総目次 2010
作品

秦野の家 …………………………………………………… 田井幹夫

［専用住宅］
シロガネの家 ……………………………………… 武井誠＋鍋島千恵／ TNA

01-030

ひたち野うしくの家 ……………………………… 堀部安嗣建築設計事務所

01-040

武蔵関の家 ………………………………………… 堀部安嗣建築設計事務所

01-048

木竈 ……………………………………………………… 川口通正建築研究所

01-084

深い軒裏をもつ家 …………………………………………………… 樋口善信

01-094

MA-HOUSE …………………………………… 窪田勝文／窪田建築アトリエ

01-108

六日町の家 …………………………………………… 奥野公章＋我伊野威之

01-122

スケルトン・ウォール ………………………………………………………………………
…………………… 濱田修／濱田修建築研究所

大野博史／オーノJAPAN

01-126

Tree house …………………………………………………………………………………
……………… 原田真宏＋原田麻魚／ MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO

02-030

CELLULOID JAM ………………………………………… 前田紀貞アトリエ

02-040

gather ………………………………… 宮本佳明／宮本佳明建築設計事務所

02-050

夜ノ森の家 ……………………… 植木幹也＋植木茶織／スタジオシナプス

02-066

dada house ……………………………… 北山恒＋architecture WORKSHOP

02-074

たまらん坂の家………………………………………………………………………………
森清敏＋川村奈津子／ MDS 一級建築士事務所

名和研二／なわけんジム

02-082

西野の家 …………………………………………… 佐野天彦／アトリエサノ

02-090

ノンちゃんのいえ ………………… 葛川かおる＋鹿田征歳／ああす設計室

02-096

佐久平の家 ………………………………………… 阪根宏彦計画設計事務所

02-102

流星庵 ………………… 杉本洋文（東海大学杉本研究室）＋計画・環境建築

02-112

山談悟 ……………………………………………… 瀬野和広＋設計アトリエ

02-130

wood ／ berg …………………………………… 隈研吾建築都市設計事務所

03-022

聖居 ……………………………………… 椎名英三建築設計事務所

06-095

03-036,

切妻の家 ……………………………………………………………………………………
……… 手塚貴晴＋手塚由比／手塚建築研究所

大野博史／オーノJAPAN

03-056

あすか台の家 ……………… PLANET Creations 関谷昌人建築設計アトリエ

03-064

houseT …………………………………………………………… 日吉坂事務所

03-072

ぷーさん食堂 ……… 服部信康建築設計事務所

名和研二／なわけんジム

03-080

内包する家 ………………………………… フォルム・木村浩一建築研究所

03-088

見つめる家 ………………………………… フォルム・木村浩一建築研究所

03-094

堀切の家 …………………………………………………… 手嶋保建築事務所

03-098

M邸 …………………………………………… 丹羽由佳理＋ワーク キューブ

03-106

DG-HOUSE ………………… 山中コ〜ジ＋山中悠嗣＋山下麻子／ GENETO

03-114

高台の家／ G邸 …………………………………………… studio A ／諸角敬

04-036

◯

2501 …………………………………………………………………………………………
関野阿希子／ Sekino Architects Office＋上田知正／ OCTOBER

04-064,

06-094

2焦点ハウス …………… 石井大五＋フューチャースケープ建築設計事務所

04-074

House in TATEYAMA ………………………………………………………………………
……………………… 布施茂／ fuse-atelier ＋武蔵野美術大学布施スタジオ

04-082

織の家 …………………………… 植木幹也＋植木茶織／スタジオシナプス

04-088

ジョウショウハウス ……………… 基真由美／ M.A.D＋西牟田奈々／ SML

04-096

カムフラージュハウス3 ……… 井口浩フィフス・ワールド・アーキテクツ

04-110

守谷の家 ………………………………………………………… 伊礼智設計室

05-015

富士見町の家 ………………………………………………… 長坂大／ Mega

05-024

イモリ谷のわらの家 ………………………………………………… 末森憲義

05-032

砦の家 …………………………… 日置拓人＋南の島工房一級建築士事務所

05-040

洗足の住宅

05-046

一方向断熱の住まい …………………………… 押尾章治＋UA

千駄ヶ谷の住宅 ……………………………… 大堀伸／ジェネラルデザイン

05-052

鎌倉山の家 ……………………………… 甲村健一／ KEN一級建築士事務所

05-070

鎌倉のウィークエンドハウスMM ………… ジョージ国広建築都市研究所

05-078

05-086,

06-092

pisopiso ………………………… 安部良／ ARCHITECTS ATELIER RYO ABE

05-094

Casa NA …………………………………………………… 植木健一/nSTUDIO

05-102

八千代の住宅 …………………………………………… 下吹越武人／ A.A.E.

05-110

between …………………………………………… 宮本佳明建築設計事務所

05-118

A House Made of Two ……… 中佐昭夫／ナフ・アーキテクト＆デザイン

05-126

house HYS …………………………………………… 杉浦宏幸／杉浦事務所

05-134

富雄の住宅 ………………………………………………… 阿久津友嗣事務所

05-140

生駒の住宅2 ………………………………………………… 阿久津友嗣事務所

05-146

T博士の家 ………………………………………………… 古谷誠章＋NASCA

06-020

A-ring …………… 山下保博 アトリエ・天工人 金沢工業大学宮下研究室

06-034

GPLの家 ………………………………………………… 中川純／レビ設計室

06-046

Holistic Light Box ………………………………… 海野健三／海建築家工房

06-054

hhhouse …………………………………………………………… Etre Design

06-072

東京郊外の家 …………………… 藤村龍至建築設計事務所＋オーノJAPAN

06-080

N-CUBE …………………… トイットデザイン＋吉村寿博建築設計事務所

06-093

HOUSE-R ……………………………………………………… 池村圭造／ UA

06-096

Steel Truss ………………………………………… 木村博昭＋Ks Architects

06-097

下鴨の家3 ……………………………………………………… 長坂大／ Mega

06-098

北鎌倉の家 … 谷尻誠／ suppose design office

名和研二／なわけんジム

06-099

湧雲の望楼 …………………………………… 羽深隆雄・栴工房設計事務所

06-100

高松の住宅 …………………………………………………… メジロスタジオ

06-100

茅ヶ崎の家 ………………………………… 千葉学／千葉学建築計画事務所

06-106

ボクテイ ……………………… アトリエ・ワン＋東京工業大学塚本研究室

06-118

姉妹の家 ………………………………………………… 奥野公章建築設計室

06-128

ダンダンダニエ …………… 長岡勉＋田中正洋／ POINT

横尾真／ OUVI

06-136

bird house ………………………………………… 宮本佳明建築設計事務所

07-022

甲陽園目神山町の家 ………… 岸下真理＋岸下和代／ Atelier KISHISHITA

07-031

地中の棲処 ……………………………………… 末光弘和＋末光陽子/SUEP.

07-040

舞多聞の家 ……………………… 柳川賢次＋神戸芸術工科大学齊木研究室

07-050

苦楽園二番町 Case study house …………………………………… 柳川賢次

07-058

奥池の家 …………………… PLANET Creations 関谷昌人建築設計アトリエ

07-060

ハコフネ ………………………………………… 城戸崎和佐建築設計事務所

07-068

タワーまちや ………………………………………………… アトリエ・ワン

07-086

near house … 原田真宏＋原田麻魚／ MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO

07-096

YK ……………………………………………………… 山縣洋建築設計事務所

07-104

恵比寿の住宅 ……………………… 納谷学＋納谷新／納谷建築設計事務所

07-110

南加瀬の住宅 ……………………… 納谷学＋納谷新／納谷建築設計事務所

07-116

NOTCHED WALL HOUSE ……… 宇野享（CAn）＋諸江一紀建築設計事務所

07-122

Periscope House …………………………………………………………………… 久野紀
光（tele-design・名古屋市立大学久野研究室）＋会田友朗（アイダアトリエ） 07-130
EARTH HOUSE …………………………………… 塚田修大建築設計事務所

07-138

平和台の民家 …………………………………………… 阿部勤／アルテック

08-018

野田の家 …………………………………………… 渡谷博美建築設計事務所

08-038

美原の農家 …………………………… 大野アトリエ

酒井善史

08-046

音羽の家 ……………………………………………… 中村潔建築設計事務所

08-060

大野鶴夫

HIKARI-IDOU HOUSE ………………………………… 大薮義章建築計画所

08-085

花園の家 …………………………………………… 髙橋俊介／基本フォルム

08-090

ナチュラルアングル ………………………………………………………………………
…………………… 遠藤政樹／ EDH遠藤設計室

名和研二／なわけんジム

08-106

富士が丘の家 ……………………………………… 竹原義二／無有建築工房

08-114

RSH:6 ………………………………………………………… 岸本和彦／ acaa

08-122

結城の大きな屋根 …………………………… 長崎辰哉／アトリエハレトケ

08-130

Sg …………………………………………………… 芦澤竜一建築設計事務所

08-138

2010 総目次

1

09-016
09-030

多面体の屋根・館山 ………………………………… 横河健／横河設計工房

津軽の実験住宅 ……………………………………… 蟻塚学建築設計事務所

09-062

A HOUSE ………………………………………………… 玄・ベルトー・進来

01-060

富ヶ谷の家 …………………………………………… 千葉学建築計画事務所

09-082

南が丘の山荘 …………………………………………………… 益子アトリエ

01-076

ツイノスミカ ………………………………………………… KITE architecture

09-092

kinari …………… 松野勉・相澤久美／ライフアンドシェルター社

02-058,

06-091

M-HOUSE …………………………… D.I.G Architects 吉村昭範＋吉村真基

09-100

軽井沢の山荘 ………………… 塩田能也／インターデザインアソシエイツ

02-122

囲い庭に埋もれる平屋 ………………………… 都市建築設計集団／ UAPP

09-108

軽井沢カウンターポイント ……………………………… 田村秀規／ PODA

03-046

ロッペンハウス …………………………… 山隈直人／ kt一級建築士事務所

09-116

葉山のゲストハウス …………… 八木正嗣＋八木このみ／八木建築研究所

04-056

千石の住まい ……………………………………… 若原一貴／若原アトリエ

09-124

富士桜の山荘・M …………………………………… 横河健／横河設計工房

12-114

スキマのある家 ……………………………… 津野建築設計室

津野恵美子

09-130

軽井沢・追分の家 ………………… 佐藤文＋鹿嶌信哉／ K＋Sアーキテクツ

06-144

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

09-136

OKA MASAKAZU HOUSE …………… 元良信彦／モトラデザインスタジオ

08-068

01-018

帝塚山のセミコートハウス ……………………… 横内敏人建築設計事務所

10-020

多面体の屋根・岐阜ひるがの ……………………… 横河健／横河設計工房

10-032

斜形の家 …………………………………………… 早草睦惠／セルスペース

10-056

湖畔の家 …………………………………………………… 城戸崎建築研究室

10-046

東府中の家 ………………………………………………… 手嶋保建築事務所

10-068

門前の家 …………………………………………… 岡田哲史建築設計事務所

10-078

海と山に浮かぶ家 ………… 上野英二／オークヴィレッジ木造建築研究所

10-088

奥美濃の家 ………………… 上野英二／オークヴィレッジ木造建築研究所

10-097

瀬古の家 ……………………………………………………… 杉下均建築工房 10-104

［宿泊所］
奥池の山荘 ……………………………… 岡本清文／ AIR一級建築士事務所

07-146

［長屋］

Dual Channel House …………………………………………………………………………

湘南の家 …………………………………………………… 五十嵐淳建築設計

02-022

……………………… 中佐昭夫・田中知博／ナフ・アーキテクト＆デザイン

10-126

HANEGI G-House …………………………………………… 山口誠デザイン

08-054

豊田の家 ………………………………… 甲村健一／ KEN一級建築士事務所

10-134

池上の二世帯住宅 ……………………………………………… 奥野公章建築設計室＋

ホールのある住宅 ………………………………… 能作文徳建築設計事務所

10-142

渡辺富工務店＋NSC（戸倉建設・新井建築板金・小泉木工所・大河原木材） 09-052

3POKO ……………………………………………… 服部信康建築設計事務所

10-150

スイミーハウス …………………………………………… 三浦丈典＋原口剛

11-020

ココラボモデル環境共生住宅（A棟・B棟）…………………………………………………
………………………… 東京大学大学院

難波研究室＋難波和彦・界工作舍

11-040

隠居 ………………………………………………… 根津武彦建築設計事務所

11-068

大井松田の住宅 …………………………………………………… みかんぐみ

11-078

稲沢の家 ……………………………………………… 加藤功建築設計事務所

11-086

ヴェール ……………………………………… 須永豪・サバイバルデザイン

11-094

AOB ／青葉の家 …………………………………………… 田辺芳生／ PRIME

11-102

3.3 …………………………………………………………………… 参＋市原忍

11-118

A-annex ………………………………………………… 石川淳建築設計事務所

11-126

S博士の家 ……………………………………… SOY source 建築設計事務所

11-134

楽潜居 ……………………………………………………… 小泉治／日本設計

11-142

築館の家 ……………………………………………… SPAZIO 建築設計事務所

11-150

大美野の家 ………………………………………… 堀部安嗣建築設計事務所

12-018

ナガヤネ ……………………………………… 一級建築士事務所group-scoop

12-042

H&B House ………………………………… 渡辺純／ JWA 建築・都市設計

12-052

百人町の家 ……………………………………… 渡辺康／渡辺康建築研究所

12-060

栗木の家Ⅰ・Ⅱ……………………………………………… 飯田善彦建築工房

12-068

空の洞窟 ……………………………………………… 後藤武建築設計事務所

12-078

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

12-086

牟礼の家 …………………………………………………… 生田勉＋太田邦夫

12-096

桜山の家 …………………………………………… 堀部安嗣建築設計事務所

12-100

屋根の家 ……………………………………………………… 手塚建築研究所

12-101

TWIST …………… 粕谷淳司＋粕谷奈緒子／カスヤアーキテクツオフィス

12-102

曽我部邸 ……………………………………………… 曽我部昌史＋丸山美紀

12-103

ミンナノイエ …………………………… 間田央＋間田真矢／ mamm-design

12-126

雛壇の家 ………………………………………………… 井上玄／ GEN INOUE

12-134

kiti ……………………………………… 光本直人＋濱名直子／ミハデザイン

12-142

［併用住宅］
タトハウス・北野町の住居2 …………………… 島田陽／タトアーキテクツ

04-046

庭の家 ……………………………………… 河内一泰／河内建築設計事務所

04-102

SPROUT ………………………………………………………………………………………
………… 峯田建＋恩田恵以／スタジオ・アーキファーム一級建築士事務所

06-062

本郷の家 ……………………………………… 蜂須賀達志＋早川建築設計室

07-074

ICHINOE ……………………… 駒田剛司＋駒田由香／駒田建築設計事務所

08-078

黒蓮 ……………………………………………………… 川口通正建築研究所

09-040

比叡平の住居 ………………… タトアーキテクツ／島田陽建築設計事務所

11-056

カオスモスポット …………………………… 伊坂重春

2

［別荘・週末住宅］

Bamboo/Fiber …………………………………… 隈研吾建築都市設計事務所
９坪の家・length ……………………………………………… 伊礼智設計室

伊坂デザイン工房

11-110

秋山のカフェ／住宅 ………………………………………… 山口誠デザイン

12-030
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［賃貸住宅］
森山邸 ……………………………………………… 西沢立衛建築設計事務所

12-099

特集・連載・記事
●1月号特集： 住空間のディテール
○特集作品

軒と開口部

南が丘の山荘 …………………………………………………… 益子アトリエ

01-076

木竈 ……………………………………………………… 川口通正建築研究所

01-084

深い軒裏をもつ家 …………………………………………………… 樋口善信

01-094

MA-HOUSE …………………………………… 窪田勝文／窪田建築アトリエ

01-108

六日町の家 …………………………………………… 奥野公章＋我伊野威之

01-122

スケルトン・ウォール ………………………………………………………………………
……………………

濱田修／濱田修建築研究所

●2月号特集：木の住空間2010
○特集作品

大野博史／オーノJAPAN

01-126

木の使い方と可能性

湘南の家 …………………………………………………… 五十嵐淳建築設計

02-022

Tree house … 原田真宏＋原田麻魚／ MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO

02-030

CELLULOID JAM ………………………………………… 前田紀貞アトリエ

02-040

gather ………………………………… 宮本佳明／宮本佳明建築設計事務所

02-050

kinari …………………… 松野勉・相澤久美／ライフアンドシェルター社

02-058

夜ノ森の家 ……………………… 植木幹也＋植木茶織／スタジオシナプス

02-066

…………………………… 北山恒＋architecture WORKSHOP

02-074

dada house

たまらん坂の家 ……………………………………………………………………………
森清敏＋川村奈津子／ MDS 一級建築士事務所

名和研二／なわけんジム

02-082

西野の家 …………………………………………… 佐野天彦／アトリエサノ

02-090

ノンちゃんのいえ ………………… 葛川かおる＋鹿田征歳／ああす設計室

02-096

佐久平の家 ………………………………………… 阪根宏彦計画設計事務所

02-102

流星庵 ………………… 杉本洋文（東海大学杉本研究室）＋計画・環境建築

02-112

軽井沢の山荘 ………………… 塩田能也／インターデザインアソシエイツ

02-122

山談悟 ……………………………………………… 瀬野和広＋設計アトリエ

02-130

●3月号特集：サラダデイズ・アーキテクト
○特集記事

設計の仕事を始めた頃の思想

執筆・インタビュー：平田晃久

内井昭蔵 「磯子の家〜桜台ビレジ 初期の住宅」 ……………………………

03-120

伊東豊雄 「アルミの家」 ………………………………………………………

03-122

中村好文 「三谷さんの家」 ……………………………………………………

03-126

塚本由晴 「PALETTE

ミニ・ハウス」 ……………………

03-130

隈研吾 「伊豆の風呂小屋」 ……………………………………………………

03-134

アニ・ハウス

編集部インタビュー

（B）高松の住宅 ……………………………………………… メジロスタジオ

椎名英三 「 木邨邸」 ……………………………………………………………

03-135

手塚貴晴 「 鎌倉山の家」 ………………………………………………………

03-136

手嶋保 「 十条の家」 ……………………………………………………………

03-137

ポジティブな抵抗 …………………………………………………… 平田晃久

03-138

キッチン・水回り2010

information …………………………………………

●7月号特集 : 土木と建築の境目

○特集作品

土木的要素とどう折り合いをつけるか

bird house ………………………………………… 宮本佳明建築設計事務所
●4月号特集：風景と光の受け止め方
○特集記事

スケール & ディテール

室内窓 編

内／外のさまざまな開口部

06-100
06-103

07-022

甲陽園目神山町の家 ………… 岸下真理＋岸下和代／ Atelier KISHISHITA

07-031

地中の棲処 ……………………………………… 末光弘和＋末光陽子/SUEP.

07-040
07-050

室内窓が生み出す住空間 … 奥田宗幸

04-030

舞多聞の家 ……………………… 柳川賢次＋神戸芸術工科大学齊木研究室

吉田五十八の開口部 …………………………………………………… 編集部

04-118

苦楽園二番町 Case study house …………………………………… 柳川賢次

07-058

奥池の家 ………………… PLANET Creations 関谷昌人建築設計アトリエ

07-060

○特集作品

高台の家／ G邸 …………………………………………… studio A ／諸角敬

04-036

ハコフネ ………………………………………… 城戸崎和佐建築設計事務所

07-068

タトハウス・北野町の住居2 …………………… 島田陽／タトアーキテクツ

04-046

本郷の家 ……………………………………… 蜂須賀達志＋早川建築設計室

07-074

葉山のゲストハウス …………… 八木正嗣＋八木このみ／八木建築研究所

04-056

○特集記事

2501 …… 関野阿希子／ Sekino Architects Office＋上田知正／ OCTOBER

04-064

インタビュー：斜地、その享受すべき個性について ……………… 名和研二

2焦点ハウス …………… 石井大五＋フューチャースケープ建築設計事務所

04-074

インタビュー：新しくも堅実な技術が必要 …………………………… 鈴木啓

07-020

「bird house」と「甲陽園目神山町の家」
、ふたつの傾斜地 ……… 田口雅一

07-039

House in TATEYAMA ………………………………………………………………………
……………………… 布施茂／ fuse-atelier ＋武蔵野美術大学布施スタジオ

04-082

織の家 …………………………… 植木幹也＋植木茶織／スタジオシナプス

04-088

●8月号特集：時間を織り込む設計

ジョウショウハウス …………… 基真由美／ M.A.D ＋ 西牟田奈々／ SML

04-096

○特集作品

07-018

残すものと変えるもの──住宅の増改築

庭の家 ……………………………………… 河内一泰／河内建築設計事務所

04-102

平和台の民家 …………………………………………… 阿部勤／アルテック

08-018

カムフラージュハウス3 ……… 井口浩フィフス・ワールド・アーキテクツ

04-110

技術・人・言葉を受け継ぐ …………………………………………… 阿部勤

08-019

対談：次の100年を見据えて――かたちあるものとないものを伝える…………………

………………………………………………………………… 阿部勤 苔原順二
●5月号特集：素材の魅せ方
○特集作品

家の質感をつくり上げる手法

08-032

野田の家 …………………………………………… 渡谷博美建築設計事務所

08-038

美原の農家 …………………………… 大野アトリエ

08-046

大野鶴夫

酒井善史

守谷の家 ………………………………………………………… 伊礼智設計室

05-015

HANEGI G-House …………………………………………… 山口誠デザイン

08-054

富士見町の家 ………………………………………………… 長坂大／ Mega

05-024

音羽の家 ……………………………………………… 中村潔建築設計事務所

08-060

OKA MASAKAZU HOUSE ………… 元良信彦／モトラデザインスタジオ

08-068

イモリ谷のわらの家 ………………………………………………… 末森憲義

05-032

砦の家 …………………………… 日置拓人＋南の島工房一級建築士事務所

05-040

洗足の住宅

一方向断熱の住まい …………………………… 押尾章治＋UA

千駄ヶ谷の住宅 ……………………………… 大堀伸／ジェネラルデザイン
○特集記事

住宅をつくる素材〜建材からプロダクト素材まで Material Selection

……

「OKA MASAKAZU HOUSE」訪問記

前を向いて復し、修める … 内田祥士

08-077

05-046

ICHINOE ……………………… 駒田剛司＋駒田由香／駒田建築設計事務所

08-078

05-052

HIKARI-IDOU HOUSE ………………………………… 大薮義章建築計画所

08-085

花園の家 …………………………………………… 髙橋俊介／基本フォルム

08-090

05-060
●9月号特集：オリジナル・メイキング

●6月号特集1：環境への視線
○特集作品

熱・光・音 etc. の設計手法

○特集作品

住宅をつくる現場のやり取り

Bamboo/Fiber …………………………………… 隈研吾建築都市設計事務所

09-016

06-020

９坪の家・length ……………………………………………… 伊礼智設計室

09-030

座談会：
「いい日」を長く――環境建築が目指すもの ……………………………………

図面はコミュニケーションの基本 …………………………………… 伊礼智

09-036

………………………………………………… 田辺新一 古谷誠章 髙間三郎

06-028

黒蓮 ……………………………………………………… 川口通正建築研究所

09-040

A-ring …………… 山下保博 アトリエ・天工人 金沢工業大学宮下研究室

06-034

鉄でつくられる建築の部分 …………………………… 佐藤亮司 川口通正

09-050

GPLの家 ………………………………………………… 中川純／レビ設計室

06-046

池上の二世帯住宅 ……………………………………………… 奥野公章建築設計室＋

Holistic Light Box ………………………………… 海野健三／海建築家工房

06-054

渡辺富工務店＋NSC（戸倉建設・新井建築板金・小泉木工所・大河原木材

09-052

……………………………………………………………………………………

職人の技に学びデザインに取り込む ……………………………… 奥野公章

09-060
09-061

T博士の家 ………………………………………………… 古谷誠章＋NASCA

SPROUT

………… 峯田建＋恩田恵以／スタジオ・アーキファーム一級建築士事務所

06-062

職人との協働――技を活かし新たな境地を拓く ………………… 蟹澤宏剛

hhhouse …………………………………………………………… Etre Design

06-072

東京郊外の家 …………………… 藤村龍至建築設計事務所＋オーノJAPAN

○特集記事

06-080

○特集記事

津軽の実験住宅 ……………………………………… 蟻塚学建築設計事務所

09-062

建築設計はものづくり――建具職人の技術を見る／家づくり学校の試み …………

インタビュー：環境を考えるということ …………………………… 奥村昭雄

06-018

……………………………………………………………………………… 泉幸甫

09-066

インタビュー：住宅の音環境デザイン ……………………………… 井上勝夫

06-088

徳島木工の再生「AWA」 ………………………………………… NOSIGNER

09-068

建築のハイスペックは製造業のロースペックである――ファクトリープロジェクト
●6月号特集2：キッチン・水回り2010

……………………………………………………………………………… 松野勉

09-070

○特集作品

地球マテリアル会議 ………………… 今泉真緒

09-072

（K）Kinari ………………… 松野勉・相澤久美／ライフアンドシェルター社

鳴川肇

参

福島加津也

06-091

（K）秦野の家 …………… アーキテクトカフェ・田井幹夫建築設計事務所

06-092

●10月号特集1：住空間のディテール2

（K）N-CUBE ………………… トイットデザイン＋吉村寿博建築設計事務所

06-093

○特集作品

（K・B）2501 …………………………………………………………………………………

スケール感を生み出す

帝塚山のセミコートハウス ……………………… 横内敏人建築設計事務所

10-020

…………… 関野阿希子／ Sekino Architects Office＋上田知正／ OCTOBER

06-094

多面体の屋根・岐阜ひるがの ……………………… 横河健／横河設計工房

10-032

（K・B）聖居 ………………………………………… 椎名英三建築設計事務所

06-095

湖畔の家 …………………………………………………… 城戸崎建築研究室

10-046

（B）HOUSE-R ………………………………………………… 池村圭造／ UA

06-096

斜形の家 …………………………………………… 早草睦惠／セルスペース

10-056

（B）Steel Truss …………………………………… 木村博昭＋Ks Architects

06-097

東府中の家 ………………………………………………… 手嶋保建築事務所

10-068

（B）下鴨の家3 ………………………………………………… 長坂大／ Mega

06-098

門前の家 …………………………………………… 岡田哲史建築設計事務所

10-078

（B）北鎌倉の家 ………………………………………………………………………………

海と山に浮かぶ家 ………… 上野英二／オークヴィレッジ木造建築研究所

10-088

名和研二／なわけんジム

06-099

奥美濃の家 ………………… 上野英二／オークヴィレッジ木造建築研究所

10-097

（B）湧雲の望楼 ……………………………… 羽深隆雄・栴工房設計事務所

06-100

瀬古の家 ……………………………………………………… 杉下均建築工房

10-104

………………… 谷尻誠／ suppose design office

2010 総目次
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●10月号特集2：プランニングからの提案

第6回

○特集作品

前編

Dual Channel House ………………………………………………………………………
……………………… 中佐昭夫・田中知博／ナフ・アーキテクト＆デザイン

10-134

ホールのある住宅 ………………………………… 能作文徳建築設計事務所

10-142

3POKO ……………………………………………… 服部信康建築設計事務所

10-150

○特集作品

研究室

古田陽子

三浦丈典 協力 吉田研介

吉田紀子

東京大学千葉学

吉田由紀子

12-104

木造住宅の構造をどう解くのか …………………………………………………

02-138

文

10-126

豊田の家 ………………………………… 甲村健一／ KEN一級建築士事務所

●11月号特集： 環境共生への挑戦

チキンハウス
……………………………………………………………… 調査

［住宅の構造 これからの役割］ 小西泰孝

萬田隆

長谷川大輔

［スケール & ディテール］ 奥田宗幸

住まいをつくる具体的なアプローチ

窓の寸法 ……………………………………………………………………………

02-142

最新事例：大地の景色 …… 松野勉・相澤久美／ライフアンドシェルター社

02-145
02-146

スイミーハウス …………………………………………… 三浦丈典＋原口剛

11-020

最新事例：秋川街道の家 ………………………… 坂野由典／フラットハウス

記事1：住まい手の生活を支える環境づくり ……………………… 三浦丈典

11-026

最新事例：八破風の家 …… 須川哲也＋谷真紀子／須川ラボ建築設計事務所

02-147

室内窓 編

04-030

記事2：環境というパラメータをどうとらえるのか――T博士の家………………………

………………………………………

室内窓が生み出す住空間……………………………………………

田辺新一 佐藤喜政 原章史（NASCA） 11-030

記事3：環境観と空間デザイン ――輪郭線をにじませるような建築を目指して

…………………………………………………………………………… 小泉雅生

……
11-034

［記事］
インタビュー： 個が社会につながる接点

東京ガス 家庭用燃料電池コージェネレー

ココラボモデル環境共生住宅（A棟・B棟）…………………………………………………

ションシステム「エネファーム」 ………………………………… 新関謙一郎

03-010

………………………… 東京大学大学院

住宅版エコポイント・スタディ …………………………………… 知久昭夫

04-154

難波研究室＋難波和彦・界工作舍

11-040

記事4：環境共生を前提とした設計とシミュレーション …………………………………

インタビュー：エコが見える快適な暮らし

……………………………………… 難波和彦 稲山正弘 前真之 赤嶺嘉彦

ションシステム「エネファーム」 ……………………………………… 伊礼智

11-046

東京ガス 家庭用燃料電池コージェネレー

シンポジウム：
「One Size Fits Some」レポート

●12月号特集： 住宅の佇まい
○特集作品1

時間をどうイメージして設計するのか

05-002

注目される日本の小住宅 …

07-080

ニューヨークが求める住宅観 ………………………… アズビー・ブラウン

07-081

小住宅文化のゆくえ ………………………………………………… 内海智行

07-083

大美野の家 ………………………………………… 堀部安嗣建築設計事務所

12-018

秋山のカフェ／住宅 ………………………………………… 山口誠デザイン

12-030

［建築家が考える環境とエネルギー］
第1回

生き生きとする枠組みをつくる …………………………… 塚本由晴

08-006

ナガヤネ ……………………………………… 一級建築士事務所group-scoop

12-042

第2回

五感を呼び起こす建築 ………………………………………… 谷尻誠

10-006

H&B House ………………………………… 渡辺純／ JWA 建築・都市設計

12-052

第3回

よい環境を建築に取り込む ……………………………… 谷内田章夫

12-004

百人町の家 ……………………………………… 渡辺康／渡辺康建築研究所

12-060
［大切に暮らす］

栗木の家Ⅰ・Ⅱ ……………………………………………… 飯田善彦建築工房

12-068

空の洞窟 ……………………………………………… 後藤武建築設計事務所

12-078

第1回

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

12-086

対談：北山恒 木下庸子 草山丈太…………………………………… 『新建築』10-026

○特集作品2

佇まいの成長

第2回

牟礼の家 …………………………………………………… 生田勉＋太田邦夫

12-096

森山邸 ……………………………………………… 西沢立衛建築設計事務所

12-099

新たな住まい方が見えてきた
家族が感じられるシンプルな暮らし

「小平の住宅」 設計：小泉アトリエ ……………………………………………
第3回

11-006

ストックを活かした豊かな空間

「リノア阿佐ヶ谷」に見る分譲型集合住宅の可能性 ……………… 『新建築』11-032

桜山の家 …………………………………………… 堀部安嗣建築設計事務所

12-100

屋根の家 ……………………………………………………… 手塚建築研究所

12-101

第4回

TWIST …………… 粕谷淳司＋粕谷奈緒子／カスヤアーキテクツオフィス

12-102

末光弘和氏と末光陽子氏が訪ねる「Switch! Station TOKYO」…………………………

曽我部邸 ……………………………………………… 曽我部昌史＋丸山美紀

12-103

…………………………………………………………………………… 『新建築』12-020

●連載

オール電化で設計がより自由に

［素材再発見］

［いま、住宅をつくるときに考えること］ 青木淳

第1回

瓦

土の風合いと性能を生かした新しい可能性 ………… 徳井正樹

012ゲスト

柳原照弘 …………………………………………………………… 01-068

013ゲスト

永山祐子 …………………………………………………………… 05-064

［モノグラフ］

014ゲスト

武井誠＋鍋島千恵／ TNA ………………………………………… 09-144

オンデザイン

住宅を外部化する思考 …………… 西田司／オンデザイン

11-052

04-124

作品5題：紅葉坂の家／深大寺の斜面生活／ルーム・ループ／西荻の岩／ムシェット

［住宅物語］ 文・塚本ゆり

イラスト・寺田晶子

T house …………………………………………………………………………… 01-134
伊豆高原の家 ……………………………………………………………………… 10-114

［まち居住］
第16回

今枝和仁 名古屋市尼ケ坂 ………… 阿部大輔

西田司

山崎亮

夏の家 ………………………………………………………………………………

04-124

対談：シナリオからはじまる建築 ………………… 行定勲（映画監督） 西田司

04-138

プロジェクト5題：崖のある家／ gymnasium ／ビルヂング／筒の積み木／村、その地

図の描き方 …………………………………………………………………………

04-142

エッセイ：
「1+1+1+・・・＝ 」……………………………………… 藤原徹平

04-143

01-144
［ニュース］

［建築家自邸からの家学び］ 企画・監修
第4回

真壁智治

妹島和世氏が、ヴェネチア・ビエンナーレのディレクターに／日本館のコミッショ
ナーは北山恒氏／竹原・小池研究室の「豊崎長屋」が芦原義信賞を受賞／ AACA賞

House SA 1999

前編 ……………………………………………… 調査 首都大学東京
文

倉方俊輔

青木弘司

古田陽子 協力 坂本一成

坂本恵子

青木東子

後編 ……………………………………………… 調査 首都大学東京
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07-001

2010 総目次

［第26回新建築賞発表］
審査座談会：豊かさをつくり出す住宅の枠組みをどう考えるか…………………………

……………………………………………………………… 坂本一成 西沢立衛

04-020

受賞作品：house I ………………………………………………………… 宮晶子

04-026

地層の家 ……………………………………… 中村拓志

04-028

受賞作品：House C

