総目次 2014
作品
［専用住宅］

H-house …………………………………………………… 井上玄／ GEN INOUE

05-030

Grass Cave House ………………………………………… 塚田眞樹子建築設計

05-038

ツナ………………………………………………… ジャムズ／仲條雪＋横関和也

05-048

川西の住居………………………… タトアーキテクツ／島田陽建築設計事務所

01-018

Gear House …………………………………………… 藤吉秀樹建築計画事務所

05-056

都市にひらいていく家……………… 栗原健太郎＋岩月美穂／ studio velocity

01-030

aoihana ………………………………… 伊藤孝紀／ TYPE A/B

なわけんジム

05-066

木箱・深大寺 56/100 ………………………… 葛西潔建築設計事務所／木箱組

05-106

横浜ホンズミ邸………………………………………………………………………
……… 田中昭成ケンチク事務所＋ POI ＋なわけんジム＋ Lapin 建築設備工房

01-056

箱の家 142 …………………………………………………… 難波和彦＋界工作舎

05-115

ヒュッテ閑馬…………………………………………………… 上原和建築研究所

01-066

箱の家 146 …………………………………………………… 難波和彦＋界工作舎

05-120

我孫子の家……………………………………………… 堀部安嗣建築設計事務所

01-078

箱の家 147 …………………………………………………… 難波和彦＋界工作舎

05-126

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

01-090

鳥越の住宅……………………………………………………… 三浦慎建築設計室

06-018

集密の住居……………………………………………… 五十嵐淳建築設計事務所

01-100

六甲道の家……………………………………… 榊原節子／榊原節子建築研究所

06-028

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

01-110

s-house ………………………………………………… 柄沢祐輔建築設計事務所

06-038

House of Kyoto ………………………………………… 満田衛資構造計画研究所

01-120

出町の町家……………………………………………… 森田一弥建築設計事務所

06-052

杣……………………………………………………………… 川口通正建築研究所

01-130

安藤さんの家…………………………………………… 西久保毅人／ニコ設計室

06-072

田尻の家………………………………………………… 藤本寿徳建築設計事務所

01-142

鹿骨の家…………………………………………………………… 大塚聡アトリエ

06-079

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

01-152

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

06-106

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

02-012

調布・角地の住宅…………………………………………………… 塩崎アトリエ

06-114

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

02-022

鎌倉・台地の住宅…………………………………………………… 塩崎アトリエ

06-121

阿佐谷の住処……………………………………………………… 奥山信一研究室

02-032

カイヅカイブキのある家……………………… 神家昭雄／神家昭雄建築研究室

06-128

Fattoria ……………………………………………………… 神家昭雄建築研究室

02-044

凹と凸…………………………………………………… 小島光晴建築設計事務所

06-138

煉瓦倉庫の隠れ家─時の継承─………………………… 河口佳介＋K2-DESIGN

02-054

祥雲荘…………………………………………………… 光嶋裕介建築設計事務所

06-144

千葉の家……… suppose design office ／谷尻誠

オーノ JAPAN ／大野博史

02-064

小石川の住宅 「私たちの家」改修 ………………………………………………

紫竹の住居……………………………………………… 小田真平建築設計事務所

02-072

…………………………………… 原設計：林昌二

御所西の町家…………………………………………… 森田一弥建築設計事務所

02-080

群峰の森…………………………………………………………… 前田圭介／ UID

07-032

ガエまちや…………………………… 河井敏明／一級建築士事務所河井事務所

02-088

のりたまハウス…………………………………………… 高橋堅建築設計事務所

07-048

屏風浦の住宅………………………………………福田創／フクダ アーキテクツ

02-096

箕面の住宅 III…………………………………………………………… 上町研究所

07-060

シキリの形……………………………… 青木律典／青木律典建築設計スタジオ

02-102

M Residence ……………………………………… 小川晋一都市建築設計事務所

07-070

RENOVATION M …………………………………… 武藤圭太郎建築設計事務所

02-116

奥の家…………………………………………………………… 泉幸甫建築研究所

07-078

RENOVATION U …………………………………… 武藤圭太郎建築設計事務所

02-120

緑と風と光の家……………………………………………… 矢板建築設計研究所

07-086

屋根型の住宅……………………………………… 富永大毅建築都市計画事務所

02-124

彦根の住居………………………… タトアーキテクツ／島田陽建築設計事務所

07-096

福田邸……………………………………………………… 米澤隆建築設計事務所

07-110

世田谷野毛戸建てプロジェクト

リノベーション工事…………………………

…………………………………………… A+Sa

アラキ＋ササキアーキテクツ

林雅子 改修設計：安田幸一

07-016

02-132

笠松の家……………………………………………… 佐々木勝敏建築設計事務所

07-120

03-026

大屋根のいえ………………………………………………… 直井建築設計事務所

07-126

西神野のいえ…………………………………………… 赤座建築デザイン事務所

03-038

東員の住宅……………………………………………… 諸江一紀建築設計事務所

07-150

八木の家…………suppose design office ／谷尻誠 オーノ JAPAN ／大野博史

03-048

360 ………………………………………………… 納谷新／納谷建築設計事務所

08-016

House Forest…………………………………………………… 三幣順一／ A.L.X.

03-056

辻堂の住宅………………………………… 北山恒＋ architecture WORKSHOP

08-026

béret ……………………………………………… 三宅正浩／ y+M design office

03-064

御殿山の家……………………………………………… 堀部安嗣建築設計事務所

08-038

石の家…………………………………………………… 海建築家工房

海野健三

03-072

内庭・外庭の家………………………………………… 横内敏人建築設計事務所

08-048

かわまた結の家…………………………………… 齋藤史博／さいとう建築工房

03-080

迷迭香………………………………………………………… 川口通正建築研究所

08-068

永山の家…………………………………………………… 丸山弾建築設計事務所

03-100

おもやとはなれ……………… 古森弘一＋橋迫弘平／古森弘一建築設計事務所

08-078

ハコノオウチ 03 ……………………………… 石川淳／石川淳建築設計事務所

03-110

Obi house …………………………………… 西岡梨夏／ソルト建築設計事務所

08-086

T の住宅 ………………………………………………… とのま一級建築士事務所

08-094

…………………一級建築士事務所アンブレ・アーキテクツ 松尾宙＋松尾由希

03-118

時の流れる家………………………………… 菅原大輔／ SUGAWARADAISUKE

08-104

白金の家…………………………………………… 森清敏＋川村奈津子／ MDS

03-128

綾の家………………………………… 植木幹也＋植木茶織／スタジオシナプス

08-112

Y-HOUSE …………………………………… 田井勝馬／田井勝馬建築設計工房

03-134

ワークショップ………… 川本敦史＋川本まゆみ／エムエースタイル建築計画

08-120

Qilin……………………………………………………… 松島潤平建築設計事務所

04-066

栄町の光溜…………………………………………… 佐々木勝敏建築設計事務所

08-128

1.8M 幅の家 ………………… 相原まどか／ YUUA 建築設計事務所＋山﨑敏幸

04-076

笹目町の家……………………………………………………… 手嶋保建築事務所

08-138

三層に積む………………………………… 塚田修大／塚田修大建築設計事務所

04-084

鹿嶋の家………………………………………………… 田中秀弥／田建築研究所

08-146

ギタンジャリ…………………………………………… 椎名英三建築設計事務所

04-104

二重屋根の家……………………………末光弘和＋末光陽子／ SUEP. ＋ DE.lab

10-030

代々木の家………………………………… 甲村健一／ KEN 一級建築士事務所

04-114

行橋の住宅………………………… 末廣香織＋末廣宣子／ NKS アーキテクツ

10-042

平塚の家…………………………………… 甲村健一／ KEN 一級建築士事務所

04-124

villa921 ………………………………… 村梶招子＋村梶直人／ハルナツアーキ

10-052

呼吸する家……………………………… 彦根アンドレア／彦根建築設計事務所

04-132

段々畑の家………………………………………………… 原浩二建築設計事務所

10-068

那須のティピ………………………………… 中村拓志／ NAP 建築設計事務所

05-010

facing true south ……………………………………………………………………

弟の家…………………………………………………… 久野浩志建築設計事務所

05-022

中永勇司／ナカエ・アーキテクツ＋大野博史／オーノ JAPAN ＋山田浩幸／ymo

大山の小屋………………………一級建築士事務所 大角雄三設計室

大角雄三

つつじヶ丘の住宅……………………………………………………………………
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10-076

川越の切妻屋根………………………… 澤秀俊／テーラード・デザイン研究所

10-084

山野井の家…………………………… 岸和郎＋ K.ASSOCIATES ／ Architects

09-048

鉄のログハウス… 原田真宏＋原田麻魚／マウントフジアーキテクツスタジオ

10-092

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

09-060

田尻の家 2 ……………………………………………… 藤本寿徳建築設計事務所

10-122

ボートの家…………………………………………………………………………

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

10-130

………… 手塚貴晴＋手塚由比／手塚建築研究所

大野博史／オーノ JAPAN

09-070

カメハウス……………………………………… 河内一泰／河内建築設計事務所

10-136

休寛荘……………………………………………… 中村好文／レミングハウス

09-078

アパートメント・ハウス……………………… 河内一泰／河内建築設計事務所

10-142

Luna House ……………………………………… 中村好文／レミングハウス

09-090

上尾の長屋……………………………………………… 長谷川豪建築設計事務所

11-020

RockHouse …………………………………………… 白浜誠建築設計事務所

09-100

Poly-House ………………… 藤原徹平／フジワラテッペイアーキテクツラボ

11-030

小屋…………………………………………………………… 泉幸甫建築研究所

09-108

羽根北の家…………………………………………… 佐々木勝敏建築設計事務所

11-040

尾道の家………… 谷尻誠＋吉田愛／ suppose design office ＋なわけんジム

09-116

大曽根の家………………………………………… 岩﨑浩平＋阿部任太／ EANA

11-056

軽井沢鶴溜の家…………………………………………… 遠藤克彦建築研究所

09-124

西向きの家…………………………………………… 髙砂正弘／髙砂建築事務所

11-064

軽井沢深山の家…………………………………………… 遠藤克彦建築研究所

09-132

ひとつ屋根の家…………………… 大塚聡／大塚聡アトリエ一級建築士事務所

11-072

Villa Escargot …………………………………………… 廣部剛司建築研究所

09-140

居所の階段……………………………………………… 五十嵐淳建築設計事務所

11-080

湯河原の住宅………………………………………………… 桑原聡建築研究所

09-148

石動邸…………………………………………………… 服部信康建築設計事務所

11-090

Villa S ………………………………………… 濵田幸康／ P.D.S. アーキテクツ

10-060

ORANGE ……………………………………………………… 前田紀貞アトリエ

11-100

鎌倉の分居…………………………………………… 若原一貴／若原アトリエ

10-114

生駒の家……………………………………………………… 松田修平＋安部秀司

11-108

なご原の家…………………………… ダブルネガティヴスアーキテクチャー

11-134

壺中の天居…………………………… 鈴木光雄＋鈴木真紀／鈴木光雄建築工房

11-118
［モデルハウス］

余白の杜〜茅ヶ崎〜………………………………………………岸本和彦／ acaa

11-126

Moon …………………………………………………… 阿曽芙実建築設計事務所

11-144

タマまちや………………………………………………………… アトリエ・ワン

05-078

世田谷の 2 階建ての住宅 ……………… 小長谷亘／小長谷亘建築設計事務所

11-150

タマロッジア……………………………………………………… アトリエ・ワン

05-084

芦屋の住宅……………………………………… 安藤忠雄建築研究所

安藤忠雄

12-012

casa nord ……………………………………………… 五十嵐淳建築設計事務所

05-092

Casa O ……………………………………………………… 髙橋一平建築事務所

12-024

川崎の住宅……………………………………………… 三家大地建築設計事務所

12-034

ある家…………………………………… aat ＋ヨコミゾマコト建築設計事務所

12-042

WEST ……………………………………………………… 苅部寛子＋吉川真理子

02-110

高輪の住宅………………………………………………… 高橋堅建築設計事務所

12-050

須栄広長屋………………………… 大阪市立大学竹原・小池研究室＋ウズラボ

06-062

根岸のアトリエ…………………………………………… 庄司寛建築設計事務所

07-142

ハウス・イン・ニュータウン………………………………………………………
……………………………能作淳平建築設計事務所＋大野博史／オーノ JAPAN

［賃貸住宅・長屋・アトリエ］

12-060

風景を通す家……………………………………………………………… 井原正揮

12-068

Nesting in the Earth ………………………………………………岸本和彦／ acaa

12-078

●論考・批評

北烏山の住宅…………………………………… 水石浩太／水石浩太建築設計室

12-088

批評：解体する家についてのスケッチ ……………………………………… 門脇耕三

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

12-120

批評：フィクショナルな世界観がとてもリアルであるということ──現代「ケンチク」として

両国の逆四角錐……………… アーキテクトカフェ・田井幹夫建築設計事務所

12-128

の studio velocity …………………………………………………………… 五十嵐太郎

01-041

伏見台の家………………………………………………… 松島健建築設計事務所

12-136

批評：高さの伸縮がもたらした柔らかい空間 ………………………………… 鞍田崇

01-055

［併用住宅］

01-029

批評：ニュータウンの第 4 世代 ……………………………………………… 貝島桃代

01-065

批評：山を行く箱舟──「ヒュッテ閑馬」乗船記 ………………………… 藤木隆男

01-077

石神井公園の住宅……………………………………… 長谷川豪建築設計事務所

01-042

批評：住宅としての「小屋」 ………………………………………………… 乾久美子

01-089

Casa さかのうえ……………………………………………………岸本和彦／ acaa

03-088

批評：壁の向こう側とこちら側：新種の内外反転手法 …………………… 奥山信一

01-099
01-129

都市のツリーハウス…………………………………… m-SITE-r ＋なわけんジム

04-092

批評：町家の構成をスタッキングするということ …………………………… 畑友洋

勝田台のいえ…………………………………………………… 永山祐子建築設計

06-098

批評：
「意味」を漂白したあとの建築のありよう、あるいは物質的記憶

平瀬有人

01-151

cnest …… 猿田仁視／キューボデザイン建築計画設計事務所＋なわけんジム

07-134

批評：“きわめて質の高い普通” への道のり ……………………………… 宮森洋一郎

01-161

2cGR ………………………………………………… 浜崎一伸／ And Associates

08-060

批評：伝統技術を用いた軽やかな現代の家 ………………………………… 石井智子

03-037

T-atelier …………………………………………………………… 田中俊彰設計室

10-104

批評：虚と実の空間の重層 ………………………………………………… 長谷川逸子

03-055

Atlas House ……………………………………………… 畑友洋建築設計事務所

11-048

批評：等身大の居場所 …………………………………………………………… 佐藤森

03-109

富ヶ谷の住宅………………………………………………… 井上洋介建築研究所

12-104

批評：対立軸を可視化する設計 ……………………………………………… 山崎泰寛

04-075

公園前の家………………………………………………… 下村純建築設計事務所

12-112

論考：歳を重ねても豊かに暮らすための建築家の役割 …………………… 伊藤孝紀

05-070

［別荘・週末住宅・ゲストハウス］

批評：人と建築の関係性を問いなおしてみると ………………………… 中川エリカ

06-027

批評：フィジオトープとしての都市に住む ………………………………… 青井哲人

06-037

後山山荘─聴竹居＠鞆の浦─………………………………… 前田圭介／ UID

02-138

批評：潜在的な視線のネットワーク ………………………………………… 古谷利裕

06-051

伊豆の家…………………………………………………………………… 萩原剛

03-012

批評：大屋根の時代性・空間性・可能性 …………………………………… 木村博昭

07-119

佐藤山荘…………………………………………………………………… 浦中徹

04-056

批評：パーキング・グリッド上の浮島 ……………………………………… 宮本佳明

08-103

離の家………………………………………………… 武井誠＋鍋島千恵／ TNA

07-104

批評：時間と空間の位相のズレが、振幅の大きな囲包空間を生む ……… 北川啓介

08-137

森へのびる………………………………………… 隈研吾建築都市設計事務所

09-020

批評：アンビヴァレントな建築 ………………………………………………… 磯達雄

10-103

森へかたむく……………………………………… 隈研吾建築都市設計事務所

09-028

論考：絵画と建築、2D と 3D、キュビズム ………………………………… 河内一泰

10-150

窓の家………………………………………………… 吉村靖孝建築設計事務所

09-038

批評：時間性の修辞から生まれる形式 ……………………………………… 青木弘司

11-089
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●吉岡賞

山手通りの住宅………… 三家大地建築設計事務所＋畝森泰行建築設計事務所

04-044

審査座談会：これからの社会に必要な住宅を考える ……西沢大良

塚本由晴

09-012

アパートメントハウス………………………… 河内一泰／河内建築設計事務所

04-046

第 30 回吉岡賞 結果発表 ………………………… 審査員：西沢大良

塚本由晴

10-010

鎌倉の分居……………………………………………… 若原アトリエ／若原一貴

04-047

受賞作品：
「富塚の天井」……………………………… 403architecture [dajiba]

10-019

彦根の住居………………………… タトアーキテクツ／島田陽建築設計事務所

04-048

●特別企画

花尻の家……………………………………………………… 神家昭雄建築研究室

04-049

国立の住宅……………………………………………… 川辺直哉建築設計事務所

04-050

等々力の建物……………………………………………… 齋藤由和／アデザイン

04-051

建築・建設の現状と課題── 2020 年とその先 ………………………………………………

H 小屋…………………………………………………………… 泉幸甫建築研究所

04-052

五十嵐淳

ワークショップ………… 川本敦史＋川本まゆみ／エムエースタイル建築計画

04-054

『新建築』『新建築住宅特集』連動企画
蟻塚学

手島浩之

緊急アンケート

福屋粧子

髙橋工業

芳賀沼整

藤野高志

柴木材店

畝森泰行 奥山信一 早草睦惠 原田真宏＋原田麻魚 古澤大輔 堀部安嗣 辰 TH-1
東京組 鯰組 飯田善彦 小泉雅生 川本敦史＋川本まゆみ 大同工業 服部信康 箱屋
松原建築商事

森田一弥

横内敏人

アムザ工務店

石井智子

香川貴範＋岸上純子

● 5 月号特集：なぜプロトタイプか──建築家がつくる量産住宅
○特集記事

島田陽 神家昭雄 前田圭介 山下建設 末廣香織＋末廣宣子 古森弘一 中原祐二 ……

論考 1：プロトタイプ、コモディティ、そしてタイポロジー ……… 塚本由晴

……………………………………………………………………………………………… 10-020

プロジェクト：casa

05-090

natura 五十嵐淳建築設計事務所 casa plus 吉村靖孝建築設計事

務所 casa citta 長谷川豪建築設計事務所 ………………………………………… 05-098
座談会：建築家による住宅のプロトタイプ──「casa」建築家シリーズの設計を通して

特集・連載・記事

考える、商品住宅の可能性…… 五十嵐淳

吉村靖孝

長谷川豪

眞木健一

05-101

論考 2：
「木箱 212」という簡易構法の開発と進化──設計事務所による一貫供給体制

● 1 月号特集： 住宅の建ち方

………………………………………………………………………………… 葛西潔

05-104

○特集作品

論考 3：現代のプロトタイプ住宅── 3.11 以降の「箱の家」 ……… 難波和彦

05-112

川西の住居………………………… タトアーキテクツ／島田陽建築設計事務所

01-018

論考 4：住宅問題の解決というミッション──モダニズム建築の出発点に託されたこと

都市にひらいていく家……………… 栗原健太郎＋岩月美穂／ studio velocity

01-030

………………………………………………………………………………… 松隈洋

石神井公園の住宅……………………………………… 長谷川豪建築設計事務所

01-042

記事：ゼロ・エネルギー・ハウスの標準化──「エネマネハウス 2014」5 大学と企業に

よる実証

横浜ホンズミ邸………………………………………………………………………

CITY ECOX 東京大学

慶應型共進化住宅 慶應義塾大学

ルネ・ハウス 千葉大学

05-132

母の家 2030

……… 田中昭成ケンチク事務所＋ POI ＋なわけんジム＋ Lapin 建築設備工房

01-056

芝浦工業大学

Nobi-Nobi HOUSE 早稲田大学 ………… 05-134

ヒュッテ閑馬…………………………………………………… 上原和建築研究所

01-066

○特集作品

我孫子の家……………………………………………… 堀部安嗣建築設計事務所

01-078

タマまちや………………………………………………………… アトリエ・ワン

05-078

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

01-090

タマロッジア……………………………………………………… アトリエ・ワン

05-084

集密の住居……………………………………………… 五十嵐淳建築設計事務所

01-100

casa nord ……………………………………………… 五十嵐淳建築設計事務所

05-092

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

01-110

木箱・深大寺 56/100 ………………………… 葛西潔建築設計事務所／木箱組

05-106

House of Kyoto ………………………………………… 満田衛資構造計画研究所

01-120

箱の家 142 …………………………………………………… 難波和彦＋界工作舎

05-115

杣……………………………………………………………… 川口通正建築研究所

01-130

箱の家 146 …………………………………………………… 難波和彦＋界工作舎

05-120

田尻の家………………………………………………… 藤本寿徳建築設計事務所

01-142

箱の家 147 …………………………………………………… 難波和彦＋界工作舎

05-126

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

01-152
● 6 月号特集：密集市街地の住まい

● 2 月号特集：リノベーション解 14 題

○特集記事

○特集作品

論考：現代都市の日常生活の解体と住宅の行方 ………………………… 北山恒

06-013

02-044

○特集作品

煉瓦倉庫の隠れ家─時の継承─……………………… 河口佳介＋ K2-DESIGN

02-054

鳥越の住宅……………………………………………………… 三浦慎建築設計室

06-018

千葉の家……… suppose design office ／谷尻誠

オーノ JAPAN ／大野博史

02-064

六甲道の家……………………………………… 榊原節子／榊原節子建築研究所

06-028

紫竹の住居………………………………………………小田真平建築設計事務所

02-072

s-house ………………………………………………… 柄沢祐輔建築設計事務所

06-038

御所西の町家……………………………………………森田一弥建築設計事務所

02-080

出町の町家……………………………………………… 森田一弥建築設計事務所

06-052

ガエまちや……………………………河井敏明／一級建築士事務所河井事務所

02-088

須栄広長屋………………………… 大阪市立大学竹原・小池研究室＋ウズラボ

06-062

屏風浦の住宅…………………………………… 福田創／フクダ アーキテクツ

02-096

安藤さんの家…………………………………………… 西久保毅人／ニコ設計室

06-072

シキリの形………………………………青木律典／青木律典建築設計スタジオ

02-102

鹿骨の家…………………………………………………………… 大塚聡アトリエ

06-079

WEST ………………………………………………………苅部寛子＋吉川真理子

02-110

RENOVATION M ……………………………………武藤圭太郎建築設計事務所

02-116

● 7 月号特集：表現のディテール

RENOVATION U ……………………………………武藤圭太郎建築設計事務所

02-120

○特集作品

屋根型の住宅………………………………………富永大毅建築都市計画事務所

02-124

Fattoria ………………………………………………………神家昭雄建築研究室

小石川の住宅 「私たちの家」改修 ……………………………………………………
………………………………………… 原設計：林昌二

世田谷野毛戸建てプロジェクト リノベーション工事 …………………………

林雅子 改修設計：安田幸一

07-016

アラキ＋ササキアーキテクツ

02-132

群峰の森…………………………………………………………… 前田圭介／ UID

07-032

後山山荘─聴竹居＠鞆の浦─……………………………………前田圭介／ UID

02-138

のりたまハウス…………………………………………… 高橋堅建築設計事務所

07-048

…………………………………………… A+Sa

箕面の住宅 III ………………………………………………………… 上町研究所

07-060

● 4 月号特集：住宅を支えるつくり手との対話

M Residence ……………………………………… 小川晋一都市建築設計事務所

07-070

○特集インタビュー

奥の家…………………………………………………………… 泉幸甫建築研究所

07-078

緑と風と光の家……………………………………………… 矢板建築設計研究所

07-086

TH-1 ………………………………………………………………代表：朝倉幸子

04-017

深澤工務店…………………………………………………………代表：深澤正之

04-020

泰進建設……………………………………………………………代表：池部泰広

04-023

● 8 月号特集：庭─建築をまちに繋ぐもの

箱屋…………………………………………………………………代表：松本繁雄

04-026

○特集作品

河合建築………………………………………………………………代表：河合孝

04-029

360 ………………………………………………… 納谷新／納谷建築設計事務所

08-016

建築苔原……………………………………………………………代表：苔原順二

04-032

辻堂の住宅………………………………… 北山恒＋ architecture WORKSHOP

08-026

大同工業……………………………………………………………代表：堀口武彦

04-035

御殿山の家……………………………………………… 堀部安嗣建築設計事務所

08-038

生田工務店……………………………………………代表：生田正＋生田美代子

04-038

内庭・外庭の家………………………………………… 横内敏人建築設計事務所

08-048

2cGR ………………………………………………… 浜崎一伸／ And Associates

08-060

迷迭香………………………………………………………… 川口通正建築研究所

08-068

○特集プロジェクト（建築家の現場 10 題）
鎌倉・Ｔ邸…………………………………………………… 川口通正建築研究所
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04-042

おもやとはなれ……………… 古森弘一＋橋迫弘平／古森弘一建築設計事務所

08-078

両国の逆四角錐…………… アーキテクトカフェ・田井幹夫建築設計事務所

12-128

Obi house …………………………………… 西岡梨夏／ソルト建築設計事務所

08-086

伏見台の家……………………………………………… 松島健建築設計事務所

12-136

T の住宅 ………………………………………………… とのま一級建築士事務所

08-094

時の流れる家………………………………… 菅原大輔／ SUGAWARADAISUKE

08-104

綾の家………………………………… 植木幹也＋植木茶織／スタジオシナプス

08-112

ワークショップ………… 川本敦史＋川本まゆみ／エムエースタイル建築計画

08-120

栄町の光溜…………………………………………… 佐々木勝敏建築設計事務所

08-128

前編…………………………………………… 調査 法政大学 下吹越武人研究室

笹目町の家……………………………………………………… 手嶋保建築事務所

08-138

…………… 文 塩崎太伸

鹿嶋の家………………………………………………… 田中秀弥／田建築研究所

08-146

後編…………………………………………… 調査 法政大学 下吹越武人研究室

●連載
［建築家自邸からの家学び］ 企画・監修
第 14 回

古田陽子 協力 六角鬼丈

文 辻琢磨

● 9 月号特集：別荘──景色と風土の受け止め方

第 15 回

○特集記事

真壁智治

クレバスの家
六角喜久子

協力 六角鬼丈

六角喜久子

六角美瑠
六角美瑠

03-142
04-142

M1ハウス

前編…………………………………………… 調査 早稲田大学 入江正之研究室

論考 1：世界の隙間としてのヴィラ

完結から寄生へ ……………… 隈研吾

09-036

論考 2：短期賃貸による空き家の別荘化について ………………… 吉村靖孝

09-046

対談 1：古い山荘を引き継ぐ作法と心構え ……………… 中村好文

文 辻琢磨

古田陽子 協力 林泰義

富田玲子

林のり子

12-144

皆川明

09-088

板倉孝次

09-099

森へのびる………………………………………… 隈研吾建築都市設計事務所

09-020

森へかたむく……………………………………… 隈研吾建築都市設計事務所

09-028

窓の家………………………………………………… 吉村靖孝建築設計事務所

09-038

飯田善彦………………………………………………………………………………… 01-010

山野井の家…………………………… 岸和郎＋ K.ASSOCIATES ／ Architects

09-048

谷尻誠…………………………………………………………………………………… 02-002

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

09-060

江角俊則………………………………………………………………………………… 03-002

大野博史／オーノ JAPAN

09-070

堀尾浩…………………………………………………………………………………… 05-004

休寛荘……………………………………………… 中村好文／レミングハウス

09-078

家成俊勝………………………………………………………………………………… 06-004

Luna House ……………………………………… 中村好文／レミングハウス

09-090

井手健一郎……………………………………………………………………………… 07-006

RockHouse …………………………………………… 白浜誠建築設計事務所

09-100

河内一泰………………………………………………………………………………… 08-006

小屋…………………………………………………………… 泉幸甫建築研究所

09-108

横河健…………………………………………………………………………………… 09-004

尾道の家………… 谷尻誠＋吉田愛／ suppose design office ＋なわけんジム

09-116

豊田啓介………………………………………………………………………………… 10-004

軽井沢鶴溜の家…………………………………………… 遠藤克彦建築研究所

09-124

橋本健史／ 403architecture [dajiba] ………………………………………………… 11-004

軽井沢深山の家…………………………………………… 遠藤克彦建築研究所

09-132

三浦丈典………………………………………………………………………………… 12-004

Villa Escargot …………………………………………… 廣部剛司建築研究所

09-140

湯河原の住宅………………………………………………… 桑原聡建築研究所

09-148

対談 2：ひとつの舟に乗り合わせた三者 ……………… 中村好文

○特集作品

［家をつくる図面］ 企画・監修

伏見唯＋図面表現懇親会

第 4 回 構造家の自邸 内藤多仲邸 設計 木子七郎 構造設計 内藤多仲 設計協力 今井兼次
……………………………… インタビュー 内藤多四郎

ボートの家…………………………………………………………………………
………… 手塚貴晴＋手塚由比／手塚建築研究所

山田眞 聞き手 本橋仁

06-086

［私の事務所］

蟻塚学…………………………………………………………………………………… 04-004

［住宅を読む視線］
吉村昭範＋吉村真基……………………………………………………………………… 01-012

● 10 月号特集：屋根がつくる空間・屋根が映す風土

宮城島崇人………………………………………………………………………………… 04-006

○特集作品

徳井正樹…………………………………………………………………………………… 06-006

二重屋根の家………………………… 末光弘和＋末光陽子／ SUEP. ＋ DE.lab

10-030

仲俊治……………………………………………………………………………………… 08-008

行橋の住宅………………………… 末廣香織＋末廣宣子／ NKS アーキテクツ

10-042

岸和郎……………………………………………………………………………………… 11-006

villa921 ……………………………… 村梶招子＋村梶直人／ハルナツアーキ

10-052

Villa S ………………………………………… 濵田幸康／ P.D.S. アーキテクツ

10-060

段々畑の家……………………………………………… 原浩二建築設計事務所

10-068

［建築家の家具］
手摺りのデザイン…………………………………………………………………………………
奥山信一 村山徹＋加藤亜矢子 島田陽 岸本和彦 大西麻貴＋百田有希 安田幸一 04-008

facing true south …………………………………………………………………
中永勇司／ナカエ・アーキテクツ＋大野博史／オーノJAPAN＋山田浩幸／ymo

10-076

暖炉・薪ストーブ 8 題 ……………………………………………………………………………

川越の切妻屋根……………………… 澤秀俊／テーラード・デザイン研究所

10-084

……………… 横内敏人

● 12 月号特集：発信する窓──内と外の多様な関係

浜崎一伸

遠藤克彦

早草睦惠

横河健

11-009

［コメント］

○特集記事
窓学

中村好文

2013 年 12 月号「住宅白書 2013」について

窓を学問する…………………………………………………… 山本絹子

12-096

vol.1 … 阿部勤 石井智子 東利恵 遠藤政樹 中村拓志 村山徹・加藤亜矢子

02-004

vol.1 窓のしりとり ……………………………………………………… 千葉学

12-098

vol.2 …… 大西麻貴

三宅健士朗

03-004

vol.2 窓の民俗学 ……………………………………………………… 佐藤浩司

12-100

2014 年 4 月号「特集：つくり手との対話」を読んで

vol.3 窓の言語学 …………………………………………………… 小玉祐一郎

12-102

…………………………………………………… 窪田勝文

能作文徳

07-008

藤野高志

久野浩志

荒井清児

山本至
藤原徹平

○特集作品
芦屋の住宅

………………………………… 安藤忠雄建築研究所

アップ］

安藤忠雄

12-012

Casa O …………………………………………………… 髙橋一平建築事務所

12-024

内装にもキシラデコールカラー

川崎の住宅…………………………………………… 三家大地建築設計事務所

12-034

イン」誕生

ある家……………………………………aat ＋ヨコミゾマコト建築設計事務所

12-042

自然素材でつくられた木材保護塗料「プラネットカラー」 プラネットジャパン … 08-003

高輪の住宅……………………………………………… 高橋堅建築設計事務所
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