2010 年 新建築総目次
House OM …………………………………………… 藤本壮介建築設計事務所 12-135

■作品
住居施設（専用住宅・併用住宅・集合住宅・その他）

Small Atelier…………………………………………………… 五十嵐淳建築設計 12-144

澄心寺庫裏………………………………… 宮本佳明／宮本佳明建築設計事務所 01-088

森のピロティ…………………………………………… 長谷川豪建築設計事務所 12-153

アトリエ・ビスクドール………………………………………… 前田圭介／ UID 02-062

柿畑のサンクン・ハウス………………………… 小嶋一浩＋赤松佳珠子／ CAt 12-161

ヨコハマアパートメント………………… 西田司＋中川エリカ／オンデザイン 02-079

eisu 倶楽部箱根「強羅山荘」 ………………………………… 渡辺明設計事務所 12-168

SH ………………………………………………………………… 坂倉建築研究所 02-092
パークシティ浜田山………………………………………………………………………………
……………… 光井純アンドアソシエーツ建築設計事務所 KAJIMA DESIGN 02-100
大崎ウエストシティタワーズ……………………………山下昌彦＋ UG 都市建築 02-108

学校施設（保育園・幼稚園・小中高大学・その他）
ペンシルバニア大学

アネンバーグ・パブリックポリシーセンター………………………

12 のストゥッディオーロ（MM1221） ……… 小嶋一浩＋赤松佳珠子／ CAt 02-116

…………………………………………………………………… 槇総合計画事務所 01-072

trois …………………………………………………… 佐藤光彦建築設計事務所 02-125

國學院大學渋谷キャンパス再開発計画…………

松ヶ崎荘…………………………………………………………… 長坂大／ Méga 02-134

追手門学院大学 1 号館 ………………………………………………

House T …………… 進藤強／ビーフンデザイン 名和研二／なわけんジム 02-142

流通経済大学

国領アパートメント…………………………………… 小川広次建築設計事務所 02-148

コンゴ民主共和国アカデックス小学校…… 慶應義塾大学 SFC 松原弘典研究室 03-113

TRIFOLIATE…………………………………………… 早草睦惠／セルスペース 02-156

competition：エジプト日本科学技術大学設立プロジェクト …………………………………

浜田山のコーポラティブハウス…………………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………… インターデザインアソシエイツ 松本剛建築研究室 02-165

宇都宮大学オプティクス教育研究センター………………… 山本理顕設計工場 03-154

Y-3 ………………………………… 駒田剛司＋駒田由香／駒田建築設計事務所 02-173

学校法人三室戸学園

下目黒ハウス…………………………………… 室伏次郎／スタジオ アルテック 02-179

……………………………………………………… 野生司義光／野生司環境設計 04-131

石双居………………………………………… 浅利幸男／ラブアーキテクチャー 02-185

岐阜市立岐阜小学校………… 岐阜市まちづくり推進部公共建築課

東アフリカ・エコビレッジ…………… 渡辺菊眞＋ D 環境造形システム研究所 03-121

飛島村立小中一貫教育校

ベルギースクエア ベルギー大使館＋二番町センタービル …………………………………

多摩市立多摩第一小学校……………………………………… 船越徹＋ ARCOM 04-185

…………………………………………………………………… 岡部憲明アーキテクチャー

本郷台キリスト教会チャーチスクール 保育園 … 保坂猛建築都市設計事務所 04-191

ネットワーク＋竹中工務店 三菱地所設計（二番町センタービルのみ設計監修・監理） 03-137

西武学園文庫幼稚園…………………………………………… KAJIMA DESIGN 04-198

villa kanousan ………………………………………… 柄沢祐輔建築設計事務所 03-160

ブッダ・プライマリー アンド セカンダリー・スクール 2 期 ………………………………

富樫亮＋朝田志郎／日建設計

01-170

三菱地所設計

スポーツ健康センター ………………………………

01-179

清水建設 01-185

磯崎新アトリエ 他 2 案 03-107

東邦音楽大学 70 周年記念館 …………………………………………
大建設計 04-169

飛島学園 ……………………………… 石本建築事務所

04-177

Sakura ﬂat ……………………………………………… 若松均建築設計事務所 03-093

………………………………………… AAF（ASIAN ARCHITECTURE FRIENDSHIP） 04-205

YA-CHI-YO 古民家 リ・ロケーション プロジェクト ………………………………………

東京大学柏キャンパス 数物連携宇宙研究機構棟……………………………………………

………………………………………………………

山下保博×アトリエ・天工人 03-054

バルセロナ スイーツアベニュー アパートメント ファサードリノベーション ……………
……………………………………………………………

伊東豊雄建築設計事務所 04-094

……………………… 大野秀敏 クハラ・アーキテクツ＋樫本恒平事務所（基本構想＋基
本計 1）渡辺佐文

建築設計事務所

青島裕之建築設計室（基本設計 2 ＋実施設計）

05-115

京都工芸繊維大学 60 周年記念館………………………………………… 京都工芸繊維大学

Grotto ………………………………………………… 芦澤竜一建築設計事務所 04-150

都市環境設計研究室＋石本建築事務所＋京都建築都市研究所＋ Ks Architects

廿日市の家………………………………………………… 村上徹建築設計事務所 04-102

KIT HOUSE………………………………………………… 京都工芸繊維大学住環境設計研

半居………………………………………………………………………… 飯田善彦 04-110

究室＋安井建築設計事務所＋京都建築都市研究所＋ K.ASSOCIATES/Architects

葉山の小屋……………………………………………… 妹島和世建築設計事務所 05-052

京都工芸繊維大学同窓会パビリオン…………………… 角田暁治＋アトリエ・K 05-141

Tokyo Apartment …………………………………… 藤本壮介建築設計事務所 05-075

国際仏教学大学院大学………………………………………… 槇総合計画事務所 06-130

植物学者の紙の家…………………………………………………… 坂茂建築設計 05-085

同志社中学校・高等学校…………………………………… 香山壽夫建築研究所 06-140

練馬のアパートメント………………………………… 長谷川豪建築設計事務所 08-042

武蔵野美術大学 美術館・図書館 …………………… 藤本壮介建築設計事務所

alp ……………………………………………………… 平田晃久建築設計事務所 08-054

東京工業大学すずかけ台キャンパス G3 棟レトロフィット …………………………………

one roof apartment ………………… 平田晃久建築設計事務所＋吉原美比古 08-062

…………………………………………… 和田章＋元結正次郎＋坂田弘安＋奥山信一（デ

青々荘……………………………………………………

ザインアーキテクト） 東京工業大学施設運営部＋綜企画設計＋テクノ公営（設計）

青木淳建築計画事務所 08-072

05-124
05-133

07-060

08-177

上野毛ハウス…………………………………………… 川辺直哉建築設計事務所 08-088

ROLEX ラーニング センター …………………………………………………………………

TOYOI 6 ………… 川辺直哉建築設計事務所＋プロパティデザインオフィス 08-098

………………………………… 妹島和世＋西沢立衛／ SANAA Architram SA 09-068

南品川集合住宅 B ……………………………………… 川辺直哉建築設計事務所 08-102

マサチューセッツ工科大学 新メディア研究所 …………… 槇総合計画事務所 09-122

プロジェクト：ソウル江南地区「デザインマスターピース」ハウジング A3 ブロック………

和光大学 E 棟 ……………………………………………… 内藤廣建築設計事務所 09-151

…………………………………………………………………… 山本理顕設計工場 08-108

立正大学熊谷キャンパス再整備…………………………………………………………………

祐天寺の連結住棟………………………… 北山恒＋ architecture WORKSHOP 08-112

…………… 石本建築事務所（建築） オンサイト計画設計事務所（ランドスケープ）09-159

clover house ……………………………………… architecture WORKSHOP 08-121

日本大学理工学部船橋キャンパス新サークル棟………………………………………………

ルネヴィレッジ成城……………………………… 柳澤潤／コンテンポラリーズ 08-127

……… 今村雅樹＋山中新太郎 日本大学理工学部 WG ＋協立建築設計事務所

松庵 森の家 ……………………………………… 柳澤潤／コンテンポラリーズ 08-135

東京造形大学 CS PLAZA ………………………………………… 安田アトリエ 10-050

CONTE …………………………………………………………… 長田直之／ ICU 08-141

東北大学 青葉山東キャンパス センタースクエア ブックカフェ棟（BOOOK） …………

T 字路のつきあたり ……………………………… 西村浩／ワークヴィジョンズ 08-147

……………………………………………………………… 山本・堀アーキテクツ

COMODO TERRAZZO …………………………………… 下吹越武人／ A.A.E. 08-153

昭和保育園………………………………………………… 山本成一郎＋鈴木隆之 10-140

サクラノキテラス………………………… 伊藤博之建築設計事務所＋ O.F.D.A. 08-159

はやし幼稚園………………………………………… 長谷川逸子・建築計画工房 10-148

プロジェクト：下馬の集合住宅 ……………………… 小杉栄次郎＋内海彩／ KUS

東北大学川内厚生会館……………………………………………………………………………

08-165

09-167

10-110

NEST …………………………… 第一生命保険（統括） 飯田善彦建築工房（設計） 08-170

……………………… 東北大学施設部・キャンパス計画室 針生承一建築研究所

区の家…………………………………………………… 武井誠＋鍋島千恵／ TNA 09-174

似島学園 高等養護部・学習館 ……………………………宮森洋一郎建築設計室 11-147

海光の家………………………………………………… 岡田哲史建築設計事務所 10-062

横浜国立大学キャンパス再編

マイナス K ハウス ………………………………… 佐伯聡子＋ K.M. TAN ／ KUU 12-090

施設部

靭公園の住宅………………………………………………… 安藤忠雄建築研究所 12-124

川崎市立御幸小学校……………………………………………湯澤建築設計研究所 11-164

10-174

Y-GSA Power Plant Studio………………横浜国立大学

Y-GSA スタジオコミッティ 末光弘和＋仲俊治／ Y-GSA 設計助手 ……… 11-156

2010| 総目次 |

001

府中学園

府中市立府中小学校・府中中学校 …………………………………日本設計

11-172

プロジェクト：清水建設新本社プロジェクト …………………………… 清水建設

06-079

construction site：ソニー大崎西新ビルプロジェクト …………………………………………

美術館・博物館

………………………… 山梨知彦＋羽鳥達也＋石原嘉人＋川島範久／日建設計 06-092

IZU PHOTO MUSEUM ………………… 新素材研究所 杉本博司＋榊田倫之 03-072

立川市庁舎……………………………………… 野沢正光・山下設計設計共同体 06-084

プロジェクト：今治市伊東豊雄建築ミュージアム …… 伊東豊雄建築設計事務所

03-098

日東工器新本社・研究所……………………………………………… 竹中工務店 06-098

壱岐市立一支国博物館・長崎県埋蔵文化財センター…………………………………………

都筑 N ビル ………………………………………………… 早川邦彦建築研究室 07-105

……………………………………………………… 黒川紀章建築都市設計事務所

内田洋行 ユビキタス協創広場 CANVAS ………… パワープレイス

06-049

内田洋行 07-149

鶴岡市立藤沢周平記念館………………………… 設計・計画 高谷時彦事務所 06-149

TABLOID ………………………………………………… OpenA ／ SEA Design 07-157

ポンピドー・センター・メス…………………………………………………………

坂茂

KREI OPEN SOURSE STUDIO …………………………………………………………………

建築設計

07-038

………………………………………… POINT 長岡勉／コクヨオフィスシステム 07-164

武蔵野美術大学 美術館・図書館 …………………… 藤本壮介建築設計事務所

07-060

恵比寿のオフィス……………………… 原広司＋アトリエ・ファイ建築研究所 09-140

プロソミュージアム・リサーチセンター………… 隈研吾建築都市設計事務所

07-078

惠友遠見辦公大樓……………………… 原広司＋アトリエ・ファイ建築研究所 09-147

プロジェクト：市原市水と彫刻の丘リノベーションプロジェクト ……………………………

えんぱーく 塩尻市市民交流センター ……………… 柳澤潤／コンテンポラリーズ 10-084

……………………………………………………… 川口有子＋鄭仁愉／有設計室 07-174

Architecture Planet Project……………… 黄金町エリアマネジメントセンター 高橋

犬島「家プロジェクト」 ……………………………… 妹島和世建築設計事務所

09-082

晶子＋高橋寛 ／ワークステーション 吉村靖孝建築設計事務所 ウィット・ピムカン

李禹煥美術館………………………………………………… 安藤忠雄建築研究所

09-094

チャナポン＋遠藤治郎 西田司＋梁井理恵／オンデザイン 青島琢治事務所

Shigeru Ban Architects Europe / Jean de Gastines Architects

10-156

空飛ぶ泥舟………………………………………………………………… 藤森照信 09-187

大林組技術研究所 テクノステーション …………………………………… 大林組 11-092

梼原・木橋ミュージアム…………………………… 隈研吾建築都市設計事務所 11-129

Google Tokyo Ofﬁce …………………… クライン・ダイサム・アーキテクツ 11-102

ホキ美術館……………… 山梨知彦＋中本太郎＋鈴木隆＋矢野雅規／日建設計 12-046

東急キャピトルタワー…………………………………… 東急設計コンサルタント・観光

シャトー・メルシャン……………………………… 木下道郎／ワークショップ 12-096

企画設計社 設計共同企業体（設計） 隈研吾建築都市設計事務所（デザイン監修）

11-115

大阪富国生命ビル…………………………………………………………………………… 清水
建設（設計施工） ドミニク・ペロー アーキテクチュール（デザインアーキテクト）

ギャラリー・スタジオ

12-060

室町東三井ビルディング COREDO 室町 …………………………………………………………

フォー・ボクシーズ・ギャラリー…… アトリエ・ワン＋筑波大学貝島研究室

01-046

………………………………… 日本設計（統括設計・実施設計・工事監理） 清水建設（実施設計

アトリエ・ビスクドール………………………………………… 前田圭介／ UID 02-062

・工事監理） 團紀彦建築設計事務所（マスターアーキテクト・デザインアーキテクト）

するところ……………………………………………… 近藤哲雄建築設計事務所

日本橋室町野村ビル YUITO …………………………………… 野村不動産＋日建設計 12-110

03-086

12-103

神奈川県立花と緑のふれあいセンター 花菜ガーデン ………………………………………

日本橋室町東地区開発計画………………………… 三井不動産 日本設計

……………………………………………………… 栗生明＋栗生総合計画事務所

04-117

計事務所清水建設 野村不動産 日建設計 千疋屋総本店 KAJIMA DESIGN 12-115

TABLOID ………………………………………………

07-157

Open A / SEA Design

團紀彦建築設

梼原・木橋ミュージアム………………………………隈研吾建築都市設計事務所 11-129

商業施設
舞台・劇場・映画館

虎屋京都店………………………………………………… 内藤廣建築設計事務所

01-100

とらや一条店改装………………………………………… 内藤廣建築設計事務所

01-113

ヤマハ銀座ビル…………………… 茅野秀真＋白井大之＋鈴木健悦／日建設計

04-138

Carina store …………………………………………… 妹島和世建築設計事務所 01-136

紙の劇場……………………… 上海万博 日本産業館メイン展示 坂茂建築設計

05-171

フラワーショップ H …………………………………… 乾久美子建築設計事務所

鶴岡まちなかキネマ……………………………… 設計・計画 高谷時彦事務所

06-156

construction site：東京スカイツリー ……………………………… 日建設計 03-042

平城遷都 1300 年祭

まほろばステージ ………… 杉本洋文＋計画・環境建築

06-170

カヤバ珈琲……………………………………………………… 永山祐子建築設計 03-079

プロジェクト：淡路人形会館（仮称） ……………………… 遠藤秀平建築研究所

07-103

HOTO FUDO ……………………………………… 保坂猛建築都市設計事務所 03-170

01-145

神奈川県立花と緑のふれあいセンター 花菜ガーデン ………………………………………
……………………………………………………… 栗生明＋栗生総合計画事務所 04-117

スポーツ施設

ヤマハ銀座ビル…………………… 茅野秀真＋白井大之＋鈴木健悦／日建設計 04-138

RunPit by au SmartSports …………………………… トラフ建築設計事務所 10-104
韓国驪州のクラブハウス……………………… 坂 茂建築設計＋韓國建築 KACI 12-072

Grotto ………………………………………………… 芦澤竜一建築設計事務所 04-150
道の駅 よしおか温泉 ………………………… 宮崎浩／プランツアソシエイツ

05-106

TASAKI 銀座本店 ……………………………………… 乾久美子建築設計事務所 05-152
伊香保グリーン牧場 Green Leaf 森のカフェ ………………………………………………

図書館

………………………………… 川原田康子＋比嘉武彦／ kw ＋ hg アーキテクツ 06-122

豊田市生涯学習センター逢妻交流館………………… 妹島和世建築設計事務所

05-040

楠こもれびの郷………… 内田文雄＋山口大学大学院内田研究室＋龍環境計画 06-162

武蔵野美術大学 美術館・図書館 …………………… 藤本壮介建築設計事務所

07-060

惠友遠見辦公大樓……………………… 原広司＋アトリエ・ファイ建築研究所 09-147

村山市総合文化複合施設「甑葉プラザ」 ………………………………………………………

tomarigi 梅田阪急ビルスカイロビー ……………… 福屋粧子建築設計事務所 09-200

……………………………………………… 高宮眞介／計画・設計工房＋日総建

10-072

石川県政記念 しいのき迎賓館 ………………………………………… 山下設計 10-095

えんぱーく 塩尻市市民交流センター ……………… 柳澤潤／コンテンポラリーズ

10-084

I Find Everything ……………………………………………… 山口誠デザイン 10-163
東京国際空港（羽田）国際線旅客ターミナル ……… 羽田空港国際線 PTB 設計共同企業
体（梓設計

事務所・庁舎
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東京国際空港（羽田）第 2 旅客ターミナルビル増築 …………………………………………
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山梨市庁舎…………………………………………………………………… 梓設計
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まちの駅「ゆすはら」 ……………………………… 隈研吾建築都市設計事務所
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中川政七商店新社屋…………………………………… 吉村靖孝建築設計事務所
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坂下手洗所…………………………………………… 渡辺明設計事務所＋渡辺仁

05-066

バルセロナ見本市 グランビア会場 拡張計画＋トーレス・ポルタ・フィラ ………………
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貝島桃代

桑原立郎（設計アドバイザー） 11-081
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…………………………………………………………… 伊東豊雄建築設計事務所
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BRASS CLINIC ………………………………………… 高橋堅建築設計事務所 03-064

…………………………………………… 渡辺菊眞＋ D 環境造形システム研究所
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……………………………………………… 日建設計（設計） 清水建設（設計協力） 07-120

村山市総合文化複合施設「甑葉プラザ」 ………………………………………………………
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日産厚生会 玉川病院南館 …………………………………… KAJIMA DESIGN 07-138
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石川県政記念 しいのき迎賓館 ………………………………………… 山下設計 10-095
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茶室……………………………………………………………………………
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泰鳳閣………………………………………………………………………
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平城宮跡第一次大極殿正殿………………………………………………………………………
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インタビュー：歴史のショーケースとしての東京 ……………………… 倉方俊輔

04-077

…………………………………………… 和田章＋元結正次郎＋坂田弘安＋奥山信一（デ
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05-175

鼎談：新時代のオフィスと環境
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リンツ・スーパー・ブランチ…………………………………… アトリエ・ワン 01-057

対談：手の感覚を持ち続けること ………………………………… 坂 茂 × 北山恒

07-055

上海万博日本館…………………………………………………………… 日本設計 05-168

解説：書物の森──検索性と散策性と無限の広がり ………………… 藤本壮介

07-076

日本産業館…………………………………………… 日本郵政一級建築士事務所 05-170

解説：キノコと受動性，自発性 …………………………………………… 隈研吾

07-094

紙の劇場

対談：街をつくり，文化をつくる …………………………… 細川護煕×藤森照信

07-116

日本産業館メイン展示………………………………… 坂 茂建築設計 05-171

平城宮跡第一次大極殿正殿………………………………………………………………………

座談会：街と繋がる病院

医療変革期における大規模高度医療と療養環境 ………………

…… 奈良文化財研究所（復元設計） 文化財建造物保存技術協会（基本・実施設計） 06-176

…………………………………… 辻吉隆×五代正哉×南部真 司会：山本想太郎

メゾンエルメス 「市井の山居」細川護煕展 茶室 亜美庵杜 …… 藤森照信 07-112

座談会：集合住宅を横断するさまざまなスケール ……………………………………………

犬島「家プロジェクト」 ……………………………… 妹島和世建築設計事務所

07-142

09-082

………………………………………………………… 青木淳×平田晃久×長谷川豪

08-082

瀬戸内国際芸術祭 2010 ……………………………………………………………… 09-106

解説：より大きな秩序に繋がること …………………………………… 平田晃久

08-070

ヴェネチア・ビエンナーレ 第 12 回 国際建築展 国際企画展

People meet in Architecture ……

記事：
「集合住宅」の建ち方 ……………………………………………… 川辺直哉

08-106

…………………………………………………………… 妹島和世（総合ディレクター） 10-118

解説：NEST，企業による穏健な都市ゲリラ ………………………… 梅垣春記

08-176

ヴェネチア・ビエンナーレ 第 12 回 国際建築展 日本館展示

インタビュー：Thank

TOKYO METABOLIZING …………

…………………………… 北山恒（コミッショナー） 塚本由晴 西沢立衛（参加作家）10-127

you for the engineering ──耐震改修の知恵と工夫 ……………………

………………………………………………………………………………… 和田章

08-184

ディヴィッド・アジャイ展 OUTPUT インタビュー：これまでの建築活動を通して
…………………………………………………………… ディヴィッド・アジャイ

08-029

座談会：個の時代から集合の時代へ── 21 世紀の共有感覚 ……………………………………
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…………………………………………………… 乾久美子 × 藤本壮介 × 石上純也
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プロジェクト：瀋陽市方城地区計画 ……………………

03-107

柄沢祐輔建築設計事務所 03-167

09-062
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創空間 ………………………………………………………………………… 石井裕
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プロジェクト：今治市伊東豊雄建築ミュージアム ………………………………………………

対談：
「小さな都市」となる建築

…………………………………………………………… 伊東豊雄建築設計事務所

03-098

……………………………………………………………… 槇文彦 × 亀本ゲイリー

09-136

プロジェクト：清水建設新本社プロジェクト …………………………… 清水建設

06-079

解説：コンクリートと松枝先生 …………………………………………… 内藤廣

09-156

construction site：ソニー大崎西新ビルプロジェクト …………………………………………

解説：茶室──日本発の極小空間 …………………………………………… 藤森照信

09-190

………………………… 山梨知彦＋羽鳥達也＋石原嘉人＋川島範久／日建設計

06-092

解説：今，欧米の建築界で注目されている「デジタルファブリケーション」とは何か ? …

遠藤秀平建築研究所 07-103

……………………………………………………………………………… 小渕祐介 10-049

プロジェクト：淡路人形会館（仮称） ………………………

プロジェクト：浜松サーラ …………………………………………

青木茂建築工房

07-170

プロジェクト：市原市水と彫刻の丘リノベーションプロジェクト ……………………………

…………………………………………………………川口有子＋鄭仁愉／有設計室

07-174

交流を生み出す透明性 ……………………………………

解説：地域の中の建築像 …………………………………………………… 柳澤潤

10-093

解説：都心活性化としいのき迎賓館

旧石川県庁舎の保存・再生 …… 竺覚暁

10-103

インタビュー：新しい建築との出会い …………………………………… 妹島和世

10-126

New Spirit ──新建築住宅設計競技 2010 に向けて……… 西沢立衛 10-179

プロジェクト：ソウル江南地区「デザインマスターピース」ハウジング A3 ブロック………

インタビュー：A

…………………………………………………………………… 山本理顕設計工場 08-108

座談会：人・建築・自然のための作法──愛・地球博「自然の叡智」の継承 ……………………

プロジェクト：下馬の集合住宅 ……………………… 小杉栄次郎＋内海彩／ KUS

………… 涌井雅之

日本橋室町東地区開発計画 ………………… 三井不動産
務所

清水建設

野村不動産

08-165

日本設計 團紀彦建築設計事

日建設計 千疋屋総本店 KAJIMA DESIGN

12-115

戸田芳樹

11-090

解説：和算的な環境計画から乗算的な環境計画へ ……………………… 隈研吾

河合陽一郎 市川卓也

11-135

解説：変化に対応する学校建築 ………………………………………… 湯澤正信

11-171

インタビュー：公共空間へのアプローチ

塚本由晴 桑原立郎

展覧会「都市というランドスケープ」を通して ………

…………………………………………………………………… ドミニク・ペロー

12-070

作品解説・インタビュー・対談・座談会・批評

解説：シェルターから仮設住宅へ

大連理工大学出版社 金英偉社長

解説：生命力溢れる建築の言語 ………………………………………… 長谷川豪

12-160

＋『日本新建築』范悦編集長インタビュー ……………………………… 編集部 01-019

インタビュー：建築をつくることの変化 …………………… 内田祥哉 × 松原弘典

12-177

新建築中国語版『日本新建築』が中国国内で出版開始

ハイチ地震支援活動 第二弾

…………… 坂 茂 12-082

建築は誰のためにつくるのか 「せんだいメディアテーク」以降 …………………………
…………………………………………………………………… 伊東豊雄×古谷誠章

01-050

解説：対話としての建築 …………………………………………………… 槇文彦

01-085

批評：時の風景を通る道 …………………………… デイヴィッド・レザボロー

01-086

特別企画：建築 21 世紀

解説：
「待つ」という意識 …………………………………………………… 内藤廣

01-116

集合住宅特集 新しい共有のかたち………………………………………………… 02-078

特集

2010 年とその先 ………………………………………… 01-041

インタビュー：交響曲のような建築──ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展ディレクター就任 …

特集：リノベーションという選択 ……………………………………………………

……………………………………………………………………………… 妹島和世

01-143

特集：東京 2010

解説：幸せな建築の枠組み ……………………………………………… 貝島桃代

02-060

特集：子どもの学ぶ空間 ………………………………………………………………

03-053

110 人による東京建築案内 …………………………………… 04-038
04-164

解説：適当に放任されたパブリックくらいが丁度いい ………………………………………

特集：中国 2010 年上海万博

……………………………………………… 西田司＋中川エリカ／オンデザイン

02-089

万博会場ガイドマップ………………………………………………………………… 05-164

解説：建築は自分のためにつくる ……………………………………… 松原弘典

03-120

特集：環境オフィス ……………………………………………………………………
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………………………………………………… 07-119
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清水建設（設計）………………………………………………………………………… 12-024

……………………………………… 07-148
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特集：木造が生むスケール ……………………………………………………………
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第 6 回 「生命の際」……………………………… 伊東豊雄 × 福岡伸一 × 佐倉統 04-216

特集：東京国際空港 ……………………………………………………………………

11-046

第 7 回 「映像の際」………………………………… 鈴木了二 × 黒沢清 × 田中純

特集：変わる教育のスペース …………………………………………………………

11-146

特集：小さな建築のディテールとディメンション …………………………………

12-123

12-028

■一般記事

ESSAY
■本文記事
巻頭論文・巻頭インタビュー

ヘンな住宅……………………………………………………………… 桐敷真次郎

01-013

Jarden privé と京都祇園南側…………………………………………… 小林重敬 02-015

site speciﬁc から site determined へ

建築がその場所にできること …… 千葉学

02-040

創造性を喚起する社会へ…………………………………………………… 仙田満

02-017

リ・ロケーションが切り拓く環境思想
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03-011

……………………………………………………………………………… 三宅理一 03-036

ゼネコン消滅！………………………………………………………… 桐敷真次郎 03-013

21 世紀建築の予兆 私の，歴史と現代 ……………………………… 藤森照信 05-034

銀座「フィルター」と祇園「けじめ」…………………………………… 小林重敬

04-015

これからの建築へ………………………………………………………… 安藤忠雄 09-048

建築基本法から都市建築基本法へ………………………………………… 仙田満

04-017

往復書簡：建築の社会性──いかに「場」をつくるか ………………………………………………

ワックスマンとの交流 戦後デザイン事始 2 …………………………… 松本哲夫
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醜環境の研究…………………………………………………………… 桐敷真次郎

05-013

座談会：個の時代から集合の時代へ── 21 世紀の共有感覚 ……………………………………

東京神田／名古屋錦／大阪船場………………………………………… 小林重敬

06-019

…………………………………………………… 乾久美子 × 藤本壮介 × 石上純也 09-062

環境価値創造者としての建築家へ………………………………………… 仙田満

06-021

グッドデザイン運動 戦後デザイン事始 3 ……………………………… 松本哲夫

07-011

悪い夢…………………………………………………………………… 桐敷真次郎 07-013

論文・記事

「ものづくり」の現場とコンピュテーショナル・デザイン ………… 濱野慶彦

08-019

創刊 85 周年，および創刊 1,000 号を迎えて ………………………… 吉田信之 01-011

エリアマネジメント広告と「エコ結び」 ……………………………… 小林重敬

08-021

次の 10 年に向けて 23 の提言 ……………………………………………………………………

コンピューテーショナル・デザインと形の創造……………………… 濱野慶彦

10-011

…… 青木茂

熱くなる大都市…………………………………………………………… 尾島俊雄

10-013

演劇はそして建築はどのくらい可塑的なのか ? ……………………… 岡田利規

11-015

車両のデザイン 戦後デザイン事始 4 …………………………………… 松本哲夫

11-017

木造建築………………………………………………………………… 桐敷真次郎

11-019

な関係構築………………………………………………………………… 鈴木賢一 04-165

コンピュテーショナル・デザインにおける環境シミュレーション

濱野慶彦

12-011

建築はどこにあるの ?

絵になる都市づくり……………………………………………………… 尾島俊雄

12-013

新井久敏

小野田泰明 金箱温春 菊竹清訓 北典夫

後藤治

白井宏昌

菅順二 塚本由晴 中山茂樹

原広司

藤森照信

水野一郎 村上周三 山田幸夫 山梨知彦

難波和彦 西沢立衛 林昌二

特集論文：学校のソシオペタル（相互集合的）な空間とプロセス

鈴木了二

内藤廣

菊地宏

7 つのインスタレーション
伊東豊雄

北山恒 隈研吾
六鹿正治 01-042

小学校と中学校の新た

アトリエ・ワン

中村竜治

中山英之

レポート：インスタレーションから建築を顧みる ……………

………………………………………………………………………………………………… 高橋堅

06-042

建築の生産と情報技術の結合がデザインを進化させる──デジタルファブリケーション／ BIM
／アルゴリズミックデザイン ………………………………………………… 池田靖史
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COLUMN

空間の明るさ感評価指標「Feu」を体感 パナソニック リビング ショウルーム東京に

新たな木造建築として ティンバライズ建築展 都市木造のフロンティア ………………………

オープン……………………………………………………………………… 編集部

……………………………………………………………………………… 腰原幹雄

07-028

建築の魅力で社会貢献を イギリスのがん患者支援施設，マギーセンターにおける取り

スリット加工の木質建築

07-032

組み……………………………………………………………………… 佐藤由巳子 03-020

『新建築』創刊 1,000 号を迎えて ……………………………………… 吉田信之 09-011

今すぐハイチに屋根を！ ハイチ地震仮設シェルター建設ワークショップ………………

五月祭のフォリー ………

東京大学木質材料学研究室

GSAPP ＋ UTDA Summer Workshop "Digital Teahouse"

03-018

コンピューテーショナル・デザ

…………………………………………………………………………………… 坂 茂 04-022

豊田啓介 10-042

今こそ「国立建築博物館」設立の議論を 建築アーカイブの文化的価値を認識する ……

インとデジタルファブリケーションの実践……………………………………

拡張するデザインの「現在」 東京デザイナーズウィーク 2010・デザインタイドトーキョー 2010

……………………………………………………………………………… 山名善之

解説：未来を耕すこと，現在を測ること ……………………………… 藤原徹平

新しい建築ではないことの意味

12-034

04-025

新宿区立 佐伯祐三アトリエ記念館 ……………………

…………………………………………………………………………… 吉田多津雄

06-029

light+building 2010 国際照明・建築技術見本市レポート ………… 編集部 06-030

■連載
建築照明探検隊
第2回

ー空間と照明のデザインー
意識させない照明 ……………… 青木淳×菊地宏・藤原徹平・宮下信顕 01-026

第3回

照明で「体験」を喚起する ……………………………………………………………

ユーラシアの背骨で建築の未来を考える 都市の成長と保全に関する国際会議 in イス
タンブール＋東北大学アジアスタジオ in ブルサ・レポート …… 小野田泰明

07-021

「Kitchen & Bath China 2010」レポート──中国における TOTO の展開 ……………………
………………………………………………………………………………… 編集部

08-026

…………… クライン ダイサム アーキテクツ×鈴野浩一・中村竜治・成瀬友梨 03-030

AA スクール流とは 前衛的という伝統 ……………………………… 豊島宏彰 10-023

第4回

明るさを伝える方法 ………… 北典夫×田井幹夫・寺田尚樹・永山祐子 05-028

縮小から成長を目指す IBA の実践 IBA 都市再構築ザクセン＝アンハルト 2010 ………

第5回

建築と照明の精度 ………………… 隈研吾×内山敬子・武井誠・保坂猛 07-034

………………………………………………………………………………… 編集部

第6回

時間を意識し，街に接続する …………………………………………………………

11-027

……………… 小嶋一浩＋赤松佳珠子／ CAt × 勝矢武之・末光弘和・日野雅司 09-026

大切に暮らす

OBITUARY
追悼

鈴木成文

最後まで学び，そして遊び続けよ ………………… 花田佳明

05-019

第1回

新たな住まい方が見えてきた ………… 北山恒 × 木下庸子 × 草山丈太 10-026

追悼

吉田義男

多様な時代の流れの編集 …………………………… 岡田新一

11-011

第3回

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

追悼

吉田義男

吉田義男さんを悼む ………………………………… 馬場璋造

11-012

能性……………………………………………………………………………………… 11-032
第4回

オール電化で設計がより自由に 末光弘和氏と末光陽子氏が訪ねる「Switch!

Station TOKYO」……………………………………………………………………… 12-020

NEWS

宮内嘉久氏が逝去／建築関連 17 団体が地球温暖化対策への提言を発表／第 19 回 AACA

Feu で考える照明設計
第1回

シークエンスでメリハリをつける 「SIA 豊洲プライムスクエア」
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士の関与が完全義務化／第 30 回
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