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 総目次2009

作品
［専用住宅］
光の矩形………………………………………………………… 五十嵐淳建築設計　01-022

相間の谷………………………………………………………… 五十嵐淳建築設計　01-034

明月谷の住宅……………………………………………………………… 中村好文　01-044

軽井沢の BB House ……………………………………… 横河健／横河設計工房　01-054

楓燕居………………………………………………………… 川口通正建築研究所　02-018

GO-TEI ………………………………………………… 服部信康建築設計事務所　02-030

楓林の家………………………………………………… 横内敏人建築設計事務所　02-042

内露地の家……………………………………………… 高野保光／遊空間設計室　02-052

間の門…………………………………………………………… 五十嵐淳建築設計　02-058

烏山の家………………………………………………………… 手嶋保建築事務所　02-092

善福寺の家…………………………………… 浅利幸男／ラブアーキテクチャー　02-100

千歳船橋の住宅…………………………………………………… メジロスタジオ　02-108

帷子の家…………………………………………………矢田朝士／ ATELIER-ASH　02-114

HOUSE H ………………… 山代悟＋西澤高男＋ビルディングランドスケープ　02-122

住居 No.34 ………………………………………………… 内藤廣建築設計事務所　03-046

オレセン・ノイエ……………………………… アカサカシンイチロウアトリエ　03-056

NOVELA …………………………………………………………………………………………  

…… 上田知正＋中川陽子＋児玉遼／オクトーバー　名和研二／なわけんジム　03-064

YG ………………………………………………………… 山縣洋建築設計事務所　03-072

青梅の家（T邸） …… 粕谷淳司＋粕谷奈緒子／カスヤアーキテクツオフィス　03-080

KU ハウス ………………………………… 石田敏明＋石田敏明建築設計事務所　03-086

東雲の家…………………………………………………………………… 川島克也　03-092

百楽園の家……………………………………………… 坂本昭・設計工房 CASA　03-110

洛北の家………………………………………………… 坂本昭・設計工房 CASA　03-120

保土ヶ谷の家………………………………… 田井勝馬／田井勝馬建築設計工房　03-136

M&G House ……………………………………… ニト建築設計事務所　村松一　03-144

高台の家……………………………………………………… 吉岡寛之＋飯山千里　04-026

守谷の家…………………………………………………… 庄司寛建築設計事務所　04-036

OUCHI-06 ………………………………………………… 石川淳建築設計事務所　04-044

山の家…………………………………………………………… 三浦慎建築設計室　04-056

ポニー・ガーデン………………………………………………… アトリエ・ワン　04-064

はっぴぃさん…………………………………………… 服部信康建築設計事務所　04-072

瀬戸内の家…………………………………………………河口佳介／ K2-DESIGN　04-080

キッチンのない家……………………………………………… 飯塚拓生アトリエ　04-096

House O ……………………………………………………………………… ヨコヤマダ建築
設計事務所 ＋ 富山大学芸術文化学部横山研究室　大野博史／オーノ JAPAN　04-128

小倉町の家……………… 竹原義二／無有建築工房　下山聡／下山建築設計室　04-136

岩見沢の家………………………………………………………… 長坂大／ Mega　05-026

アルミハウス・プロジェクト 3 題 …………… 山下保博× アトリエ・天工人　05-034

オトメの家………………………………… 関口靖／関口靖建築計画＋小笠原薫　05-046

大泉の家…………………………………………………… 菊地宏建築設計事務所　05-056

藤沢の家…………………………… 八島正年＋八島夕子／八島建築設計事務所　05-064

卍のいえ…………………………………………………………………………………………  

……… 直井克敏＋直井徳子／直井建築設計事務所　名和研二／なわけんジム　05-072

湧雲の望楼………………………………………… 羽深隆雄・栴工房設計事務所　05-080

葉山の家…………………………………………………………… 岸本和彦／ acaa　05-106

東山の家………………………………………………………………… みかんぐみ　05-114

目黒南の家…………………… アーキテクトカフェ・田井幹夫建築設計事務所　05-120

立川の家…………………………………………………………… 伊藤寛アトリエ　05-126

WALL GARDEN HOUSE ……………………………… 藤吉秀樹建築計画事務所　05-127

ロングトールハウス………………………香川貴範＋伊藤立平／ SPACESPACE　05-128

杉シェルター……………………………………… 須永豪・サバイバルデザイン　05-128

港北の住宅………………………… 鈴野浩一　禿真哉／トラフ建築設計事務所　05-129

緑山の家…………………………………………………… 栗原隆建築設計事務所　05-130

スウェー・ハウス　……………………………………………… アトリエ・ワン　05-131

SWING ………………………………………………… 米田明／アーキテクトン　05-131

保土ヶ谷の家………………………………… 田井勝馬／田井勝馬建築設計工房　05-132

cellular ………………………………………… 安田幸一研究室＋安田アトリエ　05-132

柿の木坂の家…………………………………………… 岡田哲史建築設計事務所　06-014

北鎌倉の家……… 谷尻誠／ suppose design office　名和研二／なわけんジム　06-028

浦和の家………………………………………………………… 手嶋保建築事務所　06-038

磯子の家……………………………………濱田昭夫／ TAC 濱田建築設計事務所　06-048

反町の家……………………………………… 田井勝馬／田井勝馬建築設計工房　06-054

NRS …………………………………………………新関謙一郎／ NIIZEKI STUDIO　06-072

KHB …………………………………………………新関謙一郎／ NIIZEKI STUDIO　06-080

拡散する家……………………………………… フォルム・木村浩一建築研究所　06-088

鹿沼の住宅………………………………………………… 後藤武建築設計事務所　06-098

吉原さんの家……………………………… 西久保毅人＋原由美子／ニコ設計室　06-116

Kanta's Jungle・LCSH-#14………………………………………… 横河設計工房　07-020

塩屋町の住居………………………………………… 島田陽／タト アーキテクツ　07-030

西賀茂の家………………………………………………… 河井敏明／河井事務所　07-048

HOUSE-R ……………………………………………………………池村圭造／ UA　07-056

貝塚の住宅……………………………………荒木洋＋長澤浩二／ AN Architects　07-062

斜景の棲家……………………………………村田基幸＋安田綾香／ L&C design　07-068

玄以の家…………………………………………………………… ケンチクイロハ　07-092

江波東の家………………………………………………… 宮森洋一郎建築設計室　07-102

藤久保の家……………………………………… 吉田豊／吉田豊建築設計事務所　07-118

M HOUSE ………………………… 駒田剛司＋駒田由香／駒田建築設計事務所　07-124

下鴨の家 3 ………………………………………………………… 長坂大／ Mega　07-132

仙台の家 “オオキナキ” ………………………… 末光弘和＋末光陽子／ SUEP.　07-140

MOUNTAIN RESEARCH ………………………… 大堀伸／ジェネラルデザイン　08-018

鶯庵………………………………………………………………古谷誠章＋ NASCA　08-028

TRAPEZIUM …………………………………………… 田口知子建築設計事務所　08-038

車庫と家と芝生…………………………………………… 佐藤美輝／佐藤事務所　08-062

house I ………………………………………………………宮晶子／ STUDIO 2A　08-072

だんだんまちや…………………………………………………… アトリエ・ワン　08-094

桜川の家………… 谷尻誠／ suppose design office　名和研二／なわけんジム　08-102

ジュッカイエ……………………… 長岡勉＋田中正洋／ point　横尾真／ OUVI　08-112

台の家…………………………………………………………………… みかんぐみ　08-122

リクライニング・ハウス………… 安原幹＋大坪輝史／サルハウス＋ロクディ　08-130

鋸南の家………………………………………………… 石井秀樹建築設計事務所　09-024

スロープの家…………………………………………… 橋本廉太郎＋橋本由美子　09-032

Five Gate House …………………………… 長谷川順持建築デザインオフィス　09-040

Kokage …………………………………………… 末光弘和＋末光陽子／ SUEP.　09-048

鴻巣の住宅……………………………………………… 龍光寺眞人＋池守由紀子　09-056

Open Terrace ………………………………… 木村博昭＋ケイズアーキテクツ　09-092

壁層の家…………………………………………………………… 高砂建築事務所　09-100

N-CUBE ………………………… トイットデザイン＋吉村寿博建築設計事務所　09-108

cross air ………………………………………………………… 古関俊輔＋高松樹　09-114

狛江の住宅……………………………………………… 長谷川豪建築設計事務所　09-120

順風晴天の家………………………………………… ウエガイト建築設計事務所　09-130

楕円虚の家…………………………………………………… 坂 茂／坂茂建築設計　10-022

三日月の家…………………………………………………… 坂 茂／坂茂建築設計　10-036

松山の家………… 谷尻誠／ suppose design office　名和研二／なわけんジム　10-046

那珂湊の家…………………………………………………………… 伊礼智設計室　10-054
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大地の景色…………………… 松野勉・相澤久美／ライフアンドシェルター社　10-064

サンペンハウス…………………………………山隈直人／ kt 一級建築士事務所　10-080

STONE TERRACE……………………………………… 土井一秀建築設計事務所　10-102

淡路島の家………………………………………………………… 長坂大／ Mega　10-120

プロジェクト：笠の家 ……………………………………………… 長坂大／ Mega　10-128

屋根下の家…………………………… 植木幹也＋植木茶織／スタジオシナプス　10-130

白保の家…………………………………………………………… 松山建築設計室　10-140

プロジェクト：当麻の家 …………………………………… 堀尾浩建築設計事務所　10-110

プロジェクト：坂本の家 ………………………………………… 大西憲司設計工房　10-138

[laatikko] ……………………………………………… 木下道郎／ワークショップ　11-017

SA ハウス ………………………………… 石田敏明＋石田敏明建築設計事務所　11-026

高松の住宅………………………………………………………… メジロスタジオ　11-034

北鎌倉の家………………………………………………………… 岸本和彦／ acaa　11-042

「Skin-House Project no.7 Lucky Drops」 ……………………………………………………  

……………………………………………山下保博×アトリエ・天工人　池田昌弘　11-051

「HOUSE YK / Islands」 ………………………………………… 赤松佳珠子／ CAt　11-051

「TROLLEY」 …………… 二宮博＋菱谷和子／ステューディオ 2アーキテクツ　11-051

「西大路の家」………………………………… 三上晴久／神戸芸工大三上研究室　11-051

「Parabola 放物線の家」 ………………………… 山下保博× アトリエ・天工人　11-051

「ロングトールハウス」……………………香川貴範＋伊藤立平／ SPACESPACE　11-051

house O ………………………………………………………… 五十嵐淳建築設計　11-076

冒険者たち………………………………………………………… 平山俊建築設計　11-086

Piccolo Teatro …………………………………………………… 伊藤寛アトリエ　11-110

F-WHITE………………………………………………… 山本卓郎建築設計事務所　11-120

野川……………………………………………………押尾章治＋小巻依里子＋ UA　11-128

チョコレートハウス……………………… 藤森照信＋大嶋信道／大嶋アトリエ　12-014

K house ……………………………………………入江経一＋ Power Unit Studio　12-026

Steel-Truss……………………………………………… 木村博昭＋ Ks Architects　12-036

赤堤の住宅…………………………………………… 長谷川逸子・建築計画工房　12-046

花鳥風月＋水の家………………………………… 竹内巌／ハル・アーキテクツ　12-052

大安寺の家……………………………………………………… 飯田善彦建築工房　12-066

空方の家…………………………………………………… 堀尾浩建築設計事務所　12-076

湘南のコートハウス…………………………………… 高野保光／遊空間設計室　12-084

八潮 T.B. 8.19m 角の栖 … 中辻正明＋中辻雅江　中辻正明・都市建築研究室　12-092

［併用住宅］
名古屋の住宅…… 谷尻誠／ suppose design office　名和研二／なわけんジム　01-064

千石の家 レスタウロ K-HOUSE ARTS&CRAFTS …………………………………………  

…………………………………………………… 室伏次郎／スタジオアルテック　02-084

美術館のような家……………………………… 鈴木エドワード建築設計事務所　03-128

Dancing Living House ………………………………………… 三幣順一／ A.L.X.　04-088

明野のアトリエ住居……………………………………………… 奥山信一研究室　04-104

ファン・ハウス…………………………………… 野生司義光／野生司環境設計　06-124

lots Fiction ……………………伊藤孝紀／ TYPE A/B　名和研二／なわけんジム　08-046

妙蓮寺の店舗併用住宅　内と外の間 XVIII …………………………………………………  

…………………………………… 入江正之＋入江高世＋早稲田大学入江研究室　08-054

吉祥寺の家…………………………………… 浅利幸男／ラブアーキテクチャー　11-102

［別荘・週末住宅］
ダブル・チムニー………………………………………………… アトリエ・ワン　01-084

御代田山荘………………………………………………………… 奥山信一研究室　01-098

館山の家……………………………………………… 西村浩／ワークヴィジョン　01-118

廊の家…………………………………………………… 武井誠＋鍋島千恵／ TNA　01-126

愛宕の山荘……………………………………………………武富恭美／ d/dt Arch.　03-036

森の住処　すわ製作所……… 眞田大輔＋名和研二　名和研二／なわけんジム　04-119

House C 地層の家 ……………………………中村拓志／ NAP 建築設計事務所　05-018

コトリノイエ………………………………………………………… 小泉アトリエ　06-132

Ravel …………………………………………………… 竹内申一建築設計事務所　07-110

床の家………………………… 二瓶渉／アーキエア　名和研二／なわけんジム　10-072

夢創庵………………………………………………………河口佳介／ K2-DESIGN　10-112

PLUS ……………原田真宏＋原田麻魚／ MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO　11-064

南原の山荘……………………………………………………武富恭美／ d/dt Arch.　11-094

［保養所］
森のツリーハウス……………………………… 若松均／若松均建築設計事務所　01-108

［宿泊所］
まちやゲストハウス……………………………………………… アトリエ・ワン　02-134

［長屋］
DOUBLE DECKER HOUSE ……………………………………………… 長崎辰哉　06-106

T-10f ……………………………………… 石田敏明＋石田敏明建築設計事務所　07-038

豊崎長屋………………………………………… 大阪市立大学 竹原・小池研究室　10-088

［実験住宅兼ショールーム］
ENEOS 創エネハウス ……………………………………………… 小泉アトリエ　09-064

［賃貸住宅］
豊崎長屋………………………………………… 大阪市立大学 竹原・小池研究室　10-088

［論文］
天国のような状態………………………………………………………… 五十嵐淳　02-068

建築の強度………………………………………………………………… 岡田哲史　06-026

［対談・インタビュー］
住宅を設計する感覚………………… 高宮眞介× 吉岡寛之× 飯山千里× 安藤威　04-032

家型というルールから生まれる複雑な空間……………………………… 石川淳　04-052

普通であることを原点から考える…………………………… 谷尻誠× 名和研二　06-036

つくる対象としての都市と住宅………………………………長谷川豪×西沢大良　09-126

［批評］
日々の主役の劇場………………………………………………………… 倉方俊輔　11-118

特集・連載・記事
● 1月号特集：別荘　その場所の風景と魅力を知る
○特集作品
ダブル・チムニー………………………………………………… アトリエ・ワン　01-084

対談：操作卓をつくるアトリエ・ワンとツマミを調整する僕 ……………………………  

……………………………………………………………………塚本由晴×中山英之　01-094

御代田山荘………………………………………………………… 奥山信一研究室　01-098

森のツリーハウス……………………………… 若松均／若松均建築設計事務所　01-108

館山の家……………………………………………… 西村浩／ワークヴィジョン　01-118

廊の家…………………………………………………… 武井誠＋鍋島千恵／ TNA　01-126



142│12

● 2月号特集：改修・改築　長い時間を経て暮らす家
○特集作品
千石の家 レスタウロ K-HOUSE ARTS&CRAFTS …………………………………………  

…………………………………………………… 室伏次郎／スタジオアルテック　02-084

対談：原型を活かし、新しい命を吹き込む …………………室伏次郎×川手正樹　02-085

烏山の家………………………………………………………… 手嶋保建築事務所　02-092

善福寺の家…………………………………… 浅利幸男／ラブアーキテクチャー　02-100

千歳船橋の住宅…………………………………………………… メジロスタジオ　02-108

帷子の家…………………………………………………矢田朝士／ ATELIER-ASH　02-114

HOUSE H ………………… 山代悟＋西澤高男＋ビルディングランドスケープ　02-122

まちやゲストハウス……………………………………………… アトリエ・ワン　02-134

対談：金沢、町家、第五世代宣言 ………… 塚本由晴・貝島桃代× 鷲田めるろ　02-138

記事：「金沢アートプラットホーム 2008」を終わって ……………… 秋本雄史　02-141

特集論文：ストック改修時代が建築家に要請するもの ………………… 島原万丈　02-130

● 3月号特集：窓　周辺環境と家をつなぐデザイン
○特集作品
愛宕の山荘……………………………………………………武富恭美／ d/dt Arch.　03-036

住居 No.34 ………………………………………………… 内藤廣建築設計事務所　03-046

オレセン・ノイエ……………………………… アカサカシンイチロウアトリエ　03-056

NOVELA …………………………………………………………………………………………  

…… 上田知正＋中川陽子＋児玉遼／オクトーバー　名和研二／なわけんジム　03-064

YG ………………………………………………………… 山縣洋建築設計事務所　03-072

青梅の家（T邸） ……… 粕谷淳司＋粕谷奈緒子／カスヤアーキテクツオフィス　03-080

KU ハウス ………………………………… 石田敏明＋石田敏明建築設計事務所　03-086

東雲の家…………………………………………………………………… 川島克也　03-092

● 4月号特集 1：暮らしの自由度　さまざまな生活のあり方と家
○特集作品
山の家…………………………………………………………… 三浦慎建築設計室　04-056

ポニー・ガーデン………………………………………………… アトリエ・ワン　04-064

はっぴぃさん…………………………………………… 服部信康建築設計事務所　04-072

瀬戸内の家…………………………………………………河口佳介／ K2-DESIGN　04-080

Dancing Living House ………………………………………… 三幣順一／ A.L.X.　04-088

キッチンのない家……………………………………………… 飯塚拓生アトリエ　04-096

明野のアトリエ住居……………………………………………… 奥山信一研究室　04-104

対談：対話から生まれるもの …………………… 齋藤潮× 齋藤玲子× 奥山信一　04-112

● 4月号特集 2：住宅の構造
○特集鼎談
住宅の構造 これからの役割　第０回　住宅の構造と向き合うこと ……………………  

…………………………………………………… 小西泰孝× 萬田隆× 長谷川大輔　04-114

○特集作品
森の住処……… すわ製作所　眞田大輔＋名和研二　名和研二／なわけんジム　04-119

House O ……………………………………………………………………… ヨコヤマダ建築
設計事務所 ＋ 富山大学芸術文化学部横山研究室　大野博史／オーノ JAPAN　04-128

小倉町の家……………… 竹原義二／無有建築工房　下山聡／下山建築設計室　04-136

● 5月号特集：家をつくる素材　住空間に活かされる多様な質感
○特集作品
House C 地層の家 ……………………………中村拓志／ NAP 建築設計事務所　05-018

岩見沢の家………………………………………………………… 長坂大／ Mega　05-026

アルミハウス・プロジェクト 3 題 …………… 山下保博× アトリエ・天工人　05-034

オトメの家………………………………… 関口靖／関口靖建築計画＋小笠原薫　05-046

大泉の家…………………………………………………… 菊地宏建築設計事務所　05-056

藤沢の家…………………………… 八島正年＋八島夕子／八島建築設計事務所　05-064

卍のいえ…………………………………………………………………………………………  

……… 直井克敏＋直井徳子／直井建築設計事務所　名和研二／なわけんジム　05-072

湧雲の望楼………………………………………… 羽深隆雄・栴工房設計事務所　05-080

○特集記事
新建築住宅特集 10 YEARS MATERIAL SELECTION

木材 松野勉　石材 新関謙一郎　土 薩田英男　金属 川口通正　ガラス 吉松秀樹 … 05-090

素材からの環境への取り組み………………………………………………………… 05-100

西七条の町家………………………… 豊田保之／トヨダヤスシ建築設計事務所　05-101

解説：ウッドマイルズをきっかけに、地域の木材に入り込む ……… 滝口泰弘　05-103

解説：住宅（建築）の環境性能・品質を総合的に評価する …………… 岩村和夫　05-104

● 5月号特集 2：キッチンとバスルーム
○特集作品
葉山の家…………………………………………………………… 岸本和彦／ acaa　05-106

東山の家………………………………………………………………… みかんぐみ　05-114

目黒南の家…………………… アーキテクトカフェ・田井幹夫建築設計事務所　05-120

● 5月号特集記事：1 1 住宅のキッチン（ K ）とバスルーム（ B ）
○特集作品
（ K ）
立川の家…………………………………………………………… 伊藤寛アトリエ　05-126

WALL GARDEN HOUSE ……………………………… 藤吉秀樹建築計画事務所　05-127

ロングトールハウス………………………香川貴範＋伊藤立平／ SPACESPACE　05-128

杉シェルター……………………………………… 須永豪・サバイバルデザイン　05-128

港北の住宅………………………… 鈴野浩一　禿真哉／トラフ建築設計事務所　05-129

シックイの家………………………………………… 武井誠＋鍋島千恵／ TNA　　05-129

（ B ）
緑山の家…………………………………………………… 栗原隆建築設計事務所　05-130

スウェー・ハウス………………………………………………… アトリエ・ワン　05-131

SWING ………………………………………………… 米田明／アーキテクトン　05-131

保土ヶ谷の家………………………………… 田井勝馬／田井勝馬建築設計工房　05-132

cellular ………………………………………… 安田幸一研究室＋安田アトリエ　05-132

● 6月号特集：家のあかり　暮らしを照らすあかり計画
○特集作品
NRS …………………………………………………新関謙一郎／ NIIZEKI STUDIO　06-072

KHB …………………………………………………新関謙一郎／ NIIZEKI STUDIO　06-080

拡散する家……………………………………… フォルム・木村浩一建築研究所　06-088

鹿沼の住宅………………………………………………… 後藤武建築設計事務所　06-098

DOUBLE DECKER HOUSE ……………………………………………… 長崎辰哉　06-106

吉原さんの家……………………………… 西久保毅人＋原由美子／ニコ設計室　06-116

ファン・ハウス…………………………………… 野生司義光／野生司環境設計　06-124

コトリノイエ………………………………………………………… 小泉アトリエ　06-132

● 6月号特集インタビュー：住宅と照明のデザイン
○特集記事
照明の意識を変える………………………………………… 中島龍興・福多佳子　06-064

生活に必要な光だけ導き出す…………………………………………… 角舘政英　06-066

第三者の眼がつくる建築照明…………………………………………… 戸恒浩人　06-068

人や風景と呼応するあかり…………………………………………… 近藤真由美　06-070

● 7月号特集：ストックを活かす　住まいの時間と風景を引き継ぐ
○特集作品
Kanta's Jungle・LCSH-#14………………………………………… 横河設計工房　07-020

インタビュー：記憶の中の風景をつなぐ ……………………………………………… 07-028

塩屋町の住居………………………………………… 島田陽／タト アーキテクツ　07-030

T-10f ……………………………………… 石田敏明＋石田敏明建築設計事務所　07-038

座談会：テラスハウスから考える住宅の可能性 ……………………………………………  

太田博信（建主・積水ハウス社友）× 大江恵一（構造担当・積水ハウス社友）× 石田敏明　07-042

西賀茂の家………………………………………………… 河井敏明／河井事務所　07-048

HOUSE-R ……………………………………………………………池村圭造／ UA　07-056

貝塚の住宅……………………………………荒木洋＋長澤浩二／ AN Architects　07-062

斜景の棲家……………………………………村田基幸＋安田綾香／ L&C design　07-068

● 8月号特集：住まいの役割　今、家に求められていること
○特集作品
MOUNTAIN RESEARCH ………………………… 大堀伸／ジェネラルデザイン　08-018

対談：体を使う居場所 …………………………………………………………………………  

……………… 小林節正（建主・MOUNTAIN RESEARCH ／ COW BOOKS 主宰）× 大堀伸　08-018

鶯庵………………………………………………………………古谷誠章＋ NASCA　08-028

対談：デザイン問答の家づくり ………………………………………………………………  

………………………………… 曽根美知江（建主・ファッション研究者）× 古谷誠章　08-028

TRAPEZIUM …………………………………………… 田口知子建築設計事務所　08-038

lots Fiction ……………………伊藤孝紀／ TYPE A/B　名和研二／なわけんジム　08-046



12│143

妙蓮寺の店舗併用住宅　内と外の間 XVIII ……………………………………………………  

…………………………………… 入江正之＋入江高世＋早稲田大学入江研究室　08-054

車庫と家と芝生…………………………………………… 佐藤美輝／佐藤事務所　08-062

house I ………………………………………………………宮晶子／ STUDIO 2A　08-072

● 8月号特集 2：階段と床から変えてみる。 立体的な家
○特集作品
だんだんまちや…………………………………………………… アトリエ・ワン　08-094

桜川の家………… 谷尻誠／ suppose design office　名和研二／なわけんジム　08-102

ジュッカイエ……………………… 長岡勉＋田中正洋／ point　横尾真／ OUVI　08-112

台の家…………………………………………………………………… みかんぐみ　08-122

リクライニング・ハウス………… 安原幹＋大坪輝史／サルハウス＋ロクディ　08-130

● 9月号特集：家・エコ イズム　エコであることは住宅を変えるか
○特集作品
鋸南の家………………………………………………… 石井秀樹建築設計事務所　09-024

スロープの家…………………………………………… 橋本廉太郎＋橋本由美子　09-032

Five Gate House …………………………… 長谷川順持建築デザインオフィス　09-040

Kokage …………………………………………… 末光弘和＋末光陽子／ SUEP.　09-048

鴻巣の住宅……………………………………………… 龍光寺眞人＋池守由紀子　09-056

ENEOS 創エネハウス ……………………………………………… 小泉アトリエ　09-064

○特集記事
環境対策の発想を、新しい住宅像の契機に　ENEOS 創エネハウス／エバーループ／レ
イクタウン 美環の杜／マイフォレスト -大樹／スマートスタイル・ゼロ／エコアイディ
アハウス……………………………………… 伊香賀俊治　髙口洋人　藤村龍至　09-072

● 10月号特集：地域性と家　住宅のローカリゼーション
○特集記事
メールディスカッション：さまざまな地域性に応える住宅とは ………………………………  

……… 堀尾浩　手島浩之　濱田修　植木幹也　長坂大　河口佳介　末廣香織　10-096

○特集作品
STONE TERRACE……………………………………… 土井一秀建築設計事務所　10-102

夢創庵………………………………………………………河口佳介／ K2-DESIGN　10-112

淡路島の家………………………………………………………… 長坂大／ Mega　10-120

プロジェクト：笠の家 ……………………………………………… 長坂大／ Mega　10-128

屋根下の家…………………………… 植木幹也＋植木茶織／スタジオシナプス　10-130

白保の家…………………………………………………………… 松山建築設計室　10-140

プロジェクト：当麻の家 …………………………………… 堀尾浩建築設計事務所　10-110

プロジェクト：坂本の家 ………………………………………… 大西憲司設計工房　10-138

● 11月号特集：敷地のかたち　細長い場所に建てる家
○特集作品
[laatikko] ……………………………………………… 木下道郎／ワークショップ　11-017

SA ハウス ………………………………… 石田敏明＋石田敏明建築設計事務所　11-026

高松の住宅………………………………………………………… メジロスタジオ　11-034

北鎌倉の家………………………………………………………… 岸本和彦／ acaa　11-042

Shinkenchiku archive　 …………………………………………………………… 　11-051

Skin-House Project no.7 Lucky Drops ………………………………………………………  

……………………………………………山下保博×アトリエ・天工人　池田昌弘　11-051

HOUSE YK / Islands …………………………………………… 赤松佳珠子／ CAt　11-051

TROLLEY ……………… 二宮博＋菱谷和子／ステューディオ 2アーキテクツ　11-051

西大路の家…………………………………… 三上晴久／神戸芸工大三上研究室　11-051

Parabola 放物線の家 …………………………… 山下保博× アトリエ・天工人　11-051

ロングトールハウス………………………香川貴範＋伊藤立平／ SPACESPACE　11-051

● 12月号特集：住宅風景の転換　家や暮らしが変わるとき
○特集記事
塔の家̶̶打ち放しの小住宅が誕生 …………………………………… 藤森照信　12-099

日常生活より優先されたもの…………………………………………… 玉井哲雄　12-100

狭小地に住まうことのはじまり……………………………………………  谷直樹　12-101

家族団欒の原風景の出現………………………………………………… 内田青藏　12-102

壁の空間へ̶̶木造軸組構法と住様式 ………………………………… 源愛日児　12-103

住宅生産力の飛躍的な増加……………………………………………… 平山育男　12-104

座敷の成立………………………………………………………………… 藤田盟児　12-105

会所の誕生̶̶「接客」という社会性 ………………………………… 小沢朝江　12-106

都市に生まれたスキマ…………………………………………………… 清水重敦　12-107

●連載
［いま，住宅をつくるときに考えること］青木淳
008　ゲスト　石上純也 ……………………………………………………………… 01-076

009　ゲスト　藤本壮介 ……………………………………………………………… 04-154

010　ゲスト　長坂常 ………………………………………………………………… 06-140

011　ゲスト　藤村龍至 ……………………………………………………………… 08-082

［住宅物語］　文・塚本ゆり　イラスト・寺田晶子
森山邸…………………………………………………………………………………… 01-136

梅林の家………………………………………………………………………………… 05-138

ハウス・アサマ………………………………………………………………………… 09-138

［まち居住 2009］
執筆者座談会……………………………………… 太田浩史＋真野洋介＋西田司　02-142

第 12回　塩見直紀×京都府綾部市 …………………………………………………………  

……………… 太田浩史　真野洋介　西田司　山崎亮　片岡八重子　阿部大輔　07-076

第 13回　小石原 剛×岡山県岡山市 …………………………………………………………  

……………………………………… 太田浩史　真野洋介　山崎亮　片岡八重子　08-088

第 14回　岡 昇平×高松市仏生山町 …………………………………………………………  

……………………………………… 太田浩史　真野洋介　山崎亮　片岡八重子　09-088

第 15回　網本武雄＋若狭健作×兵庫県尼崎市 … 阿部大輔　西田司　山崎亮　11-060

［デザインのある暮らし］西沢大良 ………………………………………………… 02-146

［建築家自邸からの家学び］　企画・監修　真壁智治
第 1回 GAZEBO

前編……………………………………………………調査　篠原聡子＋日本女子大学篠原聡
子研究室　文　南後由和　大西麻貴　古田陽子　協力　山本理顕　船山眞理子　03-100

後編………………………………………………… 調査　篠原聡子＋日本女子大学篠原聡
子研究室　文　南後由和　大西麻貴　古田陽子　協力　山本理顕　船山眞理子　04-146

第 2回　私の家
前編………………………………………………………………… 調査　掘啓二＋共立女子大
学 掘啓二研究室　文　大西麻貴　丸田絢子　古田陽子　協力　阿部勤　阿部淳　07-082

後編………………………………………………………………… 調査　堀啓二＋共立女子大
学 堀啓二研究室　文　大西麻貴　丸田絢子　古田陽子　協力　阿部勤　阿部淳　08-138

第 3回　原邸
前編……………………………………………………………………… 調査　芝浦工業大学　
堀越英嗣研究室　文　丸田絢子　倉方俊輔　古田陽子　協力　原広司　原若菜　11-140

後編……………………………………………………………………… 調査　芝浦工業大学　
堀越英嗣研究室　文　丸田絢子　倉方俊輔　古田陽子　協力　原広司　原若菜　12-108

［住宅の構造 これからの役割］小西泰孝　萬田隆　長谷川大輔
第 0回　住宅の構造と向き合うこと ……………………………………………… 04-114

第 1回　建築家に聞く：内海智行　福島加津也 ………………………………… 07-148

第 2回　建築家に聞く：手塚貴晴＋手塚由比 …………………………………… 09-148

［スケール & ディテール］　奥田宗幸
キッチン編　キッチンの寸法 Ⅰ …………………………………………………… 10-146

最新事例：中丸の住宅 ……………………………………… トラフ建築設計事務所　10-149

最新事例：千歳船橋の住宅 …………………………………………… 遊空間設計室　10-150

浴室・洗面室の寸法………………………………………………………………… 　12-146

最新事例：鎌倉山の家 …………………………甲村健一／ KEN 一級建築士事務所　12-149

最新事例：花鳥風月＋水の家 ……………………… 竹内巌／ハル・アーキテクツ　12-150

最新事例：PLUS …原田真宏＋原田麻魚／ MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO　12-151

［記事］
設計・村野藤吾　中林仁一郎邸……………………………………………………… 02-072

「現在主義」の住宅デザイン …………………………………………… 長谷川堯　02-073

村野藤吾の戦前住宅…………………………………………………… 石田潤一郎　02-081

［住宅と小物］
「姿見」…………………………………………………… 近藤哲雄建築設計事務所　08-146

「ウチミチニワマチ」………………………………………… 増田信吾＋大坪克亘　11-136
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［巻頭論文］
ラディカルな小さな建築を誘起するための̶̶「 身のまわり」についての注釈 ………  

…………………………………………………………………………………………………………原広司　05-012

［ストック改修時代の設計］
前編　初期性能重視から維持管理重視の設計へ……………………… 中島正夫　07-016

後編　維持管理重視の設計戦略 先取りのメンテナンス術 ………… 中島正夫　09-018 

［坂倉準三と坂倉準三建築研究所 ］
前編　剛毅と柔軟　坂倉準三の大きな精神…………………………… 田路貴浩　10-016

　　　組立建築に見る、技術をデザインする精神…………………… 北村紀史　10-020

中編　所員の目線で Ⅰ　1960年代、「大屋根」から「コートハウス」へ ……………  

……………………………………………………………………………… 太田隆信　11-052

後編　所員の目線で II　1960年代、「コートハウス」から「大住宅」へ ………………  

……………………………………………………………………………… 太田隆信　12-140

［モノグラフ］
八島正年＋八島夕子…………………………………………………………………… 12-116

作品：辻堂の家　鴨居の家 ………………………………… 八島建築設計事務所　12-116

対談：中山英之　 ……………………………………………………………………… 12-123

ディテール：空間の骨格を補強するディテール　 …………………………………… 12-134

インタビュー：13の質問　 ……………………………………………………………… 12-136

プロジェクト：等々力の家　 …………………………………………………………… 12-139

［ニュース］
改正建築士法が施行／北海道洞爺湖サミットの「ゼロエミッションハウス」が一般公開
／第 2回 200年住宅モデル事業を決定／ 200年住宅を普及促進する法律が成立／鈴木幸
治氏の「隙屋」が芦原義信賞を受賞／ 2009年 9月に新しい住空間要素を提案する国際
見本市を開催／天童木工家具デザインコンクール 2008の受賞作品発表／第 2回省 CO2

推進モデル事業が決定／茶谷正洋氏逝去／谷口吉生氏が日本芸術院会員に／ヨーン・
ウッツォン氏逝去……………………………………………………………………… 01-158

第 29回  INAXデザインコンテスト 受賞作品発表／シンポジウム「日本住宅史と民
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