
2014年 新建築総目次

■作品
住居施設（専用住宅・併用住宅・集合住宅・その他）
egota house B ………………… アトリエ・アンド・アイ／坂本一成研究室　02-046

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………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

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

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

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

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 ……………………………

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

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

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

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

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 ………………………………

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

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

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

AU dormitory 1st phase…………………………………………………………小林一行
＋樫村芙実／ TERRAIN architects（設計）　Plantek Consultants（設計協力）　05-106

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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

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
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

浦和の集住体…………………………… フィールド・デザイン・アーキテクツ　08-184

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………… 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

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

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

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

………………… 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

和泉町立三加和小中学校……………………………………………………………………野沢
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　03-104

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

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

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

MàRoùの杜　長岡造形大学展示館 ………………………… 山下秀之＋江尻憲泰　05-114

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

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

美田園わかば幼稚園　　…… 石原健也／千葉工業大学＋石森建築設計事務所　06-084

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

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

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

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 ……………………………

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

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

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

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

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

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

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　06-156

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

東村山むさしの認定こども園……………………………………………………………………
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 06-168

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

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

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

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

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

東京大学大学院情報学環………………………………………ダイワユビキタス学術研究館
東京大学キャンパス計画室（隈研吾）・同施設部　隈研吾建築都市設計事務所　07-154

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

沖縄科学技術大学院大学　第1研究棟・センター棟・第2研究棟・OISTギャラリー・回廊・講

堂・サイエンティストビレッジ……………………………………………………日建設計・
コーンバーグアソシエーツ・国建　共同体（第1研究棟・センター棟・第2研究棟・OIST
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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

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

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 ………………………………

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

東京大学（駒場Ⅰ）21 KOMCEE East………………………………………………東京大学
キャンパス計画室（加藤道夫）・同施設部　建築都市デザイン研究所　類設計室　10-062

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

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

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

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

美術館・博物館
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

アトリエ・ギャラリー・スタジオ・ショールーム
モノ：ファクトリー 品川ショールーム …………… 吉岡寛之／ iroirotoridori　04-140

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

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

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

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

Trust Fondazione Angelo Mangiarotti＋第一建設一級建築士事務所　10-162

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

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

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

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

舞台・劇場・映画館
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　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

スポーツ施設
ウィーン経済経営大学…………………………………………………………………………… 

……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）

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
（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

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

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

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 ………………………………

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

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

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

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
（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

事務所・庁舎
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

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

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・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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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・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

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

敦賀駅交流施設 オルパーク……………………………………………………………千葉
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

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

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

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

大手町タワー……………………………………………………………………………大成建
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

エリアなかいち…………………………………………………………………………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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

りくカフェ本設………………………………………………………………………猪熊純／
首都大学東京　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

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

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
設計・ジェイアール東日本建築設計事務所）（設計）　JAHN （デザインアーキテクト）　12-066

KIRARITO GINZA…………………………………………………………光井純アンドア
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

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

複合施設・再開発
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

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・
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

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

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

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

大手町タワー……………………………………………………………………………大成建
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

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

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

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
設計・ジェイアール東日本建築設計事務所）（設計）　JAHN （デザインアーキテクト）　12-066

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

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 ………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

大手町タワー……………………………………………………………………………大成建
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

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

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
設計・ジェイアール東日本建築設計事務所）（設計）　JAHN （デザインアーキテクト）　12-066

医療施設・福祉・厚生施設
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

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

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

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

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

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

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

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

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 …………… K2-DESIGN　12-124

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

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

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

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

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

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

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

大崎市民病院……………………………………………………………………………………
山下設計（基本設計・監理）　久米設計　戸田建設一級建築士事務所（実施設計）　12-176

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 ………………………………………………………

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

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

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

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

敦賀駅交流施設 オルパーク……………………………………………………………千葉
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

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

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

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

マルコの蔵・広場……………………………………………… 林寛治・片山和俊　11-160
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交通施設・港湾施設
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

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

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

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

……………………梓・安井・PCPJ 東京国際空港国際線旅客ターミナル設計共同
企業体（梓設計　安井建築設計事務所　ペリ クラーク ペリ アーキテクツ ジャパン）　05-054

敦賀駅交流施設 オルパーク……………………………………………………………千葉
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

サイクルステーションとりで………………………………小川達也＋小引寛也／ 16アー
キテクツ＋小石川建築 /小石川土木　中村実／オリエンタルコンサルタンツ　05-150

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

道の駅あいづ 湯川・会津坂下 ………………………… アルセッド建築研究所　11-136

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
設計・ジェイアール東日本建築設計事務所）（設計）　JAHN （デザインアーキテクト）　12-066

佐世保港国際ターミナル……………………………………… NKS アーキテクツ　12-094

集会所・公民館・コミュニティセンター・文化ホール
FRAC マルセイユ ………………………………… 隈研吾建築都市設計事務所　03-161

鶴ヶ島太陽光発電所環境教育施設 「eコラボつるがしま」 …………………………………
……………東洋大学ソーシャルデザインスタジオ＋藤村龍至建築設計事務所　04-146

逗子市地域活動センター 小坪大谷戸会館 ……………… コンテンポラリーズ　05-128

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

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

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

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

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 ………………………………

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

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

改修・修復・増築・復元・保存
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

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

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

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

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

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

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

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

………………………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

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

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

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

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　 ……………… 02-178

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

展示・会場構成
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 …………………………………

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

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

研究施設
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

日清食品グループ the WAVE …………………………………………………………………

……………………………古谷誠章＋NASCA（デザイン監修）　竹中工務店（設計）　05-158

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

大林組技術研究所 オープンラボ2 ………………… 大林組一級建築士事務所　09-178

プロジェクト・construction site
プロジェクト：新国連ビル …………………………………………槇総合計画事務所　01-068

プロジェクト：（仮称）広島ピースタワー　広島マツダ大手町ビル改修計画 …………………

……………………………………………………………三分一博志建築設計事務所　01-098

プロジェクト：2015年ミラノ国際博覧会 日本館 ………………………………………………

…………………………… 北川原温（建築プロデューサー）　石本建築事務所（設計）　03-100

プロジェクト：赤羽の集合住宅 ……………………………………………………………………

………………………………… 内海彩＋小杉栄次郎／ KUS＋ team Timberize　03-126

プロジェクト：日本橋再生計画 ………………………………………………………… 04-076

プロジェクト：大手町連鎖型都市再生プロジェクト第3次事業 ……… 三菱地所　04-088

プロジェクト：大手町二丁目地区第一種市街地再開発事業 ……………………………………

……………………………………………………… 都市再生機構　NTT都市開発　04-089

プロジェクト：新宿三井ビルディング制震工事 ……………… KAJIMA DESIGN　04-098

construction site：台中メトロポリタン・オペラハウス …………………………………

……………………………… 伊東豊雄建築設計事務所・大矩聯合建築師事務所　07-054

作品解説・インタビュー
インタビュー：地球の営み，動く素材を読む建築 …………………… 三分一博志　01-100

インタビュー：「住まう力」を増幅する建築のあり方……北尾さん一家×藤原徹平　02-149

インタビュー：最先端の過疎地から考える　神山町の再生手法 ………… 大南信也　04-128

解説：むらづくり戦略の中に組み込まれている復興公営住宅 ………… 蓑原敬　08-075

解説：既存ストックを活用する分譲マンションへのリファイニング手法 …………………

………………………………………………………………………………… 青木茂　08-112

インタビュー：光・構造を担保する一枚屋根を実現する ………………………………………

…………………………………………… 西田司（オンデザイン）×徳渕正毅（Arup）　10-091

インタビュー：地域の人たちが集う拠点として …………………………………………………

猪熊純（成瀬・猪熊建築設計事務所）×鵜浦淳子＋黄川田尚子（NPO法人りくカフェ理事）　11-150

解説：平成知新館の建築 ………………………………………………… 谷口吉生　12-064

インタビュー：地域の中心となり，愛される神社を目指して …………………………………

………………………………… 三井不動産日本橋街づくり推進部事業グループ　12-080

解説：軒を貸して母屋に入れる ………………………………………… 手塚貴晴　12-091

インタビュー：他者のための空間 ………………………………………… 奥田知志　12-091

解説：地域活動から生まれる新しい公共のかたち …………………… 古澤大輔　12-114

特集
特集：キャンパスの再編ーー個性を生かした大学の更新 ……………………………… 01-158

特集：既存への挑戦ーーリノベーションによる新しい住空間への関わり方 ……………… 02-130

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

特集：地域ごとの保育の場ーー保育施設（幼稚園・保育所・子ども園他）として求められる空間とは
…………………………………………………………………………………………… 06-070

集合住宅特集：他者との関わりをデザインする ……………………………………… 08-054

特集：建築を支えるエンジニアリング ……………………………………………… 10-080

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

特集：医療・福祉特集2014  地域環境へのレファレンス …………………………… 12-120

■本文記事
巻頭論文・巻頭インタビュー・座談会
特集：震災から3年，今だから思うこと　 ………………………………………… 03-045

座談会：環境から建築へ　エネマネハウスをきっかけに考える，設備設計のこれまでとこれから …

…………………… 池田靖史・伊香賀俊治（慶應義塾大学教授）×秋元孝之（芝浦工業大学教授）
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×川瀬貴晴（千葉大学教授）×前真之（東京大学准教授）×田辺新一（早稲田大学教授）　04-040

建築論壇：開かれた公共性　駅をつくるということ ………………………… 武井誠　05-035

建築論壇：現実を生け捕りにするには　建築をバラバラなモノとコトに向かって開くこと ………

………………………………………………………………………………… 青木淳　07-036

座談会：弱い枠組みがつくるタフな空間と社会　他者を許容する建築の可能性 ………………

………………………………………………青木弘司×猪熊純×仲俊治×門脇耕三　08-034

建築論壇：大学教育プログラムとキャンパス　時代に合わせた役割の変化 ……………………

…………………………………………………………………… 藤森照信×隈研吾　10-034

座談会：建築・都市の課題と未来　組織設計事務所若手社員からのメッセージ …………………

……… 乾谷智砂（佐藤総合計画）×萩原裕加（日建設計）×濵田貴広（山下設計）×平田駿（久米設
計）×平野暁子（三菱地所設計）×堀淵茉裕子（松田平田設計）×吉田秀樹（日本設計）　11-042

記事
論文：私とニューヨークそして4 ワールド・トレード・センターへ ……槇文彦　01-070

論文：関係性のリ・デザイン　リノベーションとシェア居住で住宅ストックを活かすための課題と
可能性 ……………………………………………………………………… 田村誠邦　02-132

記事：木造建築の実験を通して可能性を探る　標準設計手法の確立と普及 ……………………

……………………………………………………………………………… 稲山正弘　03-144

都市再編マップ　東京・大阪の再開発プロジェクト …………………………………… 04-048

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 …………………………

…………………………………………………………中台澄之（ナカダイ常務取締役）　04-142

記事：子ども主体でつくる建築　京都市洛央小学校ブックワールドデザインプロジェクト ………

……………………………………………………………………………… 門内輝行　06-038

記事：医療・建築の連携　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 …………………………………………………………………………………… 06-061

記事：2025年の医療建築と制度　超高齢社会における病院計画 ……… 中山茂樹　06-068

特集記事：少子化に応える保育建築への期待 ………………………… 佐藤将之　06-072

記事：再び都市に向き合うための建築的実践　ネットワーキング・アーバニズム試論 …………

……………………………………………………………………………… 連勇太朗　08-040

緊急アンケート：建築・建設の現状と課題ーー2020年とその先 ……………………… 09-048

記事：街のシンボル（蔵）を，地域再生の拠点へ …………………… 竹原義二　09-070

記事：新たな教育の場と社会を繋げる　東京大学建築学専攻 Advanced Design Studies …   10-040

エッセイ：木造建築のつくり方・工法の現況 …………………………………………………

…………………………………………… 大橋好光（東京都市大学工学部建築学科教授）　11-051

エッセイ：木造の防耐火性能と今後の可能性 ……………… 安井昇（桜設計集団）　11-052

エッセイ：木材の需要拡大と安定供給による魅力ある地域の創生 …………………………

………………………………………………………………………林野庁木材産業課　11-053

記事：人と自然をつなぐ，伝統と革新をつなぐ ………………………………………………

……………………………………………………… 竹中統一（竹中大工道具館理事長）　11-068

記事：匠の技の数々を実践 ………………………… 赤尾建蔵（竹中大工道具館館長）　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　11-167

特集記事：リート導入による医療施設の充実に向けて ……………… 武藤正樹　12-122

■連載
都市の再構築ーー2020年とその先の未来へ
第1回：歴史ーー1964年東京オリンピックから振り返る……………………………………
……………………………………………… 青山佾　伊藤滋　尾島俊雄　越澤明　01-042

第2回：都市構造・都市経済・インフラーー2020年以降の都市の姿 ……………………

…市川宏雄（明治大学専門職大学院長）　森雅志（富山市長）　野田由美子（プライスウォーターハウス
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

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

……………………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）
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

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・

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
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
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

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

……… 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
（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）　05-186

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

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

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

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

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

…………………… 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

第9回：地域で展開される街の姿 ……………………………………………… 清水義次（東
洋大学客員教授，都市再生プロデューサー）　森傑（北海道大学大学院工学研究院教授）　嶋田洋平（らい
おん建築事務所代表　北九州家守舎代表）　鈴木輝隆（江戸川大学社会学部現代社会学科教授）　10-188

第10回：海外に見る都市再生の方法 ……………………… 小林英嗣（北海道大学名誉教授）
中尾茂樹（三井不動産）　山﨑貴士（大成建設）　飯嶋寿光（アイング）　飛田茂実（住友不
動産）　多田野敬（森ビル）　星野浩明（東急不動産）　国府田道夫（三菱地所設計）　11-190

第11回（最終回）：都市の転換点に向けて，求められるビジョン …………………………

………………… 羽藤英二（東京大学大学院都市工学専攻准教授）　蓑原敬（都市計画家）　12-184

これからの建築照明
第1回 「ソフトライト」ーー技術を結集させたやわらかな光 …………………… 04-026

第2回 「 LEDペンダント 上下配光 導光パネルタイプ」ーー進化したミニマルデザイン
で空間を効率的に照らす……………………………………………………………… 06-024

第3回 「ソフトライト × NTT西日本研修センタ　本館」ーー天井と照明器具を一体にデ
ザインする……………………………………………………………………………… 07-024

第4回 「LEDペンダント 上下配光 導光パネルタイプ ×三幸学園 綾瀬校舎」ーー建築の
特徴を生かす照明器具を選ぶ………………………………………………………… 08-022

第5回 「フットスタンドライト＋ローポールライト　シリンダー 135タイプ」ーー明る
さを抑えて「落ち着き」や「賑わい」をつくる ……………………………………… 10-024

第6回 「アッパーライト＋小口径グレアレスダウンライト」ーーコンパクトデザインと
美しい配光の追求……………………………………………………………………… 12-022

■一般記事
COLUMN
メッセージとしての照明デザイン…………………………………… 押野見邦英　02-020

よみがえった幻の名建築を訪ねて　ハンネス・マイヤー「ドイツ労働組合同盟学校」 …………  

……………………………………………………………………………… 佐藤健治　07-028

OBITUARY
追悼　戸田順之助　「石橋を叩いて渡る」経営哲学 ………………… 成瀬嘉一　01-017

追悼　鈴木博之　新しい建築史はつくれたのか ……………………… 藤森照信　03-025

追悼　鈴木博之　ふたつの「世紀末」の架橋 ………………………… 難波和彦　03-027

追悼　岡田新一　岡田新一氏を偲んで………… 鹿島昭一（鹿島建設取締役相談役）　12-014

追悼　岡田新一　機能主義の幅を広げる……………………… 馬場璋造（編集者）　12-014
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新富山県立近代美術館新築工事基本設計業務プロポーザルで内藤廣建築設計事務所が最
優秀者に／浮気保育園園舎改築コンペで藤本壮介建築設計事務所案が最優秀作品に／岐
阜県北方町新庁舎建築設計プロポーザルで最優秀者にC+A・武藤圭太郎建築設計共同
体／新国立競技場基本設計条件固まる／第23回AACA賞，第12回芦原義信賞発表ーー
AACA賞にジェームス邸，芦原義信賞に日本圧着端子製造／隈研吾氏が洋光台中央団地のデザイ
ンアドバイザーに就任／ TRONSHOW2014開催／日・ミャンマー共同イニシアチブで
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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

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
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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
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
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
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
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 

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

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