2011 年 新建築総目次
･････手塚貴晴＋手塚由比／手塚建築研究所 大野博史／オーノ JAPAN

11-079

■作品
住居施設（専用住宅・併用住宅・集合住宅・その他）

柏の葉 147 コモン ･･････････････････････････････････････････････････････

三里屯 SOHO ･･････････････････････････隈研吾建築都市設計事務所

二重螺旋の家 ･････････････････････････････････････････････････････ 百田有希

･･････････････ 竹山聖＋アモルフ オンサイト計画設計事務所

01-084
三輪窯Ⅱ（不走庵）･･････････････････････三分一博志建築設計事務所 01-140
BELLE VUE RESIDENCES ･･･････････････伊東豊雄建築設計事務所 02-062
ヌーヴェル赤羽台 3 〜 7 号棟（B1・B2・C 街区）･ NASCA ＋空間研究所＋日東
設計共同体（3・4 号棟［B1 街区］） 市浦＋ CAt 設計共同体（5 号棟［B2 街区］）
山本・掘アーキテクツ＋みのべ設計共同体（6・7 号棟［C 街区］）･････ 02-072

鴻池組

11-131

＋大西麻貴／ o+h（設計） 矢作昌生／矢作昌生建築設計事務所（監修） 12-069

向ヶ丘第一団地ストック再生実証試験･････････････････････････････････････

No,00 ･･･････････････････････････････････････ドットアーキテクツ 12-077
駒沢の住宅･･･････････････････････････････長谷川豪建築設計事務所 12-084
浅草の町家･･･････････････････････････････長谷川豪建築設計事務所 12-091
キリの家････････････････････････････････ 武井誠＋鍋島千恵／ TNA 12-098
エクスコンテナ・プロジェクト･････････････吉村靖孝建築設計事務所 12-148

･･････ 都市再生機構＋戸田建設グループ（戸田建設 若築建設 京都工芸繊維大学鈴

女川町仮設住宅･････････････････････････････････････････････････････････

木研究室 星田逸郎空間都市研究所 米谷良章設計工房 和田建築技術研究所） 02-083

ボランタリー・アーキテクツ・ネットワーク（VAN） 坂茂建築設計 TSP 太陽 12-153

パークハウス吉祥寺 OIKOS ･････飯田善彦建築工房＋三菱地所ホーム

遠野市仮設住宅 希望の郷「絆」･･････････････････････････ 大月敏雄＋冨安亮

02-089

麻布台パークハウス ････････････････････････････････････ 三菱地所設計（設

輔＋井本佐保里／東京大学高齢社会総合研究機構

計監理）ペリクラークペリアーキテクツ（マスターデザインアーキテクト）02-098

石巻市北上町白浜復興住宅･･･････････････････････････････結設計室

東京アメリカンクラブ ･････････････････････ ペリクラークペリアーキテクツ

南三陸町歌津応急仮設住宅･･･････････････････････････････････････････････

（マスターデザインアーキテクト）三菱地所設計＋竹中工務店（設計監理） 02-106

下北沢 Apartments ＋ Blocks ････････ 小嶋一浩＋赤松佳珠子／ CAt 02-112
御留山ハウス･････････････････････････････川辺直哉建築設計事務所
石神井プリーツ･･･････････････････････････････塚田眞樹子建築設計

02-119
02-125
02-131
02-137
02-144
02-151
02-157

CROSS 小日向 ･･･････････････山代悟＋ビルディングランドスケープ
目黒のテラスハウス･･･････････････････････････ 宮部浩幸／ SPEAC
OTM････････････････････････ 北山恒＋ architecture WORKSHOP
yotsuya tenera ････････････････････小山光＋キー・オペレーション
欅アパートメント････････････････ 澤口直樹＋ 44*TUNE ／吉富興産
KMM3 APARTMENT ･･････････････････････････････････････････････････
･･･････････････････ ベラ・ジュン＋宮内智久 ISSHO 建築設計事務所 02-164
東府中の集合住宅･････････････････････････････････メジロスタジオ 02-170
シモキタハウス････････････････ 伊藤博之建築設計事務所＋ O.F.D.A. 02-176
HHH ･･･････････････････････堀場弘＋工藤和美／シーラカンス K&H 02-182
Villa Vista ･････････････････ SHIGERU BAN ARCHITECTS Europe 03-074
天神山のアトリエ･･･････････････････････････藤野高志／生物建築舎 03-086
HTG ･････････････････････････････ 新関謙一郎／ NIIZEKI STUDIO 03-095

リンデンバウム遠野

･･･････針生承一建築研究所＋宮城県森林組合連合会＋登米町森林組合

12-166
12-172
12-174

学校・研修施設・保育所
NTT 東日本研修センタ 新 5 号館 ･･･････････ NTT ファシリティーズ 03-123
ブリヂストングローバル研修センター･････････････････････････････････････
･･･････････････････････････････････大坪泰＋御手洗僚子／日本設計 03-131
伊予市立翠小学校エコ改修･･･････････････････････上野貴建築研究所
早稲田大学 40 号館

03-163

グリーン・コンピューティング・システム研究開発センター ････

････山下設計（基本設計・設計監修・監理監修） 竹中工務店（設計施工） 04-101
Shiroyama Green Wall ･････････････････････････イイヅカアトリエ 04-105
愛農学園農業高等学校本館再生工事･･･････････････野沢正光建築工房 04-129
宇土市立網津小学校･･･････アトリエ・アンド・アイ 坂本一成研究室 05-054

construction site：宇土市立宇土小学校 ････････････････････････････････････
････････････････････････････････････ 小嶋一浩＋赤松佳珠子／ CAt 05-068
実践学園中学・高等学校 自由学習館 ････････････ 古谷誠章＋ NASCA 05-072

二子玉川ライズ ･･･････････ アール・アイ・エー／東急設計コンサルタント／

Ring Around a Tree ふじようちえん増築 ･････････････････････････････････
･････････････････････････････手塚貴晴＋手塚由比／手塚建築研究所 06-036
梅の里保育園･････････････････････････････竹原義二／無有建築工房 06-050
和田学園･････････････････････････････････竹原義二／無有建築工房 06-060
くらさこ保育所･･･････････････････････窪田勝文／窪田建築アトリエ 06-070
和光小学校・幼稚園改築工事･････････････････中村勉総合計画事務所 06-080
狭山ひかり幼稚園･････････････････････アタカケンタロウ計画事務所 06-088
みどりの保育園･･･････････････････石原健也＋デネフェス計画研究所 06-095

日本設計 設計共同体（設計） コンラン & パートナーズ（デザイン監修） 06-155

こばとこどもえん･･･････････････････････････････････････････････････････

阿佐谷南の集合住宅 HUTCH･･･････････谷内田章夫／ワークショップ

08-040
桜並木の集合住宅･･･････････････････････････若松均建築設計事務所 08-052
用賀十字路の集合住宅･･･････････････････････若松均建築設計事務所 08-062

･･･････山﨑壮一／山﨑壮一建築設計事務所

多摩平の森住棟ルネッサンス事業 たまむすびテラス ････････････････････････

こだま幼稚園子育て支援センター

大森ロッヂ･････････････････････････････････････････････････････････････
･･･････大島芳彦／ブルースタジオ＋天野美紀／アトリエイーゼロサン

03-170
04-050
地面と屋根上の家･････････････････････････････････ SPACESPACE 04-111
K ･･･････････････････････････････････････中原祐二建築設計事務所 05-144
スリランカの住宅･････････････････････････････安藤忠雄建築研究所

リビタ ブルースタジオ

瀬戸健似＋近藤創順／プラスニューオフィス

08-068

名和研二／なわけんジム

06-103

まちの保育園･････････････････････ 谷尻誠／ suppose design ofﬁce 06-109
キッズタウン東十条保育園･････････････････田口知子建築設計事務所

06-116

＜内＞と＜外＞の間 XIX ･････････････････

･････････････ 入江正之・入江高世＋早稲田大学入江正之研究室・DFI 06-123

プロジェクト：観月橋団地再生計画 ･･･････ 都市再生機構（事業計画） 馬場正尊／

日本女子大学附属豊明幼稚園･････････････････････････････････････････････

OpenA DG コミュニケーションズ＋星田逸郎空間都市研究所（設計） 08-078
YS BLD. ････････････････････････････････････････青木茂建築工房 08-082
世田谷フラット ･･･ 苅部寛子建築設計事務所＋成瀬・猪熊建築設計事務所 08-091
Casa Dourada ･･･････････････････････････････ 宮部浩幸／ SPEAC 08-098
駒沢公園の家･･････････････････････････ 今村水紀＋篠原勲／ miCo. 08-105
LUZ 白金 ････････････････････････････････川辺直哉建築設計事務所 08-113
kap ･････････････････････駒田剛司＋駒田由香／駒田建築設計事務所 08-121
萩塚の長屋･････････････････････････････････藤野高志／生物建築舎 08-129
HOUSING S ･････････････････････････････藤村龍至建築設計事務所 08-137
ISANA ･･････････････････････････････････････････････ニコ設計室 08-145
白蓮居･･･････････････････････････浅利幸男／ラブアーキテクチャー 08-153
ヤクモアパートメント･････････････ 白子秀隆建築設計事務所＋ OUVI 08-160

･･････ 日本女子大学住居学研究室（基本計画・監修） 戸田建設（設計） 06-130
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･････････････････････････････････････････････････････････長澤泰

09-087

ストックを活かすディテール ･･･････

環境の継承と更新 ･･･････････････････････････

特集：広がる木造の可能性 ･･･････････････････････････････････････

緊急特集：東北地方太平洋沖地震･･･････中田千彦

佐藤敏宏

和田章

特集：再生へのアプローチ──建築改修の手法 ･･････････････････････
特集：地域に根ざす病院──利用者が変える病院づくり ･･･････････････
特集：東日本大震災── 3.11 から 50 日 ･･･････････････････････････
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02-057
03-148
04-011
04-119
04-155
05-030

･･･････････････････････････････････････････････････････門脇耕三
東京デザイナーズウィーク 2011，デザインタイドトーキョー 2011 ･･･
レポート：人と人が繋がる場として･･･････････････････････成瀬友梨
被災地と建築家を結ぶプラットフォーム アーキエイドの復興支援磯達雄
利用権の共同化による復興･････････････････････････････西郷真理子
仮設のトリセツを通して 建築との関わり方 ････････････････岩佐明彦
分煙空間のデザイン 虎ノ門タワーズオフィス リフレッシュスペース ･･･

11-147
12-022
12-024
12-122
12-152
12-176
12-196

特集：保育のための空間──子どもの活動を引き出す保育施設（幼稚園・保育所・こ
ども園他）の試み ･･･････････････････････････････････････････････

06-035
08-038
特集：利用者に応える医療・福祉施設 ･････････････････････････････ 10-137
特集：周囲と呼応する学校のつくり方 ･････････････････････････････ 11-151
特集：集合住宅特集

20 housing solutions ──新たな住空間の手法 ････

特集：仮設による地域の拠点 東日本大震災から 9 カ月──協働から生まれる建築の姿

･･･････････････････････････････････････････････････････････････

12-106

■本文記事
建築論壇
自由な建築 既存の概念から解き放たれた先にあるもの ･･･････石上純也

01-042

■連載
Feu で考える照明設計

Feu で考える照明設計 第 2 回 明るさを抑えて高級感を演出「ラ・トゥール
代官山」
･････････････････････････････････････････ 日建設計（設計） 02-022
Feu で考える照明設計 第 3 回 子どものための柔らかな照明「ブローテ大倉
山」
･････････････････････････････････････････････ 東急建設（設計） 04-020
Feu で考える照明設計 第 4 回 コミュニケーションを誘発する照明「中央大
学 多摩キャンパス 5・6・7 号館ホール」･･････････････････････････････････
･････････････････････････････････ 石本建築事務所（コンサルタント） 06-028
Feu で考える照明設計 第 5 回 構造・設備と一体となった照明「アイシン・エィ・
2011| 総目次 |
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ダブリュ 技術センター」････････････････････ アイシン開発・山下設計・清水
建設・高砂熱学工業（設計） 岩井達弥光景デザイン（照明設計協力）

08-024

Feu で考える照明設計 第 6 回 上下配光で明るさ感を確保して省エネを実現「協
和医科器械本社」
････････････････････････････････････････････････････････
････ エー・アンド・エー総合設計（設計）岡村製作所（コンサルタント） 11-016

インコンペティション 2010 結果発表 ･････････････････････････････ 04-017
2011 年日本建築学会賞発表──作品賞は「東京大学数物連携宇宙研究機構
棟」で大野秀敏氏，
「犬島アートプロジェクト『精錬所』
」で三分一博志氏，
「IRONHOUSE」で椎名英三氏，梅沢良三氏／ 2011 年プリツカー賞をエドゥア
ルド・ソウト・デ・モウラ氏が受賞／ UIA2011 東京大会プログラム変更し開催
へ／多木浩二氏が逝去／くまもとアートポリス熊本県立球磨工業高校管理棟改築
設計の最優秀賞にワークステーション他／水谷俊博氏が前橋市美術館（仮称）プ

■一般記事

ロポーザルコンペティションで最優秀賞に／ InterMedia・SUEP 設計共同体が

ESSEY

コンテクストは受け入れるよりほかない ?
ムクドリ

･･･････････････岡田利規

･･･････････････････････････････････････････桐敷真次郎

コンピューテーショナルデザインと自然
安心できる都市

･････････････････濱野慶彦

･･･････････････････････････････････････尾島俊彦

バイオの時代──最後の選択 ･････････････････････････････舩岡正光
俳優の自由

･･･････････････････････････････････････････岡田利規

日本は世界のまほろば

･････････････････････････････････尾島俊雄

森林 そこは雄大な物質とエネルギーの流れの場

･･････････舩岡正光

01-011
01-013
03-018
03-019
05-017
05-019
06-015
07-015

嬉野市公共施設プロポーザルコンペ最優秀者に／大西隆氏，西郷真理子氏らが

MIPIM Awards 2011 最優秀賞／政府が東日本大震災復興構想会議を設置／大
和リース 災害救援ユニット公開 ･･････････････････････････････････ 05-011
東京建築士会住宅建築賞発表／古谷誠章氏に第 67 回日本芸術院賞／ UIA ゴール
ドメダルにアルヴァロ・シザ氏，オーギュスト・ペレ賞に坂茂氏／大阪府建築士
会第 57 回大阪建築コンクール発表／第 2 回 JIA 中国建築大賞 2010 受賞者発表
／歌舞伎座建て替え計画の外観デザイン発表／橋本文隆氏が逝去／「特別オープ
ンデスク」の被災地建築学生受け入れ報告／建築研究所が東日本大震災の調査研

すべてを失い，もう何も怖いものはない──吉里吉里国「復活の薪」をつくり出す

究速報を公開／北海道・震災支援けんちく隊が設立／工学院大学が「村」再生プ

力── ･････････････････････････････････････････････････中村政人

ロジェクトを立ち上げ／安藤忠雄氏らが桃・柿育英会 東日本大震災遺児育英資

08-019
持続社会のスタンダード──環境規格 ･････････････････････舩岡正光 09-017
祭りの復活が街の復興を加速させる ･･････････････････････中村政人 10-015
新しい持続的工業ネットワーク ･･････････････････････････舩岡正光 11-015

「無目的」な箱が誘発する創造性 メタユニット M1 プロジェクト ･･･････････････
･･･････････････････････････････････････････････････････中村政人

12-017

金を設立／福島県，岩手県応急仮設住宅の事業者選定／横浜市がマスタープラン
改定に向けた提言を発表･････････････････････････････････････････

06-011

和田章氏が日本建築学会新会長に就任／第 22 回 JSCA 賞発表──作品賞に「国
際教養大学図書館棟」で山田憲明氏，
「みなとみらいセンタービル」で有山伸之
氏／香山壽夫建築研究所が「東広島市市民ホール（仮称）」の設計者に／上州富
岡駅舎設計提案競技公開 2 次審査開催／復興基本法が成立，復興庁の早期設置を

COLUMN

土地の気風を維持する建築

明記／被災 3 県で進む復興計画案／東日本大震災調査発表会／安部良氏が WAN
香港大学西沢立衛氏特別講演会レポート･････････

04-027

Awards 21 for 21 を受賞／柄沢祐輔氏が英国 D&AD 賞の Spatial Design 部門
を受賞／東京都が 46 のトップレベル事業所を認定／大林組が伝統木造の耐震性

伊東豊雄建築設計事務所設立 40 年記念パー

を高める「スーパー板壁工法」を開発／東京スカイツリーのライティングがオー

･･･････････････････････････････････････････････マイケル・ココラ
演歌で登場：ジョイとシリアスさと

ティレポート･･･････････････････････････････････････････小嶋一浩

04-182
デザインの可能性を広げる日本の技術力 TOTO 2011 年水回り国際見本市「ISH
（International Sanitary and Heating）」レポート ･･････････････編集部 05-026
LEARNING WITHOUT TEACHING 創立 20 周年を迎えたベルラーへ・イン
スティテュート ･･･････････････････････････････････････小澤丈夫 06-017
BIM 以降を見据えて「ビルディング・デザイン・スイート プレゼンテーション
@ アメリカ・ウォルサム ･･････････････････････････････････編集部 06-018
4m の製材で 7.2m スパン床をつくる 2011 年東大五月祭「住宅用流通国産材
を用いた大スパン 2 階床システムの技術開発コンペ」･･･････稲山正弘 07-018

ル LED に ･････････････････････････････････････････････････････

07-011

第 23 回高松宮殿下記念世界文化賞──建築部門はリカルド・レゴレッタ氏が受
賞／伊丹潤氏が逝去／第 6 回日本構造デザイン賞発表──受賞は和田章，大野博
史，
鈴木啓の 3 氏に／第 15 回甍賞受賞者発表／柏の葉キャンパスシティのスマー
トシティ実現に向けた取り組みが本格化／日建設計が APEC 低炭素都市検討プ
ロジェクトの覚書を締結／石巻市木造住宅 @ 宮城県石巻市／番屋プロジェクト @
宮城県南三陸町／ unicef 幼稚園・保育園再建支援プロジェクト @ 宮城県南三陸町
他／木造仮設集会施設ロハス計画 @ 岩手県本宮市／どんぐりハウス建設 @ 岩手
県大船渡市／第 52 回 BCS 賞発表──本賞 13 件，特別賞 2 件を選出／「仮設住

東京とロサンゼルスの住宅建築の現在 リトル・トーキョー・デザイン・ウィーク，

宅にクオリティを！」･･･････････････････････････････････････････

参加レポート ･･･････････････････････････････････････････馬場正尊

09-019
文化体験の場を街に植え込む 漱石山房復元プロジェクト ･･････中川武 09-021

上州富岡駅舎設計提案競技結果発表──最優秀賞に武井誠＋鍋島千恵 /TNA ／

復興に寄り添う建築の力 石巻アーキエイド・サマーキャンプレポート ････････

に／無有建築工房と乾久美子建築設計事務所がボーダレス・アートミュージア

･･･････････････････････････････････････････････････････石塚直登 09-023
Open Helsinki! デザインによる社会問題へのアプローチ ････････編集部 11-018

ム 3 館の設計者に／山本理顕設計工場が（仮称） 西部地域複合施設豊島区複合

08-011

コンテンポラリーズが逗子市地域活動センタープロポーザルコンペの最優秀者

施設基本設計業務プロポーザルで最優秀賞受賞／デダロ・ミノッセ国際建築賞

2010/2011 発表――窪田建築アトリエの「F-HOUSE」が審査員特別賞受賞／鈴

OBITUARY

追悼 大髙正人──新しい都市と建築への夢

木エドワード氏が「下鴨の家」でグリーン・グッドデザイン賞受賞／新居千秋都
････････････････槇文彦

03-014
追悼 大髙正人──建築家 大髙正人さんを偲ぶ ･･････････････藤本昌也 03-015

市建築設計が「大船渡市民文化会館・市立図書館」で国際建築賞 2011 を受賞／
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が登録有形文化財に認定／アサヒビール西宮工場跡地でスマートシティ構想／国
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