2007 年 新建築総目次
House O ……………………………………………… 藤本壮介建築設計事務所 11-100

■作品
住居施設（専用施設・併用住宅・集合住宅・その他）
studio 御殿山 …… 原俊夫（統括

プロデューサー） 千葉学建築計画事務所（設計）

アーバンスタイル六本木三河台………………………………… 坂倉建築研究所

02-080

11-142

YIEN EAST ………………………………………… 隈研吾建築都市設計事務所 12-110

platform ………………………………………………… 千葉学建築計画事務所 02-090

鶴山荘……………………………………………………………… アトリエ・ワン

12-122

笹塚の集合住宅………………………………………………………… みかんぐみ

メゾン E ……………………………………………………………… 坂茂建築設計

12-132

02-106

ROOM101 ………………………………………………………………………………………

N …………………………………………………………… 青木淳建築計画事務所 12-142

………… 成瀬友梨建築設計事務所＋猪熊純＋シリ・ストロンメ・ヨハンセン

02-112

J …………………………………………………………… 青木淳建築計画事務所 12-152

成瀬が丘の集合住宅………………………………… 菊池公市＋メジロスタジオ

02-116

ドメイヌ・ドゥ・ミクニ（「旧飯箸邸」の再生） …………………………………………………

雑司が谷集合住宅／ Y.Z.R. ………………………………… 三幣順一／ A.L.X. 02-122

……………………………………… 坂倉アトリエ（監修設計） 坂倉準三（原設計） 12-174

保谷の集合住宅 ISLANDS APARTMENT … 谷内田章夫／ワークショップ

02-128

Y-1・Y-2 ……………………………………………………………………………………………
PRIME ／プライム建築都市研究所 池田昌弘／ MASAHIRO IKEDA co., ltd 02-134
haramo S1 ………………………………………… 長坂常／スキーマ建築計画 02-150
中延の集合住宅 …………………………… 甲村健一／ KEN 一級建築士事務所

02-156

学校施設（保育園・幼稚園・小中高大学・その他）

龍谷大学深草学舎キャンパス修景計画……………………… 飯田善彦建築工房

01-106

ふじようちえん …………………… 佐藤可士和（クリエイティブディレクター） 手塚貴晴＋

TRIAD ………………………………………………… 早草睦惠／セルスペース 02-162

手塚由比／手塚建築研究所

大田中央コーポラティブヴィレッジ 1 …… インターデザインアソシエイツ（全体計画）

安中市立九十九小学校…………………………………………………… ARCOM 05-124

温設計室

東京大学工学部 2 号館 ……………………………………………………………………………

直井建築設計事務所 小川リエ建築設計事務所

アーキエア（設計） 02-168

池田昌弘／ MASAHIRO IKEDA co.,ltd（設計） 05-110

環境共生住宅ハーモニー団地……………………………………………………………………

…… 東京大学工学部建築計画室（岸田省吾） 同キャンパス計画室・同施設部

05-172

… 鹿児島大学工学部建築学科都市デザイン研究室＋松永安光／近代建築研究所 02-182

武蔵工業大学新建築学科棟＃ 4 ………… 岩﨑堅一・武蔵工業大学岩﨑研究室

06-106

環境共生住宅ラメール中名団地…………………………………………………………………

ブーリアン 東京大学医学部教育研究棟 鉄門カフェ ………… トラフ建築設計事務所

06-190

… 鹿児島大学工学部建築学科都市デザイン研究室＋松永安光／近代建築研究所 02-190

多摩美術大学附属図書館……………………………… 伊東豊雄建築設計事務所

07-056

HOUSE A ……………………………………………… 西沢立衛建築設計事務所 03-060

セントルイス・ワシントン大学

板橋のハウス…………………………………………… 西沢大良建築設計事務所

…………………………………………………………………… 槇総合計画事務所

03-076

サム・フォックス視覚芸術学部…………………………

07-076

sonorium ………………………………………………… 青木淳建築計画事務所 03-094

シンガポール理工系専門学校キャンパス………………………………………………………

佐川町公営住宅・荷稲団地……… 西森啓史建築研究所・アクシス建築研究所

03-196

…………………………… 槇総合計画事務所（設計） DP Architects（設計協力） 09-064

TORANOMON TOWERS ………………………………… KAJIMA DESIGN 04-080

東京音楽大学 100 周年記念本館 ……………………………………… 久米設計 09-146

五反田の住宅…………………………………………… 長谷川豪建築設計事務所

04-142

多摩大学グローバルスタディーズ学部新学舎…………………………………………………

栄町の音楽ホール………………………………………… 團紀彦建築設計事務所

05-144

……………………………………………… 渡辺真理＋木下庸子／設計組織 ADH 09-156

白山通りのいえ……………………………………………………………………………………

大阪芸術大学 芸術劇場 10 号館 他 …………………………… 坂倉建築研究所

………… 薩田英男／薩田建築スタジオ＋鹿野正樹／鹿野都市建築計画事務所

05-164

東北公益文科大学酒田キャンパス 公益ホール … 池田靖史＋國分昭子／ IKDS 10-184

焼杉ハウス………………………… 藤森照信＋川上恵一（かわかみ建築設計室） 06-056

東北公益文科大学鶴岡タウンキャンパス 大学院棟 …… 池田靖史＋日本設計 10-191

Hiro ビル …………………………………………………………………………………………

追手門学院大学中央棟・6 号館 守衛所 ………………………… 三菱地所設計

… 小谷野直幸＋田辺芳生／ PRIME 池田昌弘／ MASAHIRO IKEDA co.,ltd 07-190

武庫川女子大学建築学科・大学院建築学専攻スタジオ………………………………………

アパートメント I ……………………………………… 乾久美子建築設計事務所

10-174

10-196

08-062

… 川島克也＋岡田耕治／日建設計（設計） 武庫川女子大学建築学科（設計監修） 11-112

Hi-ROOMS 方南町 ……………………………………… 千葉学建築計画事務所 08-072

甲子園会館（旧甲子園ホテル）………………………………………… 遠藤新（原設計） 11-122

AOI apartment ……………………………………… 川辺直哉建築設計事務所 08-082

大隈講堂（保存・再生） ……………………………………………………………………………

NYORO Apartment ……… 大場聖子＋矢部倫太郎／ Mooi 建築設計事務所 08-091

… 早稲田大学 キャンパス企画部 企画・建設課（総合監理） 佐藤総合計画（設計） 11-182

Villa Vista ……………………… 第一生命保険（統括） 飯田善彦建築工房（設計） 08-098

ナトゥーラの眼 こだま幼稚園 〈内〉と〈外〉の間ⅩⅥ …………………………………………

Villa Rondo ……………………… 第一生命保険（統括） 竹中工務店（設計施工） 08-106

……………………………… 入江正之・入江高世＋早稲田大学入江正之研究室 12-166

イグレック……………………………………………… 山口真一郎＋竹中工務店

08-116

練馬の集合住宅…………………………………… 谷内田章夫／ワークショップ

08-124

落合の集合住宅…………………………………… 谷内田章夫／ワークショップ

08-132

柿の木坂の集合住宅………………………………………… 下吹越武人／ A.A.E. 08-140

美術館・博物館

国立新美術館 ………………… 黒川紀章・日本設計共同体（代表／黒川紀章） 01-058

AEM ……………………………………… aat ＋ヨコミゾマコト建築設計事務所 08-146

ペーパーテイナー美術館………………… 坂茂建築設計＋ KACI International 01-156

taart（タルト）…………………………… 石田敏明＋石田敏明建築設計事務所 08-152

高知市立・龍馬の生まれたまち記念館 ……………………………………………… 高知県

代官山集合住宅……………………………………… 木下道郎／ワークショップ

08-158

建築士会「龍馬委員会」（基本計画） 龍馬のまちを考える建築士グループ（実施設計） 03-188

森の 10 居 …………………………………………………… 遠藤秀平建築研究所

08-164

奥田元宋・小由女美術館…………………………… 柳澤孝彦＋ TAK 建築研究所

グリュックス・ガルテン………………………… 山下保博／アトリエ・天工人

08-174

21_21 DESIGN SIGHT ……………………… 安藤忠雄建築研究所＋日建設計 05-090

04-150

FUDOMAE APARTMENT ……………………………………………………………………

ノマディック美術館………………………………………………… 坂茂建築設計

05-100

………… ベラ・ジュン／ ISSHO 建築設計事務所＋大野博史／オーノ JAPAN 08-182

島根県立古代出雲歴史博物館………………………………… 槇総合計画事務所

06-064

ピオダオ………………………………………………………… 井坂幸恵／ bews 08-188

三重県立熊野古道センター………… 戸尾任宏・建築研究所アーキヴィジョン

06-084

ムツギノイエ／ STUDIO FLAT …………… 佐々木聡／ SGM 環境建築研究所

08-194

セントルイス・ワシントン大学

上用賀のコートハウス…………………………………… 若松均建築設計事務所

サム・フォックス視覚芸術学部…………………………

08-200

…………………………………………………………………… 槇総合計画事務所

07-076

ワールドシティタワーズ…………………………………………………………………………

横須賀美術館…………………………………………………… 山本理顕設計工場

07-092

……… 日建設計（企画・基本設計 実施設計監修） 清水建設（基本・実施設計・監理） 08-208

ねむの木こども美術館…………………………… 藤森照信＋内田祥士（習作舎） 07-110

戸畑 C 街区整備事業 隈研吾建築都市設計事務所・竹中工務店設計共同企業体

KEYFOREST871228

成城タウンハウス

10-066

ガーデンコート成城 UNITED CUBES ………………………………………

………………………… 妹島和世建築設計事務所＋大成建設一級建築士事務所

キース・へリング美術館 ……… 北川原温建築都市研究所

07-124

坂の上の雲ミュージアム…………………………………… 安藤忠雄建築研究所 09-082

11-070

沖縄県立博物館・美術館…… 石本建築事務所・二基建築設計室設計共同企業体 11-124

太田の長屋…………………………………………………………… 宇野享／ CAn 11-090

国立科学博物館本館改修… 国立科学博物館（統括） 香山壽夫建築研究所（設計） 11-192

2007| 総目次 |



官・公庁舎

ライトオンつくばビル…………………………………………………… 久米設計 10-142

梼原町総合庁舎……………………………………………………………………………………

川本製作所 東京ビル …………………………………………………… 日建設計 10-150

慶應義塾大学理工学部システムデザイン工学科＋隈研吾建築都市設計事務所

03-142

アーバンスタイル六本木三河台………………………………… 坂倉建築研究所 11-142

和歌山県庁南別館…………………………………………… 梓・高松設計共同体

04-106

NIKE TOKYO DESIGN STUDIO …………… 中村拓志／ NAP 建築設計事務所 11-156
NIKE PRESS ROOM …………………………………… トラフ建築設計事務所 11-160

ギャラリー

霞が関コモンゲート・中央合同庁舎第 7 号館 …………………………………………………

TARO NASU OSAKA ………………………………… 青木淳建築計画事務所 03-090

……………… 久米設計・大成建設・新日鉄エンジニアリング設計共同企業体

坂元醸造くろず情報館「壺畑」 ………………………… アーキテクトファイブ

04-160

東京倶楽部ビルディング………………………………………………… 日本設計 12-202

伊丹十三記念館…………………………………………………………… 中村好文

09-100

太郎吉蔵…………………………………………………………………… 中村好文

09-114

妻有田中文男文庫……………………………………… 山本想太郎設計アトリエ

11-202

12-192

商業施設

Vivo City …………………………… 伊東豊雄建築設計事務所 DP Architects 01-084
桝屋本店…………………………………………………………………… 平田晃久 01-124

舞台・劇場・映画館

R-MINAMIAOYAMA …………………………………… 平田晃久＋吉原美比古 01-136

二期倶楽部 七石舞台［かがみ］…………………………………………………………………

グッチ銀座……………………………………………………………………… GUCCI（統括）

………………………… 松岡正剛＋内藤廣（監修） 内藤廣建築設計事務所（設計） 01-100

ジェイムス・カーペンター・デザイン・アソシエイツ（外装） スタジオ ソフィール

千葉美浜文化ホール・保健福祉センター………………………………………………………

ド（内装） 豊久将三／キルトプランニングオフィス（照明） 大林組（建築） 03-132

………………………小泉雅生／小泉アトリエ・C ＋ A 村井建築設計共同企業体

05-134

坂元醸造くろず情報館「壺畑」 ………………………… アーキテクトファイブ 04-160

栄町の音楽ホール………………………………………… 團紀彦建築設計事務所

05-144

TOC 有明 ………… 日本設計（設計） 槇総合計画事務所（低層部インテリア設計） 04-128

ユナイテッド・シネマ前橋………………………… 寺田尚樹＋テラダデザイン

06-184

ミッドランド スクエア 豊田・毎日ビルディング …………………… 日建設計 04-094

神保町シアタービル…………………………… 山梨知彦＋羽鳥達也／日建設計

09-130

東京ミッドタウン …………………………………………………… スキッドモア・オーウ

サントリーホール 20 周年改修 …………………………… 安井建築設計事務所

11-176

ィングス・アンド・メリル（SOM）（マスタープランデザイン） 日建設計（コアアーキテクト）

大隈講堂（保存・再生） ……………………………………………………………………………

イドー（ EDAW）（ランドスケープデザイン） スキッドモア・オーウィングス・アンド・

… 早稲田大学 キャンパス企画部 企画・建設課（総合監理） 佐藤総合計画（設計） 11-182

メリル（SOM） 隈研吾建築都市設計事務所 安藤忠雄建築研究所＋日建設計

坂倉建

築研究所 青木淳建築計画事務所（パークレジデンシィズ・外装デザイン監修） ほか 05-058

21_21 DESIGN SIGHT ……………………… 安藤忠雄建築研究所＋日建設計 05-090

スポーツ施設

栄町の音楽ホール………………………………………… 團紀彦建築設計事務所 05-144

上海旗忠森林体育城テニスセンター……………………………………………………………

カフェ ラ・ミール ………………………………………………………………………………

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

………………… 谷尻誠／ suppose design ofﬁce 名和研二／なわけんジム 05-152

研究所構造設計集団〈 SDG〉 総合設備計画
かわにし賑わいのまちづくり

佐藤尚巳建築

三菱重工業神戸造船所鉄構部

02-042

千手中央コミュニティセンター ひだまりプール 千年の湯 …

新丸の内ビルディング……………………………………………………………………………
………… 三菱地所設計（設計） ホプキンス アーキテクツ（コンセプト・デザイン） 06-118

……………………………………………………………… 内田文雄＋龍環境計画

03-171

エルメス御堂筋店………………………… RDAI Rena Dumas Architecture Interieure

いわき平競輪……………………………………………………………… 日本設計

04-168

design Fresco

Slowtecture 三木

兵庫県立三木総合防災公園 ビーンズドーム …………………………………

………………………………………………………………… 遠藤秀平建築研究所

11-134

大 成 建 設 一 級 建 築 士 事 務 所（ フ ァ サ ー ド 実 施 設 計 ） 06-156

とらや御殿場店………………………………………… 内藤廣（意匠統括） 葛西薫（トータル
ディレクション） 長尾智子（フードコーディネーション） 内藤廣建築設計事務所

06-164

グランドスラムプロジェクト 兵庫県立三木総合防災公園 シェルター …………………………

とらや東京ミッドタウン店…………………………… 内藤廣（意匠統括） 葛西薫（トータル

……………………………………………………… 遠藤秀平建築研究所（設計統括） 12-100

ディレクション） 長尾智子（フードコーディネーション） 内藤廣建築設計事務所

06-171

ルシアン ペラフィネ 東京ミッドタウン店 …… 隈研吾建築都市設計事務所

06-180

ブーリアン 東京大学医学部教育研究棟 鉄門カフェ ………… トラフ建築設計事務所

06-190

図書館

JIN'S GLOBAL STANDARD 流山店・青山店・四条河原町阪急店・神戸北店 ………

多摩美術大学附属図書館……………………………… 伊東豊雄建築設計事務所

07-056

…………………………………………………………… 中村竜治建築設計事務所

06-194

宗達……………………………尾嵜彰廣（プロデュース） 木原千利設計工房（設計） 07-138

Villa Vista ……………………… 第一生命保険（統括） 飯田善彦建築工房（設計） 08-098

事務所

ワールドシティタワーズ…………………………………………………………………………

インターオフィス／大阪……………… 岸和郎＋ K.ASSOCIATES / Architects

01-150

……… 日建設計（企画・基本設計 実施設計監修） 清水建設（基本・実施設計 監理） 08-208

キヤノン矢向事業所…………………………………………… KAJIMA DESIGN 01-174

R3 ukishima ／ aicafe54 …………………… クライン ダイサム アーキテクツ 09-140

清水建設技術研究所 安全安震館 …………… 高橋 一／ SFS ･ 21 ＋清水建設

03-102

ニコラス・G・ハイエック センター …………………………… 坂茂建築設計

10-082

ソニーシティ……………………………………… プランテック総合計画事務所

04-069

宙 [SORA] 渡月荘金龍 食事処「雲の庭」
… 富永讓＋フォルムシステム設計研究所

10-116

TORANOMON TOWERS ………………………………… KAJIMA DESIGN 04-080

ライトオンつくばビル…………………………………………………… 久米設計

10-142

ミッドランド スクエア 豊田・毎日ビルディング …………………… 日建設計

04-094

アーバンスタイル六本木三河台………………………………… 坂倉建築研究所

11-142

東京建設コンサルタント本社ビル……………………………………… 清水建設

04-114

ELTTOB TEP ……………………………………………………………………………………

パラマウントベッド テクニカルセンター …………………………… 清水建設

04-122

ISSEY MIYAKE INC. 佐藤卓デザイン事務所（統括） ステロタイプ（設計） 11-150

TOC 有明 ………… 日本設計（設計） 槇総合計画事務所（低層部インテリア設計） 04-128

トーヨーキッチンスタイル ムーブル …………… ケーオーデザインスタジオ

TBWA ＼ HAKUHODO ………………… クライン・ダイサム・アーキテクツ 04-134

BLESS ……………………………………………………… KEIKO ＋ MANABU 11-170

坂元醸造くろず情報館「壺畑」 ………………………… アーキテクトファイブ

04-160

千葉美浜文化ホール・保健福祉センター………………………………………………………
……………………… 小泉雅生／小泉アトリエ・C ＋ A 村井建築設計共同企業体

11-164

GYRE …………… 竹中工務店（総合プロデュース） MVRDV ＋竹中工務店（設計） 12-086
ドメイヌ・ドゥ・ミクニ（「旧飯箸邸」の再生）……………………………………………………

05-134

……………………………………… 坂倉アトリエ（監修設計） 坂倉準三（原設計） 12-174

新丸の内ビルディング……………………………………………………………………………

霞が関コモンゲート・中央合同庁舎第 7 号館 …………………………………………………

………… 三菱地所設計（設計） ホプキンス アーキテクツ（コンセプト・デザイン） 06-118

……………… 久米設計・大成建設・新日鉄エンジニアリング設計共同企業体

新丸の内ビルディング

日本創生ビレッジ インキュベーションオフィス …………………

12-192

東京倶楽部ビルディング………………………………………………… 日本設計 12-202

…………………………………………………………………… Open A（基本設計） 06-130

THE NATURAL SHOE STORE オフィス …………………………… Open A 06-132
Villa Vista ……………………… 第一生命保険（統括） 飯田善彦建築工房（設計） 08-098

複合都市施設・再開発

神保町シアタービル…………………………… 山梨知彦＋羽鳥達也／日建設計

09-130

TOC 有明 ………… 日本設計（設計） 槇総合計画事務所（低層部インテリア設計） 04-128

ニコラス・G・ハイエック センター …………………………… 坂茂建築設計

10-082

TORANOMON TOWERS ………………………………… KAJIMA DESIGN 04-080

日産先進技術開発センター……………………………………………… 日本設計

10-126

ミッドランド スクエア 豊田・毎日ビルディング …………………… 日建設計

04-094

再春館製薬所「つむぎ商館」 ……………………………………… 北山創造研究所（総合プ

東京ミッドタウン

ロデュース） 近藤康夫デザイン事務所（デザイン設計統括）

ィングス・アンド・メリル（SOM）（マスタープランデザイン） 日建設計（コアアーキテクト）
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bbr（建築設計監理） 10-136

………………………………………………… スキッドモア・オーウ

イドー（EDAW）（ランドスケープデザイン） スキッドモア・オーウィングス・アンド・
メリル（SOM） 隈研吾建築都市設計事務所 安藤忠雄建築研究所＋日建設計 坂倉建

交番

中央警察署札幌駅前交番…………………………………… 川人洋志・日本設計

03-152

築研究所 青木淳建築計画事務所（パークレジデンシィズ・外装デザイン監修） ほか 05-058
新丸の内ビルディング …………………………………………………………………………

宗教施設

………… 三菱地所設計（設計） ホプキンス アーキテクツ（コンセプト・デザイン） 06-118
霞が関コモンゲート・中央合同庁舎第 7 号館 …………………………………………………

日本基督教団 原宿教会 …………………………………………………………………………

……………… 久米設計・大成建設・新日鉄エンジニアリング設計共同企業体

12-192

高野山真言宗 歓成院 大倉山観音会館 …………………………………………………………

東京倶楽部ビルディング………………………………………………… 日本設計

12-202

………………… 手塚貴晴＋手塚由比／手塚建築研究所 池田勝也／ AOI 設計

02-072

公園施設・公衆便所・休憩所・海の家・仮設建築

宿泊施設・温泉施設・結婚式場

平安郷……………………………………………………… 河井敏明／河井事務所
かわにし賑わいのまちづくり

千手中央コミュニティセンター ひだまりプール 千年の湯 …

……………………………………………………………… 内田文雄＋龍環境計画

03-171

… アンリ・ゲイダン＋金子文子／シィエル・ルージュ・クレアシオン（CRC） 04-189

10-156

ペーパーテイナー美術館………………… 坂茂建築設計＋ KACI International 01-156
星の森 鵜沼駅前駐輪場・多目的レストルーム ………………………………………………………………

ウトコ ディープシーテラピー センター & ホテル……………………………………………

石川幹 子 （ 全体修景計 画・プロ デュース） 石 川幹子＋慶應 義塾大学石 川研究室 （基本

… アンリ・ゲイダン＋金子文子／シィエル・ルージュ・クレアシオン（CRC） 04-176

構想・基 本設計） 小林正美＋アルキメディア設計研究所（基本設計・実施設計）

03-163

キース・へリング美術館 ……… 北川原温建築都市研究所

07-124

ノマディック美術館………………………………………………… 坂茂建築設計

05-100

ザ・ペニンシュラ東京……………………………………………… 三菱地所設計

10-098

ブーリアン 東京大学医学部教育研究棟 鉄門カフェ ………… トラフ建築設計事務所

06-190

KEYFOREST871228

喜瀬別邸 HOTEL & SPA ………………………… 電通（総合プロデュース） 観光企画設計

アルテック・パビリオン …………………… Shigeru Ban Architects Europe 09-166

社（基本設計・ホテル棟実施設計） 宮平建築設計事務所（ホテル棟・スパ棟実施設計） 10-108

紙の橋 ………………………………………… Shigeru Ban Architects Europe 09-171

World of Calvin Klein with SHINICHI OGAWA ……………………………………………
……………………………………………………… 小川晋一都市建築設計事務所

09-174

医療施設・福祉・厚生施設

バイオ・ストラクチャー「虹のシザーズ」……………………………………………………

コニャック・ジェイ病院……………………… 伊東豊雄建築設計事務所＋柳澤潤（コンテ

…………………………………… 斎藤公男＋日本大学空間構造デザイン研究室

09-180

ンポラリーズ）＋マニュエル・タルディッツ（みかんぐみ）＋ Extra Muros 01-072

由比ケ浜の海の家 Paradise-AO ……………………………………… みかんぐみ

09-184

日本盲導犬総合センター………………………………… 千葉学建築計画事務所

01-114

森の休憩所…………………………………………………………………………………………

公立おがた総合病院・すこやかセンター……………………………… 日本設計

01-190

… 岸本達也 原田真宏 佐藤淳

平安郷……………………………………………………… 河井敏明／河井事務所

02-072

五月祭のフォーリー…………………………………………………………… THE NAVE ＋

ののやま矯正歯科医院……………………………… 三分一博志建築設計事務所

03-124

千手中央コミュニティセンター ひだまりプール 千年の湯 …

……………………………………………………………… 内田文雄＋龍環境計画

03-171

塚本聡美

関口翔

妹島和世（統括） 猿田暁生 中川

精吾

かわにし賑わいのまちづくり

後藤一真

福屋粧子 隈研吾

フロイデ彦島………………………………………大野秀敏＋吉田明弘／ APLdw 02-062

杉山滝三／慶應義塾大学大学院（設計） 09-188

WR System 東京大学木質材料学研究室（統括） THE NAVE 阪根宏彦計画設計事務所
（設計） 後藤豊

WR System 東京大学木質材料学研究室 宋昌錫（接合部） 09-192

ふわぁびよん………………… 杉浦洋平 圓木裕基 横川天香／横浜国立大学

09-195

ウトコ ディープシーテラピー センター & ホテル……………………………………………

グランドスラムプロジェクト

… アンリ・ゲイダン＋金子文子／シィエル・ルージュ・クレアシオン（CRC） 04-176

……………………………………………………… 遠藤秀平建築研究所（設計統括） 12-100

バーデハウス室戸…………………………………………………………… アンリ・ゲイダン

The Swerve Pavilion ………………… アシンプトート＋遠藤秀平建築研究所 12-100

＋金子文子／シィエル・ルージュ・クレアシオン （CRC） ミクプランニング

The Pavilion of the Senses ……………………………………………………………………

04-184

兵庫県立三木総合防災公園 シェルター …………………

千葉美浜文化ホール・保健福祉センター………………………………………………………

…… ペーター・エブナー＋フランツィスカ・ウルマン＋遠藤秀平建築研究所

………………………小泉雅生／小泉アトリエ・C ＋ A 村井建築設計共同企業体

05-134

Framed View ……………………………………………………………………………………

東京大学医学部附属病院中央診療棟Ⅱ期………………………………………………………

… フランシーヌ・ハウベン／メカノー・アーキテクテン＋遠藤秀平建築研究所 12-104

………………… 東京大学キャンパス計画室・同施設部 岡田新一設計事務所

12-102

06-140

埼玉医科大学国際医療センター………………………………………………… 伊藤喜三郎建

交通施設

築研究所・鹿島建設・竹中工務店・高砂熱学工業・東光電気工事設計共同体

06-148

竹川病院………………………………………………………… 城戸崎建築研究室

07-148

知床斜里複合駅舎設計指名プロポーザル最優秀案……………………………………………

ケアセンターけやき…………………………………………… 城戸崎建築研究室

07-157

…………………………………………………… 川人洋志／川人建築設計事務所

03-158

特別養護老人ホーム 紫水苑新館 …矢板久明＋矢板直子／矢板建築設計研究所 07-162
長嶋雄一クリニック……………………………………… 千葉学建築計画事務所

07-174

稲田病院 産婦人科棟 ……………………………………… 村松デザイン事務所 07-182
Hiro ビル …………………………………………………………………………………………

駐輪場

… 小谷野直幸＋田辺芳生／ PRIME 池田昌弘／ MASAHIRO IKEDA co.,ltd 07-190

石川幹子 （全 体修景計画・ プロデュ ース） 石川幹 子＋慶應義塾 大学石川研 究室 （基本

星の森

鵜沼駅前駐輪場・多目的レストルーム ………………………………………………………………

構想・基本設計） 小林正美＋アルキメディア設計研究所（基本設計・実施設計）

研究施設

キヤノン矢向事業所…………………………………………… KAJIMA DESIGN 01-174

集会所・地域文庫

清水建設技術研究所 安全安震館 …………… 高橋 一／ SFS・21 ＋清水建設

03-102

かわにし賑わいのまちづくり

清水建設技術研究所 風洞実験棟 ……………………………………… 清水建設

03-110

……………………………………………………………… 内田文雄＋龍環境計画

03-163

千手中央コミュニティセンター ひだまりプール 千年の湯 …

03-171

高知市立・龍馬の生まれたまち記念館 ………………………………………… 高知県建築
士会「龍馬委員会」（基本計画） 龍馬のまちを考える建築士グループ（実施設計） 03-188

研修施設

安芸灘交流館…………………………………………………………………………… 都市環境

AGC モノづくり研修センター ……………………………………… 竹中工務店 01-182

研究所広島事務所＋山口大学内田研究室（企画） 内田文雄＋龍環境計画（設計） 03-180

サントリー研修センター「夢たまご」…………………………………………………………

妻有田中文男文庫……………………………………… 山本想太郎設計アトリエ

………………… 大江匡／プランテック総合計画事務所 安井建築設計事務所

11-202

09-120

工場

実験

ハニカムチューブ・アーキテクチャー…………………………………………………………

インクス茅野零工場……………………………………………………………………… KOHN

…………………………… HTA 研究会

PEDERSEN FOX ASSOCIATES PC（デザインアーキテクト） 前田建設工業（設計） 03-117

ハニカムチューブ・アーキテクチャー 2 ………………………………………………………

積水化学工業住宅カンパニー都市開発

02-176

……… HTA 研究会（統括） 積水化学工業住宅カンパニー都市開発（企画・制作） 10-162
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オークション会場

インタビュー：丸の内に対する建築の表情…………… マイケル・ホプキンス 06-122

BDS 柏の杜オークション会場 出品会場 ……………………… アトリエ・K 10-168

解説：オフィス空間の再編が始まっている…………………………… 馬場正尊 06-139
解説：東大病院の 25 年──海の視座 ………………………………… 岡田新一 06-142
インタビュー：光に満ちた空間をつくる…… レナ・デュマ デュニ・モンテル 06-162

プロジェクト

解説：
「御殿場店」から「東京ミッドタウン店」へ …………………… 黒川光博 06-176

MURAYAMA …………………………………… 小嶋一浩＋赤松佳珠子／ CAt 01-053

解説：500 年の時間の流れの中に ………………………………………… 葛西薫

中央アジア大学ナリンキャンパス………………………………………………………………

解説：お菓子と建築のあいだには……………………………………… 長尾智子 06-178

………………………………… 小嶋一浩＋赤松佳珠子／ CAt 磯崎新（設計統括） 01-057

解説：伝統，思考，場所，時間，空間，今……………………………… 内藤廣

House H ………………………………………………… 平田晃久＋吉原美比古 01-144

解説：
「ある置かれ方」でできているメガネ屋さん ………………… 中村竜治 06-201

猿楽町プロジェクト……………………………………… 平田晃久＋吉原美比古

解説：45 年ぶりにワシントン大学のキャンパスにモダニズムの建築が帰ってきた ……

01-145

06-176
06-178

ポンピドー・センター・メス …………………………………………………… 坂茂建築設計

………………………………………………………………………………… 槇文彦

Jean de Gastines Architecte DPLG Philip Gumuchdjian Architect（コンペティション）

解説：包み込まれた空間………………………………………………… 山本理顕 07-108

Shigeru Ban Architects Europe Jean de Gastines Architecte

解説：美術館への決意……………………………………………………… 原田光

DPLG（設計） 01-162

07-080
07-109

海の家…………………………………………………………… 山本理顕設計工場

02-104

解説：斜面から谷に向かって伸びる建築 …………………………… 藤森照信 07-123

アブダビ海洋博物館………………………………………… 安藤忠雄建築研究所

06-096

解説：寓意の森…………………………………………………………… 北川原温 07-137

13 号線東横線渋谷駅 ……… 安藤忠雄建築研究所・日建設計＋東京急行電鉄 06-102

解説：大樹と共に，風景を担う建築………………………………… 城戸崎博孝 07-161

東急大井町線上野毛駅…………………… 安藤忠雄建築研究所＋東京急行電鉄

対談：ホスピタリティへの発想から………………………… 長嶋雄一 × 千葉学

06-104

07-172

東京大学情報学環・福武ホール…………………………………………………………………

解説：医院の常識からの脱却…………………………………………… 金子博寿 07-194

………………… 安藤忠雄建築研究所＋東京大学キャンパス計画室・同施設部

解説：プログラムへの距離，そして向かい方………………………… 乾久美子 08-068

国際設計競技応募案

06-105

Les Voiles des Halles ………… 伊東豊雄建築設計事務所 09-095

ブザンソン芸術文化センター……………………… 隈研吾建築都市設計事務所

解説：囲いの形式…………………………………………………………… 千葉学

08-080

10-076

解説：この場所の建築に新しい価値を与え，緩やかに街を更新する──池尻アパート再生計画

ハンガリー中央官庁舎及びブダペスト西駅地区都市計画……………………………………

……………………………………………………………………………… 飯田善彦 08-104

…………………………………… Janesch Peter ＋隈研吾建築都市設計事務所

10-079

解説：低層高密度生活集合モデル……………………………………… 車戸城二 08-114

霞が関ビルディング低層部改修計画……………………………………………………………

解説：
「クライアントの意志」
，再び…………………………………… 梅垣春記 08-115

……………… 日本設計（基本計画・基本設計・実施設計監修） 鹿島建設（実施設計） 12-209

解説：集合住宅であることの意義…………………………………… 谷内田章夫 08-139
解説：近代日本の時代精神を伝える場………………………………… 安藤忠雄 09-094
解説：伊丹十三記念館をめぐる断想…………………………………… 中村好文 09-102

作品解説・インタビュー・対談

解説：
「太郎吉蔵」改修記 ……………………………………………… 中村好文 09-119

解説：国立新美術館の挑戦……………………………………………… 黒川紀章

01-071

解説：古本の街に芝居小屋を掛ける……………………… 山梨知彦＋羽鳥達也 09-139

解説：小さな世界を仮設する…………………………………………… 松岡正剛

01-101

解説：補築のこころ 修築の作法 ……………………………………… 太田隆信 10-174

解説：異なる価値があたりまえのように併存すること………………… 内藤廣

01-102

解説：大学づくりはまちづくり………………………………………… 池田靖史 10-195

解説：社会に示すメッセージ…………………………………………… 飯田善彦

01-113

インタビュー：分譲集合住宅から考えること──環境が入り込むことのできる形 ……………

解説：そこにしかない形式………………………………………………… 千葉学

01-122

……………………………………………………………………………… 妹島和世 11-086

解説：空のかたち………………………………………………………… 平田晃久

01-144

解説：単純な法則がつくり出す複雑な世界……………………………… 宇野享

対談：駆け抜ける建築家

素材，構造，ジオメトリー／海外近作をめぐる ………………………

11-099

解説：家と街と自然が分かれる以前の何ものかへと遡っていくということ──原始的な

……………………………………………………………………… 坂 茂×三宅理一

01-166

未来の住宅 ………………………………………………………………… 藤本壮介

解説：上海市の発展を象徴する国際スポーツイベントセンターの設計 … 仙田満

02-052

解説：武庫川女子大学の建築と教育…………………………………… 岡﨑甚幸 11-123

解説：赤い壁と白い布…………………………………………………… 大野秀敏

02-071

解説：誰もが空間をつくれるプログラム………………………………… 佐藤卓

11-154

解説：建築の新しい普遍性………………………………………………… 千葉学

02-089

解説：建築の冥利──早稲田大学大隈講堂の保存再生を巡って …………… 中川武

11-186

解説：風と光について…………………………………………………… 西沢大良

03-085

解説：保存再生設計の理念と方法──その面白さ，難しさ，そして悲しさ ……………………

解説：塔頂免震（やじろべえ免震）覚え書き ………………………… 高橋 一 03-109

……………………………………………………………………………… 香山壽夫 11-200

解説：開かれたプロセスが町を変える…………………………………… 隈研吾

03-150

対談：地域の活性化に繋がる日常・非日常の場………… 田中文男×山本想太郎 11-206

解説：北海道で建築すること…………………………………………… 川人洋志

03-159

インタビュー：垂直のアクティビティによる立体的なファサード…………………………

解説：Unbundling Velocity

解放の速度 ……………………………… 大江匡

04-078

……………………………………………… ヤコブ・ファン・ライス（MVRDV） 12-098

解説：印象・即興・コンポジション……………………………………… 北典夫

04-091

解説：グランドスラムプロジェクト…………………………………… 遠藤秀平 12-106

対談：需要を創造する開発と設計のコラボレーション……… 岡村健司×北典夫

04-093

解説：5 つの時間をいかに重ねるか──水平面・凹・振動 ……………… 隈研吾

解説：情報発信の拠点となる駅前タワー……………………………… 亀井忠夫

04-104

解説：キメとナリ──鶴山荘 …………………………………………… 塚本由晴 12-130

解説：最先端の技術を取り入れたロジスティクス対応オフィス……… 大坪泰

04-130

解説：タータングリッド……………………………………………………… 坂 茂 12-138

解説：原風景を共有する美術館………………………………………… 柳澤孝彦

04-159

対談：そこにある空間を使ってすること──空間の質と成り立ちの原理 ……………………

異色のフランス人建築家に聞く …………………………………

……………………………………………………………………… 青木淳×長谷川豪 12-160

インタビュー：風景との連続

……………………………………………………… アンリ・ゲイダン＋金子文子

04-196

11-111

12-118

解説：
「旧飯箸邸」保存と再生のプロセス ………………………… 坂倉竹之助 12-179

インタビュー：人びとのための複合都市 ……………………………………………… デイ
ヴィッド M. チャイルズ ムスタファ K. アバダン T. J. ゴッテスディーナー 05-064

特集

解説：巨大な都市に介在させた「人間的」要素 ………………………… 隈研吾

05-086

集合住宅特集──集合住宅のかたち …………………………………………………

02-079

解説：東京ミッドタウン創出へのバックアップ……………………… 日建設計

05-088

地域再生と建築家……………………………………………………………………

03-140

解説：一枚の屋根からデザインミュージアムへ……………………… 安藤忠雄

05-098

オフィスが動き出す…………………………………………………………………

04-068

インタビュー：越境する「Ashes and Snow」 …… グレゴリー・コルベール

05-108

東京ミッドタウン

都市に開かれたもうひとつの都市 ………………………………

05-058

座談会：本当の思いを引き出して，本質を明らかにしていくこと…………………………

PATIENT ORIENTED ──地域医療福祉施設の個別解 ……………………………

07-147

…………………………………………………… 手塚貴晴×手塚由比×佐藤可士和

05-122

集合住宅特集── 20 URBANSCAPES ……………………………………………

08-060

解説：日本的オープンスペースの再生…………………………………… 船越徹

05-133

テンポラリーな建築的実験…………………………………………………………

09-165

解説：疾走の 15 年──本郷キャンパス再生と工学部 2 号館そして柏図書館 ……………

CAMPUS TOWNSCAPE ──大学のつくる風景 …………………………………

10-173

……………………………………………………………………………… 岸田省吾

05-187

使い続けるためのデザイン…………………………………………………………

11-175

解説：建築としての展示………………………………………………… 藤森照信

06-053

住宅のディメンション………………………………………………………………

12-108

解説：洞窟住居──焼杉ハウス ………………………………………… 藤森照信

06-062

解説：庭における空間性と文学性 ………………………………………… 三谷徹

06-081

解説：「気」の密度──家具デザイン …………………………………… 藤江和子

06-083

インタビュー：都市の魅力を引き出す──アブダビから東京へ ……… 安藤忠雄

06-100

解説：建築教育の未来を見据えた場として…………………………… 岩﨑堅一

06-116
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■本文記事
論文・記事

巻頭論文：
〈非開発的〉
，あるいは〈農業的〉 ………………………… 小嶋一浩

01-050

巻頭論文：建替えと再生の狭間で

同潤会江戸川アパートメント建替え事業と求道学舎リノベー

ション住宅プジェクト ……………………………………………………… 田村誠邦

02-037

先端技術探偵団がゆく

第 12 回 建築環境を領域横断的に編み上げる組織術──アラップ・ジャパン（その 1） ……

特集記事：内井昭蔵の初期集合住宅が拓いたもの 現代集合住宅のオリジンを探る 2 ………

………………………………………………………………………………… 南泰裕

………………………………………………………………………………… 植田実 02-140

第 13 回 ビルディング・フィジックスという概念──アラップ・ジャパン（その 2） ………

対談：都市インフラと現代の風景…………………………… 山本理顕×妹島和世 02-100

………………………………………………………………………………… 南泰裕

特集記事：サステナビリティとパーミアビリティ 鹿児島のふたつの環境共生公営住宅 ………

第 14 回 ソフトウェアから建築へ，方法論の逆輸入──パタン・ランゲージが結ぶソフトウェ

……………………………………………………………………………… 松永安光 02-180
巻頭論文：スローシティ・アグリツーリズモ・ネットワーク 地域再生に建築家が関わること

アと建築 …………………………………………………………………… 中西泰人

……………………………………………………………………………… 松永安光 03-054

……………………………………………………………………………… 今井公太郎 8-218

鼎談：新しい幾何学に向かって………………… 西沢立衛×妹島和世×藤本壮介 03-071

第 16 回 都市を凝縮した写像としての，住むための水系機械 ……… 南泰裕

特集記事：ランドスケープと建築のダイアローグ──各務原市「学びの森」プロジェクト …

第 17 回 環境と呼応するセンサーネットワーク，計算する複数の眼差し ………………

………………………………………………………………… 石川幹子＋小林正美 03-160

……………………………………………………………………………… 中西泰人

特集記事：耕すように，まちを育てる

01-198
03-210
05-194

第 15 回 蓄光材料──光をたくわえ暗くなると妖しく発光する新素材 …………………………

09-200
10-206

新潟県 旧川西町と広島県 旧豊町のまちなか再生 ……

……………………………………………………………………………… 内田文雄 03-168
特集記事：交信し続ける地域と学生 月影小学校再生計画 phase 2 ………………………

連歌ランドスケープ

………………………………………………………… 法政大学渡辺真理研究室 早稲田大学

第 10 回 スイス人ランドスケープアーキテクトの旅行ノート ……………………………

古谷誠章研究室

………………… クリスチャン・チュミ クリスチャン・リヒテンベルク（写真） 02-210

横浜国立大学北山恒研究室

日本女子大学篠原聡子研究室

03-186

巻頭対談：コンペの可能性──現代の建築のために ……………………………………………

第 11 回 都市とランドスケープ ………………………………………… 坂井文

03-218

……………………………………… 中川武×西沢大良

第 12 回（最終回） なつかしいランドスケープ ………………………… 鄭雄男

04-200

椎名映夫（コンペ年表監修） 04-061

巻頭対談：建築が未来へ伝えること──建築家教育について………………………………
…………………………………………………………………… 山本理顕×塚本由晴 05-052
特別記事：藤森建築の想像力…………………………………………… 伊東豊雄 06-050
特別記事：藤森建築と路上観察——第 10 回ヴェネチア・ビエンナーレ建築展帰国展……………
……………………………………………… 藤森照信＋大嶋信道（大嶋アトリエ） 06-051

Cartographers After 9.11

vol.1.1 The Gulf は蜃気楼ではない──『Al Manakh』を介し世界の新しいあり方を探る ……

公開インタビュー：秩序と曖昧さ，そして新しさ──現代の建築家が考えるル・コルビュジエ

…………………………………………… トッド・リース＋太田佳代子（AMO） 11-030

とは ………………………………………………………………………… 藤本壮介

08-030

vol.1.2 世界は The Gulf に何を見るか ? ── AMO からの問いかけ …………………………

巻頭論文：建築は，集まって生活する根拠をつくれるか……………… 北山恒 08-054

…………………………………………… トッド・リース＋太田佳代子（AMO） 12-048

巻頭インタビュー：建築のグローバリズムとクオリティ・コントロール──「シンガポー
ル理工系専門学校」から考える ……………………………… 槇文彦＋亀本ゲイリー

09-056

巻頭論文：工業としての建築から，農業としての建築へ……………… 隈研吾 10-062
巻頭論文：現代における保存の論理──今以上に活気ある時代を取り戻すために ……………
……………………………………………………………………………… 松葉一清 11-063

■一般記事

ESSAY

ドイツのジャガイモ…………………………………………………… 桐敷真次郎 01-013

巻頭論文：Chairs Diary ── UCLA 都市・建築学科での建築教育 阿部仁史 ……… 12-080

青森県立美術館── 4 枚のシャガールの背景画と展示空間の心地よさ …… 横田暉生

01-015

記事：坂倉準三を新たに発見する──「旧飯箸邸記録と保存の会」によるフィールドノート ………

建築家の企画業務への参画は無償サービスか………………………… 松原忠策

02-013

…………………………………………………………………………………………… 12-182

スペイン・いま・むかし……………………………………………… 桐敷真次郎

03-013

回廊とセミコロン…………………………………………………………… 渡辺洋

03-015

プロポーザルの費用は…………………………………………………… 松原忠策

04-013

■連載
3 年目の「地球のたまご」──環境修復型開発を検証する

小さな地域の政府…………………………………………………………… 北沢猛

04-014

オフィスビルの先達への想い…………………………………………… 横田暉生

04-015

第1回

土地の素材を生かす ……………………………… 永田昌民＋徳田英和 04-198

首都高速の怪…………………………………………………………… 桐敷真次郎

05-013

第2回

土地の様相を感知する──「建築の一敷地で何ができるか ?」 …………………………

バベルの建築家……………………………………………………………… 渡辺洋

05-015

……………………………………………………………………………… 田瀬理夫 05-196

建築の街空間への関わり…………………………………………………… 蓑原敬

05-017

第3回

たまごの始まり ………………………………………………… 髙間三郎 06-202

ゼネコンの設計料は…… ………………………………………………… 松原忠策

06-015

第4回

たまごの生活──暖めすぎない冬と冷やしすぎない夏 …………………………………

大きな創造と協働の力……………………………………………………… 北沢猛

06-017

………………………………………………………………… 永田昌民＋徳田英和 07-200

トイレのマナー：イタリア版………………………………………… 桐敷真次郎 07-015

第5回

アクティブランドスケープ ………………… 田瀬理夫＋小田部真由美 08-222

Architects Anonymous ………………………………………………… 渡辺洋 07-017

最終回

地球の卵，エコロジー建築の系譜…………………………… 髙間三郎 09-198

Baukultur の再構築に向けて ……………………………………………… 蓑原敬 07-019
契約書のない契約…………………………………………………………… 林陽子

08-015

空間表現のディテール

新しい公共空間の構想……………………………………………………… 北沢猛

08-017

…………………………………………… 山本想太郎×石黒由紀×高橋堅×山代悟 02-196

大地と欅……………………………………………………………………… 渡辺洋

第2回

21 世紀の住まい …………………………………………………………… 蓑原敬 09-015

第1回

境界域の設備とディテール──「MESH」と「studio 御殿山」…………………………
錯綜するパースペクティブ──「森山邸」 ……………………………………………

横断歩道橋をなくそう………………………………………………… 桐敷真次郎 09-011

09-013

…………………………………………… 山本想太郎×石黒由紀×高橋堅×山代悟 03-212

カワイイ建築の地平──カワイイ建築パラダイム① …………………… 真壁智治

10-015

第3回

オフィスビルのコード──「日建設計東京ビル」………………………………………

国際設計契約をめぐって…………………………………………………… 林陽子

10-017

…………………………………………… 山本想太郎×石黒由紀×高橋堅×山代悟 05-188

古くて新しい伝統空間……………………………………………………… 北沢猛

10-019

第4回

無銭旅行家オットー…………………………………………………… 桐敷真次郎 11-013

行為を誘発する幼稚園──「ふじようちえん」…………………………………………

…………………………………………… 山本想太郎×石黒由紀×高橋堅×山代悟 07-202

東京に総合的な視角はあるか ? ──パトリック・ゲデスの理念 …………… 蓑原敬

11-015

第5回

心地よい曖昧さを持った美術館──横須賀美術館 ……………………………………

執務空間の知的生産性…………………………………………………… 村上周三

12-019

…………………………………………… 山本想太郎×石黒由紀×高橋堅×山代悟 09-040
第 6 回 多視点性を包含する建築── 21_21 DESIGN SIGHT…………………………………

国際設計契約をめぐって──その 2 建築家と著作権 …………………… 林陽子

12-021
12-023

大学からの新しい風──カワイイ建築パラダイム② …………………… 真壁智治

…………………………………………… 山本想太郎×石黒由紀×高橋堅×山代悟 11-034

URBAN STUDIES

COLUMN

………………… 千葉学＋東京大学大学院工学系研究科建築学専攻千葉研究室 01-212

を終えて ……………………………………………………………………… 北山恒

01-020

建築の終わりを考える──「阿佐ヶ谷住宅」と「とたんギャラリー」……… 大川幸恵

01-023

TOKYO 100MAP 都市と建築をつなぐもの #6 ………………………………………………

土地に論拠を求める建築──公募プロポーザルコンペティション KOKUEIKAN PROJECT の審査

ユーラシアにおける t-ecopolis の可能性──ウファでの第 4 回東アジア中央アジア歴史都市会議
に参加して ………………………………………………………………… 田島則行

02-019
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建築家の独立性──世界ではどうなっているのか ? ── JIA 建築家大会 2006 奈良国際フォー
ラム報告 …………………………………………………………………… 佐野吉彦

02-021

縮小する都市と脱建築家──シンポジウム「縮小する都市に未来はあるか」評 …………………
……………………………………………………………………………… 吉松秀樹

04-022

──阿部仁史氏が UCLA チェアマンに／第 2 回サステナブル住宅賞発表／「村山市総合文化
複合施設基本設計業務公募型プロポーザル」結果発表──高宮眞介氏が最優秀者に／第 4 回
「真の日本のすまい」提案競技結果発表／ 2007 年日本建築学会作品選奨発表／卒業設計，
修士設計に関する催し──トウキョウ建築コレクションと卒業設計日本一決定戦／「三菱一号館」

現代の木造芝居小屋を──劇場空間演出技術協会木造劇場ワーキングの活動 ……………………

が美術館として展開…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 山﨑泰孝

04-023

2007 年日本建築学会賞発表──作品賞は「茅野市民館」で古谷誠章氏／ 2007 年プリツカー

ソフトとハードの二項対立を超えて──モバイル社会シンポジウム 2007 レポート ……………

賞をリチャード・ロジャース氏が受賞／内藤廣氏が 2007 年度グッドデザイン賞審査委

……………………………………………………………………………… 松沢一応

04-025

員長に／古市徹雄氏らが「会津統合病院」公募型プロポーザル最優秀案に／藤本壮介氏

近代建築遺産は地方都市再生の核となるか──シンポジウム「村野藤吾と宇部」リポート ……

が武蔵野美術大学美術資料図書館新棟の設計者に／坂茂氏がスリランカの復興住宅プロ

……………………………………………………………………………… 内田文雄

ジェクトで MIPIM AWARD 受賞／文化庁が NPO による文化財建造物活用モデルを募

05-021

04-018
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