2012 年 新建築総目次
ビーフンデザイン＋ EANA 名和研二／なわけんジム 08-137

■作品
住居施設（専用住宅・併用住宅・集合住宅・その他）

Gridie（街道沿いの集合住宅）………………………………………………………………………

メム メドウズ ……………………………………… 隈研吾建築都市設計事務所 01-044

………………………… 若松均建築設計事務所＋タカギプランニングオフィス 08-143

夢尋蔵……………………………………………………………………………… 長岡勉＋田中

M's CORE ………… 棚橋廣夫＋エーディーネットワーク建築研究所 JSD 08-150

正洋／ POINT ＋ OUVI（基本設計） POINT ＋ OUVI ＋成島建築設計（実施設計） 01-128

志木の杜レジデンス…… 長谷工コーポレーション エンジニアリング事業部 08-158

SKELETON HOUSE

ヨーロッパハウス……………………………………………………… ADPI Ingénierie（AD

JX 汐見台アパート 2301 号棟…………………………………… ブルースタジオ 08-166

PI）（コンセプトデザイン・基本設計） 大成建設一級建築士事務所 ／ ADPI （設計） 02-055

東京ガス磯子社宅 エスペランサ磯子 A 棟……………………………………… 小玉祐一郎

矢来町のアトリエ……………………………………… 小川広次建築設計事務所 02-064

／エステック計画研究所（設計監修）

D アパートメント（CASA 小治郎） ……………………………………………………………

グリーンネットの集合住宅…………………………………… studio A ／諸角敬 08-183

…………………………香川貴範＋岸上純子 ／ SPACESPACE ＋オーノ JAPAN 02-075

BREEZE ……………………………………… 井手孝太郎／アールテクニック 08-189

東京ガス＋ NTT ファシリティーズ（設計） 08-174

maglia jiyugaoka ………………………………………… 篠原聡子／空間研究所 02-083

M アパートメント ………………………………… 岩田伸一郎建築設計事務所 08-195

逗子のアパートメント…………………………… K2YT ／小池啓介＋山本匠一郎 02-090

アークヒルズ仙石山森タワー……………………………………………… 森ビル 11-174

呑川緑道の集合住宅……………………………………… 若松均建築設計事務所 02-097

Water/Cherry ……………………………………… 隈研吾建築都市設計事務所 12-050

観月橋団地再生計画……………………………………………………………… 都市再生機構

イズ・ブックカフェ……………………………………………… アトリエ・ワン 12-078

馬場正尊 ／ OpenA

星田逸郞空間都市研究所 ＋ DG コミュニケーションズ 02-106

Coil ……………………………………………………… 平田晃久建築設計事務所 12-086

THE SHARE ……………………………… リビタ（総合企画・監修） ジーク（設計） 02-114

西都教会……………………………………………………… 魚谷繁礼建築研究所 12-102

海老塚の段差……………………………………………403 architecture［dajiba］ 02-121
木造賃貸アパート再生ワークショップ 2011 …………………………………………………
…………………………………………… 木造賃貸アパート再生ワークショップ 02-129
すごろくオフィス……………………………………… 大建 met なわけんジム 02-136

学校施設（保育園・幼稚園・こども園・小中高大学・その他）

国立音楽大学新 1 号館 ……………………………………………… 松田平田設計 03-097

メタル シャッターハウス ………………………………………………………………………

高野口小学校校舎改修・改築……………………………………………………………………

…………………… 坂茂建築設計 SHIGERU BAN ARCHITECTS AMERICA 02-144

… 和歌山大学本多・平田建築設計ゼミ NPO 法人環境創造サポートセンター 03-108

プロジェクト：MINA

GARDEN 十日市場 ………………………………………………………

東京農業大学新世田谷キャンパス新 1 号館 …………………………………………………

…………………… ナイス・飯田喜彦建築工房・岡山建設設計建設共同企業体 02-152

……………………………………… 山本茂義＋伊藤彰彦＋小塩智也／久米設計 03-071

CIRCO ……………………… 渡辺真理＋木下庸子＋山口智久／設計組織 ADH 02-154

まちの保育園…………………………………………… 宇賀亮介建築設計事務所 04-086

北浦和 VALLEY………………………………………… 川辺直哉建築設計事務所 02-161

天美保育園……………………………………………………… 菅匡史建築研究所 04-098

四谷の集合住宅…………………………… 北山恒＋ architecture WORKSHOP 02-168

聖光緑が丘保育園……………………………………… アマテラス都市建築設計 04-106

凸ハウス…………………………………………… 柳澤潤／コンテンポラリーズ 02-174

むさしの幼稚園……………………………………………………宮里龍治アトリエ

都立大学テラス………………………………… 室伏次郎／スタジオアルテック 02-181

日本ユニセフ協会

プロジェクト：プラウドタワー東雲キャナルコート

大林組一級建築士事務所 02-188

04-113

幼稚園保育園再建プロジェクト…………………………………………

…………………………………………… 手塚貴晴＋手塚由比／手塚建築研究所

04-121

AKASAKA K-TOWER ………………………………………… KAJIMA DESIGN 03-030

プロジェクト：あさひ幼稚園

潜水士のためのグラス・ハウス…………………………………………………………………

……… 手塚貴晴＋手塚由比／手塚建築研究所

…………… 中薗哲也／ナフ・アーキテクト & デザイン 名和研二／なわけんジム 03-054

プロジェクト：石巻市立井内保育所

栄福寺プロジェクト（演仏堂・納経棟）…………………… 白川在建築設計事務所 03-089

………… 伊藤喜三郎建築研究所＋メックデザインインターナショナル共同体

04-125

はなれ………………………………………………… 長坂常／スキーマ建築計画 04-048

プロジェクト：気仙沼市立南気仙沼小学校学童保育施設

… 薩田建築スタジオ

04-126

Y 邸 ……………………………………………………… 中山英之建築設計事務所 06-098

アトリオとねやま保育園……………………………… 竹原義二／無有建築工房 04-130

内田洋行 THE PLACE for Change Working ………………………………………………

えいの里保育園………………………………………… 岩田章吾建築設計事務所

04-137

…………………………………………… 久米設計 パワープレイス 内田洋行 06-151

緑の詩保育園……………………………………… 仙田満＋環境デザイン研究所

04-144

NAKANO CENTRAL PARK SOUTH ……………………… KAJIMA DESIGN 07-110

昭島すみれ幼稚園………………………………… 仙田満＋環境デザイン研究所

04-152

Treform ……………………………………………………………………………………………

神蔵学園 町田ことば幼稚園

ひかりの広場 ……………………… エトルデザイン

04-156

千葉学建築計画事務所＋小川晋一都市建築設計事務所＋西沢立衛建築設計事務所 08-042

神蔵学園 町田ことば幼稚園

ART ANNEX KOBATO …………… エトルデザイン 04-160

豊崎長屋（南長屋・北終長屋）…………………… 大阪市立大学 竹原・小池研究室 08-055

いづみ保育園…………………………………………… アーキテクチャー・ラボ

SHAREyaraicho ……………… 篠原聡子／空間研究所＋内村綾乃／ A studio 08-064

よしみけやき保育所……………………………………………………… 平安設計 04-172

MINA GARDEN 十日市場 ………………………………………………………………………

共愛学園前橋国際大学 4 号館

…………………… 飯田善彦 小林克弘（マスターアーキテクト） ナイス・飯田善彦建築工

帝京大学小学校………………………… 隈研吾＋日本設計／小泉治・藤田雅義 05-065

房 横河健＋永尾達也／横河設計工房 ユー・アール・ユー総合研究所（設計） 08-073

宇土市立宇土小学校……………………………… 小嶋一浩＋赤松佳珠子／ CAt 08-177

ゆいま～る那須………………… 瀬戸健似＋近藤創順／プラスニューオフィス 08-082

近畿大学 33 号館・39 号館 ……………………………… NTT ファシリティーズ 09-068

……………………………………………………………………
今川憲英／ TIS&PARTNERS 04-122

……………………………………………………………

04-166

KYOAI COMMONS … 乾久美子建築設計事務所 05-040

うめこみち………………………………………………………… ブルースタジオ 08-089

東京工業大学

Soil ………………………………………… 石田敏明＋石田敏明建築設計事務所 08-096

… 東京工業大学

PWP 研究会／ケーススタディ 01 大森の長屋 ………………………………………………

原学研究室（デザインアーキテクト） 東京工業大学施設運営部

グリーンヒルズ 1 号館 …………………………………………………………
環境エネルギー機構（基本構想） 塚本由晴研究室

竹内徹研究室

伊

日本設計（設計） 05-164

…………… 石田敏明＋石田敏明建築設計事務所（設計） 積水ハウス（企画協力） 08-101

石巻の鐘楼……………………………………………… 長谷川豪建築設計事務所 06-084

PWP 研究会／ケーススタディ 02 武蔵府中の長屋 …………………………………………

Peanuts …………………………………………………………… 前田圭介／ UID 06-108

…………… 石田敏明＋石田敏明建築設計事務所（設計） 積水ハウス（企画協力） 08-102

東京電機大学 東京千住キャンパス（100 周年記念キャンパス） 槇総合計画事務所 07-097

コマツナギテラス……………………………………… 佐藤光彦建築設計事務所 08-105

プロジェクト：早稲田大学中野国際コミュニティプラザ

沼袋の集合住宅……………………………………………………………………………………

プロジェクト：
（仮称）帝京平成大学中野キャンパス ……………………

………… 谷尻誠／ SUPPOSE DESIGN OFFICE ＋大野博史／オーノ JAPAN 08-114

プロジェクト：明治大学中野キャンパス整備計画

阿佐ヶ谷のスプリット………………………………………………………………… フジワラ

千葉大学 アカデミックリンク …………………………………………………………………

…… 石本建築事務所

07-124

日本設計

07-124

……………… 三菱地所設計

07-124

テッペイアーキテクツラボ（意匠設計・監理） ミサワホーム東京（設計・施工監理） 08-122

………………… 千葉大学キャンパス整備企画室・施設環境部

GARAGE SPEC 武蔵小山 ………………………………………………………………………

金沢工業大学 21 号館 …………………… 水野一郎・蜂谷俊雄＋金沢計画研究所

10-174

………… 筏真司／イカダ・デザイン・アトリエ 清水俊貴／清水建築設計店 08-130

立教大学本館（1 号館／モリス館）………………………………………… 日本設計

09-166

佐藤総合計画

09-152

2012| 総目次 |

001

東京大学（駒場Ⅰ）21KOMCEE …………………………………………………………………
東京大学キャンパス計画室・同施設部

建築都市デザイン研究所

類設計室 09-172

東北大学片平キャンパス 都市・建築学専攻仮設校舎 カタヒラ・テン ……………………

舞台・劇場・映画館
由利本荘市文化交流館

カダーレ……………………… 新居千秋建築都市設計 07-135

静岡市清水文化会館…………… 槇総合計画事務所・大成建設設計共同企業体 11-148

………………………………………………………………………………… 石田壽一＋東北大
学工学研究科キャンパスデザイン復興推進室（設計監修） 大和リース（実施設計） 09-177
プロジェクト：東北大学青葉山東キャンパス 被災建物改築計画 ……………………………

図書館

………………………東北大学工学研究科キャンパスデザイン復興推進室（監修） 09-182
あさひ幼稚園………………………………………………………………………………………

千代田区立 日比谷図書文化館 リニューアル ………… 保坂陽一郎建築研究所 03-140

……… 手塚貴晴＋手塚由比／手塚建築研究所

由利本荘市文化交流館

今川憲英／ TIS&PARTNERS 10-073

佐賀「わいわい！！コンテナ」プロジェクト … 西村浩／ワークヴィジョンズ 05-086
カダーレ……………………… 新居千秋建築都市設計 07-135

ふじ幼稚園…………………………………………………………………………………………

オガールプラザ……………………… 近代建築研究所＋中居敬一都市建築設計 09-111

……… 手塚貴晴＋手塚由比／手塚建築研究所

明治大学創立 130 周年記念和泉図書館 ………………………… 松田平田設計

今川憲英／ TIS&PARTNERS 10-082

09-143

東京大学伊藤国際学術研究センター……………………… 香山壽夫建築研究所 11-080
東京大学法学部 3 号館校舎（増築・改修） 東京大学施設部

香山壽夫建築研究 11-090

工学院大学 125 周年記念総合教育棟 ………………………千葉学建築計画事務所

12-062

事務所・庁舎

山鹿市立山鹿小学校…………………… 工藤和美＋堀場弘／シーラカンス K&H 12-123

証大ヒマラヤセンター…………………………………………… 磯崎新アトリエ 01-066

長岡市立和島小学校 …………… 長岡造形大学

後藤設計室・アーキシップ帆

12-131

鹿島 KI ビル ZEB 化改修プロジェクト ……………………… KAJIMA DESIGN 01-135

大田原市立黒羽中学校 ………………………………………… 都市環境建築設計所

12-139

鹿島技術研究本館研究棟……………………………………… KAJIMA DESIGN 01-139

長岡市立宮内中学校 …… 木村博幸／長岡市建築設計協同組合（長建設計事務所） 12-146

竹中工務店東京本店社屋改修……………………………………………竹中工務店

尾鷲小学校・尾鷲幼稚園………………………………………… 伊藤恭行／ CA n 12-153

R-90 竹中技術研究所改修 …………………………………………… 竹中工務店 01-146

つるぎ町立半田小学校改修…………………………… 多田善昭建築設計事務所

12-161

新宿センタービルリニューアル計画…………………大成建設一級建築士事務所

01-150

高松市立高松第一小学校・高松第一中学校……………………… 佐藤総合計画

12-168

プロジェクト：長生の家 “森の中のオフィス”…………………………… 清水建設

01-162

東京国際フランス学園…………………… 山下設計＋赤堀忍／イトレス &ACD 12-174

01-146

TODA BUILDONG 青山 ……………………………………………… 戸田建設 01-171

MIHO 美学院中等教育学校………………………………………………………………………

ヨーロッパハウス………………………………………………………… ADPI Ingénierie（A

……… I. M. Pei Architect ＋ io Architects LLP ＋小笠原正豊建築設計事務所 12-182

DPI）（コンセプトデザイン・基本設計） 大成建設一級建築士事務所／ ADPI（設計） 02-055

THE SHARE ……………………………… リビタ（総合企画・監修） ジーク（設計） 02-114
すごろくオフィス……………………………………… 大建 met なわけんジム 02-136

美術館・博物館・史料館

AKASAKA K-TOWER ………………………………………… KAJIMA DESIGN 03-030

証大ヒマラヤセンター…………………………………………… 磯崎新アトリエ 01-066

A・O・I 小野屋漆器店 ………………………… 伊坂重春／伊坂デザイン工房 03-074

ブルームバーグ・パヴィリオン…………………………平田晃久建築設計事務所 01-104

POOL-SIDE ……………………………………………… 若松均建築設計事務所 03-132

東洋文庫…………………………………………………………………三菱地所設計

01-120

大多喜町役場……………………………………………… 千葉学建築計画事務所 04-032

カモ井加工紙第三攪拌工場資料館…………………… 武井誠＋鍋島千恵／ TNA 05-097

浅草文化観光センター……………………………… 隈研吾建築都市設計事務所 05-054

東京都美術館改修工事……………………………………… 前川建築設計事務所

05-121

佐賀「わいわい！！コンテナ」プロジェクト … 西村浩／ワークヴィジョンズ 05-086

ヤオコー川越美術館（三栖右嗣記念館）………………… 伊東豊雄建築設計事務所

05-130

東京スカイツリー ® 東京スカイツリータウン ® …………………… 日建設計 06-038

黄檗山萬福寺第二文華殿……………………………………………… 竹中工務店

05-139

日本デザインセンター………………………………… 長谷川豪建築設計事務所 06-090

東京スカイツリータウン ® …………………… 日建設計 06-038

TAWA ＼ HAKUHODO MEDIA ARTS LAB ジュリアナ跡地のオフィス …………………

せんぐう館 ……………………… 粟生明＋粟生総合計画事務所 06-075

…………………………………………………………… 吉村靖孝建築設計事務所 06-144

東京スカイツリー ®
式年遷宮記念

鈴木大拙館……………………………………… 谷口吉生／谷口建築設計研究所 09-051

THE SCAPE(R) …………………………………… 成瀬・猪熊建築設計事務所 06-162

横浜三井ビルディング………………………… 亀井忠夫＋中村晃子／日建設計 09-080

ウッドスクェア……………………………………………………………………………………

大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ 2012 …………………………………………

………… ジェイアール東日本建築設計事務所

みかんぐみ＋神奈川大学曽我部研究室 アトリエ・ワン＋東京工業大学塚本研究室 原広

清水建設本社……………………………………………………………… 清水建設 07-044

司＋アトリエ・ファイ建築研究所

アンドリュー・バーンズ・アーキテクト 他 10-064

パレスホテル東京 パレスビル…………………………………… 三菱地所設計 07-061

五島美術館 改修 ………………… 堀越英嗣（デザイン監修） 清水建設（設計施工） 11-102

丸の内永楽ビルディング…………………………………………… 三菱地所設計 07-071

11-126

渋谷ヒカリエ………………… 日建設計・東急設計コンサルタント共同企業体 07-078

竹原義二／無有建築工房 しば設計室 11-133

NAKANO CENTRAL PARK SOUTH …………………………… KAJIMA DESIGN 07-110

みずのき美術館……………………………………………乾久美子建築設計事務所
藁工ミュージアム アートゾーン藁工倉庫

ポウハウス一級建築士事務所 06-172

鞆の津ミュージアム………………………………………竹原義二／無有建築工房

11-138

NAKANO CENTRAL PARK EAST ………………………………………戸田建設 07-118

六町ミュージアム フローラ …………… 横河健＋永尾達也／横河設計工房

12-094

アオーレ長岡……………………………………………… 隈研吾建築設計事務所

07-125

空屋町屋プロジェクト………………………………………… バスアーキテクツ

07-144

第一生命新大井事業所…………… 第一生命保険（全体総括） 竹中工務店（設計） 07-167

ギャラリー・スタジオ・ショールーム

BREEZE ……………………………………… 井手孝太郎／アールテクニック 08-189

矢来町のアトリエ……………………………………… 小川広次建築設計事務所 02-064

町田市新庁舎…………………………………………………… 槇総合計画事務所 09-069

London Gallery ………………………… 新素材研究所 杉本博司＋榊田倫之 03-122

横浜三井ビルディング………………………… 亀井忠夫＋中村晃子／日建設計 09-080

浅草文化観光センター……………………………… 隈研吾建築都市設計事務所 05-054

釜石市商店街「みんなの家・かだって」 伊東豊雄建築設計事務所＋伊東建築塾 09-138

東京スカイツリー ®

東京スカイツリータウン ® …………………… 日建設計 06-038

小さな屋根群の体験交流工房／わらし… 本多友常／和歌山大学

アール企画

06-123

オージー技研 九州支店 …………………………………………………………………………
…………… 手塚貴晴＋手塚由比／手塚建築研究所

大野博史／オーノ JAPAN

10-083

FabCafe ……………………………………………… 成瀬・猪熊建築設計事務所 06-163

JP タワー …………………………………………………… 三菱地所設計（設計） マフィー

旧澤村邸改修…………… 山中新太郎＋落合正行／山中新太郎建築設計事務所 09-093

／ ヤーン （提携建築家）

オージー技研 九州支店 …………………………………………………………………………

江東区庁舎耐震補強………………………………………………………竹中工務店 11-096

…………… 手塚貴晴＋手塚由比／手塚建築研究所

中川政七商店旧社屋増築………………………………… 吉村靖孝建築設計事務所 11-110

大野博史／オーノ JAPAN

10-083

隈研吾建築都市設計事務所 （商業共用部内装デザイン） 11-068

東京駅丸の内駅舎保存・復原…………………… 東日本旅客鉄道（プロジェクト総括） ジェ

明治安田生命新東陽町ビル………………………………………………竹中工務店

11-164

イアール東日本建築設計事務所

アークヒルズ仙石山森タワー………………………………………………… 森ビル

11-174

ジェイアール東日本コンサルタンツ （設計） 11-036

JP タワー …………………………………………………… 三菱地所設計（設計） マフィー
／ ヤーン （提携建築家）

隈研吾建築都市設計事務所 （商業共用部内装デザイン） 11-068

JA 東京むさし本店 ………………………………丸目明寛＋宇川雅之／久米設計 11-182
森のオフィス……………………………………………………………………………… SUGA

京浜急行電鉄黄金町高架下新スタジオ＋かいだん広場………………………………………

WARADAISUKE（基本設計） SUGAWARADAISUKE ＋北村組付属（実施設計） 12-110

……………… 横浜市＋黄金町エリアマネジメントセンター（基本構想・基本計画） 柳

キシル本社………… すわ製作所＋エス・デー・ジー（S.D.G）建築設計事務所 12-116

澤潤／コンテンポラリーズ
ークステーション

宮晶子＋三木真平／ STUDIO 2A 高橋晶子＋高橋寛／ワ

小泉雅生／小泉アトリエ

西倉潔／西倉建築事務所（設計） 11-116

JA 東京むさし本店 ………………………………丸目明寛＋宇川雅之／久米設計 11-182

商業施設

代官山 蔦屋書店 …… クライン ダイサム アーキテクツ／アール・アイ・エー 01-112
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証大ヒマラヤセンター…………………………………………… 磯崎新アトリエ 01-066

環境・建築研究所／東利恵（設計） オンサイト計画設計事務所（ランドスケープ） 02-075

D アパートメント（CASA 小治郎）…………………………………………………………………

東京駅丸の内駅舎保存・復原…………………… 東日本旅客鉄道（プロジェクト総括） ジェ

………………………… 香川貴範＋岸上純子／ SPACESPACE ＋オーノ JAPAN

イアール東日本建築設計事務所

02-075

AKASAKA K-TOWER ………………………………………… KAJIMA DESIGN 03-030

ジェイアール東日本コンサルタンツ （設計） 11-036

明治安田生命新東陽町ビル………………………………………………竹中工務店

11-164

52 ……………………………………… 谷尻誠／ SUPPOSE DESIGN OFFICE 04-056
佐賀「わいわい！！コンテナ」プロジェクト … 西村浩／ワークヴィジョンズ 05-086
東急プラザ

表参道原宿……… 中村拓志／ NAP 建築設計事務所＋竹中工務店 05-148

結婚式場・葬儀場・火葬場

道の駅池田温泉………………………………………… 大建 met なわけんジム 05-156

トタンの葬儀場…………………………………………………… 出江建築事務所 03-082

東京スカイツリー ® 東京スカイツリータウン ® …………………… 日建設計 06-038

広島市西風館…………… 日総建・車田建築設計事務所・広建コンサルタンツ 04-064

神宮前ビルディング…………………………………………………… 中央アーキ

パレスホテル東京 パレスビル…………………………………… 三菱地所設計 07-061

06-128

YOTSUBAKO …………………………………………………………………………… MOU
NT FUJI ARCHITECUTS STUDIO（基本設計・実施設計）＋ 大成建設（実施設計） 06-136
りくカフェ…………………………………………………………………………………………
… 陸前高田まちのリビングプロジェクトチーム＋成瀬・猪熊建築設計事務所

06-158

医療施設・福祉・厚生施設

森の中のクリニック／鹿島内科……………… 小川晋一郎都市建築設計事務所

03-163

FabCafe ……………………………………………… 成瀬・猪熊建築設計事務所 06-163

東京マザーズクリニック……………………………… 伊東豊雄建築設計事務所 03-171

ウッドスクェア……………………………………………………………………………………

コートローレル・にしくぼ診療所……………………… 渡部和生／惟建築計画 03-177

………… ジェイアール東日本建築設計事務所
パレスホテル東京

ポウハウス一級建築士事務所 06-172

港区みなと保健所………………………………………… 中村勉総合計画事務所 05-174

パレスビル…………………………………… 三菱地所設計

07-061

M's CORE …………棚橋廣夫＋エーディーネットワーク建築研究所 JSD 08-150

丸の内永楽ビルディング…………………………………………… 三菱地所設計

07-071

金沢工業大学 21 号館 ………………… 水野一郎・蜂谷俊雄＋金沢計画研究所 09-160

渋谷ヒカリエ………………… 日建設計・東急設計コンサルタント共同企業体 07-078

ドナルド・マクドナルドハウス・東大………………… 横河健／横河設計工房 09-160

NAKANO CENTRAL PARK SOUTH ……………………… KAJIMA DESIGN 07-110

まちだ正吉苑……………………………………………………………… 第一工房 10-112

NAKANO CENTRAL PARK EAST ………………………………………戸田建設 07-118

最上町の特別養護老人ホーム 紅梅荘 …………………………………みかんぐみ 10-118

由利本荘市文化交流館

07-135

リハビリセンター白鳥…………………………………………………… 大建 met 10-126

M アパートメント ………………………………… 岩田伸一郎建築設計事務所 08-195

帝京大学医学部附属病院・帝京大学板橋キャンパス大学棟本館……… 石本建築事務所・

横浜三井ビルディング………………………… 亀井忠夫＋中村晃子／日建設計 09-080

山下設計共同企業体（病院棟）

オガールプラザ…………………………近代建築研究所＋中居敬一都市建築設計 09-111

福岡大学病院新診療棟……………… 高橋正泰＋利田純一＋塩崎創／日本設計 10-144

カダーレ……………………… 新居千秋建築都市設計

山下設計・石本建築事務所共同企業体（大学棟） 10-134

メディカルコートあやめ池………………………………………………………………………

放射線医学総合研究所……………………………………………………………………………

………………………… 入江正之・入江高世＋早稲田大学入江正之研究室・DFI 10-183

…………………… 新治療研究棟

TORAYA TOKYO ………………………………………… 内藤廣建築設計事務所 11-058

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター…………………………………………………………

高橋正泰＋村山純二＋武田新平／日本設計 10-153

プロジェクト ：東京駅八重洲開発中央部グランルーフ ………………………………………

……………………………………… 三菱商事（総合元請） 竹中工務店（設計施工） 10-160

………………………………………………………… 東京駅八重洲開発設計企業体（日建設計

新松戸中央総合病院……………………………………… 伊藤喜三郎建築研究所 10-168

マーフィー ／ ヤーン（デザインアーキテクト） 11-064

倉敷中央病院 新 3 棟（1 期・2 期）……………………………… ユー・アール設計 10-175

JP タワー …………………………………………………… 三菱地所設計（設計） マフィー

メディカルコートあやめ池………………………………………………………………………

／ ヤーン （提携建築家）

………………………… 入江正之・入江高世＋早稲田大学入江正之研究室・DFI 10-183

ジェイアール東日本建築設計事務所）

隈研吾建築都市設計事務所 （商業共用部内装デザイン） 11-068

京浜急行電鉄黄金町高架下新スタジオ＋かいだん広場………………………………………
………………………… 横浜市＋黄金町エリアマネジメントセンター（基本構想・基本計画）
柳澤潤 ／ コンテンポラリーズ
／ワークステーション

宮晶子＋三木真平 ／ STUDIO 2A 高橋晶子＋高橋寛

小泉雅生／小泉アトリエ

西倉潔／西倉建築事務所 11-116

アークヒルズ仙石山森タワー………………………………………………… 森ビル

11-174

イズ・ブックカフェ……………………………………………… アトリエ・ワン

12-078

茶室

夢尋蔵……………………………………………………………………………… 長岡勉＋田中
正洋／ POINT ＋ OUVI（基本設計） POINT ＋ OUVI ＋成島建築設計（実施設計） 01-128
茶室

今冥途…………… 新素材研究所

杉本博司＋榊田倫之

千宗屋（監修） 03-127

キシル本社………… すわ製作所＋エス・デー・ジー（S.D.G）建築設計事務所 12-116

工場・倉庫

複合都市施設・再開発

第一生命新大井事業所…………… 第一生命保険（全体総括） 竹中工務店（設計） 07-167

証大ヒマラヤセンター…………………………………………… 磯崎新アトリエ 01-066

中川政七商店旧社屋増築……………………………… 吉村靖孝建築設計事務所 11-110

AKASAKA K-TOWER ………………………………………… KAJIMA DESIGN 03-030
浅草文化観光センター……………………………… 隈研吾建築都市設計事務所 05-054
東京スカイツリー ® 東京スカイツリータウン ® …………………… 日建設計 06-038

宗教施設

NAKANO CENTRAL PARK SOUTH ……………………… KAJIMA DESIGN 07-110

明治神宮外拝殿

NAKANO CENTRAL PARK EAST ………………………………………戸田建設 07-118

栄福寺プロジェクト（演仏堂・納経棟）…………………… 白川在建築設計事務所 03-089

アオーレ長岡……………………………………………… 隈研吾建築設計事務所

曹洞宗

07-125

佛光山

耐震補強工事………………………… 木内修建築設計事務所 02-048

喜音寺 …………………… 岸和郎＋ K.ASSOCIATES/Architects

06-179

オガールプラザ…………………………近代建築研究所＋中居敬一都市建築設計 09-111

聖地メディナのアンブレラ …………………………………………………………………………エスエ

京浜急行電鉄黄金町高架下新スタジオ＋かいだん広場………………………………………

ルラッシュ社

……………… 横浜市＋黄金町エリアマネジメントセンター（基本構想・基本計画） 柳

西都教会……………………………………………………… 魚谷繁礼建築研究所 12-102

澤潤／コンテンポラリーズ
ークステーション

リーファ社（アンブレラ製作・施工） 太陽工業（アンブレラ膜製作） 12-072

宮晶子＋三木真平／ STUDIO 2A 高橋晶子＋高橋寛／ワ

小泉雅生／小泉アトリエ

西倉潔／西倉建築事務所（設計） 11-116

公園施設・仮設建築・休憩所・体験施設

2011 年益子町 全土祭メイン会場 休憩小屋 ………………………………………………

宿泊施設・温泉施設

………………………………………… 日置拓人＋南の島工房一級建築士事務所 03-062

証大ヒマラヤセンター…………………………………………… 磯崎新アトリエ 01-066

中央区の公衆便所…………………………………………… 石橋徳川建築設計所 03-068

THE SHARE ……………………………… リビタ（総合企画・監修） ジーク（設計） 02-114

皇居外苑照明等低炭素化整備…………………………………………… 日建設計

ガーデンスパ…………………………………………………………………… KUU 03-148

佐賀「わいわい！！コンテナ」プロジェクト … 西村浩／ワークヴィジョンズ 05-086

木屋旅館………………………………………………………… 永山祐子建築設計 05-105

黒田区立おしなり公園……………………… 墨田区道路公園課

大きな三角屋根のコテージ／レ・アーリしみず………………………………………………

押上・業平橋駅周辺地区

…………………………………………………本多友常／和歌山大学

アール企画

06-116

パレスホテル東京 パレスビル…………………………………… 三菱地所設計 07-061
プロジェクト：早稲田大学中野国際コミュニティプラザ

…… 石本建築事務所 07-124

星のや 竹富島 ………………………………………………………………………………… 東

03-155

都市再生機構 06-067

公共施設修景整備…………………………………………………

……………… 押上・業平橋駅周辺土地区画整理組合

都市再生機構 プレイスメディア

（ランドスケープ） 芹澤光彦／トライビート＋田中秀弥／田建築研究所（シェルター）

06-069

押上駅前自転車駐車場……………………………………… 土屋哲夫／日建設計 06-072
式年遷宮記念

せんぐう館 ……………………… 粟生明＋粟生総合計画事務所 06-075
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石巻の鐘楼……………………………………………… 長谷川豪建築設計事務所 06-084

観月橋団地再生計画……………………………………………………………… 都市再生機構

アール企画

06-123

馬場正尊 ／ OpenA

おもてなしハウス試作棟……………… 千葉大学ソーラー・デカスロンチーム

06-166

THE SHARE ……………………………… リビタ（総合企画・監修） ジーク（設計） 02-114

アオーレ長岡……………………………………………… 隈研吾建築設計事務所

07-125

海老塚の段差……………………………………………403 architecture［dajiba］ 02-121

小さな屋根群の体験交流工房／わらし… 本多友常／和歌山大学

星田逸郞空間都市研究所＋ DG コミュニケーションズ 02-106

南三陸ベニヤハウス… 小林博人＋ SFC DESIGN / BUILD 3.11（慶應義塾大学） 09-124

木造賃貸アパート再生ワークショップ 2011 …………………………………………………

宮古復興支援プロジェクト － ODENSE －……………………………………………………

…………………………………………… 木造賃貸アパート再生ワークショップ

…………… 立命館大学建築計画研究室（設計） 宗本晋作建築設計事務所（協力） 09-128

高野口小学校校舎改修・改築……………………………………………………………………

02-129

09-132

… 和歌山大学本多・平田建築設計ゼミ NPO 法人環境創造サポートセンター 03-108

釜石市商店街「みんなの家・かだって」 伊東豊雄建築設計事務所＋伊東建築塾 09-138

London Gallery ………………………… 新素材研究所 杉本博司＋榊田倫之 03-122

平田のみんなの家……………………………………………… 山本理顕設計工場

東北大学片平キャンパス 都市・建築学専攻仮設校舎 カタヒラ・テン ……………………

茶室

………………………………………………………………………………… 石田壽一＋東北大

千代田区立 日比谷図書文化館 リニューアル ………… 保坂陽一郎建築研究所

学工学研究科キャンパスデザイン復興推進室（設計監修） 大和リース（実施設計） 09-177

大多喜町役場……………………………………………… 千葉学建築計画事務所 04-032

三郷市立ピアラシティ交流センター …………… 西倉潔／西倉建築事務所＋昭和 11-158

カモ井加工紙第三攪拌工場資料館…………………… 武井誠＋鍋島千恵／ TNA 05-097

聖地メディナのアンブレラ …………………………………………………………………………………

近畿大学 33 号館・39 号館 ……………………………… NTT ファシリティーズ 05-113

エスエルラッシュ社 リーファ社（アンブレラ製作・施工） 太陽工業（アンブレラ膜製作） 12-072

今冥途……………… 新素材研究所

杉本博司＋榊田倫之

千宗屋（監修） 03-127

東京都美術館改修工事……………………………………… 前川建築設計事務所

03-140

05-121

FabCafe ……………………………………………… 成瀬・猪熊建築設計事務所 06-163
THE SCAPE(R) …………………………………… 成瀬・猪熊建築設計事務所 06-162

交通施設・港湾施設

豊崎長屋（南長屋・北終長屋）…………………… 大阪市立大学 竹原・小池研究室 08-055

旭川駅……………………………………………………… 篠原修
廣（意匠統括）

加藤源（統括監修） 内藤

内藤廣建築設計事務所・北海道旅客鉄道・日本交通技術（設計） 01-080

旧澤村邸改修…………… 山中新太郎＋落合正行／山中新太郎建築設計事務所 09-093
東京駅丸の内駅舎保存・復原…………………… 東日本旅客鉄道（プロジェクト総括） ジェ

日立駅………………………………………………………………………………………………

イアール東日本建築設計事務所

……… 妹島和世建築設計事務所（デザイン監修） 日立市都市建設部日立駅周辺整備課（事

JP タワー …………………………………………………… 三菱地所設計（設計） マフィー

業調整） 東日本旅客鉄道水戸支社＋ジェイアール東日本建築設計事務所（設計）

／ ヤーン （提携建築家）

押上・業平橋駅周辺地区

01-092

公共施設修景整備 ………………………………………………………

…………………… 押上・業平橋駅周辺土地区画整理組合

都市再生機構 プレイスメディア

（ランドスケープ） 芹澤光彦／トライビート＋田中秀弥／田建築研究所（シェルター）

06-069

渋谷駅中心地区再整備………………………………………………………………… 07-076
渋谷駅街区東口二階デッキ………………………………………………………………………
………………………… パシフィックコンサルタンツ

内藤廣建築設計事務所

07-092

中野駅周辺まちづくりグランドデザイン…………………………………………… 07-108
東京駅丸の内駅舎保存・復原…………………… 東日本旅客鉄道（プロジェクト総括） ジェ
イアール東日本建築設計事務所

ジェイアール東日本コンサルタンツ （設計） 11-036

プロジェクト：東京駅八重洲開発中央部グランルーフ

隈研吾建築都市設計事務所 （商業共用部内装デザイン） 11-068

東京大学法学部 3 号館校舎（増築・改修） …東京大学施設部

香山壽夫建築研究 11-090

江東区庁舎耐震補強………………………………………………………竹中工務店 11-096
五島美術館 改修 ………………… 堀越英嗣（デザイン監修） 清水建設（設計施工） 11-102
中川政七商店旧社屋増築………………………………… 吉村靖孝建築設計事務所 11-110
みずのき美術館……………………………………………乾久美子建築設計事務所
藁工ミュージアム アートゾーン藁工倉庫

11-126

竹原義二／無有建築工房 しば設計室 11-133

鞆の津ミュージアム………………………………………竹原義二／無有建築工房

11-138

尾鷲小学校・尾鷲幼稚園………………………………………… 伊藤恭行／ CA n 12-153
つるぎ町立半田小学校改修…………………………… 多田善昭建築設計事務所

12-161

………………………………………

………………………………………………………… 東京駅八重洲開発設計企業体（日建設計
ジェイアール東日本建築設計事務所）

ジェイアール東日本コンサルタンツ （設計） 11-036

マーフィー ／ ヤーン （デザインアーキテクト） 11-064

展示・会場構成

ブルームバーグ・パヴィリオン…………………………平田晃久建築設計事務所 01-104

A Path in the Forest ………………………………… 近藤哲雄建築設計事務所 03-046
夏の家………………………………………………………… スタジオ・ムンバイ 10-044

集会所・公民館・コミュニティセンター・文化ホール

A・O・I 小野屋漆器店 ……………………………………………………………… 03-074
東京スカイツリー ®

東京スカイツリータウン ® …………………… 日建設計 06-038

りくカフェ…………………………………………………………………………………………

「Arts&Life：生きるための家」展

柱の家 …………………………… 山田紗子 10-050

ヴェネチア・ビエンナーレ 第 13 回 国際建築展 日本館展示「ここに，建築は，可能か」 …………

伊東豊雄（コミッショナー） 乾久美子 平田晃久 藤本壮介 畠山直哉（参加作家） 10-056

… 陸前高田まちのリビングプロジェクトチーム＋成瀬・猪熊建築設計事務所 06-158
渋谷ヒカリエ………………… 日建設計・東急設計コンサルタント共同企業体 07-078

NAKANO CENTRAL PARK SOUTH ……………………… KAJIMA DESIGN 07-110
アオーレ長岡……………………………………………… 隈研吾建築設計事務所

07-125

旧澤村邸改修…………… 山中新太郎＋落合正行／山中新太郎建築設計事務所 09-093
オガールプラザ…………………………近代建築研究所＋中居敬一都市建築設計 09-111
こころシェルター 消防団のいえ ………………………………………………………………

研究施設

BBP バングラデシュにおける竹構造の農村住宅開発研究のモックアップ

ケ・エム・

イフテカル・タンヴィル ＋ 江尻憲泰 ＋ 山下秀之＋岩野太一 ／ 長岡造形大学 01-060

R-90 竹中技術研究所改修 ………………………………………………竹中工務店 01-146
清水建設技術研究所 ecoBCP 改修………………………………………清水建設

01-156

……………… 髙﨑正治都市建築設計事務所（設計） エーディーワールド（協働） 09-119

大林組技術研究所材料科学実験棟（旧本館コンバージョン） ……………………………………

南三陸ベニヤハウス… 小林博人＋ SFC DESIGN / BUILD 3.11（慶應義塾大学） 09-124

………………………………………………………………大林組一級建築士事務所

宮古復興支援プロジェクト － ODENSE －……………………………………………………
…………… 立命館大学建築計画研究室（設計） 宗本晋作建築設計事務所（協力） 09-128
平田のみんなの家……………………………………………… 山本理顕設計工場 09-132

独立行政法人

物質・材料研究機構 NanoGreen ／ WPI-MANA 棟

01-165

梓設計 07-151

塩野義製薬医薬研究センター SPRC4 …………………………… 竹中工務店

07-159

オムロンヘルスケア新本社…………………………………… KAJIMA DESIGN 07-176

京浜急行電鉄黄金町高架下新スタジオ＋かいだん広場………………………………………
……………… 横浜市＋黄金町エリアマネジメントセンター（基本構想・基本計画） 柳
澤潤／コンテンポラリーズ
ークステーション

宮晶子＋三木真平／ STUDIO 2A 高橋晶子＋高橋寛／ワ

小泉雅生／小泉アトリエ

西倉潔／西倉建築事務所（設計） 11-116

静岡市清水文化会館…………… 槇総合計画事務所・大成建設設計共同企業体 11-148
三郷市立ピアラシティ交流センター …………… 西倉潔／西倉建築事務所＋昭和 11-158

プロジェクト
プロジェクト：長生の家 “森の中のオフィス”………………………………清水建設
プロジェクト：MINA

…………………… ナイス・飯田喜彦建築工房・岡山建設設計建設共同企業体
プロジェクト：プラウドタワー東雲キャナルコート
プロジェクト：あさひ幼稚園

鹿島 KI ビル ZEB 化改修プロジェクト ……………………… KAJIMA DESIGN 01-135
竹中工務店東京本店社屋改修……………………………………………竹中工務店

01-146

R-90 竹中技術研究所改修 ………………………………………………竹中工務店 01-146
新宿センタービルリニューアル計画…………………大成建設一級建築士事務所

01-150

清水建設技術研究所 ecoBCP 改修………………………………………清水建設

01-156

明治神宮外拝殿
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耐震補強工事

……………………… 木内修建築設計事務所 02-048

02-152

大林組一級建築士事務所 02-188

……………………………………………………………………

……… 手塚貴晴＋手塚由比／手塚建築研究所

改修・修復・増築・復元・保存

01-162

GARDEN 十日市場 ………………………………………………………

プロジェクト：石巻市立井内保育所

今川憲英／ TIS&PARTNERS 04-122

……………………………………………………………

………… 伊藤喜三郎建築研究所＋メックデザインインターナショナル共同体

04-125

プロジェクト：気仙沼市立南気仙沼小学校学童保育施設

… 薩田建築スタジオ

04-126

プロジェクト：早稲田大学中野国際コミュニティプラザ

…… 石本建築事務所

07-124

プロジェクト：
（仮称）帝京平成大学中野キャンパス ……………………
プロジェクト：明治大学中野キャンパス整備計画

日本設計

07-124

……………… 三菱地所設計

07-124

プロジェクト：東北大学青葉山東キャンパス 被災建物改築計画 ……………………………

…………………… 東北大学工学研究科キャンパスデザイン復興推進室（監修）
プロジェクト：東京駅八重洲開発中央部グランルーフ

08-165

………………………………………

………………………………………………………… 東京駅八重洲開発設計企業体（日建設計
ジェイアール東日本建築設計事務所）

スタジオムンバイのつくりかた…………………………… ビジョイ・ジェイン 10-039
対談：大英博物館・パルテノンの色

保存・復原と歴史の見方 …………………………………

………………………………………………………………… 藤森照信 × 大里智之 11-032
ホワイトナイトかゲリラか

震災復興，建築家には何ができるのか … 小野田泰明

12-043

マーフィー ／ ヤーン （デザインアーキテクト） 11-064

論文・記事

作品解説・インタビュー・対談・座談会・批評・アンケート

集合住宅の立ち位置 社会正義から個々の物語へ ……………………… 大月敏雄 02-192

解説：大草原の中で環境を考える …………………………………………

隈研吾 01-044

記事：完結しない創造行為としての改修 ……………………………… 本多友常

解説：上海の混沌・ヒマラヤのハイブリッド ……………………………

磯崎新 01-066

記事：最適解を導くアプローチ

解説：19 年プロジェクト ……………………………………………………

内藤廣 01-080

………………………………………………………………… 鳥山亜紀 × 星野大道 03-184

解説：駅とともに景観をつくる川と橋 ……………………………………

篠原修 01-080

記事：子どもの施設のいま

変わる制度と変わらない環境 …………… 山田あすか

04-084

解説：｢ 川のある駅 ｣ ――旭川新駅舎誕生の経緯 ……………………………

加藤源 01-080

記事：震災前よりも豊かな子どもの空間をめざして …………………… 菊川穣

04-121

03-118

診療パフォーマンスと建設コストの適切な関係 ………………

解説：パラレル・マテリアル・シティ …………………………………………………………

記事：屋根によって大地とボリュームを繋ぎ止める …………………… 隈研吾

05-065

……………………… 彌田徹＋辻琢磨＋橋本健史／ 403 architecture［dajiba］ 02-121

記事：これからのエネルギーと建築の関わり …………………………… 伊原学

05-164

…………………………… 伊東豊雄 02-020

記事：シェアを設計する …………………………………………………… 猪熊純

06-163

記事：日本橋・京橋の国際都市としてのまちづくり ………………… 吉田不曇

07-044

インタビュー：身体全体で思考する建築家
環境デザインコンペティション

25 周年記念特別インタビュー：25 年を経て 設備から環境の時

代へ……………………………………………………………… 森村武雄

森村潔 02-032

分煙空間のデザイン NAKANO CENTRAL PARK SOUTH リフレッシュスペース

インタビュー：まち全体で子どもを育む 「まちの保育園」のつくりかた …………………………

…………………………………………………………………………………………… 09-200

…………………………………………………………………………… 松本理寿輝 04-096

記事：芸術から建築へ ………………………… ペーター・カホラ・シュマール

10-072

………… 川口衞（構造家） 06-062

記事：福祉施設におけるリビングと個室 ……………………………… 平野勝雅

10-126

批評：東京スカイツリー ――エッフェル塔から推量する

06-064

記事：
「内田ゴシック様式」の展開―― 本郷キャンパスのデザインについて ……………………

批評：目覚める土地のポテンシャル――水の都市，再び ………………………………………

……………………………………………………………………………… 香山壽夫 11-090

…………………………………………………… 陣内秀信（建築史家・法政大学教授） 06-064

記事：スタートしたミャンマーの都市づくり ミャンマーの変化と実行力

批評：都市が目に見えるということ …………………………… 古谷誠章（建築家）

06-065

記事：ヤンゴン都市圏開発を構想する ………………………………… 森川真樹

批評：技術が制した東京スカイツリー ………………………… 細澤治（大成建設）

06-065

記事：建物からスペースへ，そして空間性へ―― 一連のオフィス建築の展開

批評：穏やかな構築的表現 …………………………………… 山本想太郎（建築家）

06-066

………………………………………………………………………………… 菅順二 11-164

批評：曖昧な形姿，夜の綾織り ………………………………… 北典夫（鹿島建設）

サージ・パン

11-144

………………

対談：アジア的感覚による都市づくり―― 東京とシンガポールから学ぶこと …………………

…………………………………………………………………… ン・ラン × 安昌寿 09-088
インタビュー：町ぐるみで行う持続可能なまちづくり――PPP による駅前の開発手法 ………

……………………………………………………………………………… 岡崎正信 09-111
インタビュー 01：医療福祉の諸制度

医療と福祉の連携へ ……………… 飛田勝弘 10-090

■連載
建築に自由を与える照明

by SmartArchi

第1回

輝度で考える照明設計 ……………………………………………………… 09-026

病院づくりから見る変化 …………

第2回

山梨知彦氏に聞く「人との関係で考える建築照明」 …………………… 10-030

………………………………………………………………………………… 藤記真 10-092

第3回

面出薫氏に聞く「グレアレスな建築照明」 …………………………………11-022

福祉ビジネスの広がり …………… 山崎敏 10-094

第4回

澤田隆一氏，安東直氏に聞く「モジュールライティング」 …………… 12-026

インタビュー 02：病院設計時のクライアントとの合意形成
インタビュー 03： 福祉の現状と変化

アンケート：医療・福祉に建築は何ができるか ……………………………………

10-096

座談会：使いながら保存する駅のあり方―― 東京駅丸の内駅舎の保存・復原工事にあたって …

…………………………………………岡田恒男 × 鈴木博之 × 有山伸司 × 田原幸夫 11-036
インタビュー：街の拠点としての駅の可能性

…………………………… 大澤実紀 11-064

■一般記事

ESSAY

日常と非日常を繋ぐ都市の場 3331 Arts Chiyoda の役割 ………… 中村政人 02-015
高校生，まちづくり会社に挑戦…………………………………………… 木下斉 03-021

特集

まちづくりビジネスの挫折と再挑戦……………………………………… 木下斉 05-213

特集：技術を集結する

東日本大震災を経た実践 ……………………………………01-134

長寿命建材に対する再認識 ― 軍艦島調査を通じて― ………………… 野口貴文 06-221

02-063

反対されても形にする覚悟が街を変える………………………………… 木下斉 07-221

集合住宅特集：重なり合う関係性―複合とリノベーション ……………………………
特集 1：既存を生かす条件―リノベーションの実践 ……………………………………

03-106

建築の寿命と建材の輪廻転生…………………………………………… 野口貴文 08-221

特集 2：医療のためのスペース ………………………………………………………

03-162

建築の「破壊的イノベーション」を起こせ ……………………………… 木下斉 09-221

…………………………………… 04-082

カーボンニュートラル建築の陰の立役者……………………………… 野口貴文 10-221

特集：コミュニケートするオフィス・研究所 ………………………………………

07-150

夢のような建築材料……………………………………………………… 野口貴文 12-225

集合住宅特集：集合住宅 12 のキーワード ……………………………………………

08-039

特集：挑戦する大学の空間 ―― 教育環境の実践 ……………………………………

09-142

特集：現代の医療福祉施設 ―― 少子高齢化時代に向けた働きかけ ……………………

10-089

特集：子どもを育む空間―まちの保育所・幼稚園

COLUMN

TPP 協定が建築界にもたらす影響 …… 中川周（内閣官房

国家戦略室

企画官）

04-078

Gross National Happiness によるブータンの建築・まちづくり ……… インタビュー：メ
グラジ・アドヒカリ（ブータン王国建設省国土計画局長） インタビュアー：古市徹雄 04-210

■本文記事
巻頭論文・巻頭インタビュー

light+building 2012 空間，人により近付いた照明デザイン ……… 編集部 06-026

まちのデザインに関する覚え書き……………………………………… 乾久美子 01-033

設計コンペと社会 「岐南町庁舎等競技設計」は新しい可能性を示し得たか ……………

人口減少時代の都市 免震構造の国を目指して ………………………… 藻谷浩介 01-038

……………………………………………………………………………… 室伏次郎 10-029

学びのための建築／建築のための学び ベーシック・イニシアティブの取り組みを通して考える
……………………………………………………………… セルジオ・パレローニ 01-040
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