2013 年 新建築総目次
改築 散田の家 ……………………… アトリエ・アンド・アイ 坂本一成研究室 12-138

■作品
住居施設（専用住宅・併用住宅・集合住宅・その他）

Logements Sociaux Rue Rebiére …………………………… アトリエ・ワン 02-052
村，その地図の描き方…………………… 西田司＋中川エリカ／オンデザイン 02-065

学校施設（保育園・幼稚園・小中高大学・その他）

MUJI×UR 団地リノベーションプロジェクト …………………………………………………

太子町立斑鳩小学校屋内運動場「太子の杜」 ……… 坂本昭・設計工房 CASA 03-114

………………………………… ムジネット＋都市再生機構（設計）Open A（監修） 02-076

東京大学生産技術研究所 アニヴァーサリーホール …………………………………………

大阪市住宅供給公社カスタマイズ賃貸プロジェクト…………………………………………

… 今井公太郎＋遠藤克彦建築研究所＋東京大学キャンパス計画室・同施設部 03-164

………………………………………………… 馬場正尊＋大我さやか／ Open A 02-084

さざなみの森…………………………………………… 竹原義二／無有建築工房 04-044

「泉北ほっとけないネットワーク」住環境整備プロジェクト ………………………………

豊中あけぼの保育園…………………………………… 竹原義二／無有建築工房 04-056

…………………………………………… 大阪市立大学居住福祉環境設計チーム 02-090

茅ヶ崎シオン・キリスト教会／聖鳩幼稚園……………………………………………………

Hotel&Residence Roppongi …………… 伊藤博之建築設計事務所＋ OFDA 02-098

…………… 手塚貴晴＋手塚由比／手塚建築研究所 大野博史／オーノ JAPAN 04-062

麻布十番の集合住宅…………………………………………………… SALHAUS 02-104

中河原保育園…………………………………………………… 古谷誠章＋ NASCA 04-072

1930 の家 ………………………………………… 宮部浩幸＋吉里裕也／ SPEAC 02-110

あきたチャイルド園………………………… 泉俊哉／サムコンセプトデザイン 04-082

ALLEY HOUSE ……… 進藤強／ビーフンデザイン＋松下慎太郎／タスエス 02-116

WOOD ずだじこども園 ……………………………………………… ナウハウス 04-092

元麻布の集合住宅 sYms. ………………………………… 仲亀清進建築事務所 02-122

胡屋バプテスト教会＋愛星幼稚園………………………………… team DREAM 04-102

港町駅前タワーマンション リヴァリエ A 棟

… 大林組一級建築士事務所 02-128

ともだちの森保育園………………………………………………………………………………

川崎市営河原町住宅耐震補強工事…………………… 大林組一級建築士事務所 02-136

…………………… 北田修治／ deplaceman ＋戸室太一／戸室太一建築設計室 04-110

GILIGILI………………………………… 納谷学＋納谷新／納谷建築設計事務所 02-140

T-NURSERY 筑紫保育園分園 ……………………… 内田貴久建築設計事務所 04-118

谷中テラス ……………………………… aat ＋ヨコミゾマコト建築設計事務所 02-149

大阪大学まちかね保育園…………………………………………………………………………

世田谷のコーポラティブハウス………………………… 若松均建築設計事務所 02-156

大阪大学施設部・キャンパスデザイン室 工藤和美＋堀場弘／シーラカンス K&H 04-125

森音テラス……………………………… 谷尻誠／ SUPPOSE DESIGN OFFICE 02-164

掛川市立さかがわ幼稚園…………………… 佐野剛史／竹下一級建築士事務所 04-132

共働学舎新得農場男子寮……………………………… 川人洋志＋ WonderArchi 02-179

宮田村こうめ保育園＋東保育園改修………… 暮らしと建築社＋ iroirotoridori 04-138

SUS 静岡工場実験棟 ………………………………………………………… SUS 02-192

有田市立そとはま保育所………………… 山下和希／アトリエ・アースワーク 04-144

コアハウス…… アーキエイド半島支援勉強会コアハウスワーキンググループ 03-094

空の家 レイモンド長浜保育園 ………………………………………………………………………

クロスエアタワー…………………………………… 大成建設一級建築士事務所 05-102

………………………… 広谷純弘＋石田有作／アーキヴィジョン広谷スタジオ 04-150

ワテラス（淡路町二丁目西部地区第一種市街地再開発事業）…………… 佐藤総合計画 05-110

しらはたこども園……………………………………………………… 竹中工務店 04-156

GRAZ …………………………………………… 中村拓志／ NAP 建築設計事務所 05-170

一橋大学空手道場……………………………………木下昌大／ KINO architects 04-176

グランフロント大阪………………………………………………………………………………

明治大学黒川農場 本館・アカデミー館…………………… INA 新建築研究所 06-120

…………………… 日建設計＋三菱地所設計＋ NTT ファシリティーズ（全体統括） 06-042

守屋市立守谷小学校……………………………………… レーモンド設計事務所 06-150

阿佐ヶ谷の書庫………………………………………… 堀部安嗣建築設計事務所 07-050

愛知産業大学 言語・情報共育センター………………………………………………………

HouseK ………………………………………………… 藤本壮介建築設計事務所 07-076

………………………………………… 栗原健太郎＋岩月美穂／ studio velocity 07-090

佐世保の実験住宅 ハウステンボス スマートハウス …………………………野城智也（統

木の構築 工学院大学弓道場・ボクシング場 ………………………………………………………

括） 川添善行＋原裕介＋吉武舞＋東京大学 生産技術研究所 川添研究室（設計）

07-122

…………………………………………… 福島加津也＋冨永祥子建築設計事務所 07-106

Seto ……… 原田真宏＋原田麻魚／ MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO 08-038

日本工業大学 W2 棟 ……………… 日本工業大学吉村英孝研究室 ルートエー 07-114

せとの森住宅…………………………………………… 藤本壮介建築設計事務所 08-050

宇城市立豊野小中学校………………………… 小泉アトリエ・SDA 設計共同体 07-154

大阪ガス実験集合住宅スマートリノベーション NEXT21 フェーズ IV ……………………

灘中学校高等学校 耐震改修および増改築……………………………………………………

……………………………………………………大阪ガス（総括） 集工舎建築都市デザイン

………………………………………………… 大谷弘明＋千本多加子／日建設計 07-162

研究所

近角よう子／近角建築設計事務所（設計） 08-056

東京理科大学 葛飾キャンパス …… 岩崎克也＋竹内稔＋石崎健一／日建設計 07-168

さくらアパートメント………………………………… 石井健／ブルースタジオ 08-070

九州工業大学製図室…………………………………… 古森弘一建築設計事務所 09-156

光第 1 ビル

……………………………………………………… 青木茂建築工房 08-078

弥生の研究教育棟 I-REF …………………………………………………………………………

中里三丁目のテラスハウス………………………………………………… Open A 08-086

……… 川添善行＋松繁宏樹＋田邊裕之＋東京大学生産技術研究所川添研究室 11-082

LT 城西 ……………………………………………… 成瀬・猪熊建築設計事務所 08-092

コンゴ民主共和国アカデックス小学校 第2期～第4期工事…………………………………

竹原義二／無有建築工房

テラス・ハウス……………………………… 西田司＋海野太一／オンデザイン 08-100

………………………………………………… 慶應義塾大学 SFC 松原弘典研究室 11-130

Case ………………………………………… 森ビル（企画） 清水建設（設計施工） 08-106

虹の学校学舎 天翔る方舟…………… 渡辺菊眞＋ D 環境造形システム研究所 11-140

八雲コートハウス……………………………………………… 飯田善彦建築工房 08-112

京都造形芸術大学 災害支援スタジオ …………………………… 坂茂建築設計 12-054

Apartment 惣 ………………………………………………… 泉幸甫建築研究所 08-120

七ヶ浜町立遠山保育所…………………………………………………… 髙橋一平 12-070

NISHIMAGOME TERRACE COURT ………… 長谷川逸子・建築計画工房 08-128

岡山県立大学同窓会館…………………… 岩本弘光＋岡山県立大学岩本研究室 12-094

balco ……………………………… 駒田剛司＋駒田由香／駒田建築設計事務所 08-136

Silver mountain & Red cliff 洗足学園音楽大学 シルバーマウンテン・e キューブ ……

ガジュマルハウス………………… 澤口直樹＋ 44TUNE ／吉富興産建築企画室 08-142

……………………………………………………… k/o design studio ＋鹿島建設 12-118

COZY 御所………………………………………………………… 長坂大／ Mega 08-148
ハウス・ソシガヤ………………………… 進藤強／ビーフンデザイン＋ EANA 08-156

G APARTMENT ……………………… 三菱地所ホーム＋納谷建築設計事務所 08-162
ガーデニエール砧 WEST ……………………………………………… 清水建設 08-168

美術館・博物館

ルーヴル・ランス…………………………………妹島和世＋西沢立衛／ SANAA 01-048

ミリカ・ヒルズ………………………………………… 長谷工コーポレーション 08-176

文京区立森鴎外記念館…………………………………… 陶器二三雄建築研究所 01-092

ふなばし 森のシティ…………………………………三菱商事

野村不動産（基本構想） 三

かぜのび………………………………………………………… 飯田善彦建築工房 01-153

菱地所設計（一・二街区基本設計） 戸田建設一級建築士事務所（一・二街区実施設計） 南條

高志の国文学館…………………………………………………… 伊藤恭行／ CAn 01-167

設計室（クラブハウス基本設計） 大林組一級建築士事務所（クラブハウス実施設計） 08-182

東京国立博物館 東洋館リニューアル ……… 安井建築設計事務所 森村設計 03-139

はま松ハウス……………………………… 藤森照信＋大嶋信道（大嶋アトリエ） 11-170

国立近現代建築資料館（湯島地方合同庁舎改修） …………………………………………………

構の郭…………………………………………………… 武井誠＋鍋島千恵／ TNA 12-086

………………………………………… 国土交通省関東地方整備局営繕部整備課 03-157
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001

建築陶器のはじまり館…………………………………… 日置拓人＋南の島工房 03-171

クロスエアタワー…………………………………… 大成建設一級建築士事務所 05-102

犬島「家プロジェクト」 ……………………………… 妹島和世建築設計事務所 06-078

ワテラス（淡路町二丁目西部地区第一種市街地再開発事業）…………… 佐藤総合計画 05-110

ANDO MUSEUM ………………………………………… 安藤忠雄建築研究所 06-090

御茶ノ水ソラシティ………………………………… 大成建設一級建築士事務所 05-120

いわき回廊美術館…………………………… 蔡國強＋いわき回廊美術館実行会 07-058

相互館 110 タワー ……………………………………………………… 清水建設 05-136

新宿御苑大温室…………………………………………………………… 日本設計 07-130

霞が関ライブオフィス［NEXT OFFICE］ ……………… コクヨファニチャー 05-142

市原湖畔美術館…………………………………… 川口有子＋鄭仁愉／有設計室 09-090

SOLA 上野ガス亀山営業所 ……………………………………………………………………

アーツ前橋…………………… 水谷俊博＋水谷玲子／水谷俊博建築設計事務所 09-098

… 木津潤平建築設計事務所＋環境設備計画スタジオランプ＋リズムデザイン 05-149

直島宮浦ギャラリー…………………………………… 西沢大良建築設計事務所 09-118

今治のオフィス………………………… 谷尻誠／ SUPPOSE DESIGN OFFICE 05-155

豊島横尾館……………………………………………………… 永山祐子建築設計 09-150

恋する豚研究所 ………………………………………………… アトリエ・ワン 05-162
グランフロント大阪………………………………………………………………………………
…………………… 日建設計＋三菱地所設計＋ NTT ファシリティーズ（全体統括） 06-042

舞台・劇場・映画館

梅田阪急ビル……………………………………………………………… 日建設計 06-059

中之島フェスティバルタワー…………………………………………… 日建設計 01-113

難波再開発 C 街区 南海なんば第 1 ビル＋ Zepp Namba（OSAKA）………………………………

Looptecture A 淡路人形座 ……………………………

遠藤秀平建築研究所 01-137

……… 南海電気鉄道＋大林組（まちづくり企画） 大林組一級建築士事務所（設計） 06-066

東京芸術劇場改修……… 松田平田設計（総括） 香山壽夫建築研究所（設計協力） 01-174

大阪木材仲買会館……………………………………………………… 竹中工務店 06-110

沼須人形稽古場 薪水書窓庵 ………… 鈴木竜太＋田中匡美／サンゴデザイン 03-177

タメディア新本社…………………… SHIGERU BAN ARCHITECTS EUROPE 09-038

町田市鶴川緑の交流館 和光大学ポプリホール鶴川 ……………………………………………

生長の家 “森の中のオフィス” …………………………………………… 清水建設 09-050

……………………………………………………… 仙田満＋環境デザイン研究所 04-168

木籠のオフィス…………………………………… 末光弘和＋末光陽子／ SUEP. 09-076

GINZA KABUKIZA（歌舞伎座，歌舞伎座タワー） ………………………………………………

若鶴大正蔵…………………………………………………………………………………………

………… 三菱地所設計・隈研吾建築都市設計事務所（設計） 隈研吾（意匠統括） 05-044

…金沢工業大学 蜂谷研究室（基本計画） 蜂谷俊雄＋金沢計画研究所（実施設計） 09-170

難波再開発 C 街区 南海なんば第 1 ビル＋ Zepp Namba（OSAKA）………………………………

JR 神田万世橋ビル＋マーチエキュート神田万世橋（万世橋高架橋開発） ……………………

……… 南海電気鉄道＋大林組（まちづくり企画） 大林組一級建築士事務所（設計） 06-066

………… 東日本旅客鉄道 ジェイアール東日本建築設計事務所 みかんぐみ 10-070

道頓堀角座…………………………… 馬場正尊＋平岩祐季／ Open A 北梅組 10-078

羽田クロノゲート………………………………………………………… 日建設計 11-042

ホルトホール大分…………………………………………………… 佐藤総合計画 10-084

3M 本社改修 … 阿部仁史アトリエ PETER EBNER and friends 3M GTG 11-056

新潟市江南区文化会館…………………………………… 新居千秋都市建築設計 10-094

カルチュア・コンビニエンス・クラブ本社オフィス…… ジョイントセンター 11-066

柏崎文化会館 アルフォーレ …………………… 仙田満＋環境デザイン研究所 10-102

新建築社霞が関オフィス……………………………… 西沢立衛建築設計事務所 11-074

ルツェルン・フェスティバル アーク・ノヴァ………………………アニッシュ・カプー

資生堂銀座ビル………………………………………………………

ア

ROKI Global Innovation Center ー ROGIC ー …… 小堀哲夫建築設計事務所 11-098

磯崎新（基本構想・デザイン） イソザキ・アオキ アンド アソシエイツ（設計） 11-178

ラクイラ仮設音楽ホール………………………………………坂茂建築設計

竹中工務店 11-090

Shigeru Ban

ニフコ技術開発センター………………………………………… 坂倉建築研究所 11-106

Architects Europe ＋ボランタリー・アーキテクツ・ネットワーク（VAN） 12-050

日本圧着端子製造…………………… Atelier KISHISHITA ＋ Man*go design 11-114
さとうみステーション……………………………………………………………………………
…………………… 陶器浩一 大西麻貴＋百田有希 /o+h 永井拓生 高橋工業 11-160

スポーツ施設

一橋大学空手道場……………………………………木下昌大／ KINO architects 04-176
木の構築 工学院大学弓道場・ボクシング場 ………………………………………………………
…………………………………………… 福島加津也＋冨永祥子建築設計事務所 07-106

商業施設

中之島フェスティバルタワー…………………………………………… 日建設計 01-113
大手町フィナンシャルシティ……………………………………………………………………
……………………………… NTT ファシリティーズ 日建設計 三菱地所設計 01-123

図書館

Hotel&Residence Roppongi …………… 伊藤博之建築設計事務所＋ OFDA 02-098

山梨県立図書館……………………………………………………………………………………

一宮市尾張一宮駅前ビル………………………………………………… 山下設計 03-122

野口秀世＋芝田義治＋三宅勝志／久米設計・三宅建築設計事務所共同企業体 01-131

ジェームス邸…………………………………………………………… 竹中工務店 03-149

一宮市尾張一宮駅前ビル………………………………………………… 山下設計 03-122

NEWLAND ………………………………………………………………………………………

町田市鶴川緑の交流館 和光大学ポプリホール鶴川 ……………………………………………

山本和豊／デッセンス

……………………………………………………… 仙田満＋環境デザイン研究所 04-168

oak omotesando…………………………………………………………………………大林組

飯能図書館………………………………………………………… 石本建築事務所 06-130
武雄市図書館改修…………………………………………………………………………………
…………………… スタジオアキリ＋ CCC（基本設計） 佐藤総合計画（実施設計） 07-144
ホルトホール大分…………………………………………………… 佐藤総合計画 10-084

二俣公一／ケース・リアル トラフ建築設計事務所 03-183

（総合プロデュース） 大林組一級建築事務所

丹下憲孝／丹下都市建築設計（設計） 05-074

COACH 表参道フラッグシップストア …………………………重松象平／ OMA 05-084
東京スクエアガーデン……………………………日建設計・日本設計委託業務共同企業体
（都市計画・基本設計・監修） 清水・大成設計監理共同企業体（実施設計・工事監理）

05-086

新潟市江南区文化会館…………………………………… 新居千秋都市建築設計 10-094

相互館 110 タワー ………………………………………………………… 清水建設 05-136

豊後高田市図書館…………………………………… 益子一彦／三上建築事務所 12-110

恋する豚研究所 ………………………………………………… アトリエ・ワン 05-162

GRAZ …………………………………………… 中村拓志／ NAP 建築設計事務所 05-170
グランフロント大阪………………………………………………………………………………

事務所・庁舎

…………………… 日建設計＋三菱地所設計＋ NTT ファシリティーズ（全体統括） 06-042

GC R&D CENTER …………………………………………… KAJIMA DESIGN 01-106

梅田阪急ビル……………………………………………………………… 日建設計 06-059

中之島フェスティバルタワー…………………………………………… 日建設計 01-113

野菜倶楽部 oto no ha Café ……………………………………………………………………

大手町フィナンシャルシティ……………………………………………………………………

…………………………… 音羽建物（基本設計） KAJIMA DESIGN（設計・監理） 06-138

……………………………… NTT ファシリティーズ 日建設計 三菱地所設計 01-123

MORI TRUST GARDEN TORA4 ……………………………………………………………

新議員会館

……………… 平田晃久建築設計事務所（基本設計） 竹中工務店（実施設計・監理） 07-082
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佐原町並み再生プロジェクト いなえ ……………

郡裕美＋遠藤敏也／スタジオ宙 09-178

GINZA KABUKIZA（歌舞伎座，歌舞伎座タワー） ………………………………………………

JR 神田万世橋ビル＋マーチエキュート神田万世橋（万世橋高架橋開発） ……………………

………… 三菱地所設計・隈研吾建築都市設計事務所（設計） 隈研吾（意匠統括） 05-044

………… 東日本旅客鉄道 ジェイアール東日本建築設計事務所 みかんぐみ 10-070

群馬県農業技術センター……………………………………………… SALHAUS 05-064

道頓堀角座…………………………… 馬場正尊＋平岩祐季／ Open A 北梅組 10-078

oak omotesando…………………………………………………………………………大林組

資生堂銀座ビル ……………………………………………………… 竹中工務店 11-090

（総合プロデュース） 大林組一級建築事務所

丹下憲孝／丹下都市建築設計（設計） 05-074

イヴェールボスケ……………………………………… 堀部安嗣建築設計事務所 12-060

東京スクエアガーデン ……………………………日建設計・日本設計委託業務共同企業体

サウスウッド……………………… 武松幸治＋ E.P.A 環境変換装置建築研究所 12-102

（都市計画・基本設計・監修） 清水・大成設計監理共同企業体（実施設計・工事監理）
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LOUIS VUITTON MATSUYA GINZA………………青木淳建築計画事務所（外装） Peter

ラゾーナ川崎東芝ビル…………………………………………………………………野村不動

Marino Architect エイチアンドエイ（内装） LOUIS VUITTON MALLETIER 12-158

産＋日建設計（基本設計） 野村不動産＋大林組（実施設計） 日建設計（設計監修） 05-094

ハモニカ横丁ミタカ………………………………………………………………………………
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ランタリー・アーキテクツ・ネットワーク（VAN）/ Warren and Mahoney 12-036
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大手町フィナンシャルシティ……………………………………………………………………
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モナッシュ・ステップス／ストール・ステップス……………………………………………

………… 三菱地所設計・隈研吾建築都市設計事務所（設計） 隈研吾（意匠統括） 05-044
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SUS 静岡工場実験棟 ………………………………………………………… SUS 02-192

05-086

陸前高田の「みんなの家」…………………………………… 伊東豊雄建築設計事務所

ラゾーナ川崎東芝ビル…………………………………………………………………野村不動

乾久美子建築設計事務所 藤本壮介建築設計事務所 平田晃久建築設計事務所 03-062
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東松島こどものみんなの家……… 伊東豊雄建築設計事務所＋大西麻貴／ o ＋ h 03-072

クロスエアタワー…………………………………… 大成建設一級建築士事務所 05-102

宮戸島のみんなの家………………………………妹島和世＋西沢立衛／ SANAA 03-079

ワテラス（淡路町二丁目西部地区第一種市街地再開発事業）…………… 佐藤総合計画 05-110
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御茶ノ水ソラシティ………………………………… 大成建設一級建築士事務所 05-120

エルメス パヴィリオン ……………………………… 伊東豊雄建築設計事務所 06-105

グランフロント大阪………………………………………………………………………………

小豆島の葺田パヴィリオン…………………………… 西沢立衛建築設計事務所 09-108

…………………… 日建設計＋三菱地所設計＋ NTT ファシリティーズ（全体統括） 06-042

風と水のコクピット………………………………… 三分一博志建築設計事務所 09-126

梅田阪急ビル……………………………………………………………… 日建設計 06-059

高松港・アート工房ーベンガル島ー……………………………………………………………
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………………………………… みかんぐみ＋岡昇平＋神奈川大学曽我部研究室 09-140

……… 南海電気鉄道＋大林組（まちづくり企画） 大林組一級建築士事務所（設計） 06-066

トイレの家………………… 石井大五＋フューチャースケープ建築設計事務所 09-146

JR 神田万世橋ビル＋マーチエキュート神田万世橋（万世橋高架橋開発） ……………………

釜石漁師の「みんなの家」 ………………………………………………………………………

………… 東日本旅客鉄道 ジェイアール東日本建築設計事務所 みかんぐみ 10-070

…………………伊東豊雄建築設計事務所＋アトリエ・天工人＋ Ma 設計事務所 11-148
岩沼「みんなの家」 …………………………………… 伊東豊雄建築設計事務所 11-154
ルツェルン・フェスティバルアーク・ノヴァ……………………… アニッシュ・カプーア

宿泊施設・温泉施設・結婚式場

山鹿さくら湯………………………………………………………… 環・設計工房 01-145

磯崎新（基本構想・デザイン） イソザキ・アオキ アンド アソシエイツ（設計） 11-178
紙のカテドラル………………………………………Shigeru Ban Architects Europe ＋ボ

Hotel&Residence Roppongi …………… 伊藤博之建築設計事務所＋ OFDA 02-098

ランタリー・アーキテクツ・ネットワーク（VAN）/ Warren and Mahoney 12-036

高野山ゲストハウス………………… 竹口健太郎＋山本麻子／アルファヴィル 02-171

ラクイラ仮設音楽ホール………………………………………坂茂建築設計 Shigeru Ban

鋸南町の合宿所………………………………………… 吉村靖孝建築設計事務所 02-186

Architects Europe ＋ボランタリー・アーキテクツ・ネットワーク（VAN） 12-050

グランフロント大阪………………………………………………………………………………
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…………………… 日建設計＋三菱地所設計＋ NTT ファシリティーズ（全体統括） 06-042
加賀片山津温泉 街湯 ………………………… 谷口吉生／谷口建築設計研究所 10-040

交通施設・港湾施設

北本駅西口駅前広場………………………………………………………………………………

医療施設・福祉・厚生施設

……… 北本市都市整備部道路課 国際開発コンサルタンツ アトリエ・ワン 10-060

恋する豚研究所 ………………………………………………… アトリエ・ワン 05-162
ハートホーム宮野新館…大野秀敏＋吉田明弘＋アプルデザインワークショップ 06-156
チャイルド・ケモ・ハウス…………… 手塚貴晴＋手塚由比／手塚建築研究所 10-120
みずのき………………………………………………… 竹原義二／無有建築工房 10-130

集会所・公民館・コミュニティセンター・文化ホール

ニセコ町民センター……………………………………………… アトリエブンク 01-161

おひさまえん………………………………… 古森弘一建築設計事務所＋森敬幸 10-138

陸前高田の「みんなの家」 ………………………………………… 伊東豊雄建築設計事務所

青梅複合型ケアサービスセンター………………………………………………………………

乾久美子建築設計事務所 藤本壮介建築設計事務所 平田晃久建築設計事務所 03-062

…………… 川口有子＋鄭仁愉／有設計室 長谷川洋平／長谷川大輔構造計画 10-144

東松島こどものみんなの家……… 伊東豊雄建築設計事務所＋大西麻貴／ o ＋ h 03-072

桜十字メディカルスクエア………… 大成建設・三菱地所設計設計共同企業体 10-150

宮戸島のみんなの家………………………………妹島和世＋西沢立衛／ SANAA 03-079

西能病院＋整形外科センター西能クリニック…………………………………………………

HAUS DER HOFFNUNG 希望の家 名取市文化会館多目的ホール ………………………

……………………… ヘルム＋オンデザインパートナーズ＋ KAJIMA DESIGN 10-158

…………………………………………………………………… 槇総合計画事務所 03-086

中東遠総合医療センター………………………………………………… 久米設計 10-166

コアハウス…… アーキエイド半島支援勉強会コアハウスワーキンググループ 03-094

福島県立医科大学 会津医療センター…………………………………………………………

一宮市尾張一宮駅前ビル………………………………………………… 山下設計 03-122

………………………………………… 古市徹雄都市建築研究所＋佐藤総合計画 10-178

町田市鶴川緑の交流館……………………………………………………………………………
…………………… 和光大学ポプリホール鶴川 仙田満＋環境デザイン研究所 04-168
立川市子ども未来センター…………………………… 清水建設 佐藤総合計画 05-128

茶室

東山植物園 宗節庵 ……………………………………… 木内修建築設計事務所 06-162

九州芸文館……………………………………………隈研吾建築都市設計事務所＋日本設
計（本館・アネックス 2） 末光弘和＋末光陽子／ SUEP. ＋日本設計（アネックス 1） 09-060
伊東建築塾 恵比寿スタジオ………………………… 伊東豊雄建築設計事務所 09-082
馬木キャンプ………………………………………………… ドットアーキテクツ 09-132

工場・倉庫

ホルトホール大分…………………………………………………… 佐藤総合計画 10-084

コロナ電気新社屋工場（一期工事） …………………………… 井坂幸恵／ bews 03-100

新潟市江南区文化会館…………………………………… 新居千秋都市建築設計 10-094

日新倉庫棟計画……………………………………………………………… 大林組 06-146

柏崎文化会館 アルフォーレ …………………… 仙田満＋環境デザイン研究所 10-102

LUPICIA 滋賀水口工場 ……………………………………… 古谷誠章＋ NASCA 07-138

コンゴ民主共和国日本文化センター……… 慶應義塾大学 SFC 松原弘典研究室 11-124

カモ井加工紙第二製造工場倉庫……………………… 武井誠＋鍋島千恵／ TNA 09-162

ミャンマー・マノヘリ村ベニヤハウス…………………………………………………………

羽田クロノゲート………………………………………………………… 日建設計 11-042

……… 慶應義塾大学 SFC 小林博人研究室＋小林・槇デザインワークショップ 11-134
釜石漁師の「みんなの家」 ………………………………………………………………………
…………………伊東豊雄建築設計事務所＋アトリエ・天工人＋ Ma 設計事務所 11-148

宗教施設

岩沼「みんなの家」 …………………………………… 伊東豊雄建築設計事務所 11-154

正願寺…………………………………………………… 堀越英嗣 ARCHITECT 5 03-106

さとうみステーション……………………………………………………………………………

茅ヶ崎シオン・キリスト教会／聖鳩幼稚園……………………………………………………

………………… 陶器浩一 大西麻貴＋百田有希／ o+h 永井拓生 高橋工業 11-160

…………… 手塚貴晴＋手塚由比／手塚建築研究所 大野博史／オーノ JAPAN 04-062

浜の会所…………………………………………… 滋賀県立大学陶器浩一研究室 11-168

竹林寺納骨堂…………………………………………… 堀部安嗣建築設計事務所 07-038
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を知る ………………………………………………………… 山下哲郎（工学院大学）

ANDO MUSEUM ………………………………………… 安藤忠雄建築研究所 06-090
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