総目次 2011
作品
［専用住宅］

綾瀬の住宅……………………………… 納谷学＋納谷新／納谷建築設計事務所

06-058

明…………………………………………………………… 森村厚建築設計事務所

06-066

Yhouse renovation …………………………………… 阿曽芙実建築設計事務所

06-072

Small House …………………………………………… 畝森泰行建築設計事務所

02-022

Do It Yourself…………………………………………… 垣内光司／八百光設計部

06-078

HOUSE TOKYO ………………………………………………… 三幣順一／ A.L.X.

02-040

吉備中央町の家………………………………… 神家昭雄／神家昭雄建築研究室

06-084

Oc ………………………………………………………………… 長田直之／ ICU

02-048

ブリキのファンズワース邸………………………………… 吉田研介建築設計室

06-108

スプリットまちや………………………………………………… アトリエ・ワン

02-054

上馬 M 邸 …………………… 藤原徹平／フジワラテッペイアーキテクツラボ

06-120

涼風の家………………………………………………………… イイヅカアトリエ

02-068

須波の家………………………………………………… 藤本寿徳建築設計事務所

06-130

KOZUKI HOUSE …………………………………………… 塚田眞樹子建築設計

02-076

松本の家（K 邸） …… 粕谷淳司＋粕谷奈緒子 カスヤアーキテクツオフィス

06-140

OKUSAWA ………………………………… 伊藤博之建築設計事務所＋ O.F.D.A.

02-084

シナの木と白い家…………… 髙橋真紀＋潮上大輔／髙橋真紀建築設計事務所

07-024

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

02-092

吉祥寺南町の家…………………………………………… 庄司寛建築設計事務所

07-044

Cliff House ………………………………………………………………… 中村好文

02-110

フォレストハウス……………………………甲村健一／ KEN 一級建築士事務所

07-052

くぐりの家………………………………………………… 片山和俊＋ DIK 設計室

02-122

幡ヶ谷の家………………………………………………… 丸山弾建築設計事務所

07-074

上田の家……………………… 横田典雄＋川村紀子／ CASE DESIGN STUDIO

02-130

House K ………………………………………………………… 高木貴間＋設計舎

07-102

i-works・15 坪の家 ………………………………………………… 伊礼智設計室

02-138

市川の住宅……………………………………………… 永石貴義建築設計事務所

07-112

Roof on the Hill ……………………… 竹口健太郎＋山本麻子／アルファヴィル

03-038

CH13 …………………………………………………………… 荒木毅建築事務所

07-122

LWB 阪東橋 …………………………… 山代悟＋ビルディングランドスケープ

03-048

N-HOUSE ……………………………………………………… 向山徹建築設計室

07-128

小路の家…………………………………………………………… 森俊之＋深澤明

03-058

Yo ………………………………………………………………… 長田直之／ ICU

07-136

ステップテラスの家…………………………………………………丸子淳／ mcja

03-066

壬生川の家…………………………………………………河口佳介＋ K2-DESIGN

07-144

SKY GARDEN HOUSE ………………………………… 芦沢啓治建築設計事務所

03-074

楕円の森………………………………………………… 中原祐二建築設計事務所

08-012

船の家……手塚貴晴＋手塚由比／手塚建築研究所 大野博史／オーノ JAPAN

03-094

OR-HOUSE ……………………………………… 窪田勝文／窪田建築アトリエ

08-028

戸田の家………………………………………… 小谷野直幸＋田辺芳生／ PRIME

03-104

菊水の家………………………………………………………… 木原千利設計工房

08-040

IT …………………………………………………………… 山縣洋建築設計事務所

03-112

羽根木公園の家──景色の道 ……………………………………… 坂茂建築設計

08-058

Winding W ………………………… 駒田剛司＋駒田由香／駒田建築設計事務所

03-126

羽根木公園の家──桜 ……………………………………………… 坂茂建築設計

08-068

金沢八景の家……………………………………………… 八木佐千子／ NASCA

03-134

小金井の家…………………………………… 浅利幸男／ラブアーキテクチャー

08-076

神之原の家………………………………………………… 八木佐千子／ NASCA

03-142

House Folded ……………………… 竹口健太郎＋山本麻子／アルファヴィル

08-086

WBE HAUS ── 連続壁の家 …………………… AUAU 建築研究所 鵜飼昭年

03-148

OGAKI ▲ HOUSE…………………………………… 佐々木勝敏建築設計事務所

08-096

TUBO-SUBAKO……… 鈴木信弘 鈴木洋子／鈴木アトリエ一級建築士事務所

03-156

アミダハウス…………………………………… 河内一泰／河内建築設計事務所

08-126

house M ………………………………………………… 五十嵐淳建築設計事務所

04-066

7272 〜飯能の家〜 ………………………………………… 奥野公章建築設計室

08-144

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

04-078

市原の家………………………………………………… 堀部安嗣建築設計事務所

09-020

物質試行 50 下田の住宅 ……………… 鈴木了二／鈴木了二建築計画事務所

04-088

西原の家…………………………………………………… 庄司寛建築設計事務所

09-042

アンモナイトの家……………………………………… 横内敏人建築設計事務所

04-102

瀬谷の家………… 谷尻誠／ suppose design office 大野博史／オーノ JAPAN

09-052

町並みと共にある家…………… 上野英二／オークヴィレッジ木造建築研究所

04-112

行灯の家……………………………………………………………………………………………

岩倉の家Ⅱ………………………………………………………… 長坂大／ Mega

04-122

……………手塚貴晴＋手塚由比／手塚建築研究所 大野博史／オーノ JAPAN

09-060

SORANOEN ………………………………………………………岸本和彦／ acaa

04-130

祐天寺の家…………………………………………… 渡辺康／渡辺康建築研究所

09-070

志木の住宅……………………………………………………………久野靖広＋ 8d

04-138

キリのキョリのイエ…………………… 小島光晴＋小林亙／ StudioGreenBlue

09-078

ハコノオウチ………………………………………………………………………………………

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

09-090

………… 石川淳／石川淳建築設計事務所＋石川直子／アトリエきんぎょばち

04-148

ルーフテクチャー 波賀 …………………………………… 遠藤秀平建築研究所

09-102

姫宮の住宅………………………………………………… 高橋堅建築設計事務所

05-044

Wishing Well … 安部良／ architects atelier ryo abe 名和研二／なわけんジム

09-112

Rustic House ……………………………………………………… 前田圭介／ UID

05-054

優間（うかん）の家……………………… 藤江通昌／ ESPAD 環境建築研究所

09-128

InBetween House ………………………………………… 筒井康二建築研究所

05-064

塩屋の住宅………………………………………………… 定方三将／上町研究所

09-136

那須の家……………………………… 川久保智康／川久保智康建築設計事務所

05-076

杉の木の家……………………………………………… 菅正太郎／すがアトリエ

10-016

光陽舎…………………………………………………… 服部信康建築設計事務所

05-084

芹が谷の住宅………………………………………… 小杉栄次郎＋内海彩／ KUS

10-026

馬込沢の住宅……………………………………………………… メジロスタジオ

05-092

家畑……………………………………………………… 瀬野和広＋設計アトリエ

10-036

HDY …………………………………………………… 日本工業大学小川研究室

05-100

佐野の大屋根………………… アーキテクトカフェ・田井幹夫建築設計事務所

10-046

荻窪の家…………………………………………… 森清敏＋川村奈津子／ MDS

05-110

靄靄コヤ……………………………………………………… 平野正典 名和研二

10-056

大岡山の住宅……………………………………………… トラフ建築設計事務所

05-126

筒の家 2 ………………………………………………… 岩堀未来建築設計事務所

10-064

OPEN ARCHITECTURE PROJECT ……………………… 大薮義章建築計画所

05-134

フトコロのある家…………………………………………… 水石浩太建築設計室

10-072

FUNABORI ……………………… 駒田剛司＋駒田由香／駒田建築設計事務所

06-014

深沢の家…………………………………………… 森清敏＋川村奈津子／ MDS

10-080

横須賀 再生の小屋 …………………福田創＋佐藤紀子／フクダ アーキテクツ

06-022

代々木上原の家…………………………………… 森清敏＋川村奈津子／ MDS

10-085

カテナハウス……………………………………… 比護結子＋柴田晃宏／ ikmo

06-030

大川の家………………………………………………… 竹原義二／無有建築工房

10-100

高野台のリノベーション／多重領域…………… 髙田博章＋中畑昌之／ htmn

06-036

YY ………………………………………………………… 山縣洋建築設計事務所

10-124

白金の家………………………………………甲村健一／KEN 一級建築士事務所

06-042

熊谷邸…………………………………………………… 久野浩志建築設計事務所

10-134

SKYCOURT …………………………………………… 芦沢啓治建築設計事務所

06-050

SAKURAGAOKA ………………………… 伊藤博之建築設計事務所＋ O.F.D.A.

10-144
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つくばみらいの家……………………………… 佐藤森／＋○一級建築士事務所

11-030

七つの庭のある住まい…………………………………… 藤野高志／生物建築舎

11-038

［実証住宅・モデルハウス］
美幌の家（びほろエコハウス）………………………… 堀尾浩建築設計事務所

川口邸………………………………………………… 保坂猛建築都市設計事務所

11-048

LCCM 住宅デモンストレーション棟 …………………………………………………………

森の中の森の家………………………………………………… 泉幸甫建築研究所

11-056

……………………………… 小泉雅生／小泉アトリエ＋ LCCM 住宅設計部会

Earth, Wind & Sunshine ………………………… 彦根明／彦根建築設計事務所

11-070

平成 21 年度環境共生型住宅モデル整備事業 山形エコハウス ……………………………

綴の家………………………………… 植木幹也＋植木茶織／スタジオシナプス

11-080

……………………………………………………… 水戸部裕行／羽田設計事務所

レイヤード………………………………………………………………… ジャムズ

11-088

オルタナハウス蔵王………………………………………………………………………………

方形の家 2011 …………………………… 安田博道／環境デザイン・アトリエ

11-096

……………………東北芸術工科大学 建築・環境デザイン学科 馬場正尊研究室

12-030

御所西の家……………………………… 岸和郎＋ K.ASSOCIATES ／ Architects

11-116

独立行政法人 森林総合研究所 実験住宅 …… 神家昭雄／神家昭雄建築研究室

12-034

花見の屋……………………………………中村弘道・都市建築 計画設計研究所

11-144

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

11-152

●座談会・対談・論文

HOUSE-M …………………………東北芸術工科大学 建築・環境デザイン学科

12-025

座談会：新建築創刊 85 周年『住宅 10 年』刊行記念

新宿の小さな家…………能作淳平建築設計事務所 大野博史／オーノ JAPAN

12-076

なる住宅 10 年へ ……………………………………北山恒 篠原聡子 長谷川豪

01-018

キャビネットハウス…………………………………… 田中知博建築設計事務所

12-084

論文：DUB 建築序説

04-100

トシゴヤ………………………………………………… 根津武彦建築設計事務所

12-092

対談：素材でつくり出す新たな建築表現──職人の技術が触発し、結実する建築家のア

八雲の家……………………………………………………… 矢板建築設計研究所

12-108

イデア…………………………………………………………… 隈研吾 挾土秀平

07-100

桜の家…………………………………………………… 石井秀樹建築設計事務所

12-118

論文：
「箱」の新たな展開 ……………………………………………… 難波和彦

12-146

木曽呂の家………………………………… 増田啓介＋増田良子／増田アトリエ

12-126

箱の家─ 134 ………………………………………………… 難波和彦＋界工作舎

12-134

箱の家─ 140 ………………………………………………… 難波和彦＋界工作舎

12-140

ウメハウス…………………………………………………… エム・アンド・オー

12-148

03-026
05-018
12-016

建築がつくる住宅のリアリティ 次

…………………………………………………… 鈴木了二

特集・連載・記事
● 1 月号特集：別荘 セカンド・ハウスの仕掛け
○特集作品

［併用住宅］

VR 邸 ……シィエル・ルージュ・クレアシオン アンリ・ゲイダン＋金子文子

01-026

アーキテクツハウス…………… 三瓶満真＋いまむらあんな／インフィールド

02-032

Villa G Makai D 棟…………… 石原祥行／石原設計 名和研二／なわけんジム

01-042

かほくの住宅………………………………………… 長谷川逸子・建築計画工房

03-120

軽井沢 笠原邸…………………………………………… 横河健／横河設計工房

01-052

護国寺の二世帯住宅………………………………… 小笠原正豊建築設計事務所

05-118

軽井沢の家Ⅱ…………………………………………… 堀部安嗣建築設計事務所

01-066

谷万成の家……………………………………… 神家昭雄／神家昭雄建築研究室

06-092

蓼科の家………………………………………………… 堀部安嗣建築設計事務所

01-077

LIGHT CUBE FACTORY ……………………………………… 三幣順一／ A.L.X.

07-036

苔山居……………………………………… 平倉章二＋平倉直子建築設計事務所

01-088

HOUSE-O …………………………………………………… 大藪元宏建築研究所

07-062

山踏の家………………………………………………… 早草睦惠／セルスペース

01-098

信濃境の週末住宅……………………………………………… 野沢正光建築工房

08-104

那須の家…………………………………………………… 丸山弾建築設計事務所

01-106

浅草の家………………………………………………… 松本賢／ STUDIO CAVE

09-034

空の記憶……………………………… 宇野享／ CAn 名和研二／なわけんジム

01-116

ダブルチューブの家………………………… オザワデザイン一級建築士事務所

09-120

南葉山 duo ……中永勇司／ナカエ・アーキテクツ 大野博史／オーノ JAPAN

01-124

都立家政の店舗併用住宅…………………………………………………………………………

南葉山 solo ……中永勇司／ナカエ・アーキテクツ 大野博史／オーノ JAPAN

01-133

……………………… 入江正之・入江高世＋早稲田大学入江正之研究室・DFI

11-126

中目黒の家………………………………………………… 林順孝建築設計事務所

11-136

● 2 月号特集：小さな家 現代で小さいことの意味

円山ステッチ……………………………………………………………… 佐野宜夫

12-100

○特集記事
特集論考 1：
「小さくて美しい家々が表象する、日本の都市と建築家の今」 ………………

［別荘・週末住宅・ゲストハウス］

……………………………………………………………………………… 馬場正尊

02-020

VR 邸 ……シィエル・ルージュ・クレアシオン アンリ・ゲイダン＋金子文子

01-026

特集論考 2：
「狭小住宅」はやめにして「町家」をはじめる ………… 塚本由晴

02-066

Villa G Makai D 棟…………… 石原祥行／石原設計 名和研二／なわけんジム

01-042

特集対談 1：
「小さな家」と「小屋」へのオマージュ …… 中村好文

02-118

軽井沢 笠原邸…………………………………………… 横河健／横河設計工房

01-052

特集対談 2：建築家がハウスメーカーになれるかも？──「小さな家。計画」がめざすもの

軽井沢の家Ⅱ…………………………………………… 堀部安嗣建築設計事務所

01-066

…………………………………………………………………… 伊礼智 塩地博文

蓼科の家………………………………………………… 堀部安嗣建築設計事務所

01-077

○特集作品

苔山居……………………………………… 平倉章二＋平倉直子建築設計事務所

01-088

Small House …………………………………………… 畝森泰行建築設計事務所

02-022

山踏の家………………………………………………… 早草睦惠／セルスペース

01-098

アーキテクツハウス…………… 三瓶満真＋いまむらあんな／インフィールド

02-032

那須の家…………………………………………………… 丸山弾建築設計事務所

01-106

HOUSE TOKYO ………………………………………………… 三幣順一／ A.L.X.

02-040

空の記憶……………………………… 宇野享／ CAn 名和研二／なわけんジム

01-116

Oc ………………………………………………………………… 長田直之／ ICU

02-048

南葉山 duo ……中永勇司／ナカエ・アーキテクツ 大野博史／オーノ JAPAN

01-124

スプリットまちや………………………………………………… アトリエ・ワン

02-054

南葉山 solo ……中永勇司／ナカエ・アーキテクツ 大野博史／オーノ JAPAN

01-133

涼風の家………………………………………………………… イイヅカアトリエ

02-068

Lemm Hut ………………………………………………………………… 中村好文

02-100

KOZUKI HOUSE …………………………………………… 塚田眞樹子建築設計

02-076

メッシュ／アース…………………………………… 隈研吾建築都市設計事務所

07-088

OKUSAWA ………………………………… 伊藤博之建築設計事務所＋ O.F.D.A.

02-084

山本別邸・蓼科…………………………………………… 横河健／横河設計工房

10-114

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

02-092

Forest bath ……………………… 生田京子建築研究室

11-018

Lemm Hut ………………………………………………………………… 中村好文

02-100

Cliff House ………………………………………………………………… 中村好文

02-110

尾関建築設計事務所

松家仁之

02-146
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くぐりの家………………………………………………… 片山和俊＋ DIK 設計室

02-122

高野台のリノベーション／多重領域…………… 髙田博章＋中畑昌之／ htmn

06-036

上田の家……………………… 横田典雄＋川村紀子／ CASE DESIGN STUDIO

02-130

白金の家………………………………………甲村健一／ KEN 一級建築士事務所

06-042

i-works・15 坪の家 ………………………………………………… 伊礼智設計室

02-138

SKYCOURT …………………………………………… 芦沢啓治建築設計事務所

06-050

綾瀬の住宅……………………………… 納谷学＋納谷新／納谷建築設計事務所

06-058

● 3 月号特集：住宅の構成要素

明…………………………………………………………… 森村厚建築設計事務所

06-066

特集記事：長期使用に耐え、環境に貢献できる新たな工法（FM 工法・DEWS 工法）の

Yhouse renovation …………………………………… 阿曽芙実建築設計事務所

06-072

開発と発展に向けて── 扇居 押上の家 …………………………… 藤原昭夫

Do It Yourself…………………………………………… 垣内光司／八百光設計部

06-078

吉備中央町の家………………………………… 神家昭雄／神家昭雄建築研究室

06-084

谷万成の家……………………………………… 神家昭雄／神家昭雄建築研究室

06-092

03-084

○特集作品
美幌の家（びほろエコハウス）………………………… 堀尾浩建築設計事務所

03-026

Roof on the Hill ……………………… 竹口健太郎＋山本麻子／アルファヴィル

03-038

LWB 阪東橋 …………………………… 山代悟＋ビルディングランドスケープ

03-048

小路の家…………………………………………………………… 森俊之＋深澤明

03-058

ステップテラスの家…………………………………………………丸子淳／ mcja

03-066

（B）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

SKY GARDEN HOUSE ………………………………… 芦沢啓治建築設計事務所

03-074

（K・B）金沢八景の家 …………………………………… 八木佐千子／ NASCA

船の家……手塚貴晴＋手塚由比／手塚建築研究所 大野博史／オーノ JAPAN

03-094

（K）神之原の家 ………………………………………… 八木佐千子／ NASCA

戸田の家…………………………………………小谷野直幸＋田辺芳生／ PRIME

03-104

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

IT …………………………………………………………… 山縣洋建築設計事務所

03-112

（K）OKUSAWA ………………………… 伊藤博之建築設計事務所＋ O.F.D.A

かほくの住宅………………………………………… 長谷川逸子・建築計画工房

03-120

（K）百人町の家 …………………………………… 渡辺康／渡辺康建築研究所

Winding W ………………………… 駒田剛司＋駒田由香／駒田建築設計事務所

03-126

（K・B）囲い庭に埋もれる平屋 …………………… 都市建築設計集団／ UAPP

金沢八景の家……………………………………………… 八木佐千子／ NASCA

03-134

○特集作品

神之原の家………………………………………………… 八木佐千子／ NASCA

03-142

シナの木と白い家…………… 髙橋真紀＋潮上大輔／髙橋真紀建築設計事務所

07-024

WBE HAUS ── 連続壁の家 …………………… AUAU 建築研究所 鵜飼昭年

03-148

LIGHT CUBE FACTORY ……………………………………… 三幣順一／ A.L.X.

07-036

TUBO-SUBAKO ……… 鈴木信弘 鈴木洋子／鈴木アトリエ一級建築士事務所

03-156

吉祥寺南町の家…………………………………………… 庄司寛建築設計事務所

07-044

フォレストハウス……………………………甲村健一／KEN 一級建築士事務所

07-052

● 4 月号特集：住宅とは何か 新建築賞の軌跡 ──「住宅」を議論すること

HOUSE-O …………………………………………………… 大藪元宏建築研究所

07-062

○特集記事

幡ヶ谷の家………………………………………………… 丸山弾建築設計事務所

07-074

● 7 月号特集：住空間のディテール 3 キッチン＆水回りの納まり
○特集記事

07-016

introduction 新建築賞（吉岡賞）年表 第 1 〜 26 回 ………………………………04-024
phase 1 対談：建築の批評性から個の多様性へ──「新建築賞（吉岡賞）
」の 24 年 …

● 8 月号特集： 建築家の職域を広げる 設計、施工、図面公開などの試みから

………………………………………………………………… 鈴木博之 伊東豊雄

04-028

○特集記事

論考：受賞と審査を経験して …………………………………………… 中村好文

04-032

CASE1：信濃境の週末住宅

対談：空間から、場をつくることへ「 PLATFORM」…… 妹島和世

04-037

…………………………………………………………………… 野沢正光 小泉誠

phase 2

石田敏明

論考：住宅は都市に溶解する── 賞味期限切れのビルディングタイプ ………

………………………………………………………………………………… 北山恒

04-042

CASE2：小さな家。計画

対談：スケルトンとインフィルの設計を分ける試み ………

…………………………………………… 真壁智治 大菅力 田中敏溥 村上太一

phase 3 若手座談会：新しいリアリティと抽象性── 議論の中から生み出されるもの

CASE3：CC ハウス

…………………………………………………… 平田晃久 原田真宏 藤原徹平

………………………………………………………吉村靖孝 松川昌平 門脇耕三

04-050

08-114

座談会：建築家がつくる現代のプロダクト住宅 ………………

08-118

鼎談：新しい建築の生産システム ………………………………………

08-134

phase 4 審査対談：第 27 回新建築賞発表 「環境」に対してどのように建築をつくるのか

CASE4：7272 プロジェクト

…………………………………………………………………… 青木淳 木下庸子

04-056

……………………………………………………………………………… 奥野公章

受賞作品「マイナス K ハウス」
…………………… 佐伯聡子＋ K.M.TAN ／ KUU

04-062

○特集作品

受賞作品「地中の棲処」
…………………………… 末光弘和＋末光陽子／ SUEP.

04-064

信濃境の週末住宅……………………………………………… 野沢正光建築工房

08-104

アミダハウス…………………………………… 河内一泰／河内建築設計事務所

08-126

7272 〜飯能の家〜 ………………………………………… 奥野公章建築設計室

08-144

● 5 月号特集：環境とデザイン── LCCM 住宅デモンストレーション棟を検証する

インタビュー：規格材で、高品質なプロトタイプ住宅をつくる

08-140

○特集記事
衣替えする住宅…………………………………………………………… 小泉雅生

05-013

● 9 月号特集： 空間の仕切り 境界をつくる手法とその役割

巻頭対談：低炭素社会に向けた、住まい方を提案する住宅 …………………………………

特集論文：間仕切りは空間の生成力を決定する ………………………… 中川武

………………………………………………………………… 村上周三 古谷誠章

05-014

○特集作品

論考 1：設計プロセスの記録と分析 …………………………………… 門脇耕三

05-029

市原の家………………………………………………… 堀部安嗣建築設計事務所

09-020

論考 2：生活活動に応答するしなやかな環境制御へ ……… 村田涼

05-030

浅草の家………………………………………………… 松本賢／ STUDIO CAVE

09-034

相反する条件のバランスを探す ………………………………

西原の家…………………………………………………… 庄司寛建築設計事務所

09-042

瀬谷の家………… 谷尻誠／ suppose design office 大野博史／オーノ JAPAN

09-052

インタビュー１：温熱環境

篠崎正彦

……………………………………………………… 桑沢保夫 前真之 木下昌大
インタビュー 2：風環境

風のシミュレーションを効果的に使う ……………………………

………………………………………………………………… 高瀬幸造 木下昌大
座談会：光環境

05-032

09-016

行灯の家……………………………………………………………………………………………

05-034

……………手塚貴晴＋手塚由比／手塚建築研究所 大野博史／オーノ JAPAN

09-060

生活に必要な光を体感してみる ……………………………………………

祐天寺の家…………………………………………… 渡辺康／渡辺康建築研究所

09-070

キリのキョリのイエ…………………… 小島光晴＋小林亙／ StudioGreenBlue

09-078

……………………………………………………… 三木保弘 中村芳樹 松下進
インタビュー 3：LCCO2・構法

05-036

LCCM 住宅を誰もが設計できるように …………………

…………………………………………………… 伊香賀俊治 清家剛 木下昌大

05-038

● 10 月号特集： Wood Structure 木架構のスタディプロセス

LCCM 住宅が語りかけるもの …………… 小玉祐一郎 小泉雅生 門脇耕三

05-041

○特集作品

○特集作品

杉の木の家……………………………………………… 菅正太郎／すがアトリエ

10-016

LCCM 住宅デモンストレーション棟 …………………………………………………………

芹が谷の住宅………………………………………… 小杉栄次郎＋内海彩／ KUS

10-026

……………………………… 小泉雅生／小泉アトリエ＋ LCCM 住宅設計部会

家畑……………………………………………………… 瀬野和広＋設計アトリエ

10-036

佐野の大屋根………………… アーキテクトカフェ・田井幹夫建築設計事務所

10-046

● 6 月号特集：リノベーションプランニング 空間を変更する平面操作とディテール

靄靄コヤ……………………………………………………… 平野正典 名和研二

10-056

○特集作品

筒の家 2 ………………………………………………… 岩堀未来建築設計事務所

10-064

05-018

FUNABORI ……………………… 駒田剛司＋駒田由香／駒田建築設計事務所

06-014

フトコロのある家…………………………………………… 水石浩太建築設計室

10-072

横須賀 再生の小屋 …………………福田創＋佐藤紀子／フクダ アーキテクツ

06-022

深沢の家…………………………………………… 森清敏＋川村奈津子／ MDS

10-080

カテナハウス…………………………………………比護結子＋柴田晃宏／ ikmo

06-030

代々木上原の家…………………………………… 森清敏＋川村奈津子／ MDS

10-085
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● 11 月号特集：平屋的な建ち方 敷地周辺とどう関係性をつくるのか

第4回

理想的な設備環境を求めた設計 ……………………………藤村龍至

02-006

○特集記事

第 5 回 「環境」が建築を変える ………………………………………藤本壮介

04-010

平屋的な建ち方 アーカイブ 2009 〜 2011 ………………………………………

11-104

○特集作品

［いま、住宅をつくるときに考えること］青木淳

Forest bath ……………………… 生田京子建築研究室 尾関建築設計事務所

11-018

015 ゲスト

吉村靖孝 …………………………………………………………………… 02-148

つくばみらいの家……………………………… 佐藤森／＋○一級建築士事務所

11-030

016 ゲスト

峯田建＋恩田恵以 ………………………………………………………… 07-082

七つの庭のある住まい…………………………………… 藤野高志／生物建築舎

11-038

017 ゲスト

末光弘和＋末光陽子／ SUEP. …………………………………………… 11-110

川口邸………………………………………………… 保坂猛建築都市設計事務所

11-048

森の中の森の家………………………………………………… 泉幸甫建築研究所

11-056

Earth, Wind & Sunshine ………………………… 彦根明／彦根建築設計事務所

11-070

綴の家………………………………… 植木幹也＋植木茶織／スタジオシナプス

11-080

…………………………………………………………東洋大学 藤村龍至研究室

レイヤード………………………………………………………………… ジャムズ

11-088

第 2 回 住宅地の VOID を Small Public Space に変換する エナジーシェアリングが生み

方形の家 2011 …………………………… 安田博道／環境デザイン・アトリエ

11-096

出す新たなコミュニティと豊かな生活空間……………………………………………………

［燃料電池コージェネレーションの未来──大学研究室からの提案］
第 1 回 トロピカル・シティ──新たな郊外都市の姿 ……………………………………

……………………………………………日本女子大学大学院 篠原聡子研究室

09-004

11-006

● 12 月号特集：住居観の変革 2011 年のフットプリント
○特集記事

［住宅の設計力］

鼎談：断熱性能を上げて自然エネルギーを最大限生かす ……………………………………

川口通正…………………………………………………………………………………… 01-008

…………………………………………………… 竹内昌義 三浦秀一 馬場正尊

12-023

宮本佳明…………………………………………………………………………………… 02-008

対談：自然エネルギーを生かした高耐久で快適な木造住宅の追求 …………………………

五十嵐淳…………………………………………………………………………………… 03-014

………………………………………………………………… 神家昭雄 杉本健一

12-040

林寛治……………………………………………………………………………………… 04-012

鼎談：地元がもつ力をつなぐ建築家の役割 … 中野和人

12-052

谷尻誠……………………………………………………………………………………… 05-002

東京大学生産技術研究所／ DAC 彩工房／パナ

篠原聡子…………………………………………………………………………………… 06-002

「環境住宅」産学の取り組み

LIXIL

菅原大輔 原田勝之

ホーム／シャープ／大和ハウス工業………………………………………………
応急仮設住宅への提案

12-042

浅利幸男…………………………………………………………………………………… 07-006

福島県応急仮設住宅 2 次募集／山田・宮古応急仮設住宅／スギ

塩田能也…………………………………………………………………………………… 08-002

板倉の仮設住宅／野田村第 3 仮設住宅／三春の家／ SUBACO ………………

12-060

髙砂正弘…………………………………………………………………………………… 09-006

インタビュー：集まる人たちが、建築の価値になること ……………… 大島芳彦

12-066

島田陽……………………………………………………………………………………… 10-004

インタビュー：ストックを活かすための価値観の変革を ………………… 石井健

12-068

矢板久明…………………………………………………………………………………… 11-008

ルポルタージュ 設計者の現在を知る……………………………………………

12-070

椎名英三…………………………………………………………………………………… 12-004

○特集作品
平成 21 年度環境共生型住宅モデル整備事業 山形エコハウス ……………………………

［近作を訪ねて］

……………………………………………………… 水戸部裕行／羽田設計事務所

12-016

長岡勉…………………………………………………………………01-011，03-017，04-016

HOUSE-M …………………………東北芸術工科大学 建築・環境デザイン学科

12-025

長崎辰哉…………………………………………………………………………………… 01-010

オルタナハウス蔵王………………………………………………………………………………

青井哲人…………………………………………………………………………02-010，04-014

………………… 東北芸術工科大学 建築・環境デザイン学科 馬場正尊研究室

12-030

石井智子…………………………………………………………………………02-011，04-015

独立行政法人 森林総合研究所 実験住宅 …… 神家昭雄／神家昭雄建築研究室

12-034

木下道郎…………………………………………………………………………………… 03-016

陸前高田市 小友町獺沢第 2 仮設団地 ……………………………………………… 住田住宅

藤原徹平……………………………………………………05-005，07-009，09-009，11-011

産業 菅原大輔（SUGAWARADAISUKE） 原田勝之／ ARCHITECT LOUNGE

森部康司…………………………………………………………………………………… 05-004

12-048

堀越英嗣……………………………………………………06-004，08-004，10-006，12-006
●連載

前田圭介…………………………………………………… 06-005，08-005，10-007，12-007

［大切に暮らす］

平倉章二…………………………………………………………………………………… 07-008

第 5 回 暮らしの変化に応える賃貸集合住宅 「HOUSE T」 ………………………………

永石貴義…………………………………………………………………………………… 09-008

………………… 設計：進藤強／ビーフンデザイン 名和研二／なわけんジム

丸山弾……………………………………………………………………………………… 11-010

01-006

［住宅を読む］

［建築家自邸からの家学び］ 企画・監修 真壁智治
第 6 回 チキンハウス

青井哲人…………………………………………………………………………01-012，03-018

後編…………………………………………………………………………………………………

石井智子…………………………………………………………………………01-012，03-018

… 調査

神家昭雄…………………………………………………………………………………… 02-012

東京大学 千葉学研究室 文

古田陽子

服部一晃

吉田研介

01-140

前編……………………………………………………………………………… 調査

東海大学

満田衛資…………………………………………………………………………………… 04-016

04-156

堀越英嗣…………………………………………………… 05-006，07-010，09-010，11-012

後編 ………………………………………………………………………………………………

前田圭介……………………………………………………05-006，07-010，09-010，11-012

協力

第 7 回 南柏の家
岩岡竜夫研究室
調査

長岡勉……………………………………………………………………………02-012，04-016
文

服部一晃

古田陽子

協力

保坂陽一郎

保坂登志子

東海大学 岩岡竜夫研究室 文 末光弘和 古田陽子 協力 保坂陽一郎

05-140

第 8 回 相模原の住宅

藤原徹平……………………………………………………06-006，08-006，10-008，12-008
峯田建……………………………………………………………………………………… 06-006

前編…………………………………………………………調査

神奈川大学 曽我部昌史研究

室 中井邦夫研究室 文 末光弘和 古田陽子 協力 野沢正光 野沢富士子

都留理子…………………………………………………………………………………… 08-006

09-144

加茂紀和子………………………………………………………………………………… 10-008

後編 ………………………………………………………………………………… 調査 神奈

向山徹……………………………………………………………………………………… 12-008

川大学 曽我部昌史研究室 中井邦夫研究室

文

立川玲香 協力

野沢正光

10-090
［特別企画］

［素材再発見］

若手建築家住宅プロジェクト 11

生田京子／畝森泰行／海法圭／ StudioGreenBlue
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