総目次 2012
作品
［専用住宅］

中崎の家……………………………………………………… 榊原節子建築研究所

05-062

YNH………………………………………… 平瀬有人＋平瀬祐子｜yHa architects

05-078

東大泉の家……………………………………………… 杉浦英一建築設計事務所

05-086

弘中邸（多面体・東京）………………………………… 横河健／横河設計工房

01-030

川に寄り添う家………………………………… 水石浩太／水石浩太建築設計室

05-092

かみのきの家……………………………………………………… 杉下均建築工房

01-044

青戸の家……………………………………………………………… 田建築研究所

05-100

待兼山の家………………………………………………………………… 喜多主税

01-056

梅島の建物………………………………………………… 齋藤由和／アデザイン

05-108

Stone Roof…………………………………………… 隈研吾建築都市設計事務所

01-066

BW3 ……………………… 中辻正明＋中辻雅江／中辻正明・都市建築研究室

05-118

樹の家…………………………………………………… 早草睦惠／セルスペース

01-078

Dig In the Sky………………………… 竹口健太郎＋山本麻子／アルファヴィル

05-126

紫野…………………………………………………………… 川口通正建築研究所

01-098

南沢の小住宅……………………………………………………………… 若原一貴

05-136

東住吉の住宅…………………………………… 魚谷繁礼／魚谷繁礼建築研究所

01-110

目黒本町の住宅…………………………………………… トラフ建築設計事務所

05-144

西調布の家……………………………………… 加藤詞史／加藤建築設計事務所

01-118

川越の家………………………………………………………… 手嶋保建築事務所

06-032

gate ………………………………………… 光本直人＋濱名直子／ミハデザイン

01-128

アース・ブリックス……………………………… 山下保博

アトリエ・天工人

06-044

シマトネリコの樹のある家…………………………… 井上尚夫総合計画事務所

01-136

N 邸…………………………………………………………………… マチデザイン

06-056
06-068

クリスタル・ブリックⅡ………………………… 山下保博

アトリエ・天工人

01-144

狭山丘陵の家………………………………………………… 佐藤武見建築事務所

Dual house………………………………… 甲村健一／ＫＥＮ一級建築士事務所

02-038

等々力の二重円環…………… 藤原徹平／フジワラテッペイアーキテクツラボ

06-078

交差の家……………………………………………… 髙砂正弘／髙砂建築事務所

02-050

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

06-090

テラス・ハウス…………………………………………………… アトリエ・ワン

02-058

土橋邸…………………………………………………… 妹島和世建築設計事務所

06-110

国分寺の家………………… 谷尻誠／ Suppose Design Office ＋オーノ JAPAN

02-068

空の見える下階と街のような上階 ……栗原健太郎＋岩月美穂／studio velocity

06-124

IN-IN-home……………………………………………… 服部信康建築設計事務所

02-078

石神井町の家Ⅲ………………………………………… 高野保光／遊空間設計室

06-136

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

02-086

大宮の家…………………………………………………………… 長坂大／ Mega

06-144

六甲の住居………………………… タトアーキテクツ／島田陽建築設計事務所

02-100

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

06-150

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

02-108

Tunnel House ……………………………………………… 塚田眞樹子建築設計

07-012

法面庭の家……………………………………………………井上玄／GEN INOUE

02-116

K HOUSE ……吉村昭範＋吉村真基／D.I.G Architects 名和研二／なわけんジム

07-022

笠の家…………………………………………………………………長坂大／Mega

02-124

PATIO ………………………………………………………… 矢板建築設計研究所

07-032

小屋の家……………………………… 藤村龍至建築設計事務所＋オーノ JAPAN

02-132

house I ……………………………………………………………… 日吉坂事務所

07-046

倉庫の家………………………………………………… 藤村龍至建築設計事務所

02-139

K ………………………………………………………… 木村松本建築設計事務所

07-058

Daylight House ……………………………………… 保坂猛建築都市設計事務所

03-016

深川の家……… 谷尻誠／ Suppose Design Office ＋大野博史／オーノ JAPAN

07-084

パラメトリック・フラグメント…………………………………………… 山口隆

07-092

ナチュラルイルミナンスⅡ…………………………………………………………
………………………… 遠藤政樹／ EDH 遠藤設計室 名和研二／なわけんジム

03-028

ナチュラルストリップ IV ……………………………………………………………

吉川の家…………………………………………………… 庄司寛建築設計事務所

07-110

甲州街道の家……………………………………………………… エトルデザイン

07-118

………………………… 遠藤政樹／ EDH 遠藤設計室 名和研二／なわけんジム

03-036

埼玉の家／ O 邸 ……… 相川直子＋佐藤勤／あいかわさとう建築設計事務所

07-126

TUTANAGA HOUSE ………………………………………… 荒谷省午建築研究所

03-046

目神山のいえ……………………………………………………………… 須賀定邦

07-132

スキマノイエ………………… 富永哲史／富永哲史建築設計室 横尾真／OUVI

03-054

ヒメシャラの森の家…………………………………… 横内敏人建築設計事務所

07-140

元浅草の住宅…………………………………………………………… 中央アーキ

03-074

KIM HOUSE 2011 ………………………… 岸和郎＋ K.ASSOCIATES/Architects

08-014

SLIT…………………………………………………………… 奥村和幸建築設計室

03-084

東寺の家…………………………………………………………… 長坂大／ Mega

08-036

調布の家………………………………………………… 小川広次建築設計事務所

03-096

精華町の家………………………………………………………… 長坂大／ Mega

08-042

伯翠荘………………………………………………… 吉村篤一＋建築環境研究所

04-020

北白川の家………………………………………………………… 長坂大／ Mega

08-048

ジオメトリア…… 原田真宏＋原田麻魚／MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO

04-034

椹木町通の町家……………………………………………… 荒谷省午建築研究所

08-052

井原の家………………………………………………… 藤本寿徳建築設計事務所

04-048

mina …………………………………………………… 木村松本建築設計事務所

08-060

荻窪の家……………………………………………………… 早川邦彦建築研究室

04-058

滑の家…………………………………………… 三宅正浩／ y＋M design office

08-066

成城の家………………………………………………… 岡田哲史建築設計事務所

04-070

頭町の住宅……………………………………… 魚谷繁礼／魚谷繁礼建築研究所

08-072

Layer …………………………………………………… 中原祐二建築設計事務所

04-080

壬生東檜町の住宅……………………………… 魚谷繁礼／魚谷繁礼建築研究所

08-080

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

04-090

神泉のリノベーション

新小岩の家……………………………………………………… 飯田善彦建築工房

04-098

…………………………………………… 能作淳平建築設計事務所

中田製作所

08-100

中村の家…………………………………………………… 加藤功建築設計事務所

04-106

新浦安の住宅……………………………………………………… メジロスタジオ

08-106

弘明寺の住宅……………………………………………………… 山口誠デザイン

08-112

Portico …………………………………………… 会田友朗（アイダアトリエ）

池袋のリノベーション…………………………………

＋久野紀光（名古屋市立大学久野研究室）＋我伊野威之（G.DeSIGN）

04-114

Blanks ………………………稲垣淳哉＋佐野哲史＋永井拓生＋堀英祐／ Eureka

08-126

鞆の浦の住宅……………………………………………………… 前田圭介／ UID

04-124

高田のいえ…………………………… 三澤文子／Ｍｓ建築設計事務所・ＭＳＤ

08-140

鷹ノ巣の 2 世帯住宅 ………………… 納谷学＋納谷新／納谷建築設計事務所

04-132

垂水の家…………………………………………… トヨダヤスシ建築設計事務所

08-150

牛久の家…………………………… 八島正年＋八島夕子／八島建築設計事務所

04-142

TA-HOUSE …………窪田勝文／窪田建築アトリエ

名和研二／なわけんジム

09-030

郡の家…………………………………………… 神家昭雄／神家昭雄建築研究室

04-152

山崎町の住居……………………… 島田陽建築設計事務所／タトアーキテクツ

09-040

43base ………………………………………………………… 三浦慎建築設計室

05-024

起雲居…………………………………………………………… 木原千利設計工房

09-052

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

05-034

陽傘の家………………………………………………… 池田雪絵建築設計事務所

09-072

荏原の家………………………………………………………… 荒木毅建築事務所

05-054

N-HOUSE ………………………………… 玉上貴人／タカトタマガミデザイン

09-090

1 2012 総目次

ポジャギの家…………………………………………………………………………

瀬田の住宅………………………………………………………… メジロスタジオ

12-078

… 森清敏＋川村奈津子／MDS 番祐貴子／ハッタユキコ 名和研二／なわけんジム

09-102

アシナガハウス…………………………………………… 基真由美＋西牟田奈々

12-084

ハウス FU ……………………………………………………… 飯田善彦建築工房

09-110

KURURI-HOUSE ……………………………………… 服部信康建築設計事務所

12-088

大岡山の家…………………………………………………… プラネットワークス

09-120

母の家………………………………………………… 吉元学／ワーク○キューブ

12-090

TAKANAWA ………………………………… 伊藤博之建築設計事務所＋ OFDA

09-128

UNOU ………………………………………………… 佐々木勝敏建築設計事務所

12-092

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

12-095

東京スマートホームデザイニング…………………………………………………
… 企画・計画統括 上田康裕／電通 アンブレ・アーキテクツ 松尾宙＋松尾由希

09-136

上賀茂の家………………………………………………………… 長坂大／ Mega

12-098

南麻布の家………………………………………………… 若松均建築設計事務所

10-026

奈良法蓮町の住宅……………………………………………… 阿久津友嗣事務所

12-109

東久留米の家……………………………………………… 若松均建築設計事務所

10-037

桜の家…………………………………………………………… 大西憲司設計工房

12-110

船橋の住宅……………………………………………… 永石貴義建築設計事務所

10-048

森のすみか………………………………………………………… 前田圭介／ UID

12-114

住宅地の家…………………………………………河内一泰 河内建築設計事務所

10-058

3 つの屋根 ……………………………………………………………… 参＋市原忍

12-120

向陽ロッジアハウス………………………………………… 金野千恵／ KONNO

10-066

金田の家……………………………………………………… 神家昭雄建築研究室

12-125

ヨセムネ帽子の家……………………… 三澤文子／ Ms 建築設計事務所・MSD

10-076

Slow House ………………………………………………………… 江角アトリエ

12-128

浅間山の家……………………………………………………… 城戸崎建築研究室

10-092

弥高山の家……………………………………………… 藤本寿徳建築設計事務所

12-130

m …………………………………………………………… 青木淳建築計画事務所

10-102

Cow house …………………………………………………… moon at. 伊月善彦

12-134

槇塚台の家……………………………………… 石倉建築設計事務所

12-136

石倉康平

10-114

すぎとしっくいの家…………………………………… 鈴江章宏建築設計事務所

中目黒の家……………………………………… 佐藤森／＋○一級建築士事務所

10-124

沖の洲の家…………………………… 新居照和

ヴァサンティ・メノン・新居

12-138

新宮島邸……………………………………………… 藤井由理／藤井建築研究室

10-134

イチマイノイエ………………………………………… 矢作昌生建築設計事務所

12-142

Tenting ………………………………………………………………DEW STUDIO

10-142

tree-wood 中津堀川の欅 …………………………………… 古森弘一＋橋迫弘平

12-146

小網代の森の家…………………………………………… 岩瀬英志／岩瀬事ム所

10-150

雷山の家…………………………………………………………… 田中俊彰設計室

12-147

平屋のような家…………………………… 高木正三郎／設計＋制作

12-148

TU3

………………… 植田曉／景観ネットワーク

内野晴日／風の記憶工場

建築巧房

……………………………………… 菊池規雄／ワンダーアーキ建築設計事務所

11-014

甘木のいえ…………………………………………………清原昌洋／ atelier cube

12-150

ATMN ………………… 大坂崇徳＋大坂美保子／アーキラボ・ティアンドエム

11-024

Silent house …………………………………………………… 塩塚隆生アトリエ

12-152

中津の住宅……………………………………………………… NKS アーキテクツ

11-040

葉陰の段床………………………………………… 末光和弘＋末光陽子／ SUEP

12-154

向日居……………………………………………… 末光弘和＋末光陽子／ SUEP

11-050

風の間…………………………………………………… 芦澤竜一建築設計事務所

12-158

小倉タナカ邸…………………………………………… 田中昭成ケンチク事務所

11-060

小林邸…………………………………………………根路銘安史／アトリエ ネロ

12-166

畑の中のコートヤードハウス………………………………………………………

a swelling ………………………… 河内真菜／一級建築士事務所アトリエマナ

12-171

11-068

見上げの家……………………………………………………………… 金城優／門

12-180

鴨川の家…………………………………… 甲村健一／ＫＥＮ一級建築士事務所

11-076

ウチナーの家………………………………………… 福村俊治／ team DREAM

12-186

ソラニタツイエ……………………………………………………岸本和彦／ acaa

11-086

アキシマのいえ………………………… 小林進一／コバヤシ 401.Design room

11-102

ヤマボウシのある家…………………………………… 石井智子美建設計事務所

11-110

HOUSE y ……………………………………… 河内一泰／河内建築設計事務所

03-064

重ねの家…………………………………… 木島千嘉建築設計事務所＋ O.F.D.A.

11-118

茅ヶ崎の家……………………………………………… 小川広次建築設計事務所

03-102

外・
〈外〉・
《外》
………………………… 葛川かおる＋鹿田征歳／ああす設計室

11-126

深大寺東の家…………………………………………… 小川広次建築設計事務所

03-108

……………手塚貴晴＋手塚由比／手塚建築研究所

大野博史／オーノ JAPAN

切通しの家 …………………………………………………………………………

［併用住宅］

乃木坂ハウス………………………… アトリエ・アンド・アイ岩岡竜夫研究室

05-042

11-134

千歳船橋の住宅……………………………… 長谷川洋平／長谷川大輔構造計画

05-070

百済寺の家…………………… PLANET Creations 関谷昌人建築設計アトリエ

11-142

凱風館…………………………………………………… 光嶋裕介建築設計事務所

06-016

case …………………………………………………… 五十嵐淳建築設計事務所

12-018

ヨシダセカンドハウス…………………………… 宇野求

07-100

真駒内土間のある家…………………………………………… 遠藤建築アトリエ

12-028

八王子ツリーハウス…………………………………………………………………

丘の家…………………………………………………… 照井康穂建築設計事務所

12-029

………安藤毅／エアスケープ建築設計事務所

大友和樹／トリノス建築計画

09-080

コウエン・ノイエ……………………………… アカサカシンイチロウアトリエ

12-030

雁木のある家…………………………………………… 照井康穂建築設計事務所

11-032

熊谷邸…………………………………………………… 久野浩志建築設計事務所

12-031

One-story house ……………………………………… 高野保光／遊空間設計室

11-094

ART STUDIO TOBIRA ……………………………………… 戸島健二郎建築設計

12-032

加賀麸司 宮田 …………………………………………… 松島健建築設計事務所

12-062

冬日の家（ふゆびのいえ）……………………………… 蟻塚学建築設計事務所

12-036

シノ……………………………………………………… 木村松本建築設計事務所

12-106

核家族の家……………………………………………… はりゅうウッドスタジオ

12-038

FLAP …………………………………………………… 土井一秀建築設計事務所

12-126

新田の家………………………………………… フクシアンドフクシ建築事務所

12-041

瀬底島の家…………………………………………………… 下地洋平／クロトン

12-178

… 設計：SUGAWARADAISUKE

設計協力：ARCHITECT LOUNGE

大里綜合管理

青木豊実

竹内晶洋

大瀬の家………………………………………………… 今井ヒロカズ設計事務所

12-042

新潟高田の家…………………………………………………… 飯田善彦建築工房

12-046

外と暮らす家…………………………………………………… 濱田修建築研究所

12-054

villa A …………………………………………………… 岡田哲史建築設計事務所

長池の家……………………………………………… 谷重義行＋建築像景研究室

12-060

もみじの家 …………………………………… 鈴木エドワード建築設計事務所

02-028

美浜町の住居……………………… タトアーキテクツ／島田陽建築設計事務所

12-063

志立別邸…………………………………………………… 横河健／横河設計工房

05-014

林の中に住む………………………………………………… 丸山晴之建築事務所

12-064

惜櫟荘（旧岩波別邸）…… 設計：吉田五十八 解体復元：板垣元彬建築事務所

08-086

山形村の民家再生…………………………………………… かわかみ建築設計室

12-066

御殿場の別荘…………………………… 石崎哲也＋石崎瑠美子／石崎建築設計

08-132

GALA HOUSE ……………………………… 北山恒＋ architectureWORKSHOP

12-070

展の家…………………………………………………… 武井誠＋鍋島千恵／ TNA

09-018

［別荘・週末住宅・ゲストハウス］
02-016
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油壺の別荘………………………………………………… 千葉学建築計画事務所

09-064

荏原の家………………………………………………………… 荒木毅建築事務所

05-054

葉山の家………………………………………………… 髙野洋平建築設計事務所

10-084

中崎の家……………………………………………………… 榊原節子建築研究所

05-062

［共同住宅・シェアハウス］
鎌倉のリノベーション／音楽ホール付シェアハウス

千歳船橋の住宅……………………………… 長谷川洋平／長谷川大輔構造計画

05-070

YNH …………………………………… 平瀬有人＋平瀬祐子｜ yHa architects

05-078

東大泉の家……………………………………………… 杉浦英一建築設計事務所

05-086

……………………………………………… 北山恒＋ architecture WORKSHOP

08-026

川に寄り添う家………………………………… 水石浩太／水石浩太建築設計室

05-092

8 ビル …………………………………………………………… 塩塚隆生アトリエ

08-118

青戸の家……………………………………………………………… 田建築研究所

05-100

クサバアパートメント………………………………………… 塩塚隆生アトリエ

08-122

梅島の建物………………………………………………… 齋藤由和／アデザイン

05-108

●座談会・対談・論文
巻頭インタビュー：利用の構想力による “場” の生成へ 社会の大転換期に求められる

BW3 ……………………… 中辻正明＋中辻雅江／中辻正明・都市建築研究室

05-118

Dig In the Sky ……………………… 竹口健太郎＋山本麻子／アルファヴィル

05-126

南沢の小住宅……………………………………………………………… 若原一貴

05-136

01-022

目黒本町の住宅…………………………………………… トラフ建築設計事務所

05-144

……………………………………………………………………………… 島原万丈

01-026

● 6 月号特集：オリジナルメイキング 2012

寄稿：ある建築家の肖像 ………………………………………………… 高宮眞介

03-116

○特集作品

論考：今更何を、あえて言おう 理想・調和・プロポーション ……… 矢板久明

07-042

凱風館…………………………………………………… 光嶋裕介建築設計事務所

06-016

川越の家………………………………………………………… 手嶋保建築事務所

06-032

建築家像 …………………………………………………………………… 松村秀一
巻頭インタビュー：2012 年以降の住まい ストックの活用手段を考察する ……

●新建築賞

アトリエ・天工人

06-044

審査座談会：外への視線と内なる表現の狭間で ………… 山本理顕

安田幸一

09-012

アース・ブリックス……………………………… 山下保博

N 邸…………………………………………………………………… マチデザイン

06-056

第 28 回新建築賞 最終審査結果発表 …………… 審査員：山本理顕

06-068

安田幸一

10-014

狭山丘陵の家………………………………………………… 佐藤武見建築事務所

受賞作品：
「二重螺旋の家」 ……………………… 大西麻貴＋百田有希／ o ＋ h

10-022

等々力の二重円環…………… 藤原徹平／フジワラテッペイアーキテクツラボ

06-078

受賞作品：
「Small House」 …………………………… 畝森泰行建築設計事務所

10-024

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

06-090

特集・連載・記事

● 8 月号特集：リノベーション解 20 題
○特集記事

● 3 月号特集：光と住宅

「明朗さ」の背後にあるもの──吉田五十八「惜櫟荘」70 年目の解体復元 …

○特集記事
論考：光空間に試される脚本力 ………………………………………… 遠藤政樹

……………………………………………………………………………… 青井哲人
03-044

○特集作品
Daylight House ……………………………………… 保坂猛建築都市設計事務所

KIM HOUSE
03-016

ナチュラルイルミナンスⅡ…………………………………………………………
………………………… 遠藤政樹／ EDH 遠藤設計室 名和研二／なわけんジム

03-028

ナチュラルストリップ IV ……………………………………………………………

08-096

○特集作品
2011 ……………………… 岸和郎＋ K.ASSOCIATES/Architects

08-014

鎌倉のリノベーション／音楽ホール付シェアハウス……………………………
……………………………………………… 北山恒＋ architecture WORKSHOP

08-026

東寺の家…………………………………………………………… 長坂大／ Mega

08-036

精華町の家………………………………………………………… 長坂大／ Mega

08-042

………………………… 遠藤政樹／ EDH 遠藤設計室 名和研二／なわけんジム

03-036

北白川の家………………………………………………………… 長坂大／ Mega

08-048

TUTANAGA HOUSE ………………………………………… 荒谷省午建築研究所

03-046

椹木町通の町家……………………………………………… 荒谷省午建築研究所

08-052

スキマノイエ………………… 富永哲史／富永哲史建築設計室 横尾真／ OUVI

03-054

mina …………………………………………………… 木村松本建築設計事務所

08-060

HOUSE y ……………………………………… 河内一泰／河内建築設計事務所

03-064

滑の家…………………………………………… 三宅正浩／ y＋ M design office

08-066

元浅草の住宅…………………………………………………………… 中央アーキ

03-074

頭町の住宅……………………………………… 魚谷繁礼／魚谷繁礼建築研究所

08-072

SLIT…………………………………………………………… 奥村和幸建築設計室

03-084

壬生東檜町の住宅……………………………… 魚谷繁礼／魚谷繁礼建築研究所

08-080

調布の家………………………………………………… 小川広次建築設計事務所

03-096

惜櫟荘（旧岩波別邸）…… 設計：吉田五十八 解体復元：板垣元彬建築事務所

08-086

茅ヶ崎の家……………………………………………… 小川広次建築設計事務所

03-102

神泉のリノベーション

深大寺東の家…………………………………………… 小川広次建築設計事務所

03-108

…………………………………………… 能作淳平建築設計事務所

池袋のリノベーション…………………………………
中田製作所

08-100

● 3 月号特集 2：軒先のデザイン

新浦安の住宅……………………………………………………… メジロスタジオ

08-106

○特集作品

弘明寺の住宅……………………………………………………… 山口誠デザイン

08-112

深い軒裏をもつ家………………………………………………………… 樋口善信

03-120

8 ビル …………………………………………………………… 塩塚隆生アトリエ

08-118

南が丘の山荘………………………………………………………… 益子アトリエ

03-122

クサバアパートメント………………………………………… 塩塚隆生アトリエ

08-122

木竈…………………………………………………………… 川口通正建築研究所

03-124

Blanks ………………………稲垣淳哉＋佐野哲史＋永井拓生＋堀英祐／ Eureka

08-126

軽井沢の山荘……………………… 塩田能也／インターデザインアソシエイツ

03-126

御殿場の別荘…………………………… 石崎哲也＋石崎瑠美子／石崎建築設計

08-132

佐久平の家……………………………………………… 阪根宏彦計画設計事務所

03-130

高田のいえ…………………………… 三澤文子／Ｍｓ建築設計事務所・ＭＳＤ

08-140

姉妹の家……………………………………………………… 奥野公章建築設計室

03-132

垂水の家…………………………………………… トヨダヤスシ建築設計事務所

08-150

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

03-134

平和台の民家………………………………………………… 阿部勤／アルテック

03-136

● 9 月号小特集：キッチン回りのデザイン

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

03-138

○特集作品

湖畔の家………………………………………………………… 城戸崎建築研究室

03-142

南沢の小住宅……………………………………………………………… 若原一貴

帝塚山のセミコートハウス…………………………… 横内敏人建築設計事務所

03-144

アミダハウス…………………………………… 河内一泰／河内建築設計事務所

09-148

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

03-146

靄靄コヤ……………………………………………………… 平野正典

名和研二

09-149

市原の家………………………………………………… 堀部安嗣建築設計事務所

03-148

中目黒の家………………………………………………… 林順孝建築設計事務所

09-150

信濃境の週末住宅……………………………………………… 野沢正光建築工房

03-150

キャビネットハウス……………………… 田中知博／田中知博建築設計事務所

09-151

IN-IN-home …………………………………………… 服部信康建築設計事務所

09-152

● 5 月号特集：小さいことへのアプローチ

梅島の建物………………………………………………… 齋藤由和／アデザイン

09-153

○特集作品

志立別邸…………………………………………………… 横河健／横河設計工房

09-154

志立別邸…………………………………………………… 横河健／横河設計工房

05-014

43base ………………………………………………………… 三浦慎建築設計室

05-024

● 10 月号特集：ディテールコントロール

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

05-034

○特集作品

乃木坂ハウス………………………… アトリエ・アンド・アイ岩岡竜夫研究室

05-042

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

10-102

槇塚台の家……………………………………… 石倉建築設計事務所

石倉康平

10-114

真駒内土間のある家…………………………………………… 遠藤建築アトリエ

12-028

中目黒の家……………………………………… 佐藤森／＋○一級建築士事務所

10-124

丘の家…………………………………………………… 照井康穂建築設計事務所

12-029

新宮島邸……………………………………………… 藤井由理／藤井建築研究室

10-134

コウエン・ノイエ……………………………… アカサカシンイチロウアトリエ

12-030

Tenting ………………………………………………………………DEW STUDIO

10-142

熊谷邸…………………………………………………… 久野浩志建築設計事務所

12-031

小網代の森の家…………………………………………… 岩瀬英志／岩瀬事ム所

10-150

ART STUDIO TOBIRA ……………………………………… 戸島健二郎建築設計

12-032

冬日の家（ふゆびのいえ）……………………………… 蟻塚学建築設計事務所

12-036

● 11 月号特集：平屋的な建ち方 2012

核家族の家……………………………………………… はりゅうウッドスタジオ

12-038

○特集作品

新田の家………………………………………… フクシアンドフクシ建築事務所

12-041

大瀬の家………………………………………………… 今井ヒロカズ設計事務所

12-042

TU3 ………………… 植田曉／景観ネットワーク

内野晴日／風の記憶工場

…………………………………… 菊池規雄／ワンダーアーキ建築設計事務所

11-014

新潟高田の家…………………………………………………… 飯田善彦建築工房

12-046

ATMN ……………… 大坂崇徳＋大坂美保子／アーキラボ・ティアンドエム

11-024

外と暮らす家…………………………………………………… 濱田修建築研究所

12-054

雁木のある家………………………………………… 照井康穂建築設計事務所

11-032

長池の家……………………………………………… 谷重義行＋建築像景研究室

12-060

中津の住宅…………………………………………………… NKS アーキテクツ

11-040

加賀麸司 宮田 …………………………………………… 松島健建築設計事務所

12-062

向日居…………………………………………… 末光弘和＋末光陽子／ SUEP

11-050

美浜町の住居……………………… タトアーキテクツ／島田陽建築設計事務所

12-063

小倉タナカ邸………………………………………… 田中昭成ケンチク事務所

11-060

林の中に住む………………………………………………… 丸山晴之建築事務所

12-064

畑の中のコートヤードハウス……………………………………………………

山形村の民家再生…………………………………………… かわかみ建築設計室

12-066

11-068

GALA HOUSE ……………………………… 北山恒＋ architectureWORKSHOP

12-070

鴨川の家………………………………… 甲村健一／ＫＥＮ一級建築士事務所

11-076

瀬田の住宅………………………………………………………… メジロスタジオ

12-078

ソラニタツイエ………………………………………………… 岸本和彦／ acaa

11-086

アシナガハウス…………………………………………… 基真由美＋西牟田奈々

12-084

One-story house …………………………………… 高野保光／遊空間設計室

11-094

荏原の家………………………………………………………… 荒木毅建築事務所

12-085

アキシマのいえ……………………… 小林進一／コバヤシ 401.Design room

11-102

倉庫の家 ……………………………………………… 藤村龍至建築設計事務所

12-085

ヤマボウシのある家………………………………… 石井智子美建設計事務所

11-110

KURURI-HOUSE ……………………………………… 服部信康建築設計事務所

12-088

重ねの家………………………………… 木島千嘉建築設計事務所＋ O.F.D.A.

11-118

母の家………………………………………………… 吉元学／ワーク○キューブ

12-090

外・〈外〉・《外》……………………… 葛川かおる＋鹿田征歳／ああす設計室

11-126

UNOU ………………………………………………… 佐々木勝敏建築設計事務所

12-092

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

12-095
12-098

………… 手塚貴晴＋手塚由比／手塚建築研究所

大野博史／オーノ JAPAN

切通しの家…………………………………………………………………………
… 設計： SUGAWARADAISUKE

協力：ARCHITECT LOUNGE 大里綜合管理

11-134

上賀茂の家………………………………………………………… 長坂大／ Mega

百済寺の家……………………PLANET Creations 関谷昌人建築設計アトリエ

11-142

シノ……………………………………………………… 木村松本建築設計事務所

12-106

奈良法蓮町の住宅……………………………………………… 阿久津友嗣事務所

12-109

● 12 月号特集：日本全国地域特集

桜の家…………………………………………………………… 大西憲司設計工房

12-110

○特集記事

森のすみか………………………………………………………… 前田圭介／ UID

12-114

3 つの屋根 ……………………………………………………………… 参＋市原忍

12-120

北海道
五十嵐淳／赤坂真一郎／遠藤謙一良／戸島健二郎／照井康穂／大坂崇徳

大坂美保子／

佐野天彦／久野浩志…………………………………………………………………

12-016

東北
蟻塚学／福士譲

福士美奈子／櫻井一弥

太田秀俊

安田直民／手島浩之／水戸部裕行

／芳賀沼整／今井浩一………………………………………………………………

12-034

北陸

金田の家……………………………………………………… 神家昭雄建築研究室

12-125

FLAP …………………………………………………… 土井一秀建築設計事務所

12-126

Slow House ………………………………………………………… 江角アトリエ

12-128

弥高山の家……………………………………………… 藤本寿徳建築設計事務所

12-130

Cow house …………………………………………………… moon at. 伊月善彦

12-134

すぎとしっくいの家…………………………………… 鈴江章宏建築設計事務所

12-136

濱田修／横山天心／谷重義行／吉島衛／松島健 ／丸山晴之／伊藤瑞貴／塚本久志／

沖の洲の家…………………………… 新居照和

ヴァサンティ・メノン・新居

12-138

伊藤純一／大橋秀三／小川峰夫／中野一敏／川上恵一 ………………………

イチマイノイエ………………………………………… 矢作昌生建築設計事務所

12-142

12-044

関東

tree-wood

中津堀川の欅 ………………………………… 古森弘一＋橋迫弘平

12-146

古澤大輔 馬場兼伸 黒川泰孝／基真由美 西牟田奈々／塚本由晴 貝島桃代／遠藤政樹

雷山の家…………………………………………………………… 田中俊彰設計室

12-147

／禿真哉 鈴野浩一／北山恒／千葉学／青木淳／西沢立衛／藤村龍至／荒木毅

平屋のような家…………………………… 高木正三郎／設計＋制作

12-148

12-068

東海
道家秀男／杉下均／吉村昭範

吉村真基／吉元学／南川祐輝／服部信康／佐々木勝敏／

宇野享／恒川和久／橋本健史／北川啓介…………………………………………

12-086

関西
岸下真理

岸下和代／大西憲司／阿久津友嗣／関谷昌人／横内敏人／魚谷繁礼／長坂大

／島田陽／木村吉成

松本尚子……………………………………………………

建築巧房

甘木のいえ…………………………………………………清原昌洋／ atelier cube

12-150

Silent house …………………………………………………… 塩塚隆生アトリエ

12-152

葉陰の段床………………………………………… 末光和弘＋末光陽子／ SUEP

12-154

風の間…………………………………………………… 芦澤竜一建築設計事務所

12-158

小林邸…………………………………………………根路銘安史／アトリエ ネロ

12-166

a swelling ………………………… 河内真菜／一級建築士事務所アトリエマナ

12-171

瀬底島の家…………………………………………………… 下地洋平／クロトン

12-178
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