ……………………………………………… 平田晃久建築設計事務所　10-066

TDC・髙木デンタルクリニック ……… 横河健＋山田慎一郎／横河設計工房　10-124

マンハッタンのペントハウス II …………………………………………………………………

……… 安藤忠雄建築研究所（設計）　Geoffrey Freeman Architects（設計協力）　11-056

ドラゴン・リリーさんの家…………………………………… 山本理顕設計工場　11-084

カタガラスの家………………………………………… 武井誠＋鍋島千恵／ TNA　11-092

鎌倉の杜………………………………………… 室伏次郎／スタジオ アルテック　11-100

大倉山の集合住宅……………………………………… 妹島和世建築設計事務所　12-048

学校施設（保育園・幼稚園・小中高大学・その他）
日本バプテスト仙台基督教会……………………… SOYsource建築設計事務所　01-140

福島県立会津学鳳中学校　福島県立会津学鳳高等学校………………………………………
…………………………………………… 原広司＋アトリエ・ファイ建築研究所　01-168

海陽中等教育学校………………………………………………………… 日本設計　01-186

足立学園中・高等学校………………………………………………… 竹中工務店　01-196

神奈川工科大学KAIT工房 …………………………… 石上純也建築設計事務所　03-058

カエツキャニオン…………………………………………………………………………………
………………… 長岡勉＋田中正洋／ point＋山崎徹也（設計）　渡邉朗子（監修）　03-128

日本工業大学百年記念館／ライブラリー &コミュニケーションセンター ………………

…………………………………………………………… 日本工業大学小川研究室　04-100

工学院大学八王子キャンパス スチューデントセンター ……………………………………

…………………………………… 澤岡清秀＋山本・堀アーキテクツ設計共同体　04-110

東京大学情報学環・福武ホール…………………………… 安藤忠雄建築研究所　05-094

モード学園スパイラルタワーズ………………………………………… 日建設計　05-128

富山市立　芝園小学校 芝園中学校 ……………………………………………………………

…………… 清水建設・シーラカンスK&H・三四五建築研究所設計共同企業体　06-126

京都造形芸術大学 至誠館 ………………………… 隈研吾建築都市設計事務所　06-136

日米会話学院 /桜美林大学 四谷キャンパス ……………… 早川邦彦建築研究室　06-144

カリタス女子中学高等学校………………………………… 近藤道男建築設計室　06-150

青山学院初等部…………………………………………………………… 清水建設　06-160

鹿沼市立西中学校……………………………… 神谷五男＋都市環境建築設計所　06-168

東京未来大学……………………………………… 圓山彬雄／アーブ建築研究所　06-176

ほたるまち………………………………………………………………………………竹中工務
店　竹中工務店・三菱地所設計設計監理共同企業体　石橋清志建築設計事務所　07-107

名古屋大学 豊田講堂 改修 ……………………………… トヨタ自動車 プラント・エンジ 

ニアリング部 建築計画室（プロジェクト・マネジメント）　槇総合計画事務所（設計）　07-110

Bubbletecture ひょうご　ひょうご環境体験館 …………… 遠藤秀平建築研究所　09-140

とどろみの森学園　箕面市立止々呂美小学校・中学校 …………………………………………

…………………小嶋一浩＋赤松佳珠子／ Cat　アルパック地域計画建築研究所　09-162

文化学院…………………………………………………………… 坂倉建築研究所　09-172

代々木ゼミナール本部校  代ゼミタワー  オベリスク …大成建設一級建築士事務所　09-188

東京大学弥生講堂アネックス…河野泰治アトリエ　東京大学木質材料学研究室　10-176

モード学園コクーンタワー…………………………………… 丹下都市建築設計　12-064

四川大地震復興プロジェクト　成都市華林小学紙管仮設校舎 ……………………………………

………………………………… 慶應義塾大学SFC坂茂研究室＋松原弘典研究室　12-114

錦綾幼稚園………………………………………………… 小笠原絵理／間工作舎　12-150

美術館・博物館
ニューミュージアム………………妹島和世＋西沢立衛／ SANAA　GENSLER　01-070

佐川美術館　樂吉左衞門館…………………………… 樂吉左衞門＋竹中工務店　02-074

十和田市現代美術館…………………………………… 西沢立衛建築設計事務所　05-054

犬島アートプロジェクト「精錬所」 ……………… 三分一博志建築設計事務所　05-072
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MOBILE ART　CHANEL CONTEMPORARY ART CONTAINER BY ZAHA HADID ……………

………………………………………… ザハ・ハディド アーキテクツ， ロンドン　07-078

ハラ ミュージアム アーク増築 ………… 磯崎新アトリエ＋KAJIMA DESIGN　09-058

星野哲郎記念館……………………………………………………… 佐藤総合計画　10-074

クラーク芸術修復センター（ストーンヒル・センター） ……………………………………
………………………………… 安藤忠雄建築研究所（設計）　Gensler（設計協力）　11-042

官・公庁舎
呉市音戸市民センター……………………………… 隈研吾建築都市設計事務所　03-090

福生市庁舎……………………………………………………… 山本理顕設計工場　07-062

ギャラリー・スタジオ
小山登美夫ギャラリー 代官山 ……………………… 西沢立衛建築設計事務所　03-104

AIRSPACE TOKYO ………………………………………………………… 増渕大／ studio

M（設計）　THOM FAULDERS ARCHITECTURE, WITH PROCES2（ファサード）　03-178

メディジン市ベレン公園図書館…………………………………………………………………
……………………………… 内藤廣＋中井祐＋川添善行＋東京大学景観研究室　06-054

WoodEgg　お好み焼館 …………………………… 三分一博志建築設計事務所　09-124

TARO NASU …………………………………………… 青木淳建築計画事務所　09-146

イエノイエ……………………………………………… 平田晃久建築設計事務所　10-066

マンハッタンのペントハウス II …………………………………………………………………

……… 安藤忠雄建築研究所（設計）　Geoffrey Freeman Architects（設計協力）　11-056

京急高架下文化芸術活動スタジオ 黄金スタジオ ……………………………………………………

………………………………………… 神奈川大学曽我部研究室＋マチデザイン　11-168

京急高架下文化芸術活動スタジオ 日ノ出スタジオ …………………………………………………

横浜国立大学大学院／建築都市スクールY-GSA飯田善彦スタジオ＋SALHAUS　11-172

舞台・劇場・映画館
スタッドシアター・アルメラ…………………… 妹島和世＋西沢立衛／ SANAA　01-088

三原市芸術文化センター…………………………………………槇総合計画事務所　01-104

深圳文化中心…………………………………………………………磯崎新アトリエ　04-066

赤坂サカス……………………………………………………………………久米設計　04-150

メディジン市ベレン公園図書館…………………………………………………………………
……………………………… 内藤廣＋中井祐＋川添善行＋東京大学景観研究室　06-054

日田市民文化会館　パトリア日田……………………………香山壽夫建築研究所　10-040

ブリーゼタワー……………………………………………………………………………………
三菱地所設計（設計）　インゲンホーフェン・アーキテクツ（デザインアーキテクト）　11-130

スポーツ施設
佛山 南明珠体育館 ………… 仙田満＋環境デザイン研究所（統括）　仙田満＋環境デザイ
ン研究所　構造設計集団〈SDG〉　総合設備計画　広東省建築設計研究院（設計）　02-088

天津オリンピックセンタースタジアム…… 佐藤総合計画＋天津市建築設計院　04-084

瀋陽オリンピックスポーツセンタースタジアム………………………………………………
……………………………………………… 佐藤総合計画＋上海建築設計研究院　04-092

いしかわ総合スポーツセンター…………………… 池原義郎・建築設計事務所　09-044

図書館
呉市音戸市民センター……………………………… 隈研吾建築都市設計事務所　03-090

深圳文化中心……………………………………………………… 磯崎新アトリエ　04-066

日本工業大学百年記念館／ライブラリー &コミュニケーションセンター ………………

…………………………………………………………… 日本工業大学小川研究室　04-100

メディジン市ベレン公園図書館…………………………………………………………………
……………………………… 内藤廣＋中井祐＋川添善行＋東京大学景観研究室　06-054

福山市中央図書館・福山市生涯学習プラザ　まなびの館ローズコム ……… 日建設計　12-130

事務所
TEO ……………………………………… aat＋ヨコミゾマコト建築設計事務所　02-150

グラントウキョウ サウスタワー＋ノースタワー（Ⅰ期） ……………………………………
マーフィ／ヤーン（デザインアーキテクト）　東京八重洲開発設計共同企業体（日建設計・
ジェイアール東日本建築設計事務所）　ジェイアール東日本建築設計事務所（設計）　03-076

RENGO DMS …………… 中田千彦＋戎居連太／連合設計社市谷建築事務所　03-132

AIRSPACE TOKYO ………………………………………………………… 増渕大／ studio

M（設計）　THOM FAULDERS ARCHITECTURE, WITH PROCES2（ファサード）　03-178

Silent Office …………………………………………………… 山口隆建築研究所　03-194

赤坂サカス………………………………………………………………… 久米設計　04-150

鹿島本社ビル…………………………………………………… KAJIMA DESIGN　04-164

鹿島赤坂別館…………………………………………………… KAJIMA DESIGN　04-171

乃村工藝社本社ビル………………………………………………………………………………
…………… 山梨知彦　芦田智之　勝矢武之／日建設計＋乃村工藝社＋大林組　04-176

DWJ OFFICE …………………………………………… トラフ建築設計事務所　04-184

梅新第一生命ビルディング…………… 第一生命保険（統括）　竹中工務店（設計）　04-194

SIA青山ビルディング …………………………………… 青木淳建築計画事務所　06-070

αMATRIXビル …………………………………………… 下吹越武人／ A.A.E.　06-086

ほたるまち………………………………………………………………………………竹中工務
店　竹中工務店・三菱地所設計設計監理共同企業体　石橋清志建築設計事務所　07-107

HUNDRED CIRCUS East Tower ……………………………………………………………

………………………………… 日建設計（基本設計）　山口誠デザイン　永山祐子建築設計 

長岡勉＋田中正洋／ point＋福津宣人　CKR（デザイン監修）　大成建設（実施設計）　08-174

WoodEgg　お好み焼館 …………………………… 三分一博志建築設計事務所　09-124

TARO NASU …………………………………………… 青木淳建築計画事務所　09-146

GO-SEES HIROO ……………………………………… 青木淳建築計画事務所　09-153

汐留イーストサイドビル……………………………………… KAJIMA DESIGN　09-180

ココラフロント……………………………………………………………………………………
北山創造研究所（総合プロデュース）　北山孝二郎＋K計画事務所　日本設計（設計）　10-080

コンカード横浜……………………………………………………………………………………
…… 矢萩喜從郎建築計画（総合デザイン監修）　大成建設一級建築士事務所（設計）　10-092

VEGA ………………………………………………………………………… 小泉誠　10-148

カタガラスの家………………………………………… 武井誠＋鍋島千恵／ TNA　11-092

ブリーゼタワー……………………………………………………………………………………
三菱地所設計（設計）　インゲンホーフェン・アーキテクツ（デザインアーキテクト）　11-130

青山OM-SQUARE ………………………………………………………………… 三井不動産
（プロジェクトマネジメント）　清水建設（設計）　佐藤尚巳建築研究所（デザイン監修）　12-076

ティファニー銀座…………………………………… 隈研吾建築都市設計事務所　12-084

加古川のオフィス…………………………………………坂本昭・設計工房CASA　12-138

商業施設
金沢ビーンズ……………… 迫慶一郎／ SAKO建築設計工社＋大和ハウス工業　01-148

クリスタルドーム&壱番街　高松丸亀町商店街A街区第一種市街地再開発事業 …………………

…福川裕一＋まちづくりカンパニー・シープネットワーク（統括）　まちづくりカンパニー・
シープネットワーク　坂倉建築研究所　設計・計画　髙谷時彦事務所（設計）　01-156

GLASHAUS/靭公園 ……………………………………………………………………………  

……………岸和郎＋K.ASSOCIATES/Architects＋京都工芸繊維大学岸研究室　02-100

LAPIS …………………………………………………………… 飯田善彦建築工房　02-176

グラントウキョウ サウスタワー＋ノースタワー（Ⅰ期） ……………………………………
マーフィ／ヤーン（デザインアーキテクト）　東京八重洲開発設計共同企業体（日建設計・
ジェイアール東日本建築設計事務所）　ジェイアール東日本建築設計事務所（設計）　03-076

南洋堂書店改修…………………………………………… 菊地宏建築設計事務所　03-110

BMW Group Studio ………………………………………… 丹下都市建築設計　03-116

箔座ひかり藏………………………………………… 水野一郎＋金沢計画研究所　03-140

sarugaku ………………………………………………… 平田晃久＋吉原美比古　03-154

金刀比羅宮新茶所 『神椿』 …田窪恭治（総合プロデュース・建築デザイン・壁画制作）　03-170

FRP Ftownビル ………………………………… 阿部仁史＋阿部仁史アトリエ　03-186

赤坂サカス………………………………………………………………… 久米設計　04-150

カヤック…………………………………………クライン ダイサム アーキテクツ　04-188

日向市駅…………………………………………………………………………… 篠原修（総括
監修）内藤廣（意匠統括）　内藤廣建築設計事務所　九州旅客鉄道・交建設計（設計）　05-116

モード学園スパイラルタワーズ………………………………………… 日建設計　05-128

WEEKEND HOUSE ALLEY …………………………… 千葉学建築計画事務所　05-140

yohji yamamoto New York Gansevoort street store ……………………………………

…………………… 石上純也建築設計事務所 Ralph Sobel, Architect（設計協力）　05-152

SAKENOHANA …………………………………………………………………………………

……………… 隈研吾建築都市設計事務所　DENTON CORKER MARSHALL　05-166

料亭開花亭　別館「sou-an」 ……………………… 隈研吾建築都市設計事務所　05-172

NKR ……………………………………… aat＋ヨコミゾマコト建築設計事務所　05-180

La Porte心斎橋 ………………………………… プランテック総合計画事務所　05-186

スワロフスキー 銀座 ………………………………… 吉岡徳仁デザイン事務所　06-078

αMATRIXビル …………………………………………… 下吹越武人／ A.A.E.　06-086

朝日放送………………… 隈研吾建築都市設計事務所　NTTファシリティーズ　07-096

ほたるまち………………………………………………………………………………竹中工務
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店　竹中工務店・三菱地所設計設計監理共同企業体　石橋清志建築設計事務所　07-107

BUILDING K ……………………… 藤村龍至建築設計事務所＋オーノJAPAN　08-068

Klarheit …………………………………… 北山恒＋architecture WORKSHOP　08-092

RIDGE …………………………………………………… 千葉学建築計画事務所　08-133

COMS UEHARA …………………………………………………… 宇野享／ CAn　08-155

HUNDRED CIRCUS East Tower ……………………………………………………………

………………………………… 日建設計（基本設計）　山口誠デザイン　永山祐子建築設計
長岡勉＋田中正洋／ point＋福津宣人　CKR（デザイン監修）　大成建設（実施設計）　08-174

SAYAMA FLAT …………………………………… 長坂常／スキーマ建築計画　08-182

ハラ ミュージアム アーク増築 ………… 磯崎新アトリエ＋KAJIMA DESIGN　09-058

とらや工房………………………………………………… 内藤廣建築設計事務所　09-092

千本松 沼津倶楽部 …………………………………………… 渡辺明設計事務所　10-054

ココラフロント　北山創造研究所（総合プロデュース） ……………………………………………
………………………………………北山孝二郎＋K計画事務所　日本設計（設計）　10-080

コンカード横浜　矢萩喜從郎建築計画（総合デザイン監修） ……………………………………
……………………………………………………大成建設一級建築士事務所（設計）　10-092

Neil Barrett Tokyo …………………………… ザハ・ハディッド アーキテクツ　11-122

ブリーゼタワー……………………………………………………………………………………
三菱地所設計（設計）　インゲンホーフェン・アーキテクツ（デザインアーキテクト）　11-130

モード学園コクーンタワー…………………………………… 丹下都市建築設計　12-064

青山OM-SQUARE ………………………………………………………………… 三井不動産
（プロジェクトマネジメント）　清水建設（設計）　佐藤尚巳建築研究所（デザイン監修）　12-076

ティファニー銀座…………………………………… 隈研吾建築都市設計事務所　12-084

複合都市施設・再開発
クリスタルドーム&壱番街　高松丸亀町商店街A街区第一種市街地再開発事業 …………………

…福川裕一＋まちづくりカンパニー・シープネットワーク（統括）　まちづくりカンパニー・
シープネットワーク　坂倉建築研究所　設計・計画　髙谷時彦事務所（設計）　01-156

グラントウキョウ サウスタワー＋ノースタワー（Ⅰ期） ……………………………………
マーフィ／ヤーン（デザインアーキテクト）　東京八重洲開発設計共同企業体（日建設計・
ジェイアール東日本建築設計事務所）　ジェイアール東日本建築設計事務所（設計）　03-076

赤坂サカス………………………………………………………………… 久米設計　04-150

ほたるまち………………………………………………………………………………竹中工務
店　竹中工務店・三菱地所設計設計監理共同企業体　石橋清志建築設計事務所　07-107

HUNDRED CIRCUS East Tower ……………………………………………………………

………………………………… 日建設計（基本設計）　山口誠デザイン　永山祐子建築設計
長岡勉＋田中正洋／ point＋福津宣人　CKR（デザイン監修）　大成建設（実施設計）　08-174

ココラフロント　北山創造研究所（総合プロデュース） ……………………………………………
………………………………………北山孝二郎＋K計画事務所　日本設計（設計）　10-080

ブリーゼタワー……………………………………………………………………………………
三菱地所設計（設計）　インゲンホーフェン・アーキテクツ（デザインアーキテクト）　11-130

宿泊施設・温泉施設・結婚式場
滑川市民交流プラザ…………………………………………… 三四五建築研究所 　06-100

HUNDRED CIRCUS East Tower ……………………………………………………………

………………………………… 日建設計（基本設計）　山口誠デザイン　永山祐子建築設計
長岡勉＋田中正洋／ point＋福津宣人　CKR（デザイン監修）　大成建設（実施設計）　08-174

千本松 沼津倶楽部 …………………………………………… 渡辺明設計事務所　10-054

ココラフロント　北山創造研究所（総合プロデュース） ……………………………………………
………………………………………北山孝二郎＋K計画事務所　日本設計（設計）　10-080

下鴨泉川亭……………………………………………………… 山本良介アトリエ　12-156

医療施設・福祉・厚生施設
メディジン市ベレン公園図書館…………………………………………………………………
……………………………… 内藤廣＋中井祐＋川添善行＋東京大学景観研究室　06-054

東急大岡山駅上東急病院………………………………………………………………東京急行
電鉄工務部施設課（統括）　安田幸一研究室＋安田アトリエ（デザインアーキテクト）　10-106

O-Clinic …………………………………… 石田敏明＋石田敏明建築設計事務所　10-116

TDC・髙木デンタルクリニック ……… 横河健＋山田慎一郎／横河設計工房　10-124

安佐南区総合福祉センター……………………………… 村上徹建築設計事務所　10-132

特別養護老人ホーム　いづテラス………………………… 村松デザイン事務所　10-140

島田市こども発達支援センター「ふわり」 ……………………………………………………
……………… エー・アンド・エー総合設計／協力：八木敦司建築設計事務所　12-146

研究施設
テクノプラザおおた………………………………………………………………………………
………長谷川逸子・建築計画工房（基本設計・実施設計監修）　石井設計（実施設計）　04-120

アステラス製薬つくば研究センター新棟……………… 大成建設・竹中工務店　11-142

工場
CIXM ………………………………………………………… 難波和彦＋界工作舎　06-092

宗教施設
日本バプテスト仙台基督教会……………………… SOYsource建築設計事務所　01-140

駿府教会……………………………………………………西沢大良建築設計事務所　11-068

膜の教会　カトリックたかとり教会 ………………………………… 坂茂建築設計　12-120

公園施設・仮設建築
Tee Haus …………………………………………………………………………………………

……… 隈研吾建築都市設計事務所　Form TL GmbH　Taiyo Europe GmbH　02-066

ほたるまち………………………………………………………………………………竹中工務
店　竹中工務店・三菱地所設計設計監理共同企業体　石橋清志建築設計事務所　07-107

イエノイエ……………………………………………… 平田晃久建築設計事務所　10-066

第11回ヴェネチア・ビエンナーレ建築展 日本館展示 ………………………………………

…………………………………………………………… 石上純也建築設計事務所　11-108

フォリー 6556 ……………………………………………………………………………………

…………田村圭介＋森部康司＋昭和女子大学生活環境学科1/1ワークショップ　12-093

森の住居 「moku」 ……………………………………………………………………見米清人
岸本達也　原田真宏　佐藤淳　福屋粧子／慶應義塾大学大学院理工学研究科　12-096

五月祭のフォリー　E-CHO＋ IJS ……………………………………………………………

… 東京大学農学部木質材料学研究室（統括）　藤田克則（E-CHO）　山口和弘（IJS）　12-100

四川大地震復興プロジェクト　成都市華林小学紙管仮設校舎 ……………………………………

………………………………… 慶應義塾大学SFC坂茂研究室＋松原弘典研究室　12-114

交通施設
グラントウキョウ サウスタワー＋ノースタワー（Ⅰ期） ……………………………………
マーフィ／ヤーン（デザインアーキテクト）　東京八重洲開発設計共同企業体（日建設計・
ジェイアール東日本建築設計事務所）　ジェイアール東日本建築設計事務所（設計）　03-076

日向市駅……………………………………………………………………………篠原修（総括監
修）　内藤廣（意匠統括）　内藤廣建築設計事務所　九州旅客鉄道・交建設計（設計）　05-116

宝積寺駅………………………………………………………………隈研吾建築都市設計事務
所（監修）　東日本旅客鉄道大宮支社・ジェイアール東日本建築設計事務所（設計）　07-090

東急東横線　渋谷駅（東京メトロ副都心線相互直通運転化事業） …………………………………
… 安藤忠雄建築研究所＋東京急行電鉄＋日建設計＋東急設計コンサルタント　09-072

知床斜里複合駅舎…………… 川人洋志／川人建築設計事務所　日本交通技術　10-170

集会所
クリスタルドーム&壱番街　高松丸亀町商店街A街区第一種市街地再開発事業 …………………

…福川裕一＋まちづくりカンパニー・シープネットワーク（統括）　まちづくりカンパニー・
シープネットワーク　坂倉建築研究所　設計・計画／髙谷時彦事務所（設計）　01-156

呉市音戸市民センター……………………………… 隈研吾建築都市設計事務所　03-090

サンスター skyホール ……………………………………… 歌一洋建築研究所　04-128

滑川市民交流プラザ…………………………………………… 三四五建築研究所　06-100

ほたるまち………………………………………………………………………………竹中工務 

店　竹中工務店・三菱地所設計設計監理共同企業体　石橋清志建築設計事務所　07-107

上万願寺の交流施設…………………………………… 神奈川大学曽我部研究室　07-176

富山市小見地区コミュニティセンター…………………………………………………………  

………………………… 広谷純弘＋石田有作／アーキヴィジョン広谷スタジオ　10-156

富山市大庄地区コミュニティセンター…………………………………………………………
………………………… 広谷純弘＋石田有作／アーキヴィジョン広谷スタジオ　10-162

福山市中央図書館・福山市生涯学習プラザ　まなびの館ローズコム ……… 日建設計　12-130

保存・再生・改修・増築
南洋堂書店改修…………………………………………… 菊地宏建築設計事務所　03-110

犬島アートプロジェクト「精錬所」 ……………… 三分一博志建築設計事務所　05-072

白の家・移築…………………………………………………… 篠原一男（原設計）　白澤宏規

 2008| 総目次 |�



（協力：井上忠好）（移築監修）　澤田佳久建築研究所　TOMO空間研究所（移築設計）　06-111

名古屋大学 豊田講堂 改修 ……………………………… トヨタ自動車 プラント・エンジ 

ニアリング部 建築計画室（プロジェクト・マネジメント）　槇総合計画事務所（設計）　07-110

HUNDRED CIRCUS East Tower ……………………………………………………………

………………………………… 日建設計（基本設計）　山口誠デザイン　永山祐子建築設計
長岡勉＋田中正洋／ point＋福津宣人　CKR（デザイン監修）　大成建設（実施設計）　08-174

ハラ ミュージアム アーク増築 ………… 磯崎新アトリエ＋KAJIMA DESIGN　09-058

実験装置 /masia 2008 ……………… 入江正之＋早稲田大学入江正之研究室　09-082

TARO NASU …………………………………………… 青木淳建築計画事務所　09-146

文化学院…………………………………………………………… 坂倉建築研究所　09-172

千本松 沼津倶楽部 …………………………………………… 渡辺明設計事務所　10-054

マンハッタンのペントハウス II …………………………………………………………………

……… 安藤忠雄建築研究所（設計）　Geoffrey Freeman Architects（設計協力）　11-056

京急高架下文化芸術活動スタジオ 黄金スタジオ ……………………………………………………

………………………………………… 神奈川大学曽我部研究室＋マチデザイン　11-168

京急高架下文化芸術活動スタジオ 日ノ出スタジオ …………………………………………………

横浜国立大学大学院／建築都市スクールY-GSA飯田善彦スタジオ＋SALHAUS　11-172

展示・会場構成
Flower House ………………………………… 妹島和世＋西沢立衛／ SANAA　01-061

四角いふうせん………………………………………… 石上純也建築設計事務所　01-064

リトルガーデン………………………………………… 石上純也建築設計事務所　01-068

TWO CARPS …………隈研吾建築都市設計事務所＋Carlotta de Bevilacqua　02-068

浮庵…………………………………………………… 隈研吾建築都市設計事務所　02-070

カードキャッスル…………………………………… 隈研吾建築都市設計事務所　02-072

クマグスのモリ……………………… 藤原徹平＋伊藤暁＋平辻里佳＋川口圭介　03-120

装苑70th＋1 PAPER FANTASY ………………………………………………………………

…………………文化出版局 装苑編集部（統括）　丸田絢子建築設計事務所（設計）　03-124

透明なスピード｜BMWアート・カー展 …………… 青木淳建築計画事務所　05-090

犬島アートプロジェクト コンセプトギャラリー　地形展 …三分一博志建築設計事務所　07-168

上勝アートプロジェクト「もくもくもく」 ………… 神奈川大学曽我部研究室　07-172

横浜トリエンナーレ2008 新港ピア会場構成 ……… 西沢立衛建築設計事務所　11-162

プロジェクト
プロジェクト：COOL CITY / ECO TOWER ……………………………………………………

SDCJ（Sustainable Urban Development Consortium for Japan and Gulf States Partnership）　01-128

プロジェクト：大阪富国生命ビル …………………………………………………………………

ドミニク・ペロー アーキテクチュール（デザインアーキテクト）　清水建設（設計施工）　01-136

プロジェクト：等々力2丁目共同住宅 ……山代悟＋ビルディングランドスケープ　02-174

プロジェクト：第11回ベネチアビエンナーレ建築展 日本館展示　Extreme Nature ………………

…………………………………………………………… 石上純也建築設計事務所　03-074

プロジェクト：グランルーフ ………………… マーフィ／ヤーン（デザインアーキテクト）　東 

京八重洲開発設計共同企業体（日建設計・ジェイアール東日本建築設計事務所）（設計）　03-086

国際設計競技応募案　Courchevel Grandes Combes …………………………………………

………… 隈研吾建築都市設計事務所　みかんぐみ　ドレ・ラベ アーキテクツ　03-100

プロジェクト：上海征大ヒマラヤ芸術センター ………………… 磯崎新アトリエ　04-063

プロジェクト：東急東横線　渋谷駅（東京メトロ副都心線相互直通運転化事業） …………………
… 安藤忠雄建築研究所＋東京急行電鉄＋日建設計＋東急設計コンサルタント　05-108

プロジェクト：宇土市立宇土小学校 ……………… 小嶋一浩＋赤松佳珠子／ CAt　06-182

プロジェクト：宇土市立網津小学校 …アトリエ・アンド・アイ＋坂本一成研究室　06-186

プロジェクト：工作連盟ジードルンク・ヴィーゼンフェルト，ミュンヘン …………………

……………………………………………………………………… 坂本一成研究室　07-128

作品解説・インタビュー・対談・座談会・批評
対談：オランダからニューヨーク，東京へ──海外のプロジェクトから10年 …………………

……………………………………………………………………妹島和世×西沢立衛　01-100

解説：独りのためのパブリックスペース………………………………… 槇文彦　01-118

解説：津波から現在に至るまで……………………………………………… 坂 茂　01-126

インタビュー：ドバイで日本の環境技術が訴えること……………… 中村光男　01-132

対談：地方都市の中心市街地をデザインする──高松丸亀町の「通りを中心とする」再開発 …

…………………………………………………………………西郷真理子×太田隆信　01-162

対談：中高一貫教育と開かれた地域………………………………原広司×長澤悟　01-180

解説：異文化交流の5年間 ……………………………………………… 内海慎介　02-078

解説：現代に「市中の山居」を構える ……………………………… 樂吉左衞門　02-080

解説：亜熱帯型地球環境建築スポーツドーム…………………………… 仙田満　02-094

解説：都市に住まうこと…………………………………………………… 岸和郎　02-101

解説：薄化粧したスケルトン──賃貸ではなく分譲であるということ …………………………

……………………………………………………………… 小嶋一浩＋赤松佳珠子　02-120

解説：キャピタリズムと環境問題の交点……………………………… 中村拓志　02-124

解説：空間の抒情性，狭小さを通して………………………… ヨコミゾマコト　02-156

解説：等々力のふたつの集合住宅とprivatization ……………………… 山代悟　02-175

対談：小規模の免震構造とデザイン──サステナブルな都市を目指して ………………………

……………………………………………………………………飯田善彦×金箱温春　02-178

インタビュー：自然や風景，あいまいさとリアリティについて…… 石上純也　03-070

座談会：東京の新しい顔をつくる………………………………………………………………
…………………………………米盛和之×野澤隆秀×岡崎健×米村雅央×藤井幹也　03-088

インタビュー：粒子から全体を構成する，農業的モニュメンタリティ……………………
………………………………………………………………………………… 隈研吾　03-100

解説：光と動線……………………………………………………………… 菊地宏　03-115
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解説：『神椿』と風景芸術 ……………………………………………… 田窪恭治　03-176

解説：中国展開──スポーツ施設を通して ……………………………… 大野勝　04-099
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インタビュー：都市計画のない東京という都市において…………… 鹿島昭一　04-170

解説：鹿島スタイルの継承……………… 岡村健司　塚本平一郎　田名網雅人　04-175

インタビュー：法人格と個性あるオフィス…………………………… 柳澤大輔　04-192

解説：賃貸オフィス変化への予兆──「豊かな共用部」から「プライベートな専有感」へ ………

……………………………………………………………………………… 梅垣春記　04-196

解説：増殖する美術館…………………………………………………… 南條史生　05-067

座談会：街の風景になる建築とアート……… 西沢立衛×小池一子×五十嵐太郎　05-068

解説：産業遺産と離島プロジェクト………………………………… 三分一博志　05-088

解説：歴史の重層する地に創出されたパブリックスペース………… 安藤忠雄　05-106

解説：渋谷の「地宙船」 ………………………………………………… 安藤忠雄　05-113

批評：安藤忠雄　ふたつの現在………………………………………… 鈴木博之　05-115

解説：建築家に何ができるか……………………………………………… 内藤廣　05-126

対談：街のような商業施設………………………………………千葉学×西沢大良　05-148

解説：店舗空間について………………………………………………… 山本耀司　05-164

解説：ふるい建物と道…………………………………………………… 石上純也　05-164

解説：Conversations with Peter Smithson／ 2.5次元の可能性 … 隈研吾　05-178

解説：教育による都市と社会の変革……………………………………………………………
……………………………………… カルロス・マリオ・ロドリゲス・オソリオ　06-069

インタビュー：物語の空間，質素な新しさについて………………… 吉岡徳仁　06-084

対談：モノづくりを工場から発信する………………………難波和彦×堀尾俊彰　06-095

解説：「白の家・移築」という再築 …………………………………… 白澤宏規　06-120

解説：住まひたまへるさま………………………………………………… 松居直　06-121

批評：永遠と日常を繋ぐもの──新しい白／新しい抽象 ……………… 藤本壮介　06-122

対談：PFIと学校建築 ………………………………………工藤和美×小野田泰明　06-134

解説：学校建築計画の現在──「要田中学校」から13年 …………………… 長澤悟　06-158

インタビュー：建築におけるシンボリズムと公共性………………… 山本理顕　07-076

インタビュー：シャネルのDNAを受け継いでいくこと …リシャール・コラス　07-088

解説：豊田講堂をつくった頃……………………………………………… 槇文彦　07-117

解説：水無瀬の町家から水無瀬の別棟へ……………………………… 坂本一成　07-143

解説：建築が生み出す精神性………………………………………… 城戸崎博孝　07-154

解説：地形について…………………………………………………… 三分一博志　07-166

解説：都市の原風景としての曖昧な境界，そして解体された個を繋ぐ構築された外気の
空間………………………………………………………………………… 室伏次郎　08-066

解説：職住混在と共同体…………………………………………………… 北山恒　08-104

解説：北国の建築／新しい古典………………………………… 納谷学＋納谷新　08-124

解説：觀海庵の設計について……………………………………………… 磯崎新　09-070

解説：都市の建築を考える……………………………………………… 安藤忠雄　09-080

解説：マジアでの実験…………………………………………………… 入江正之　09-090

解説：密やかで過激な試み………………………………………………… 内藤廣　09-098

インタビュー：「とらや」が発信すること ………………………………… 虎屋　09-100

解説：未分化ということ──between ‥‥ and ‥‥ と，before ‥‥ and ‥‥ ………………

……………………………………………………………………………… 藤本壮介　09-122

解説：誰が群盲を嗤
わら

えるか? ……………………………………………… 青木淳　09-159

解説：200m2／人と20m2／人 ……………… 小嶋一浩＋赤松佳珠子／ CAt　09-170

解説：文化学院の理念・空間の継承………………………………… 坂倉竹之助　09-179

インタビュー：「原爆堂と日本の戦後」について …………………… 中谷礼仁　10-039

解説：大屋根に包まれた「町の大広
ホール

間」 ……………………………… 香山壽夫　10-053

解説：木と土の〈集合別邸＋集合茶亭〉 ………………………………… 渡辺明　10-065

対談：人の想いが街をつくる…………………………………神野吾郎×北山孝雄　10-089

解説：グリーン・ジャンクション……………………………………… 安田幸一　10-114
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解説：「既存」から編集される「用の美」 ………………………………… 小泉誠　10-154
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解説：空間と風景の創造………………………………………………… 安藤忠雄　11-054
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解説：構築された外気の空間／異化された原風景…………………… 室伏次郎　11-107

解説：建築と環境──extreme nature ……………………………… 石上純也　11-114
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………………………………………………… クリストフ・インゲンホーフェン　11-140

座談会：建築とアートをきっかけとした黄金町の街づくり…………………………………
……………………………………… 飯田善彦×曽我部昌史×仲原正治×鈴木伸治　11-176

解説：新しい形と新しい関係──外部と混じり合った環境単位 ………… 妹島和世　12-063

解説：次世代を育て，都市を刺激するタワー………………………… 丹下憲孝　12-075
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………………………………………………………………………………… 隈研吾　12-091

解説：災害後，建築家に何ができるのか…………………………………… 坂 茂　12-127

特集
中高一貫教育校の建築………………………………………………………………… 01-167
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教育を拓く空間………………………………………………………………………… 06-125
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集合住宅特集──都市への視点と浸透 ………………………………………………… 08-056

地域に還る医療福祉──地域医療と建築 ……………………………………………… 10-099

■本文記事
巻頭論文・巻頭インタビュー
巻頭論文：小さな建築　テロリストの茶室または物性試験場………… 隈研吾　02-064

巻頭インタビュー：社会から認知される建築設計へ　事業兼業の枠を超えた業務環境改善への
試み …………………………………………………………………………… 出江寛　03-054

巻頭インタビュー：ネオリベラリズムに対抗する「文化」──深圳の10年／ポスト9.11／上海・

北京 …………………… 磯崎新　太田佳代子＋トッド・リース（インタビュアー）　04-056

巻頭インタビュー：ポスト9.11のグローバル遊泳術──アンビルト／イスラム文化／カタール・
中央アジア …………… 磯崎新　太田佳代子＋トッド・リース（インタビュアー）　05-048

巻頭論文：建築の力──地球の裏側から考える …………………………… 内藤廣　06-048

巻頭論文：ポスターからオトナリへ──OSとしての都市計画 …………… 隈研吾　07-057

巻頭論文：地域社会圏…………………………………………………… 山本理顕　11-037

論文・記事
特別記事：そのすぐ裏にある空間「SPACE FOR YOUR FUTURE──アートとデザインの遺伝子

を組み替える」展 ……………………………………………………………… 青木淳　01-056

特集記事：ワンルームという不動産ストックの再
リノベーション

構築──「REISM」プロジェクトにおける4

つのプロトタイプ …………………………………………………………… 田島則行　02-184

特別記事：21世紀アジアの循環型都市へ──愛・地球博から上海万国博覧会へ ………………

……………………………………………………………………………… 原田鎮郎　04-142

特別記事：建築基準法改正を乗り越えて向かうべきところ………… 金箱温春　06-106

特別インタビュー：関係から生み出される「楽しさ」──くまもとアートポリス小学校プロポー
ザルを通して ……………………………………………………………… 伊東豊雄　06-190

論文：構成形式と現実の緊張関係によるスケールから生まれる詩的インパクト…………
……………………………………………………………………………… 坂本一成　07-124

特集論文：小さな建築が過疎の町でできること…………………… 曽我部昌史　07-170

対談：38億年の生命の歴史から学ぶ『バイオミミクリー』 …………………………………
…………………………………………………グンター・パウリ×鈴木エドワード　07-229

MKセレクション──MOTTAINAI×KAWAII …………………… チームカワイイ　07-233

ロハスプロジェクトとエコ──東京電力×トヨタ自動車×松下グループのコラボレートによる「月光

町アパートメント」から見えたこと …… 丹野亜紀×布垣直昭×川端和彦×鎌田智州　07-236

特集記事：晴海高層アパートに託された都市高層集合住宅の夢　現代集合住宅のオリジンを
探る3 ………………………………………………………………………… 植田実　08-046

特集論文：都市のコンバージョン　部分の変化を都市全体へ還元していく方法を探して ………

……………………………………………………………………………… 馬場正尊　08-170

記事：家具と建築と都市が連続する風景──家具から建築を考える／第1回新建築サロンミー

ティング …………………………………………………………………… 西沢立衛　09-040

記事：風鈴から都市まで…………………………………………………………………………
…………………………伊東豊雄建築設計事務所×takram design engineering　09-102

特別記事：白井晟一「原爆堂計画」再考──虚白庵にて …………………………… 10-034

特集論文：地域に還る，住居に還る──医療福祉施設計画の最前線 ……… 上野淳　10-100

特別記事：「住吉の長屋」から都市へ　ギャラリー・間　安藤忠雄建築展［挑戦─原点から─］ …
……………………………………………………………………………… 安藤忠雄　11-064

特別記事：重さとディテール　現代の建築と環境の関係性 ………………………… 11-079

特別記事：実験的，アート的な祝祭としてのビエンナーレ建築展…………………………
………………………………………………………………………………五十嵐太郎　11-118

特別記事：サイトスペシフィックであること，結果としての断面　横浜で展開される都市
と現代アートの風景について ……………………………………………… 城戸崎和佐　11-158

SMOKERS' STYLE COMPETITION 2007　分煙カフェ完成報告 … 編集部　12-038

特別記事：それぞれの対話のかたち──デザインが生まれる状況，「東京デザイナーズウィーク
2008」　「デザインタイドトーキョー 2008」などを巡って …………………… 藤森泰司　12-041

特別記事：オリンピック都市の野望と苦悩──「シドニー」「北京」「ロンドン」が語るもの …

……………………………………………………………………………… 白井宏昌　12-104

特別記事：オリンピック建築の夢と危うさ──「北京」と「モントリオール」の類似から ………

……………………………………………………………………………………………………川口衞　12-110

■連載
モノが語る20世紀の構想力 2
その1　モシェ・サフディのハビタ '67 ……………………………… 松村秀一　02-058

その2　150年を経た鉄製植民地住宅 ………………………………… 松村秀一　04-200

その3　還暦を迎えたレヴィットタウン ……………………………… 松村秀一　06-228

その4（最終回）　アンジェロ・マンジャロッティのバランザーテの教会 …………………

……………………………………………………………………………… 松村秀一　08-216

Projets Urbains Français──フランスの現代都市デザインを巡る
第1回　ユーラリールの20年 ……………………………… 赤堀忍＋鳥海基樹　11-178

第2回　グラン・プロジェに隠された地道な都市デザイン …………………………………

…………………………………………………………………… 赤堀忍＋鳥海基樹　12-210

空間表現のディテール
第7回　都市居住の単位──中銀カプセルタワービル ……………………………………………

…………………………………………… 山本想太郎×石黒由紀×高橋堅×山代悟　02-140

第8回　家具化された建築──武蔵工業大学新建築学科棟#4 ……………………………………

…………………………………………… 山本想太郎×石黒由紀×高橋堅×山代悟　03-146

第9回　藤森流ものづくり──高過庵と焼杉ハウス ……………………………………………

…………………………………………… 山本想太郎×石黒由紀×高橋堅×山代悟　07-238

先端技術探偵団がゆく
第18回　素材の解像度 ……………………………………………… 今井公太郎　02-232

第19回　「生きるためのメディア」と建築──TypeTraceとCreative Commons ……………

……………………………………………………………………………… 中西泰人　06-232

最終回　ファイナルリポート：技術の集合体・建築を考える………………………………
……………………………………………………… 今井公太郎×南泰裕×中西泰人　12-166

Cartographers After 9.11
vol.2.1　フォンタイーニャスに留まること　「ヴァンダの部屋」「コロッサル・ユース」の空間
と時間 ……………………………………………………………… ペドロ・コスタ　06-036

vol.3.1　アナーキスト人類学から見る社会　現実のあるがままを捉える／ニューヨーク論……
…………………………………………… デヴィッド・グレーバー＋高祖岩三郎　12-032

■一般記事
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建築の窮極の責任者は誰か………………………………………………桐敷真次郎　01-011

かぐや………………………………………………………………………… 川口衞　01-013

建て替え……………………………………………………………………… 篠原修　01-015

C
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ASBEE，性能の可視化 ……………………………………………… 村上周三　02-013

国際設計契約をめぐって──その3　どこの国の法律や裁判所によって? … 林陽子　02-015

建築なるものの変化──カワイイ建築パラダイム③ ……………………… 真壁智治　02-017

わが思い出の建物の運命…………………………………………………… 篠原修　03-011
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目には目を……………………………………………………………… 桐敷真次郎　09-019
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パブリック・アートの空間について…………………………………… 南條史生　10-013
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