2014 年 新建築総目次
浦和の集住体…………………………… フィールド・デザイン・アーキテクツ 08-184

■作品
住居施設（専用住宅・併用住宅・集合住宅・その他）

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 08-190

egota house B ………………… アトリエ・アンド・アイ／坂本一成研究室 02-046

パークタワー東雲………………………………………………………… 清水建設 08-196

京都の集合住宅 NISHINOYAMA HOUSE …………… 妹島和世建築設計事務所 02-060

WKB ……………………………… 新関謙一郎／ NIIZEKISTUDIO ＋多田脩二 09-100

Dragon Court Village …… 稲垣淳哉＋佐野哲史＋永井拓生＋堀英祐／ Eureka 02-074

団子坂の家……………………………………………… 妹島和世建築設計事務所 11-084

朱合院………………………………………… 浅利幸男／ラブアーキテクチャー 02-082

寺崎邸…………………………………………………… 西沢立衛建築設計事務所 11-092

NOIE ……………………………………………………… YUUA 建築設計事務所 02-089
西麻布の集合住宅 …………………………………………………… SALHAUS 02-096

oggi ……………………………………………………………… 山口誠デザイン 02-102
月島荘………………………………………………………………… 三菱地所設計 02-108

学校施設（保育園・幼稚園・小中高大学・その他）

Junko Fukutake Hall 岡山大学 J-Hall …………妹島和世＋西沢立衛／ SANAA 01-104

下馬の集合住宅……………… 小杉栄次郎＋内海彩／ KUS ＋ team Timberize 02-116

東京大学工学部 3 号館 …… 東京大学キャンパス計画室・同施設部 類設計室 01-159

ソーラータウン府中…………………………………………… 野沢正光建築工房 02-124

同志社大学 良心館………………………………………………………………………………

不動前ハウス………………………………………………………常山未央／ mnm 02-136

同志社大学今出川キャンパス整備設計共同企業体（東畑建築事務所・類設計室） 01-167

並木橋の連続居…………………………… フジワラテッペイアーキテクツラボ 02-144

大東文化大学東松山キャンパス M-COMMONS …………………… 日本設計 01-176

シェアプレイス東神奈川 99 ……………………………………………………………………

東京工業大学 緑が丘 6 号館 ……………………………………………………………………

……………………… リビタ（総合企画・設計） リライトデベロップメント（設計） 02-152

………… 奥山信一研究室＋竹内徹研究室＋梓設計＋総合設備コンサルタント 01-182

skyroom ……………………………………………… 成瀬猪熊建築設計事務所 02-160

慶應義塾大学 日吉寄宿舎南寮リノベーション ………………… 三菱地所設計 02-184

SI REFORM 1 ………………………………………木下昌大／ KINO architects 02-166

諏訪 2 丁目住宅建替え計画 ………………………………………… 松田平田設計 02-192

カスタマイズ UR プロジェクト …………………… Open A ＋ R 不動産 toolbox 02-172

熊本県立球磨工業高等学校 管理棟 ……………………………………………………………

京都女子大学 ×UR 洛西 NT 団地リノベーションプロジェクト ……………………………

………………… ワークステーション・モードフロンティア・萩嶺設計共同体 03-064

……………………………………… 京都女子大学生活造形学科＋都市再生機構 02-178

和泉町立三加和小中学校…………………………………………………………………… 野沢

慶應義塾大学 日吉寄宿舎南寮リノベーション ………………… 三菱地所設計 02-184

正光建築工房＋一宇一級建築士事務所＋ UL 設計室＋東大森裕子時空間設計室

諏訪 2 丁目住宅建替え計画 ………………………………………… 松田平田設計 02-192

ブザンソン芸術文化センター……………………… 隈研吾建築都市設計事務所 03-148

ビラ仙石原…………………………………………………………… 坂茂建築設計 03-082

まなウェルみやぎ…………………………………………………………………………………

03-104

釜石市半島部全浜災害復興公営住宅 大石地区復興公営住宅 ………………………………

………………… 佐藤総合計画

………………………………………………………… 上閉伊・AA 特定共同企業体 03-112

ウィーン経済経営大学……………………………………………………………………………

阿部仁史アトリエ

関・空間設計共同企業体 03-174

メゾン ド グラムール ………… 三井ホーム Ren GLAMOROUS（店舗内装） 03-120

……………バスアルヒテクトゥール（マスタープラン，Plot 01） 阿部仁史アトリエ（Plot

FRAC マルセイユ ………………………………… 隈研吾建築都市設計事務所 03-161

02） ザハ・ハディド アーキテクツ（Plot LLC） エストゥディオ カルメン・ピノッシュ

AU dormitory 1st phase………………………………………………………… 小 林 一 行

（Plot W1D） ノマドアルキテクトス（Plot W1E） クラブスタジオ（Plot W2）

05-072

＋樫村芙実／ TERRAIN architects（設計） Plantek Consultants（設計協力） 05-106

MàRoù の杜

表参道の立体居…………………………… フジワラテッペイアーキテクツラボ 05-166

北里大学病院………………………………………………………………………………………

長岡造形大学展示館

………………………… 山下秀之＋江尻憲泰 05-114

躯体の窓……………………………………………………… 増田信吾＋大坪克亘 05-174

…………… 日建設計（設計） 竹中工務店 東洋熱工業 きんでん（実施設計協力） 06-044

NN ビル／君津の保育所 ……………………… kwas ／渡邉健介建築設計事務所 06-174

美濃保育園 子育て支援棟 …………………………………………… 象設計集団 06-074

虎ノ門ヒルズ 環状第二号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業Ⅲ街区 ……日本設計 07-118

美田園わかば幼稚園

エリアなかいち……………………………………………………………………………………

気仙沼小学校区留守家庭児童センター………… 薩田英男／薩田建築スタジオ 06-094

…… 石原健也／千葉工業大学＋石森建築設計事務所 06-084

…アール・アイ・エー（秋田市にぎわい交流館，商業・駐車場棟，住宅棟及び全体計画） 07-148

亘理町児童福祉施設……………………………… 薩田英男／薩田建築スタジオ 06-100

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 07-184

京橋こども園……………………………………………………………… 清水建設 06-108

柏の葉スマートシティ

アミューあつぎ 8 階 屋内広場・託児室・子育て支援センター ……………………………

ゲートスクエア………………………………團紀彦建築設計

事務所（マスタープラン） 錢高組

石本建築事務所

東京大学キャンパス計画室（清家

…………………………………………………………… 石上純也建築設計事務所 06-116

08-042

ぐるりん……………………………………………………DesignBuildFUKUOKA 06-122

剛）
・同施設部＋上野武／上野藤井建築研究所（柏の葉キャンパス駅前サテライト）

亀甲新……………………………………………… 東 環境・建築研究所／東利恵 08-056

聖愛幼稚園 第 2 園舎 ……………………………………………… SUDA 設計室 06-128

十津川村復興住宅………………………………………… アルセッド建築研究所 08-068

港区立伊皿子坂保育園……………………………… 遠藤政樹／ EDH 遠藤設計室 06-134

シェアフラット馬場川………………………………………………………前橋工科大学石

たがわこどもセンター「まいまい」………………………… 塩塚隆生アトリエ 06-142

田敏明研究室（基本計画） 石田敏明建築設計事務所＋タノデザインラボ（設計） 08-076

東京ゆりかご幼稚園………………………………… 渡辺治建築都市設計事務所 06-150

花畑団地 27 号棟プロジェクト…………………………都市再生機構東日本賃貸住宅本

うれしの東保育園 カンガルーのおうち…大建met 大建設計 なわけんジム

部（設計） 藤田雄介／ Camp Design（デザイン監修） 山設計工房（実施設計） 08-084

かなや幼稚園…………………………… 石嶋設計室＋小松豪一級建築士事務所 06-162

コーシャハイム千歳烏山住棟改善モデル事業……青木茂＋雨宮知彦／首都大学東京（監

東村山むさしの認定こども園……………………………………………………………………

修） 東京都住宅供給公社＋軽石実一級建築士事務所＋メジロスタジオ（設計）

08-092

ジャクエツ環境事業＋アトリエ 9 建築研究所＋村松基安＋松村デザイン事務所

06-156

06-168

千駄ヶ谷 緑苑ハウス …………………………………………… 青木茂建築工房 08-106

NN ビル／君津の保育所 ……………………… kwas ／渡邉健介建築設計事務所 06-174

調布の家………………………………………………… 青木弘司建築設計事務所 08-114

台湾大学社会科学部棟………………………………… 伊東豊雄建築設計事務所 07-060

神明町の戸建て……………………………………………………… モクチン企画 08-122

九州大学椎木講堂……………………………………………内藤廣建築設計事務所 07-076

食堂付きアパート…………………… 仲俊治・宇野悠里／仲建築設計スタジオ 08-128

桐朋学園大学調布キャンパス 1 号館 ……………………………………………………………

青豆ハウス………………………………………………………… ブルースタジオ 08-136

………………………… 山梨知彦＋羽鳥達也＋笹山恭代＋石原嘉人／日建設計 07-092

LINO ……………………………………………………………… 長田直之／ ICU 08-142

東京大学大学院情報学環……………………………………… ダイワユビキタス学術研究館

kotoriku ………………………………………………… 平田晃久建築設計事務所 08-150

東京大学キャンパス計画室（隈研吾）・同施設部

APARTMENT N ……………………………………… 藤村龍至建築設計事務所 08-156

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 08-190

鹿手袋の長屋……………………………………………… 藤野高志／生物建築舎 08-162

沖縄科学技術大学院大学

鹿手袋の離れ……………………………………………… 藤野高志／生物建築舎 08-171

堂・ サ イ エ ン テ ィ ス ト ビ レ ッ ジ …………………………………………………… 日 建 設 計・

西大泉の集合住宅 ATRIA ……………………… 谷内田章夫／ワークショップ 08-174

コーンバーグアソシエーツ・国建

隈研吾建築都市設計事務所

07-154

第 1 研究棟・センター棟・第 2 研究棟・OIST ギャラリー・回廊・講

共同体（第 1 研究棟・センター棟・第 2 研究棟・OIST

2015| 総目次 |

001

ギャラリー・回廊・講堂） 日建設計・国建

共同体（サイエンティストビレッジ） 09-080

事務所・庁舎

農大アカデミアセンター………… 山本茂義＋小塩智也＋三浦淑美／久米設計 10-046

4 ワールド・トレード・センター …………………………… 槇総合計画事務所 01-048

国士館大学世田谷キャンパス メイプルセンチュリーホール ………………………………

51 アスタープレイス ………………………………………… 槇総合計画事務所 01-064

………………………… 藤森慶弘＋内田秀敏＋鳥居延行＋吉岡亮一／久米設計 10-056

FRAC マルセイユ ………………………………… 隈研吾建築都市設計事務所 03-161

東京大学（駒場Ⅰ）21 KOMCEE East………………………………………………東京大学

あべのハルカス………………………………………………………………………………………

キャンパス計画室（加藤道夫）・同施設部

10-062

竹中工務店（設計） 竹中工務店＋ペリ クラーク ペリ アーキテクツ（外装デザイン） 04-052

東京大学安田講堂改修……………………………………………………………………………

日本橋再生計画 日本橋室町東地区 ……………………………………………………………

建築都市デザイン研究所

類設計室

………… 東京大学キャンパス計画室（千葉学）・同施設部 香山壽夫建築研究所 10-070

…………………………… 日 本 設 計（ 統 括 設 計 ） 日 本 設 計

千葉大学ゐのはな同窓会館……………… 鈴木弘樹＋千葉大学鈴木弘樹研究室 10-074

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）

千葉大学ゐのはな記念講堂改修……………………………… 槇総合計画事務所 10-092

読売新聞ビル……………… 茅野秀真＋白井大之＋鈴木健悦＋森隆／日建設計 04-078

愛農高校森館小谷校舎…………………………………………… 野沢正光建築工房 11-128

ダイビル本館………………………… 川島克也＋勝山太郎＋中島上／日建設計 04-090

清 水 建 設（ 実 施 設 計・ 工 事

04-066

MOZILLA FACTORY SPACE ……………………………………… NOSIGNER 04-112
えんがわオフィス………………………………… 伊藤暁＋須磨一清＋坂東幸輔 04-120

美術館・博物館

JFE スチール西日本製鉄所 福山本館 ………………… 山下設計＋竹中工務店 04-154

苗栗客家文化園區 台湾客家文化センター…竹中工務店＋劉培森建築師事務所

01-140

甲府市庁舎…………………………………………………………………………………………

ブザンソン芸術文化センター……………………… 隈研吾建築都市設計事務所 03-148

… 日本設計・竜巳・山形・進藤・馬場設計甲府市新庁舎建設設計共同企業体 04-162

FRAC マルセイユ ………………………………… 隈研吾建築都市設計事務所 03-161

浅草橋 I ビル アネックス …………………………………………… みかんぐみ 04-170

あべのハルカス………………………………………………………………………………………

新宿労働総合庁舎……国土交通省関東地方整備局営繕部（企画監修） 梓設計（設計） 04-182

竹中工務店（設計） 竹中工務店＋ペリ クラーク ペリ アーキテクツ（外装デザイン） 04-052

四万十町本庁舎……………………………………………………… 松田平田設計 05-096

サイエンスヒルズこまつ…… 元倉眞琴／スタジオ建築計画＋伊藤麻理／ UAO 04-174

松山 台北文創ビル …………………………………… 伊東豊雄建築設計事務所 07-070

秋田県立美術館……………………………………………… 安藤忠雄建築研究所 07-140

狭山湖畔霊園管理休憩棟……………………… 中村拓志／ NAP 建築設計事務所 07-108

はじまりの美術館……………………………………… 竹原義二／無有建築工房 09-068

虎ノ門ヒルズ 環状第二号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業Ⅲ街区 ……日本設計 07-118

竹中大工道具館新館…………………………………………………… 竹中工務店 11-054

ヨシダ印刷東京本社…………………………………… 妹島和世建築設計事務所 07-170

アスペン美術館……………………………………………………… 坂茂建築設計 11-070

NTT 西日本研修センタ 本館 ………………………… NTT ファシリティーズ 07-178

京都国立博物館 平成知新館 ……………………………… 谷口建築設計研究所 12-040

柏の葉スマートシティ ゲートスクエア…………………………………………… 團紀彦建
築設計事務所（マスタープラン） 錢高組 石本建築事務所 東京大学キャンパス計画室（清
家剛）
・同施設部＋上野武／上野藤井建築研究所（柏の葉キャンパス駅前サテライト）

08-042

アトリエ・ギャラリー・スタジオ・ショールーム

千駄ヶ谷 緑苑ハウス …………………………………………… 青木茂建築工房 08-106

モノ：ファクトリー 品川ショールーム …………… 吉岡寛之／ iroirotoridori 04-140

キクカワグループ東京オフィス……………… 室伏次郎／スタジオアルテック 09-126

躯体の窓…………………………………………………………増田信吾＋大坪克亘 05-174

ミラノシカ………………………………………… DesignBuildFUKUOKA 2nd 09-154

花匠のスタジオ…………………………小川晋一都市建築設計事務所＋池田昌弘 10-146

大成建設技術センター ZEB 実証棟 ……………… 大成建設一級建築士事務所 09-168

光の小屋……………………………………福島加津也＋冨永祥子建築設計事務所 10-156

NTT ファシリティーズ新大橋ビル …………………… NTT ファシリティーズ 09-186

Y&Co. レセプションハウス La Capra…………………………………Studio Mangiarotti/

江ノ島 湘南港ヨットハウス …………… ヘルム＋オンデザインパートナーズ 10-082

Trust Fondazione Angelo Mangiarotti ＋ 第 一 建 設 一 級 建 築 士 事 務 所 10-162

日本橋ダイヤビルディング………………………… 三菱地所設計・竹中工務店 10-102

トタンの家………………………………………藤森照信＋大嶋信道（大嶋アトリエ） 11-109

氷見市庁舎…………………………………………… 山下・浅地設計共同企業体 10-110

マルコの蔵・広場………………………………………………… 林寛治・片山和俊 11-160

住田町役場……………………………………………………………………前田建設工業・長

蛍遊苑 長府製作所記念館 ………………………………………… 泉幸甫建築研究所 11-168

谷川建設・中居敬一都市建築設計異業種特定建設共同企業体＋近代建築研究所 11-152

HAYAMA STUDIO PROJECT …… 武松幸治＋ E.P.A 環境変換装置建築研究所 11-176

HAYAMA STUDIO PROJECT …… 武松幸治＋ E.P.A 環境変換装置建築研究所 11-176
ミサワホーム 静岡事務所ビル……………………… ミサワホーム総合研究所 11-184
風の街みやびら………………………………………… 宇野享／ CAn・大建 met 12-132

舞台・劇場・映画館

横須賀市救急医療センター・横須賀市医師会館………………………………………………

日本橋再生計画 日本橋室町東地区 ………………………………………………………………

…………………………… 日 本 設 計（ 統 括 設 計 ） 日 本 設 計

…………………………………………… 富永讓＋フォルムシステム設計研究所 12-149

清 水 建 設（ 実 施 設 計・ 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）

04-066

読売新聞ビル……………… 茅野秀真＋白井大之＋鈴木健悦＋森隆／日建設計 04-078
松山 台北文創ビル …………………………………… 伊東豊雄建築設計事務所 07-070

商業施設

4 ワールド・トレード・センター ………………………………槇総合計画事務所 01-048
51 アスタープレイス ……………………………………………槇総合計画事務所 01-064
SunnyHills at Minami-Aoyama …………………… 隈研吾建築都市設計事務所 01-118

スポーツ施設

Omotesando Keyaki bldg. ………………………………團紀彦建築設計事務所 01-136

ウィーン経済経営大学……………………………………………………………………………

下馬の集合住宅…………………小杉栄次郎＋内海彩／ KUS ＋ team Timberize 02-116

……バスアルヒテクトゥール（マスタープラン，Plot 01） 阿部仁史アトリエ（Plot 02）

加須の美容室…… 原田真宏＋原田麻魚／ MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO 03-074

ザハ・ハディド アーキテクツ（Plot LLC） エストゥディオ カルメン・ピノッシュ

メゾン ド グラムール ………… 三井ホーム Ren GLAMOROUS（店舗内装） 03-120

05-072

FRAC マルセイユ ………………………………… 隈研吾建築都市設計事務所 03-161

杉並区大宮前体育館……………………………………… 青木淳建築計画事務所 07-041

あべのハルカス………………………………………………………………………………………

construction site：静岡県立草薙総合運動場体育館…内藤廣建築設計事務所 07-088

竹中工務店（設計） 竹中工務店＋ペリ クラーク ペリ アーキテクツ（外装デザイン） 04-052

国士館大学世田谷キャンパス メイプルセンチュリーホール ………………………………

日本橋再生計画 日本橋室町東地区 ………………………………………………………………

（Plot W1D） ノマドアルキテクトス（Plot W1E） クラブスタジオ（Plot W2）

………………………… 藤森慶弘＋内田秀敏＋鳥居延行＋吉岡亮一／久米設計 10-056

…………………………… 日 本 設 計（ 統 括 設 計 ） 日 本 設 計

清 水 建 設（ 実 施 設 計・ 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）

04-066

ダイビル本館………………………… 川島克也＋勝山太郎＋中島上／日建設計 04-090

図書館

浅草橋 I ビル アネックス …………………………………………… みかんぐみ 04-170

広州図書館……………………………………………… 日建設計＋広州市設計院 03-180

敦 賀 駅 交 流 施 設 オ ル パ ー ク …………………………………………………………… 千 葉

ウィーン経済経営大学……………………………………………………………………………

学建築計画事務所（デザイン監修） ジェイアール西日本コンサルタンツ（設計） 05-086

……バスアルヒテクトゥール（マスタープラン，Plot 01） 阿部仁史アトリエ（Plot 02）

牛窓の食堂「いこい処 笑食亭」……………………………………………………… ………

ザハ・ハディド アーキテクツ（Plot LLC） エストゥディオ カルメン・ピノッシュ

原田将史／レインボーアーキテクツ（デザイン監修） アイ・デザイン（設計・監理） 05-122

（Plot W1D） ノマドアルキテクトス（Plot W1E） クラブスタジオ（Plot W2）

05-072

戸畑図書館………………………………………………………… 青木茂建築工房 07-162

道の駅 なぶら土佐佐賀 ………………………… 小川文象／ FUTURE STUDIO 05-136

ONOMICHI U2 …… 谷尻誠・吉田愛／ SUPPOSE DESIGN ARCHITECTS 05-142
表参道の立体居…………………………… フジワラテッペイアーキテクツラボ 05-166
松山 台北文創ビル …………………………………… 伊東豊雄建築設計事務所 07-070
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虎ノ門ヒルズ 環状第二号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業Ⅲ街区… 日本設計 07-118

医療施設・福祉・厚生施設

大 手 町 タ ワ ー …………………………………………………………………………… 大 成 建

えびの涼風館 新館 ……………………アトリエ 9 建築研究所＋設計計画研究所 03-090

設一級建築士事務所（設計） コーン・ペダーセン・フォックス（外装デザイン） 07-130

まなウェルみやぎ…………………………………………………………………………………

エ リ ア な か い ち ………………………………………………………………………… ア ー

………………… 佐藤総合計画 阿部仁史アトリエ 関・空間設計共同企業体 03-174

ル・ ア イ・ エ ー（ 秋 田 市 に ぎ わ い 交 流 館， 商 業・ 駐 車 場 棟， 住 宅 棟 及 び 全 体 計 画 ） 07-148

埼玉県立がんセンター……………………………………………………………………………

柏の葉スマートシティ

ゲートスクエア………………………………團紀彦建築設計

事務所（マスタープラン） 錢高組

石本建築事務所

東京大学キャンパス計画室（清家

……………… 山下設計（基本設計・監理） 戸田建設一級建築士事務所（実施設計） 06-054
順天堂医院 B 棟高層棟…………………日本設計（基本設計） 清水建設（実施設計） 06-062

08-042

エ リ ア な か い ち …………………………………………………………………………………

シェアフラット馬場川………………………………………………………前橋工科大学石

アール・アイ・エー（秋田市にぎわい交流館，商業・駐車場棟，住宅棟及び全体計画） 07-148

田敏明研究室（基本計画） 石田敏明建築設計事務所＋タノデザインラボ（設計） 08-076

柏の葉スマートシティ

食堂付きアパート…………………… 仲俊治・宇野悠里／仲建築設計スタジオ 08-128

事務所（マスタープラン） 錢高組

Apple Store, Omotesando ……………………………………………………………………

剛）
・同施設部＋上野武／上野藤井建築研究所（柏の葉キャンパス駅前サテライト）

……………Bohlin Cywinski Jackson 光井純 & アソシエーツ建築設計事務所 09-092

福祉楽団 地域ケアよしかわ …………… KONNO ＋日本工業大学金野研究室 08-100

ゆりあげ港朝市……………………………………………… 針生承一建築研究所 09-140

老人ホーム ながはま ………………………………… 竹原義二／無有建築工房 11-114

八海山雪室……………………………………………………… KAJIMA DESIGN 10-118

木の歯科……………………………………………………… 平沼孝啓建築研究所 11-122

食堂の壁……………………………………………………… 宮晶子・STUDIO 2A 09-148

地域密着型特別養護老人ホーム クレールエステート悠楽 ……………

K-port ＋磯屋水産港町一丁目店 ………………………伊東豊雄建築設計事務所 10-176

風の街みやびら………………………………………… 宇野享／ CAn・大建 met 12-132

毛沢東家隣のレストラン………………………………………………坂茂建築設計 11-080

八幡厚生病院新本館棟………………… 富永讓＋フォルムシステム設計研究所 12-140

り く カ フ ェ 本 設 ……………………………………………………………………… 猪 熊 純 ／

横須賀市救急医療センター・横須賀市医師会館………………………………………………

剛）
・同施設部＋上野武／上野藤井建築研究所（柏の葉キャンパス駅前サテライト）

ゲートスクエア………………………………團紀彦建築設計
石本建築事務所

東京大学キャンパス計画室（清家

08-042

K2-DESIGN 12-124

成瀬友梨／東京大学（監修） 成瀬・猪熊建築設計事務所（設計） 11-144

…………………………………………… 富永讓＋フォルムシステム設計研究所 12-149

蛍遊苑 長府製作所記念館 ………………………………………… 泉幸甫建築研究所 11-168

日本大学病院……………………………………………… 伊藤喜三郎建築研究所 12-154

東京駅八重洲口開発

グランルーフ…………東京駅八重洲開発設計共同企業体（日建

昭和大学江東豊洲病院……………………………………………… 佐藤総合計画 12-160

JAHN（デザインアーキテクト） 12-066

総合せき損センター……………………………………………………… 山下設計 12-168

KIRARITO GINZA………………………………………………………… 光 井 純 ア ン ド ア

大 崎 市 民 病 院 ……………………………………………………………………………………

ソシエーツ建築設計事務所（デザインアーキテクト） 浅井謙建築研究所（設計） 12-102

山下設計（基本設計・監理） 久米設計

首都大学東京

設計・ジェイアール東日本建築設計事務所）
（設計）

戸田建設一級建築士事務所（実施設計） 12-176

中央線高架下プロジェクト コミュニティステーション東小金井／モビリティステーション東小金井
…………………………………………………………………リライトデベロップメント 12-109

Le MISTRAL ……………………………………………松島潤平建築設計事務所 12-116

工場・倉庫

BWT あすとぴあ工場 …………………………… 小嶋一浩＋赤松佳珠子／ CAt 04-102
日本橋ダイヤビルディング………………………… 三菱地所設計・竹中工務店 10-102

複合施設・再開発

八海山雪室……………………………………………………… KAJIMA DESIGN 10-118

4 ワールド・トレード・センター …………………………… 槇総合計画事務所 01-048

HAYAMA STUDIO PROJECT …… 武松幸治＋ E.P.A 環境変換装置建築研究所 11-176

51 アスタープレイス ………………………………………… 槇総合計画事務所 01-064
あべのハルカス………………………………………………………………………………………
竹中工務店（設計） 竹中工務店＋ペリ クラーク ペリ アーキテクツ（外装デザイン） 04-052
日本橋再生計画 日本橋室町東地区……日本設計（統括設計） 日本設計

清水建設（実施設計・

宗教施設

尾張大国霊神社儺追殿…………………………………… 木内修建築設計事務所 03-128

04-066

来迎寺…………………………………………………… 山本想太郎設計アトリエ 03-136

読売新聞ビル……………… 茅野秀真＋白井大之＋鈴木健悦＋森隆／日建設計 04-078

辨天宮の新祠…………………………………………… 石黒由紀建築設計事務所 05-180

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）

ダイビル本館………………………… 川島克也＋勝山太郎＋中島上／日建設計 04-090

狭山の森礼拝堂………………………………… 中村拓志／ NAP 建築設計事務所 07-102

ウィーン経済経営大学……………………………………………………………………………

Ribbon Chapel ……………………………… 中村拓志／ NAP 建築設計事務所 07-113

……………バスアルヒテクトゥール（マスタープラン，Plot 01） 阿部仁史アトリエ（Plot

六郷の集会所…………………………………………… 堀部安嗣建築設計事務所 09-056

02） ザハ・ハディド アーキテクツ（Plot LLC） エストゥディオ カルメン・ピノッシュ

新宿瑠璃光院白蓮華堂……………………………………………竹山聖＋アモルフ 09-110

05-072

湘南キリスト教会……………………………保坂猛／保坂猛建築都市設計事務所 09-118

虎ノ門ヒルズ 環状第二号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業Ⅲ街区 ……日本設計 07-118

浄土真宗本願寺派 光輪山 明善寺 ……………………………………………………………

（Plot W1D） ノマドアルキテクトス（Plot W1E） クラブスタジオ（Plot W2）

大 手 町 タ ワ ー …………………………………………………………………………… 大 成 建

………………………… 入江正之・入江高世＋早稲田大学入江正之研究室・DFI 09-133

設一級建築士事務所（設計） コーン・ペダーセン・フォックス（外装デザイン） 07-130

立教新座キャンパス聖パウロ礼拝堂改修………………………………………………………

エ リ ア な か い ち …………………………………………………………………………

マナ建築設計室（聖パウロ礼拝堂） 八千代エンジニアリング（チャペル会館） 09-160

アール・アイ・エー（秋田市にぎわい交流館，商業・駐車場棟，住宅棟及び全体計画） 07-148

無量光 明圓寺納骨堂清淨殿 ………………………………古森弘一建築設計事務所 10-126

東京駅八重洲開発

グランルーフ…………東京駅八重洲開発設計共同企業体（日建

總寧寺永代供養施設「無憂樹林」 ………………………妹島和世建築設計事務所 10-134

JAHN（デザインアーキテクト） 12-066

神勝寺 松堂……………………………………藤森照信＋大嶋信道（大嶋アトリエ） 11-100

設計・ジェイアール東日本建築設計事務所）
（設計）

日本橋再生計画 福徳神社 …………… 日本設計（基本計画） 清水建設（設計・監理）

12-076

日本橋再生計画 福徳神社 …………… 日本設計（基本計画） 清水建設（設計・監理）

12-076

軒の教会―東八幡キリスト教会―…… 手塚貴晴＋手塚由比／手塚建築研究所 12-084

宿泊施設

セトレマリーナびわ湖……………………………………芦澤竜一建築設計事務所 01-150
あべのハルカス………………………………………………………………………………………

公園施設・仮設建築・休憩所・展望台

瀬戸内海国立公園 宮島弥山展望休憩所 ………………………………………………………

竹中工務店（設計） 竹中工務店＋ペリ クラーク ペリ アーキテクツ（外装デザイン） 04-052

三分一博志建築設計事務所（基本デザイン設計） 広島県土木局営繕課（設計） 01-084

ザ・リッツ・カールトン京都…………………………………………… 日建設計 05-062

気仙沼大谷のみんなの家…………………………………………………………………………

ONOMICHI U2 …… 谷尻誠・吉田愛／ SUPPOSE DESIGN ARCHITECTS 05-142

………… Yang Zhao 妹島和世（アドバイザー） 渡瀬正記（ローカルアーキテクト） 03-166

松山 台北文創ビル …………………………………… 伊東豊雄建築設計事務所 07-070

あべのハルカス………………………………………………………………………………………

虎ノ門ヒルズ 環状第二号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業Ⅲ街区 ……日本設計 07-118

竹中工務店（設計） 竹中工務店＋ペリ クラーク ペリ アーキテクツ（外装デザイン） 04-052

大 手 町 タ ワ ー …………………………………………………………………………… 大 成 建

善根湯 × 版築プロジェクト 瀬戸内国際芸術祭 2013 … 齊藤正 × 続・塩飽大工衆 04-132

設一級建築士事務所（設計） コーン・ペダーセン・フォックス（外装デザイン） 07-130

敦 賀 駅 交 流 施 設 オ ル パ ー ク …………………………………………………………… 千 葉

柏の葉スマートシティ

ゲートスクエア………………………………團紀彦建築設計

事務所（マスタープラン） 錢高組

石本建築事務所

宮戸島月浜のみんなの家…………………………妹島和世＋西沢立衛／ SANAA 10-142

08-042

くるりの森…………………… 谷尻誠・吉田愛／ SUPPOSE DESIGN OFFICE 10-170

グランルーフ…………東京駅八重洲開発設計共同企業体（日建

釜石「みんなのひろば」 ……………………………… 伊東豊雄建築設計事務所 10-184

JAHN（デザインアーキテクト） 12-066

マルコの蔵・広場……………………………………………… 林寛治・片山和俊 11-160

剛）
・同施設部＋上野武／上野藤井建築研究所（柏の葉キャンパス駅前サテライト）

東京駅八重洲口開発

学建築計画事務所（デザイン監修） ジェイアール西日本コンサルタンツ（設計） 05-086

東京大学キャンパス計画室（清家

設計・ジェイアール東日本建築設計事務所）
（設計）
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展示・会場構成

交通施設・港湾施設

京都造形芸術大学エントランスラウンジ企画展 森の屋根ときのこ…………………………………

ボスポラス海峡横断鉄道プロジェクト…………………… 大成建設共同企業体 01-074

………………………………………………… 西沢立衛建築設計事務所＋ nendo 01-112

台湾桃園国際空港第一ターミナル再生………………… 團紀彦建築設計事務所 01-126

善根湯 × 版築プロジェクト 瀬戸内国際芸術祭 2013 … 齊藤正 × 続・塩飽大工衆 04-132

あべのハルカス………………………………………………………………………………………
竹中工務店（設計） 竹中工務店＋ペリ クラーク ペリ アーキテクツ（外装デザイン） 04-052
上州富岡駅……………………………………………… 武井誠＋鍋島千恵／ TNA 05-040

研究施設

東京国際空港（羽田）国際線旅客ターミナル増築 ………………………………………………

苗栗客家文化園區 台湾客家文化センター…竹中工務店＋劉培森建築師事務所 01-140

…………………… 梓・ 安 井・PCPJ 東 京 国 際 空 港 国 際 線 旅 客 タ ー ミ ナ ル 設 計 共 同
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…………………………… 北川原温（建築プロデューサー） 石本建築事務所（設計） 03-100
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特集：木造の可能性ーー建築の魅力を引き出す木の使い方 ………………………………

03-062

躯体の窓……………………………………………………… 増田信吾＋大坪克亘 05-174
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戸畑図書館………………………………………………………… 青木茂建築工房 07-162

…………………………………………………………………………………………… 06-070

シェアフラット馬場川………………………………………………………前橋工科大学石

集合住宅特集：他者との関わりをデザインする ………………………………………

08-054

田敏明研究室（基本計画） 石田敏明建築設計事務所＋タノデザインラボ（設計） 08-076

特集：建築を支えるエンジニアリング ………………………………………………

10-080

調布の家………………………………………………… 青木弘司建築設計事務所 08-114

特集：木の活かし方を模索するーー木造のケーススタディ ……………………………

11-050

神明町の戸建て……………………………………………………… モクチン企画 08-122

特集：医療・福祉特集 2014 地域環境へのレファレンス ……………………………

12-120

……………………………… 01-158

ミラノシカ………………………………………… DesignBuildFUKUOKA 2nd 09-154
東京大学安田講堂改修……………………………………………………………………………
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可能性 ………………………………………………………………………
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記事：廃棄物から再び素材・マテリアルへ，モノの寿命を延ばす …………………………
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順天堂大学・早稲田大学の共同による，次世代型医療建築を目指した研

究開発 ……………………………………………………………………………………
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10-040
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エッセイ：木造建築のつくり方・工法の現況 …………………………………………………
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11-068

記事：金山町の風土にふさわしい場の創出 …………………… 林寛治・片山和俊
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位契約候補者に／手塚建築研究所がニュージーランド Cathedral Grammar School

クーパース PPP・インフラ部門アジア太平洋地区代表パートナー） 吉田不曇（中央区副区長）

02-200

再建の設計者に／安藤忠雄氏がフランス芸術文化勲章のコマンドゥールを受章／ 3 年

第 3 回：災害から考える都市や地域のあり方 …………………………………………………

ぶりの福島建築文化賞が発表 ーー第 30 回正賞に白河市立図書館 ／キャサリン・フィンドレ

……………………牧紀男（京都大学防災研究所教授） 室崎益輝（兵庫県立大学防災教育センター長）

イ氏逝去／第 44 回中部建築賞発表 ーー高志の国文学館，一宮市尾張一宮駅前ビルなどが入賞

岡 田 新 一（ 建 築 家， 日 本 芸 術 院 会 員，NPO 法 人 日 本 の 未 来 を つ く る 会 副 理 事 長 ） 03-188

／公的不動産活用促進のための補助制度を創設／国土交通省がリフォーム事業適切

第 4 回：都市にけるビックデータの活用 …………………… 古川久貴（日本 IBM スマーター・

化に向けた検討会を発足／木造建築耐火基準緩和に向け建築基準法改正へ…02-011

シティ事業 事業企画推進 マーケティング） 西田亮介（立命館大学大学院先端総合学術研究科特別招聘准

JIA2013 年度日本建築大賞に古谷誠章氏と八木佐千子氏の「実践学園中学・高等学校 自

教授） 関本義秀（東京大学生産技術研究所准教授） 渡邉英徳（首都大学東京システムデザイン学部准

由学習館」
，新人賞に矢板久明氏・矢板直子氏と長田直之氏，25 年賞に竹中工務店ら

教授，京都大学地域研究統合情報センター客員准教授） 西宏章（慶應義塾大学理工学部教授）

04-186

が受賞／ aat ＋ヨコミゾマコト建築設計事務所が釜石市民ホール及び釜石情報交流セン

第 5 回：まちづくりと新しい都市論 ……………………………………………………………

ター（仮称）設計業務プロポーザルの最優秀者に選出／山下設計が蘇州独墅湖医院国際

……… 初田香成（東京大学大学院工学系研究科助教） 中島直人（慶應義塾大学准教授） 真野洋介

設計コンペで 1 等に当選／竹中工務店設計施工のパークシティ武蔵小杉が 2014 年度国

05-186

際コンクリート工学連盟（fib）賞を受賞／金沢海みらい図書館が 35th annual interiors

第 6 回：都市の水辺が持つポテンシャル ………………………………………………………

awards を受賞／ LIXIL デザインコンテスト 2013 発表／第 5 回サステナブル建築賞発表

（東京工業大学大学院社会理工学研究科准教授） 中井祐（東京大学大学院工学系研究科教授）

……………………………………… 陣内秀信（法政大学教授） 山﨑孝明（江東区長） 07-194

／長谷工コーポレーションの新社長に辻範明氏／木材利用ポイント事業の延長が決定／

第 7 回：海外に輸出される日本の街づくり ……………………………………………………

京都市が狭い道沿いの木造家屋建て替えの規制緩和へ／国土交通省が建築基準法の適判

東京急行電鉄 独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） 08-202

制度の改正案を発表…………………………………………………………………… 03-015

第 8 回：オリンピックが都市にもたらすもの …………………………………………………

坂茂建築設計が富士山世界遺産センター（仮称）設計業務プロポーザルの最優秀者に選出

…………………… 阿部大輔（龍谷大学政策学部准教授） 白井宏昌（H2R アーキテクツ） 09-194

／佐藤総合計画＋大壮聨合建築師事務所＋何鴻志建築師事務所設計共同体が台中市泊嵐
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匯コンベンションセンター新築工事指名コンペの最優秀者に選出／日新工業建築設計競

び（仮称）気仙沼児童センター整備事業設計者選定プロポーザルで最優秀者に／デダロ・

技 40 周年記念作品集出版／竹中工務店社章，ロゴを刷新／サーペンタイン・ギャラリー

ミノッセ国際建築賞 2013/2014 発表／齊藤正，ZENKON-nex がエボラ出血熱感染予防

2014 設計者にスミルハン・ラディック氏／ MIPIM（不動産プロフェッショナル国際マーケッ

支援／東京駅八重洲口再開発計画 2015 ～ 16 年度に事業着手／新国立競技場の施工者に

ト会議）2014 開催ーー 2015 年には MIPIM Japan 開催決定／安井建築設計事務所創立 90 周年

大成建設（スタンド）と竹中工務店（屋根）を選定／空き家対策特別措置法が成立

12-011

／五十嵐太郎氏が芸術選奨新人賞を受賞／丹下健三設計の香川県庁舎東館基礎免震軸に
耐震化／ JIA 東北住宅大賞 2013 ／ IFAWPCA 会長に白石達海外建設協会会長／ 2050
年の国土グランドデザイン 国交省が骨子試案 …………………………………… 04-011

2014 年日本建築学会賞発表ーー作品賞は「SHARE yaraicho」で篠原聡子氏 他，「明治安田生命新東

EXHIBITION

これからの建築理論 Architectural Theory Now 槇文彦 × 磯崎新 × 原広司 ……………

陽町ビル」で菅順二氏，
「NBF 大崎ビル（旧ソニーシティ大崎）
」で山梨知彦氏 他／坂茂氏が 2014 年

………………………………………………………………………………… 川島範久 01-019

プリツカー賞を受賞／第 27 回村野藤吾賞に千葉学氏／うめきた 2 期区域開発に関する

NUMEN ／ FOR USE Exhibition『TAPE TOKYO』 ……………………………

民間提案募集における優秀提案決定／平田晃久建築設計事務所が（仮称）太田駅北口駅前

ARCHITECTURE FOR DOGS 犬のための建築展 ……………………………… 01-021

文化交流施設設計プロポーザルの最優秀者に選出／伊東豊雄氏がトーマス・ジェファー

人間のための建築 建築資料に見る坂倉準三………………………………………

ソン財団メダルを受賞／佐野正一氏逝去／木密市街地，2020 年度までに解消

Ninety Nine Failures

国交省

01-019
01-021

ーー The University of Tokyo Digital Fabrication Lab Pavilion 2013

が首都直下地震対策計画／ PFI 手続きを簡易化 内閣府負担軽減へ手引き …… 05-011

……………………………………………………………………………………………

01-023

台湾金門港旅客ターミナル設計コンペ，House of Peace 設計指名コンペで石上純也氏

特別講演会 「大江宏・考」 ……………………………………………………………

01-023

を選出／佐藤総合計画＋ SUEP. が「山元町立山下第二小学校新築復旧工事基本設計・実

Japanese Junction 展 ……………………………………………………今村創平 02-015

施設計業務」プロポーザルの最優秀者に選出／上越市新水族博物館基本設計プロポー

ヒロシマと建築家 東日本大震災復興応援メッセージ ……………………………岡河貢 02-015

ザルで篠崎淳 / 日本設計が最優秀者に選出／ 2014 年東京建築士会住宅建築賞発表ーー金

清水建設作品展 ものづくりの風景…………………………………………………

02-017

Annual Prize2013 槇文彦氏設計の 4 WTC に／大

紙と構造 ハンドメイド・ストラクチュア…………………………………………

02-017

賞該当なし，入賞作品 4 点を選出／ IAA

阪府建築士会と日本建築家協会近畿支部が各建築賞を発表ーー ｢ 日本圧着端子製造株式会社

クリスチャン・ボヌフォワ展………………………………………………中山英之 03-019

｣ 他が第 59 回大阪建築コンクール知事賞，｢ 六甲道の家 ｣ が関西建築新人賞審査委員奨励賞／第 13 回

内藤廣展 アタマの現場……………………………………………………………… 03-021

KAJIMA 彫刻コンクール入賞作品決定／世界遺産への登録勧告を受け富岡製糸場の修

」………………… 03-021
TORAFU ARCHITECTS 「ここをホッチキスでとめてください。

繕・保存検討へ／改正都市再生特別法が成立

建築輿論 九州 × 関西 …………………………………………………… 川上隆之 03-023

増設に国有地活用

病院など都市機能の集約後押し／保育所

51 カ所売却・貸付へ ………………………………………… 06-011

AGC studio Exhibition No.9 「STEPS IN THE AIR」展

ガラス階段とガラス・エンジニアリン

青木淳氏が新潟県十日町市の市民活動センター等の整備に係る実施設計等業務プロポー

グの現在 …………………………………………………………………………………

ザルの最優秀者に選出／入江正之氏が（仮称）｢ 漱石山房 ｣ 記念館設計プロポーザルの最

アトリエ・ワン：マイクロ・パブリック・スペース……………………谷村仰仕 04-017

03-023

優秀者に選出／宮城県南三陸町志津川地区のグランドデザインまとまるーーデザインは隈

日建設計グループ展

研吾氏．川と海，自然を感じられる町へ／第 25 回 JASCA 賞ーー作品賞に「中之島フェスティバルタ

トウキョウ建築コレクション 2014 ＋せんだいデザインリーグ 2014 卒業設計日本一決定戦

ワー」
で吉田聡氏／第 14 回ヴェネチア・ビエンナーレ

韓国館が金獅子賞受賞／ホテルオー

………………………………………………………………………………………………04-019

クラ東京 本館建て替えへ／銀座ミキモト建て替えへーーファサードデザインは内藤廣氏／東

ホンノバ・プロジェクト in 伊東建築塾恵比寿スタジオ 「ホンノバ・カタリバ」…………………

more than creative …………………………………………… 04-019

京都が五輪施設見直しへ／黒沢隆氏逝去／国土強靱化基本計画を閣議決定／国交省が公

……………………………………………………………………………… 杉浦久子 04-021

共建築物老朽化対策事例集を作成…………………………………………………… 07-015

憧れのモダン住宅 建築家・土浦亀城・信子夫妻の提案 ……………………………… 04-021

第 9 回構造デザイン賞発表ーー受賞は内田祥哉，高橋 一，早部安弘，森部康司の 4 氏に／第 26

写真からひもとく近現代建築

回 高松宮殿下記念世界文化賞発表 建築部門はスティーヴン・ホール氏／東京建築賞第

ルドルフ・シュタイナー展 天使の国……………………………………………… 05-019

北九州のディテール展 ………………………古森弘一 05-019

40 回建築作品コンクールーー都知事賞に『東京駅丸の内駅舎保存・復原』／山手線 品川・田町

A+Sa "Hands-on" Approach 展 …………………………………………………… 05-021

間に新駅 地域再開発で一体的に整備／田中弥寿雄氏逝去／東京都 五輪施設整備 東京都

ブルーノ・タウトの工芸 ～ニッポンに遺したデザイン～ …………………………… 05-021

型デザインビルド提示／文科省 学校と公共施設の複合化を検討へ／第 55 回 BCS 賞発

南三陸の今を記憶する 2014.01.01 － 2014.03.11 ………………………………… 05-021

表ーー本賞 13 件，特別賞 2 件を選出………………………………………………… 08-011

建築家 篠原一男展＋篠原一男展シンポジウム

富士山静岡空港旅客ターミナルビル等改修・増築工事設計業務公募型プロポーザル最優

乾久美子＋東京藝術大学 乾久美子研究室 展

秀者に坂茂建築設計・日本空港コンサルタンツ（BANJAC）／サードパーティ一が松阪市

ミラノサローネ 2014 ………………………………………………………………… 06-020

伊東豊雄 × 長谷川逸子 × 坂本一成… 06-017

小さな風景からの学び …………北山恒 06-019

子ども発達総合支援施設公開設計競技の最優秀者に選出／（仮称）八戸市屋内スケート

ブラジル大使館 サッカー 2014 パビリオン ……………………坂茂建築設計 07-019

場設計者選定プロポーザルの最優秀者に山下設計／ソーラー・デカスロン・ヨーロッパ

TAKEO PAPER SHOW 2014「SUBTLE」………………………………………… 07-021

2014 開催／ NEDO「再生可能エネルギー熱利用技術開発」に係る公募の結果発表ーー 14
件の委託・共同研究予定先を決定／ 2013 年度 DOCOMOMO

「吉田桂二賞」発表／オートデスク

Japan 選定作品発表／第 1 回

建築文化財の 3D モデルを運用・維持管理に活用／

東京都心大規模開発促進のための検討マニュアルを作成………………………… 09-015
坂茂氏が広島市およびフィリピンにて災害支援活動を実施／シーラカンスアンドアソシ
エイツが南方熊楠記念館新館整備事業基本設計・実施設計業務に係る公募型プロポーザ

平成 26 年度 前年度活動報告展

建築アーカイブズをめざして ……………………… 07-021

「窓」を通して建築，都市，社会を考える 窓学 "WINDOWSCAPE" 展，記念シンポジウム「窓
学のはじまり」 ……………………………………………………………………………

07-022

TYIN テーネステュエ・アーキテクツ展 Human - Architecture ……………… 08-015
DESIGNEAST05 CAMP in Hamamatsu …………………………………辻琢磨 08-015
『新建築』特別セミナー

クライブ・ルイス氏（ARUP）講演会 「最新スポーツ施設の設計

ルで最優秀提案者に特定／宮脇愛子氏逝去／美浜町営住宅河和団地基本設計業務委託プ

について」………………………………………………………………………本昌弘 08-017

ロポーザルで studio velocity が最優秀者に選出／東京都の五輪選手村 建築のモデルプ

戦後日本住宅伝説ー挑発する家・内省する家………………………………………

ランを策定へ／日本設計・オートデスク パートナー契約締結／公立学校の統廃合 既存

オカムラデザインスペース R 第 12 回企画展

施設の改修利用に補助／「工事加速化支援隊」発足 災害公営住宅整備加速へ／コンパク

Park Homes EXPO 2014

トシティ実現へ 市町村の立地適正化計画支援強化／赤坂・虎ノ門緑道 統一感を持った

マテリアライジング展Ⅱ 情報と物質とそのあいだ……………………………… 09-019

街並みを形成…………………………………………………………………………… 10-011

ヴェネチア・ビエンナーレ 第 14 回 国際建築展 日本館展示

長野県新県立大学施設整備設計プロポーザルで最優者に石本建築事務所を選定 倉田

から～…………………………………………………………………………中谷礼仁 09-021

直道（キャンパスプランナー）＋三浦丈典（デザインパートナー）と協働／（仮称）全天候型広

磯崎新 12×5=60 ………………………………………………………………………

10-015

場建設設計業務指名型プロポーザルで手塚建築研究所を最優秀提案者に決定／神谷宏

ジョージ・ネルソン展ー建築家，ライター，デザイナー，教育者………………………

10-015

治氏逝去／小谷部育子氏逝去／世界の都市総合力ランキング 2014 発表ーー東京は昨年に

建築家ピエール・シャローとガラスの家……………………………………………

10-017

引き続き 4 位 ／平成 26 年度日本建築士会連合会賞入賞作品発表／

竹中大工道具館 30 周年記念巡回展

日中韓 棟梁の技と心 …………………………

10-017

Festival Awards 2014 発表／建築夜楽校「東京オリンピック 2020 から東京を考える」

MAKE HOUSE 木造住宅の新しい原型展 ………………………………………

11-015

開催／ 2014 年度グッドデザイン賞発表 ーー大賞候補 9 点が選出 ／第 12 回ブルネル賞発表

東京ミッドタウン・デザインハブ第 47 回企画展「本・ことば・デザイン」展 …………

11-015

ーー日本からは「日立駅」などが優秀賞に選出／日建連建築セミナー 西沢立衛氏が講演 ………

原広司：WALLPAPERS ー 2500 年間の空間的思考をたどる〈写経〉ー …… 川口有子 11-017

…………………………………………………………………………………………… 11-011

ヨドコウ迎賓館竣工 90 周年記念イベント ……………………………… 荒谷省午 11-017

日本女子大学 目白キャンパス再整備発表ーーグランドデザインは妹島和世氏が担当／谷口吉生

都市に建てる木造が開く未来 Timberize TOKYO 2020 ～都市木造が 2020 年の東京を未来へつ

World Architecture

08-017

波・紋 …………………………………… 08-015

2020 ふつうの家展＋フューチャー縁日 ……………… 09-019
In the Real World ～日本建築の倉

設計による文化施設 9 館が建築交流ネットワーク協定を締結／台湾建築賞発表ーー團紀彦

なげる …………………………………………………………… 腰原幹雄

設計の台湾桃園国際空港第一ターミナル再生が一位に／金沢 21 世紀美術館 開館 10 周年記念事

ザハ・ハディド Zaha Hadid ………………………………………………………

業発表／長良小学校及び長良公民館改築工事基本及び実施設計業務プロポーザル最優秀

佐藤総合計画 細田雅春氏（代表取締役社長）による清華大学講演会：現代建築のゆくえー IT 化の先に

提案者に大建設計・大建 met JV ／岡田新一設計事務所が気仙沼図書館災害復旧事業及
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