2009-12

2010-1

建築ノート EXTRA UNITED

amc

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ル 黒部市国際文化センター / コラーレ等
作品が劇場建築年表に掲載

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ル掲載

（誠文堂新光社）

（GROUPE MONITEUR：フランスの雑誌）

2009-12

2010-1-14

JIA MAGAZINE JANUARY 2010

朝日新聞

JIA 全国学生卒業設計コンクール 2009 公開審
査内容、審査委員長としての新居千秋のコメ
ント掲載

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルが多数の海外メディアに採りあげられてい
る記事

（日本建築家協会）

岩手版

（朝日新聞社）

2009-12-29

2010-1

岩手日報

AACA no.57

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルが多数の海外メディアに採りあげられてい
る記事

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルが AACA 賞優秀賞受賞で紹介

（岩手日報社）

（日本建築美術工芸協会）

2009-12-28

2010-2-9

日経アーキテクチュア

日刊建設通信新聞

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルが掲載

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルが日本建築大賞受賞の記事

（日経 BP 社）

（建設通信新聞社）

2010-1

2010-2-9

建設新聞（新年特別増刊号）

日刊建設工業新聞

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ル掲載

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルが日本建築大賞受賞の記事

（建設新聞社）

（建設工業新聞社）

2010-1

2010-2-9

台湾建築 vol.172 2010 january

建通新聞

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ル掲載

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー

（台湾建築報道雑誌社）

ルが日本建築大賞受賞の記事

（建通新聞社）

2010-2-9

2010-2

建設新聞

LIVE ENERGY vol.92

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルが日本建築大賞受賞の記事

第 23 回建築環境デザインコンペティション
の入賞発表で審査委員を務める

（建設新聞社）

（東京ガス）

2010-2-16

2010-2

岩手日報

JIA MAGAZINE 262(3 月号）

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルが日本建築大賞受賞に関して大船渡市プレ
ス発表の記事

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルが日本建築大賞受賞の記事

（岩手日報社）

2010-2-25

2010-2-16

朝日新聞

岩手版

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルが日本建築大賞受賞に関して大船渡市プレ
ス発表の記事

（朝日新聞社）

2010-2-16

読売新聞

（日本建築家協会）

日刊建設通信新聞
大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルが日本建築大賞受賞の記事

（日刊建設通信新聞社）

2010-2-26

岩手版

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルが日本建築大賞受賞に関して大船渡市プレ
ス発表の記事

（読売新聞社）

日刊建設工業新聞
大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルが日本建築大賞受賞後のインタビュー記事

（日刊建設工業新聞社）

2010-2-17

2010-2

東海新報

Ａ＆Ｂ

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルが日本建築大賞受賞に関して大船渡市プレ

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルが紹介される

Architectura ＆ Biznes

ス発表の記事

（東海新報社）

（Firma Wydawniczo-Reklamowa RAM
：ポーランドの雑誌）

2010-2-22

2010-2-28

日経アーキテクチュア

新潟三大学合同卒業設計展
ポスター

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルが日本建築大賞受賞の記事

（日経 BP 社）

「建築の 2010 年代を考える -2000 年代をふりか
えって -」をテーマに講演を行う

（日刊建設工業新聞社）

2010-3-26

2010-2

建築学報

2 月号

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルが紹介される

（《建築学報》雑誌社：中国の雑誌）

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルが東北建築賞受賞の記事

（日刊建設通信新聞社）

2010-3

2010-3

新建築

日刊建設通信新聞

3 月号

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルが日本建築大賞受賞の記事

（新建築社）

世界建築
大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルが掲載

（世界建築染志社：中国の雑誌）

2010-3

2010-3-26

JIA 全国学生卒業設計コンクール
2009

日刊建設工業新聞

J I A 全国学生卒業設計コンクール 2009 作品
集で審査委員長として新居のコメント掲載

（日本建築家協会）

2010-3

新美術

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルが東北建築賞受賞の記事

（日刊建設工業新聞社）

2010-3-26

表現と鑑賞

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルが中学美術の副読本に掲載

（開隆堂）

建設新聞
大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルが東北建築賞受賞の記事

（建設新聞社）

2010-3

2010-3

ジャパンデザイン

INTERNI

グッドデザインアワードブック 2009-2010

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルが掲載

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルがグッドデザイン受賞で掲載

（日本産業デザイン振興会）

（A MONDADORI：イタリアの雑誌）

2010-3

2010-4

C3

JIA MAGAZINE APRIL 2010

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルが日本建築大賞受賞の記事

ルが掲載

（C3 Publishing Cc.：韓国の雑誌）

（日本建築家協会）

La Voz de Galicia. El diario más leído de Galicia gracias a la participación de sus lect... Page 1 of 2

2010-4

2010-5-13

建築東京

La Voz Galicia

Viernes 14 de mayo del 2010

VIGO

vol.46

伊東正示氏の“劇場コンサルタントという仕
事”の中で大船渡市民文化会館・市立図書館
/ リアスホールが紹介される

新居千秋のスペイン建築視察を伝える記事

Volver

ARQUITECTURA

Chiaki Arai visita el Colegio
de Arquitectos y la obra de
Miralles en la Universidad
El prestigioso profesional japonés mostró su desagrado
por el edificio del centro comercial A Laxe
B. Sotelino /Mª J. Fuente

Vigo/La Voz.

13/5/2010

El prestigioso arquitecto japonés Chiaki Arai visitó la ciudad
para conocer algunas de sus obras arquitectónicas, de las
que dijo, podrían ser un reclamo para acercarse a Vigo.
Incluso estaría dispuesto a dejar su impronta.
Arai acudió al edificio que acoge la nueva sede del Colegio
de Arquitectos, en la calle Doctor Cadaval, obra de Jesús
Irisarri y Guadalupe Piñera, por la que mostró satisfacción,
aunque cambiaría algún detalle del diseño interior. También
fue de su agrado el edificio de Enric Miralles en el campus de
Vigo.
En su primera visita a Galicia el arquitecto japonés, profesor
en la Universidad de Pensilvania, aprovechó para conocer
algunas obras de A Coruña y la Ciudad de la Cultura de
Santiago, así como las construcciones de Oporto, donde
pasó el día ayer.

（東京建築士会）

（La Voz Galicia：スペインの新聞）

2010-4-26

2010-5

日刊建設通信新聞

skyward

新潟市江南区文化会館の発注に関する記事

WINDOU ON THE WORLD の記事で横浜が取上げ
られ、赤レンガ倉庫が紹介される

（日刊建設通信新聞社）

2010-5

日刊建設通信新聞

AIT

“建築家がリーダーシップ”と
題するインタビューの中で大
船渡市民文化会館・市立図書
館 / リアスホールが紹介され
る

（日刊建設通信新聞社）

May 2010

機内誌）

大船渡市民文化会館・市立図書館／リアス
ホールが掲載

（AIT：ドイツの建築雑誌）

2010-4

2010-6

STAGE AND ENTERTAINMENT LIGHTING

LUCHTA

照明カタログの中で大船渡市民文化会館・市
立図書館 / リアスホールが紹介される

卒業設計展特集で新潟三大学合同卒業設計展
で新居千秋のシンポジウムの記事

（パナソニック電工）

（日建学院）

2010-5

2010-6-8

東北ジャーナル 5 月号

早稲田大学新居千秋講演会ポスター

“今月の人”及び“この人この時”の記事の
中で新居千秋と大船渡市民文化会館・市立図
書館 / リアスホールが紹介される

Por si esto fuera poco y para que no sintiera morriña de su

http://www.lavozdegalicia.es/SSEE/print.jsp?idContenido=0003_8480501&idSeccion... 2010/05/14

（日本航空

2010-4-28

Si algo le llamó la atención a Chiaki Arai fue la amabilidad y
simpatía de los gallegos. Y es que nada más llegar a Vigo él
y su esposa tuvieron como cicerones a los propietarios de la
galería de arte Art Next (situada en el bajo del edificio del
Colegio de Arquitectos), muy relacionados con la cultura
nipona.

早稲田大学において「自作について」講演を
行う
新居千秋 講演会
CHIAKI ARAI URBAN & ARCHITECTURE DESIGN
6月8日(火) 13:00−
西早稲田キャンパス

略歴／ BIOGRAPHY
1948 年 島根県生まれ

55N棟第一会議室

1971 年 武蔵工業大学工学部建築学科卒業（現 東京都市大学）
1973 年 ペンシルベニア大学大学院芸術学部建築学科修了
1973 年 ルイス．Ｉ．カーン建築事務所

早稲田大学建築学科

建築表現Ⅲ

住宅課題出題

1974 年 G.L.C（ロンドン市テームズミード都市計画特別局）
1977 年 - 武蔵工業大学講師（現 東京都市大学）
1979 年 - 東京理科大学講師
1980 年 新居千秋都市建築設計設立
1998 年 ペンシルベニア大学客員教授
2008 年 - 東京都市大学教授（旧 武蔵工業大学）

受賞／ HONORS
1996 年 日本建築学会賞 作品賞（黒部市国際文化センター / コラーレ )
2003 年 日本建築学会作品選集（横浜赤レンガ倉庫 )
2004 年 BCS 賞 特別賞（横浜赤レンガ倉庫）
2005 年 グッドデザイン賞（ザ・フィネスト上野毛パークハウス）
2005 年 日本建築家協会優秀建築選 2005（むいかいち温泉「ゆ・ら・ら」）
2006 年 日本建築家協会優秀建築選 2006（西八王子松村クリニック）
2007 年 日本建築家協会優秀建築選 2007（D' グランセ南青山ハイヴァリー）

（建設新聞社）

（早稲田大学）

2010-5-13

2010-6-9

日刊建設通信新聞

日刊建設通信新聞

伊東正示氏のインタビューの中で黒部市国際

八丈町庁舎及び集会施設の入札予定の記事

文化センターが紹介される

（日刊建設通信新聞社）

（日刊建設通信新聞社）

2007 年 日本建築家協会優秀建築選 2007（となみ散居村ミュージアム情報館）
2008 年 日本建築家協会優秀建築選 2008（Brillia 代官山プレステージ）
2010 年 日本建築大賞 2009（大船渡市民文化会館・図書館／リアスホール）

2010-6

建築雑誌

2010-7-7

6 月号

北鹿新聞

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルが日本建築学会東北建築賞受賞の記事

（日本建築学会）

（北鹿新聞社）

2010-6

2010-7-22

現代日本の建築家

2009

日刊建設通信新聞

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルが建築大賞を受賞し掲載される

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルがＢＣＳ賞受賞の記事

（日刊建設通信新聞社）

（日本建築家協会）

2010-7-22

2010-6

東京都市大学

かづの商工会地域振興セミナーでの新居千秋
の講演の記事

大学ガイド

2010

研究最前線の記事で新居研究室が紹介される

（東京都市大学）

日刊建設工業新聞
大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルがＢＣＳ賞受賞の記事

（日刊建設工業新聞社）

2010-6-23

2010-7-23

毎日新聞 （夕刊）

建設新聞

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルについて東北大学教授 五十嵐太郎氏が語
る記事

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルがＢＣＳ賞受賞の記事

（毎日新聞社）

（建設新聞社）

2010-6-29

2010-7-26

日刊建設通信新聞

建通新聞

新津文化会館の基本設計概要の記事

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルがＢＣＳ賞受賞の記事

（日刊建設通信新聞社）

（建通新聞社）

2010-7-7

2010-7-29

米代新報

朝日新聞

かづの商工会地域振興セミナーでの新居千秋
の講演の記事

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルがＢＣＳ賞受賞の記事

（米代新報社）

岩手版

（朝日新聞社）

2010-10-6

2010-8

新建築

excite. ニュース

8 月号

横浜赤レンガ倉庫に遺産賞 日本初、保全修復を評価(共同通信) - エキサイ... Page 1 of 1

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルがＢＣＳ賞受賞の記事

横浜赤レンガ倉庫がユネスコ
洋遺産賞優秀賞受賞の記事

アジア・太平
ニューストップ

社会ニュース

社会総合

10月6日

記事

2010年10月6日 19時26分 (2010年10月6日 19時49分 更新)

横浜赤レンガ倉庫に遺産賞 日本初、保全修復を評価
横浜市は６日、同市中区の商業施設「横浜赤レンガ倉庫」が国連教育科学文化機関（ユネ
スコ）の「ユネスコ文化遺産保全のためのアジア太平洋遺産賞」の優秀賞を受賞したと発表し
た。同賞の受賞は日本で初めて。同賞はアジア太平洋地域で、民間や官民協力で文化遺産を保全修復した
事業を表彰する。００年に創設された。ユネスコは授賞理由で「倉庫が活気に満ちた都市空間としてよみがえ
った」と評価した。

（共同通信社）

（新建築社）

国連教育科学文化機関の「ユネスコ文
化遺産保全のためのアジア太平洋遺産
賞」の優秀賞を受賞した横浜市の商業施
設「横浜赤レンガ倉庫」（横浜赤レンガ提
供）
[拡大写真]

スポンサードサーチ
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2010-8-10

2010-10-7

日刊建設通信新聞

読売新聞

江南区文化会館の工事入札の記事

横浜赤レンガ倉庫がユネスコ
洋遺産賞優秀賞受賞の記事
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（日刊建設通信新聞社）

（読売新聞社）

2010-9-22

2010-10-8

日刊建設通信新聞

日刊建設通信新聞

上田市交流・文化施設プロポーザルで一次通
過（最終５社）の記事

横浜赤レンガ倉庫がユネスコ
遺産賞優秀賞受賞の記事

（日刊建設通信新聞社）

http://www.excite.co.jp/News/society_g/20101006/Kyodo_OT_CO201010060... 2010/10/07

（日刊建設通信新聞社）

2010-9-28

2010-10-15

建築学生の [ 就職 ] 完全マニュアル

日刊建設工業新聞

「建築家 新居千秋氏に聞く」でインタビュー
掲載

（エクスナレッジ）

横浜赤レンガ倉庫がユネスコ
洋遺産賞優秀賞受賞の記事

アジア・太平

（日刊建設工業新聞社）

2010-10

2010-9

日本照明家協会雑誌

9 月号

大船渡市民文化会館・市立図書館／リアス
ホール掲載

NO.133

由利本荘市文化複合施設の概要・構想・現場
見学などが紹介される

（由利本荘市広報課）

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルが掲載

2010-10

2010-10-1

ゆりほんじょう

ΣＹＮΘ E Σ EI Σ 2010 年 172 号

（MEDIA MORFOSIS 社 キプロスの雑誌）

（日本照明家協会）

広報

アジア・太平洋

JOINTS
黒部市国際文化センター / コラーレ、大船渡
市民文化会館・市立図書館 / リアスホール、
横浜赤レンガ倉庫の構造について掲載される

（TIS ＆ PARTNERS）

2010-11-7

2011-2

岩手日報

菖蒲館パンフレット

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ル見学会の記事

唐木田コミュニティセンター・児童館・図書
館／からきだ菖蒲館のパンフレット

（岩手日報社）

（多摩市）

2010-11-15

2011-2-16

日刊建設通信新聞

日刊建設通信新聞

大船渡市民文化会館・市立図書館／リアス
ホールが BCS 賞受賞記事

美浜町生涯学習センターの工事入札の記事

（日刊建設通信新聞社）
（日刊建設工業新聞社）

（日刊建設通信新聞社）

2010-11-15

2011-2-20

日刊建設工業新聞

広報たま

大船渡市民文化会館・市立図書館／リアス
ホールが BCS 賞受賞記事

唐木田コミュニティセンター・児童館・図書
館／からきだ菖蒲館が紹介される

（多摩市）

2010-11-17

2011-2-27

日刊建設通信新聞

2010 年度 五大学卒業設計
合同評議会ポスター

岐阜大学医学部跡地複合施設設計者選定プロ
ポーザル一次選考通過の記事

（日刊建設通信新聞社）

東工大・芸大・東大・清華大・ソウル大の卒
業設計合同評議会が行われる

（東京大学工学部建築学科）

2011-1-25

2011-3-1

日経アーキテクチュア

日刊建設通信新聞

由利本荘市文化複合施設が紹介される

東工大・芸大・東大・清華大・ソウル大の五
大学卒業設計合同評議会が行われ、審査委員
として新居が参加した記事

（日経 BP 社）

（日刊建設通信新聞社）

2011-2

建築雑誌

2011-3

2 月号

大船渡市民文化会館・市立図書館／リアス
ホールが紹介される

（日本建築学会）

作品選集 2011
大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルが選定され掲載される

（日本建築学会）
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東日本大震災 被災者支援のための機能やサービス
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中国
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[PR] 低金利の銀行カードローン特集！お急ぎの方も今すぐ借りれる！

2011-3-2

2011-4-13

日経産業新聞

神奈川新聞＋ネット記事

千葉

茨城

栃木

群馬

PR

山梨

みんなの経済新聞ネットワーク 4月13日(水)19時48分配信

横浜赤レンガ倉庫（横浜市中区新港1）で4月12日、国内で初の
受賞となった「ユネスコ文化遺産保全のためのアジア太平洋遺
産賞」の受賞式典が実施された。（ヨコハマ経済新聞）

拡大写真

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルが掲載される

埼玉

横浜赤レンガ倉庫がユネスコ「アジア太平洋遺産賞」受賞-国内初受賞
／神奈川

横浜赤レンガ倉庫でのユネスコ・アジア太平
洋遺産賞の受賞式典の記事

受賞式典でスピーチする横浜赤
レンガ代表取締役社長の坪井
純子さん

今年で創建100周年を迎えた赤レンガ倉庫は、ユネスコが選出
する2010年度「優秀賞」を国内で初めて受賞。同賞はアジア太平
洋地域の文化遺産の保全・修復における民間または官民協力を
推奨し、事業の成果を称えるために2000年に創設された。築50
年以上で、民間または官民共同で保全・修復されているなどの
条件を満たすものが対象で、最優秀賞・優秀賞・功績賞・特別
賞・革新に対する審査員賞の5種類。今回は14カ国から33件の
応募があったという。

ユネスコは、横浜赤レンガ倉庫の主な受賞理由について「9年に渡る入念で繊細な修復作業」
「官民の優れたパートナーシップ」「ウォーターフロントにおける都市再生のきっかけづくり」と説
明。1911年に横浜税関の施設として創設された歴史的建造物が、官民共同のリノベーションに
よって商業・文化施設として2002年にリニューアルオープンし、現在も年間約500万人が訪れる
場所として賑わいを見せている点などが評価された。
赤レンガ倉庫のイベント広場・フラワーガーデン特設ステージで行われた式典には、横浜市の
林文子市長、横浜赤レンガ代表取締役社長の坪井純子さんに加え、共同運営事業者である横
浜市芸術文化振興財団専務理事の島田京子さん、設計者である新居千秋都市建築設計代表

統一地方選2011
統一地方選2011特集
統一地方選を読み解く

ブログパーツ

地域トピックス
保険証ない被災者 負担で苦情
被災自治体 復興宝くじを計画
歯科医ら「全遺体を家族に」
避難の教諭 生徒捜して津波に
気仙沼の再起 カナダ女性撮影
生き残ったタネガキ 養殖再生
夕張市長選に有名弁士が続々

取締役の新居千秋さん、構造設計者であるTIS＆パートナーズ代表の今川憲英さん、施工者の
asahi.com:赤レンガ倉庫に花３万株-マイタウン神奈川
竹中工務店執行役員副社長 渡邊暉生さんが出席。筑波大学教授で日本ユネスコ国内委員会

広島新市長 秋葉路線を転換
バックナンバー｜一覧

委員、2010年度ユネスコアワード審査員として今回の選考にも携わった稲葉信子さんによる、
表彰状や盾の授与が行われた。

Page 1 o

注目の情報

はぁ、俺も回転が速ければ

林文子市長は「赤レンガ倉庫は、国際貿易港として栄えた横浜の歴史を100年間ともに歩み、
見守ってきてくれました。関東大震災や第二次世界大戦の苦難をくぐり抜け、倉庫としての役割
を終えたあとも官民共同の整備によって立派な文化・商業施設として生まれ変わり、年間500万
人が訪れる人気スポットとなっています。横浜を象徴するこの場所に光を当ててくださったユネ
スコに改めて感謝したい」と挨拶。また、横浜赤レンガの坪井純子代表取締役社長は「今回の
受賞で一番嬉しかったのは、歴史的な建物が今も未来もにぎわう場所として、また多くのコラボ
レーションによって再生されたという『赤レンガらしさ』が評価された点。今後の抱負として、お客
様の笑顔をたくさん作ることができ、いつ来ても懐かしい場所、そして新しい場所でもあり続けた
い」と話した。

（日経産業新聞社）

（神奈川新聞社）

2011-4-13

2011-3

横浜赤レンガ倉庫は地上3階建で、延床面積17,163.49平方メートル。ホール（約400席）と多目
的スペース（約200平方メートル×3室）などの文化施設をもつ1号館、50店舗の商業施設を備え
る2号館（1号館1階一部含む）があり、2館の中央に位置するイベント広場では年間を通してさま
ざまな催しが開催されている。

社会
ビジネス
政治
国際
文化
サイエンス
社説
【関連記事】
ENGLISH
赤レンガ倉庫がユネスコ「アジア太平洋遺産賞」を受賞-国内初（ヨコハマ経済新聞）
赤レンガ倉庫に日本初出店「リトルミスマッチ」-左右非対称の靴下が人気（ヨコハマ経済新聞）
現在位置： asahi.com > マイタウン > 神奈川 > 記事
赤レンガにエスニック専門店「チャイハネ」-和物と世界の民芸品が融合（ヨコハマ経済新聞）
赤レンガ倉庫にシドニー発人気レストラン「bills」-国内2号店（ヨコハマ経済新聞）
横浜赤レンガ倉庫

赤レンガ倉庫に花３万株

最終更新:4月13日(水)19時48分

3 月号

ユネスコ・アジア太平洋遺産保護賞の記事で
横浜赤レンガ倉庫がが紹介される

横浜赤レンガ倉庫でのフラワーガーデン 2011
の様子とユネスコ・アジア太平洋遺産賞の受
賞式典の記事

花粉や汚れがつきにくい！
花粉の季節におすすめのコンタクト
ボシュロム・メダリストのワンデー

記事横断検索(G-Search)
主要メディア6紙の過去記事2年分を瞬時に検索。
全国紙の社説を比較する毎日新聞の企画「社説ウ
オッチング」。産経新聞の「社説検証」とあわせてチ
ェック（本文有料）。
地域アクセスランキング
記事
万引した女性を強姦の疑い、コンビニ店長の
22時30分
コラム男を逮捕/横浜（カナロコ）
天気
交通4月14日動画
マイタウン
東電柏崎刈羽原発所長が社長発言を否定（産
経新聞） 4月14日 21時41分
２０１１統一地方選・北海道：夕張市長選 元都
職員応援で石原都知事訪問 ／北海道（毎日
新聞） 4月15日 10時32分
1位～20位

ソーシャルブックマーク

横浜市中区新港周辺の地図

朝日新聞＋ネット記事

（４８歳 男性） サントリー

他のランキングを見る
コメント

2011年04月13日

建築雑誌

アイツとの違い、どこにあるんだ…

[ Yahoo!地図 ]

横浜市中区の横浜赤レンガ倉

みんなの感想
ブロガー注目
PR

注目の商品・サービス

鼻呼吸サポートグッズを紹介

庫の広場で１２日、チューリップ
やガーベラなど約１００種類３万
株の花を展示した「フラワーガ
ーデン２０１１」が始まった＝写

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110413-00000060-minkei-l14
真。福島県南相馬市の会社が
設営を担当した。震災で行方不

2011/04/15

［PR］注目情報

明になった社員もいる中で一時

私の車がこんなに高額で？
愛車の現在価格を調べよう！[無料]
carviewなら買取相場が分かる！

は開催断念も検討されたが、被害を乗り越え開催にこぎつけ
た。５月８日まで。
設営した「明治テック」の大辻稔社長は「社員には家や家族、

マイタウン神奈川

友人をなくした者がいる。みなさんの笑顔を私たちが同僚に届

横浜の天気

けたい」。宮城県から避難してきた母親と会場を訪れた、横浜市

ニュース一覧

高校野球

の主婦浅野美由紀さん（３１）は「被災地とは別世界。これが日

東日本大震災

2011統一地方選

常になれば」と話した。

吹奏楽

企画特集 １

企画特集 ２

地域の取材網

16日

会場では募金活動を行うほか、鉢植えを販売し収益を義援金
企画特集

として送る。

企画特集と

新生活特集：ビジネスマンの必須知識を紹介

赤レンガ倉庫は「ユネスコ文化遺産保全のためのアジア太平

（日本建築学会）

（朝日新聞社）

洋遺産賞・優秀賞」を昨年受賞しており、この日は会場で受賞
式典も行われた。

花粉症特集：薬以外の治療方法は？
通信制特集：空き時間で資格を取得しよう
大人のグルメ：公開！大人だけの隠れ家名店
新生活へのヒント：ハイブリッド預金とは？

PR情報

2011-4-10

2011-4-25

日経アーキテクチュア

日経アーキテクチュア

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルの震災による被害状況が報告される

大船渡市民文化会館・市立図書館／リアス
ホールが東日本大震災の避難所として使用さ
れている様子を特集

（日経 BP 社）

（日経ＰＢ社）

2011-4-11

2011-4-27

日刊建設通信新聞

日刊建設通信新聞

新津文化会館の工事入札の記事

大船渡市民文化会館・市立図書館／リアス
ホールが避難所として使われていることに対
する感想が掲載

（日刊建設通信新聞社）

（日刊建設通信新聞社）

2011-4-13

2011-6

日刊建設通信新聞

新建築

横浜赤レンガ倉庫でのユネスコ・アジア太平
洋遺産賞の受賞式典の記事

（日刊建設通信新聞社）

2011 年 6 月臨時増刊

「東日本大震災から 3 ヶ月、建築に関わる 174
人の言葉を綴ります。」で新居が寄稿

（新建築社）

2011-4-13

2011-6

日刊建設通信新聞

防水ジャーナル

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルが日本建築学会 建築選奨受賞の記事

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルが表紙で紹介される

（日刊建設通信新聞社）

（新樹社）

【期間限定】ドメイン新規登録が数量限定で国内最安値"99
円"[お名前.com]
「わが家、意外と高いかも！？」⇒60秒カンタン入力の【不動
産無料査定】
英語が話せない人のための「日本一」バカ売れ簡単な英語教
材！
石川遼選手が愛用！英会話が身に付いた秘密教えます！
[Espritline]

キャンパス アサヒ・コム：コンテンツ満載！
ボンマルシェ：渡辺満里奈さんの女性トーク
朝日お墓ナビ：条件で検索できます
モンハン特集：週末はゲームで過ごそう
「Re:SOURCE」：企業が生成するメディア

マイタウン神奈川
朝日新聞社インフォメーション

<中>首長提案「丸のみ」多数

(04/15)

ボランティア 個人参加に道

(04/15)

ボランティア 個人参加に道

(04/15)

CSR報告書

採用情報

記事や写真利用案内

写真の購入案内

http://mytown.asahi.com/kanagawa/news.php?k_id=15000001104130003

2011/04

2011-6-15

2011-7

家庭教育通信

新建築

唐木田コミュニティセンター・児童館・図書
館／からきだ菖蒲館が紹介される

唐木田コミュニティセンター・児童館・図書
館／からきだ菖蒲館が掲載

（多摩市教育振興課）

7 月号

（新建築社）

2011-6-16

2011-7

日刊建設通信新聞

ディテール

新津文化会館入札記事

特集

189

現代和風

夏期号
表現百科

N 邸のディテールが紹介される。（大きなモ
デュールでつくられた続き間の設え）

（日刊建設通信新聞社）

（彰国社）

2011-6-20

2011-8

覆る建築の常識

Wallpaper

Search
wallpaper.com

Search

Architecture

大船渡市民文化会館・市立図書館／リアス
ホールが避難所として使われている記事が掲
載される。

唐木田コミュニティセンター・児童館・図書
館／からきだ菖蒲館が掲載

Subscribe to Wallpaper* magazine

Karakida Community Center in Tama, Tokyo, was designed by Chiaki Arai Urban & Architecture Design

Karakida Community Center by Chiaki Arai in Tokyo
ARCHITECTURE

3

For Chiaki Arai Urban & Architecture
Design, respecting the history of a site is
of paramount importance with every
project. In the case of the Tokyo-based
studio's latest work - Karakida Community
Center in Tama, Tokyo - an undulating
grass roof acts like a palimpsest of its
former incarnation. 'The site was a small
hill,' explains Chiaki Arai. 'The memories
of the people who played on it are
encapsulated by the building.'

INFORMATION
See Chiaki Arai's Ofunato Civic Cultural
Center and Library in our Fab 40 round-up
Website
http://www.chiaki-arai.com
Bookmark
Digg
Delicious
Reddit
Stumbleupon
Print this item
Subscribe to Wallpaper*
Wallpaper* News feed
Add Wallpaper* Widget
Follow us on Twitter
Facebook fan page

The making of the
September fashion
story Wrong Turn,
W* 150
The BMW
Guggenheim Lab
takes shape, New
York
Kostas Murkudis
S/S 2012

See more from Chiaki Arai's Karakida
Community Center
Built on a sloping site, the western end of
the structure - which accommodates a
community hall and library - is on two
floors. The eastern part, which houses a
children's centre, is single storey.

（日経 BP 社）

（Wallpaper）

2011-6-27

2011-8-30

日刊建設通信新聞

信濃毎日新聞

鹿角市学習文化交流施設設計プロポーザルで
最終 5 社に選定される記事

長野市民会館プロポーザルで最終 5 社に選定
された記事

（日刊建設通信新聞社）

（信濃毎日新聞社）

2011-6-1 ～ 29

2011-9-2

リトアニア日本建築家展
EAST-EAST

日刊建設通信新聞新聞

リトアニア日本建築家展

された記事

EAST-EAST に参加

（リトアニア建築家協会・JIA）

長野市民会館プロポーザルで最終 5 社に選定

（日刊建設通信新聞社）

2011-7-15

2011-9

南海タイムス

新建築

八丈町庁舎及び集会施設の内容が
紹介される

大船渡市民文化会館・市立図書館／リアス
ホールが国際建築賞 2011 を受賞の記事

9 月号

U I A2011 において国際シンポジウム「危機を
機会に」でプレゼンターを行う予告記事

（南海タイムス）

（新建築社）

With its delicately patterned concrete
walls, the exterior of the building has a
welcoming, almost anthropomorphic look
(this is, after all, a building for children).
Interiors, meanwhile, are kept simple and
spacious thanks to tubular steel columns
and an elegant combination of glass, wood

LATEST VIDEOS
LATEST ARCHITECTURE ARTICLES
GALLERIES

2011-10

2011-10-18

100 × N

日刊建設通信新聞

ARCHITECTURAL SHAPE AND SKIN

三次市市民ホールプロポーザルで最終 5 者に
選ばれる記事

大船渡市民文化会館・市立図書館／リアス
ホールが紹介される。

（江芬人民出版社：中国の雑誌）

（日刊建設通信新聞社）

2011-10

2011-10-20

I-CON

日刊建設通信新聞

大船渡市民文化会館・市立図書館／リアス
ホールが紹介される。
（インターネットで紹介）

（MEDIA 10 LIMITED：英国の雑誌）

三次市市民ホールプロポーザルで次点（優秀
賞）となった記事

（日刊建設通信新聞社）

2011-10

2011-10-20

LIVE ENERGY 2011 Vol.97

日刊建設工業新聞

唐木田コミュニティセンター・児童館・図書
館／からきだ菖蒲館が紹介される。

三次市市民ホールプロポーザルで次点（優秀
賞）となった記事

（東京ガス）

（日刊建設工業新聞社）

2011-10-5

2011-10

日刊建設通信新聞

新建築（中国版）

唐木田コミュニティセンター・児童館・図書
館／からきだ菖蒲館がグッドデザイン賞受賞
記事

唐木田コミュニティセンター・児童館・図書
館 / からきだ菖蒲館が紹介される

（日刊建設通信新聞社）

（大連理工大学出版社）

2011-10-7

2011-11

ArchiFuture 2011（パンフレット）

台湾建築 vol.194 2011 november

「デジタルな有機的空間構築－世代を超えた
期待と挑戦－」をテーマに対談を行う

（大光電機株式会社、日本建築家協会近畿支部）

唐木田コミュニティセンター・児童館・図書
館／からきだ菖蒲館が掲載

（台湾建築報道雑誌社）

2011-10-10

2011-11-28

日経アーキテクチュア special
美しい屋根

日刊建設工業新聞

唐木田コミュニティセンター・児童館・図書
館／からきだ菖蒲館が屋根特集で紹介され
る。

（日経 BP 社）

第 53 回 B C S 賞募集広告、新居千秋が審査員
として掲載

（日刊建設工業新聞社）

2011-11-29

2011-12

日刊建設通信新聞

Bulletin 1 月号

第 53 回 B C S 賞募集広告、新居千秋が審査員
として掲載

U I A2011 東京大会レポートで【災害復興・グ
ローカルデザインを考える】国際シンポジウ
ム「危機を機会に！」に参加した様子が掲載

（日刊建設通信新聞社）

（日本建築家協会）

2011-11

2011-12-19

世界建築

建設新聞

唐木田コミュニティセンター・児童館・図書
館／からきだ菖蒲館が掲載

由利本荘市文化複合施設 / カダーレの竣工
オープン記事

（世界建築染志社：中国の雑誌）

（建設新聞社）

2011-11

2011-12-21

第 52 回 BCS 賞作品集

日刊建設工業新聞新聞

審査委員として作品選定、評価等が掲載

江南区文化会館で新潟労働局の安全パトロー
ル実施の記事

（日本建設業連合会）

（日刊建設工業新聞社）

2011-12-1

2011-12-21

DAIKO Architect Design Seminar
vol.11（パンフレット）

日刊建設通信新聞

「不均質な不均質」をテーマに大阪で講演会
を行う

（大光電機株式会社、日本建築家協会近畿支部）

由利本荘市文化複合施設 / カダーレの竣工
オープン記事

（日刊建設通信新聞社）

2011-12

2011-12

建設ジャーナル 12 月号

建築設計のための

唐木田コミュニティセンター・児童館・図書
館／からきだ菖蒲館が掲載

る／考える

行く／見る／図

唐木田コミュニティセンター・児童館・図書
館／からきだ菖蒲館と大船渡市民文化会館・
市立図書館／リアスホールがワークショップ
等の設計プロセスとともに紹介される

（株式会社 KJ）

（日本建築学会）

2011-12

2012-1

approach 196 号

ディテール

近代化遺産を未来へつなぐと題した特集で横
浜赤レンガ倉庫が紹介される

特集：現代の茶室で大船渡市民文化会館・市
立図書館／リアスホールの茶室が紹介される

（竹中工務店）

（彰国社）

191

2012-1

2012-3-15

建設新聞 新年特別増刊号

3.11 とグローカルデザイン

由利本荘市文化複合施設 / カダーレが紹介さ
れる

世界建築会議における新居参加の対談等が掲
載される

（建設新聞社）

（鹿島出版会）

2012-1

2012-4-10

永田音響設計 News No.289

Casa BRUTUS 5 月号

現場発見コーナーで由利本荘市文化複合施設
/ カダーレが紹介される

由利本荘市文化交流館 / カダーレが紹介され
る

（永田音響設計）

（マガジンハウス）

2012-1-20

2012-4

ACE

建築雑誌 4 月号

現場発見コーナーで由利本荘市文化複合施設
/ カダーレが紹介される

（日本建設業連合会）

“避難所になった公共ホール”の記事の中で
大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルが紹介される

（日本建築学会）

2012-1-27

2012-4

日刊建設工業新聞

AIT

面川建機社長インタビューで新居千秋につい
て話される

由利本荘文市化交流館 / カダーレが
紹介される

（日刊建設工業新聞社）

（AIT：ドイツの建築雑誌）

2012-2

2012-5-25

地域協働の推進（16 事例）

地域創造レター

岩手県大船渡市の大船渡市民文化会館建設に
かかわる自主事業実行委員会活動が紹介され

由利本荘市文化交流館 / カダーレが

6 月号

紹介される

る

（総務省

ホームページ）

（（財）地域創造）
Chiaki Arai: Kadare Cultural Centre - News - Domus

2012-3-15

2012-6-26

GOOD DESIGN AWARD
2011 YEAR BOOK

Domus Web

唐木田コミュニティセンター・児童館・図書
館 / からきだ菖蒲館、シーサイドコート逗子
望洋邸が受賞掲載される

Domus の Web 上で
由利本荘市文化交流館 / カダーレが
紹介される

Sections

M agazine

Network

Page 1 of 9

Store

Events

Search Domus...

Sign up

ChiakiArai:Kadare CulturalCentre—
In Japan,a new m ultipurpose culturalcentre allow s forsurprising,custom isable spaces,organised in
a charm ingly inconsistent,organic m anner.A new s reportfrom Yurihonjo City

Japanese practice ChiakiAraiUrban & Architecture Design have recently
com pleted Kadare,a new m ultipurpose culturalcentre in Yurihonjo City,
w hich com bines a m ultipurpose theatre,a library,and com m unity centre.
The project's site w as originally divided by a road,a feature w hich the
architects reversed by joining the tw o sites and creating an indoorstreet
w hich runs from north to south ofthe com plex,providing access to each
ofthe building's features.The street,nam ed W ai-W aistreet,also features
a num berofstores and restaurants,and its design allow s sunlightto
perm eate the space.
According to the architects,"the w hole process ofKadare contributes to
culturalsustainability." The centre's nam e,Kadare,w as chosen through a
public contest,w here anyone could send a suggestion.The chosen nam e
com bines the region's Akita dialectw ord "kadare" (m eaning "to include
in one's group")w ith the Japanese verb "katari-au" (w hich m eans "to talk
w ith som eone else,ora group ofpeople.")The project's developm entw as
also accom panied by severalw orkshops w ith locals,som e ofw hich w ere
developed specifically w ith children and students.The spaces w ere
designed based on som aesthetic perception,taking into consideration
hum an scale and the usability ofroom s.The w ay spaces are organised is
organic and inconsistent,seeking to em ulate the w ay "m angrove trees
grow ."

Section
Architecture, New s
Photography
Taisuke Ogawa
Published
26 Jun 2012
Keyw ords
ChiakiAraiUrban & Architecture Design,
com m unity centre, culturalcentre, Library,
theatre, urbanism
Location
Yurihonjo City

Network
View All
Like

83
23

RSS feed

Add a com m ent
1
15

English orItalian

ChiakiAraiUrban & Architecture Design,Kadare CulturalCentre,Yurihonjo City,Japan.Above,the seem ingly suspended planetarium overthe library

（日本デザイン振興会）

（Domus：イタリアの建築雑誌）

ITA

http://www.domusweb.it/en/news/chiaki-arai-kadare-cultural-centre/

2012/06/30

2012-6-28

2012-7-10

日刊建設工業新聞

日刊建設工業新聞

山形県鶴岡市文化会館プロポーザルで
最終５社に選定される記事

山形県鶴岡市文化会館プロポーザルで
最終５社がプレゼンテーションを行った記事

（日刊建設工業新聞社）

（日刊建設工業新聞社）

2012-6-28

2012-7-19

日刊建設通信新聞

日刊建設通信新聞

山形県鶴岡市文化会館プロポーザルで
最終５社に選定される記事

岩手県滝沢村交流拠点複合施設のプロポーザ
ルで最終 6 社に選定される記事

（日刊建設通信新聞社）

2012-7

（日刊建設通信新聞社）

2012-7-30

建築技術

7 月号

由利本荘市文化交流館 / カダーレが
掲載される

（建築技術）

コミュニケーションのアーキテク
チャを設計する
大船渡市民文化会館・市立図書館／リアス
ホールが紹介される

（彰国社）

2012-7

2012-7

C3

ja+u

由利本荘市文化交流館 / カダーレが
掲載される

新建築の英語ウェッブサイトで由利本荘市文
化交流館／カダーレが紹介される

（C3 Publishing Cc.：韓国の雑誌）

2012-7

新建築

（新建築社）

2012-7

7 月号

由利本荘市文化交流館 / カダーレが
掲載される

（新建築社）

view No.04
由利本荘市文化交流館／カダーレが紹介され
る

（コトブキ）

2012-7

2012-7

KA

Arup-EastAsiaNews

7 月号

東京工業大学大学院理工学研究科建築学専攻
の機関誌で新居の授業内容・設計課題・生徒
の作品等が紹介される

（TIT 建築設計教育研究会）

由利本荘市文化交流館 / カダーレが表紙に掲
載

（Arup）

2012-7-30

2012-8-20

トウキョウ建築コレクション

日刊建設通信新聞

日本初全国規模の修士設計・論文展となるト
ウキョウ建築コレクション（新居が審査委員
をつとめる）を紹介

東北建築賞に由利本荘市文化交流館 / カダー
レがエントリーした記事

（建築資料研究社）

（日刊建設通信新聞社）

2012-8-25

2012-8

新建築

Bulletin vol238

8 月号

由利本荘市文化交流館／カダーレが月評で評
される

（JIA 関東甲信越支部）

（新建築社）
chiaki arai: kadare cultural center

2012-8

design boom

2012 年 9 月号

温故知新というコーナーで「先達に学ぶ」：
設計に対する思いを寄稿（由利本荘市文化交
流館／カダーレ掲載）

Page 1 of 19

2012-8

chiaki arai: kadare cultural center

25,910 articles
articles

in brief

submit a project
in full

charts

publish a project
this week

chiaki arai: kadare cultural center

subscribe via
this month

email

RSS

facebook

ta 台湾建築 vol.203 2012 august
由利本荘市文化交流館／カダーレが紹介される

twitter

all time

いいね！

61

48

ウェッブサイトで由利本荘市文化交流館／カ
ダーレが紹介される
Facebookで
「designboom」
を⾒る
いいね！
186,445⼈がdesignboomについて
「いいね！」と⾔っています。
'kadare cultural center' by chiaki arai urban and architectural design, yurihonjo, japan
image © taisuke ogawa and chiaki arai office
all images courtesy of chiaki arai office

⼤久保 雄輔

Saifullah

⽊村 智彦

in the heart of yurihonjo city, japanese firm chiaki arai urban and architectural design has just completed a large-scale societal hearth
titled the 'kadare cultural center'. the multi-faceted building, which was originally distributed between two sites sandwiching a road,
combines the entire ensemble under one roof, creating a covered pedestrian 'gathering street' providing centralized access to,
and separating the theater, library, planetarium and community center. working closely with local citizens, the architects designed each
function with practical input from the people that use them to produce a spatially sensitive architecture that responds to human scale
and usability and communicates logically within the sequence of spaces.
in order to house such a diverse program with varying needs and conditions, a repetitive and irregular concrete structure creates
the opportunity for different scopes of spaces within one building. windows are punched through the outer shell not necessarily following
an external aesthetic, but to provide the necessary amount of light where it is needed. in this way, each zone bestows a different
experience and quality specific to its use, while maintaining the overall language of the construct. special attention was given to
the project all the way down to the smallest details, such as the placement of the rocks in the exterior courtyard. the walls are cast with
a very particular texture of lines and voids, some of which are filled with small lights, and the ceilings are covered in metal panels of varying
thicknesses and perforations which provides a somatosensory environment.

tweets about

designboom

cajadesastre vii chen:
fruit and vegetable peel
porcelain cups: the
porcelain series includes
six geometric
patterned...
bit.ly/MJEi04 #design

（design boom）

4 minutes ago · reply · retweet ·
favorite

http://www.designboom.com/weblog/cat/9/view/22743/chiaki-arai-kadare-cultural-c...

（台湾建築報道雑誌社）

2012/08/11

2012-8

2012-8

MARK MAGAZINE ♯ 39

architectenweb

由利本荘市文化交流館／カダーレが紹介され
る

ウェッブサイトで由利本荘市文化交流館／カ
ダーレが紹介される

（Frame/Mark Magazine；オランダの雑誌）

（architectenweb）

2012-8-17

2012-8

日刊建設通信新聞

e-architect

秩父市役所本庁舎プロポーザルで

ウェッブサイトで由利本荘市文化交流館／カ
ダーレが紹介される

Yurihonjo City Cultural Center, Kadare Building, Yurihonjo City Cultural Center Kad... Page 1 of 3
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Architecture News
Architecture Events

代表企業最終６社に選定された記事

Architecture
Architects

0
Cultural Center Kadare, Yurihonjo City Building, Akita Prefecture Architecture

Yurihonjo City Cultural Center, Japan : Kadare Building
Cultural Center Building in Japan - design by chiaki arai urban and architectural design

17 Aug 2012

Yurihonjo City Cultural Center in Kadare
Architects: chiaki arai urban and architectural design
Project Description

Competitions

Kadare Cultural Center

Architecture Tours

Profiles

photographs © 2012 Taisuke Ogawa

Building Photos

This is a complex institution composed of Multipurpose Transforming Theater, Library and
Community Center. Originally, this project had two sites sandwiching a road. We combined sites by
placing an indoor “Gathering Steet” which gives access to each function. Its fissure like form lets
sunlight into the deep center of the building.

Architect Jobs

Developed in the workshops with locals, the spaces were designed based on somesthetic
experiences - human scale, the usability of rooms. Its structure follows spaces like how mangrove
trees grow, and it embraces a high level of redundancy as a structural system. It is not a consistent,
but the inconsistent spaces.
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Build A Custom
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For You!

www.aec-japan.co.jp

photographs © 2012 Taisuke Ogawa

Also we had organized workshops with local children and students who are the bears of the future
of the region. The whole process of Kadare contributes to "Cultural Sustainability".
About us
Advertise

Multiporpose Transforming Theater - This theater has varying configrations such as flat floor,
normal, center stage to be used for various events. The movable seats adapting to multiconfigrations with perfect acoustics was designed for this theater. Seats of the first floor can
gathered at the back side of the theater and it stored in the pit underneath. The stage also decends
for flat floor configration.

Site Map

photographs © 2012 Taisuke Ogawa

“Super Box” - Theater, Citizen Activity Room, Gallery and north and south Pocket Parks combined.
These facilities can be connected together to make a 135 meter long, dynamic and spacious
tunnel.
Library and Planetarium - Planetarium floats above Library like a moon. Only four bending columns
support it, and there are skylights around of it. The large open space of the library, achieved with
minimum structure elements, has space for about 220 thousands volumes and there are a total of
188 browsing seats. Users can choose from these various browsing spaces.

（日刊建設通信新聞社）

（e-architect）

photographs © 2012 Taisuke Ogawa

Yurihonjo City Cultural Center Japan - Building Information
Back to top

2012-8-20

2012-8

日刊建設工業新聞

goooood

秩父市役所本庁舎プロポーザルで
代表企業最終６社に選定された記事

ウェッブサイトで由利本荘市文化交流館／カ
ダーレが紹介される

（日刊建設工業新聞社）

（goooood）

Name of project: Yurihonjo City Cultural Center
Location: Yurihonjo City, Akita Prefecture, Japan

http://www.e-architect.co.uk/japan/yurihonjo_city_cultural_center.htm

2012/08/27

2012-9

2012-11-3

100xN Architecture Shape and

福井新聞

Skin 2012 Edition

美浜町生涯学習センターの竣工記事

由利本荘市文化交流館／カダーレが紹介され
る

176 177

日本由利本荘市 Kadare 文化中心

Architect: Chiaki Arai Urban and Architecture Design
Client: Yurihonjo City
Location: Yurihonjo city, Japan
Site Area: 13,355 m2
Photograpgy: Chiaki Arai Office, Taisuke Ogawa
Structural Engineer: ARUP
设计公司：株式会社 新居千秋都市建筑设计
客户：由利本荘市政府
地点：日本由利本荘市
占地面积：13 355 m2
摄影：新居千秋工作室、Taisuke Ogawa
结构工程：ARUP

SHAPE ANALYSIS 造型分析
PICTOGRAPHIC SHAPE

（Hong Kong Architecture Science Pres）

For local history and passion for astronomy, the building starts its shape
like a spaceship. Gotenmari, a traditional ball of Yurihonjyo city as design
inspirations, brings an internal structure with rich levels under the effect stars
projection. The theme for the curtain is “Gotenmari” and “the universe” the
lighting design is planned to a theme of “star lights observed from space
ship during its journey”.
象形造型
基于对当地历史和对天文的热爱，建筑外部造型被设计成飞船。由利本荘市的传统作品
御殿绣球，是设计师色彩灵感来源，再以观看星体时的空间投影为媒介，构架出了富有
层次的建筑内部结构。“御殿绣球”式的幕墙和“宇宙”式的灯光设计一同诠释出了“太
空飞船在旅途中看到的灿烂星光”的主题。

福井新聞社

2012-10

2012-11-22

I-CON

日刊建設工業新聞

由利本荘市文化交流館／カダーレが紹介され
る。

守山中学校校舎改築設計コンペで一次通過の
8 社に選ばれた記事

（MEDIA 10 LIMITED：英国の雑誌）

日刊建設工業新聞社

2012-10

2012-11-22

建設ジャーナル 10 月号

日刊建設通信新聞

由利本荘市文化交流館／カダーレが掲載

守山中学校校舎改築設計コンペで一次通過の
8 社に選ばれた記事

（株式会社 KJ）

日刊建設通信新聞社

2012-10-3 ～ 5

2012-11

World Architecture Festival

永田音響設計 News No.299

シンガポールで行われた World Architecture
Festival で由利本荘市文化交流館／カダーレ
をプレゼ

新潟市江南区文化会館が紹介される

（WAF）

（永田音響設計）
日本建築家協会・建築家大会 2012 横浜

2012-10-9

2012-12-1

日刊建設工業新聞

建築家大会 2012 横浜 リーフレット

秩父市役所本庁舎設計業務公募型プロポーザ
ルで最終 6 社がヒアリングを行った記事

【3.11 とグローカルデザイン】シンポジウム
＜作品を通してグローカルデザインを語る＞

【３．１１とグローカルデザイン】シンポジウム
＜作品を通してグローカルデザインを語る＞

グローバル（地球化）とローカル（地域化）の意味を合わせ持つグローカルデザインは、災害復興
のみならず今後の都市と建築を考える上で重要なキーワードです。UIA2011 東京大会でのシンポジウム
ではその意味を深めることができ、その内容をまとめた新著「3.11 とグローカルデザイン」が出版
されました。今回、その執筆者に加え、テーマに相応しい建築家を迎え、ディスカッションします。
各建築家の作品を通してグローカルデザインとは何かを浮き彫りにすると共に「地域を追求すると
世界に繋がる」ことを軸に、創造的でポジティブな視点を共有できればと思います。

連健夫

新居千秋

加茂紀和子

長島孝一

松原弘典

井口浩

山下保博

山本想太郎

渡邊研司

■デザ イ ン 部 会 企 画 シ ン ポ ジ ウ ム （会 場 ：

2012 年 12 月 1日 ( 土 )

）

13:00~16:40

アクセス：横浜みなとみらい線「馬車道駅」6番出口［赤レンガ倉庫口] 徒歩4分(BankART1929 Official HP; http://www.bankart1929.com/)

■参加費：JIA会員の方：大会参加登録お願いします。(http://www.jia-kanto.org/jia2012/)
■定員：６０名（定員に達し次第、締切らせて頂きます）
■参加申込・問合せ

一般・学生：無料。

連健夫建築研究室(大出)宛てに、①氏名 ②所属 ③連絡先（TELまたは携帯でも可）を記入しFAXまたはE-mailにて

（有）連健夫建築研究室 TEL:03-5549-9887 /FAX：03-5549-9889 /E-mail：ohide@muraji.jp
■プログラム
１３：００〜１３：２０ 主旨とアウトライン 連健夫 ( 連健夫建築研究室・ﾃﾞｻﾞｲﾝ部会長 )
１３：２０〜１４：４０ プレゼンテーション(各12分)
１３：２０〜１３：３２
１３：３３〜１３：４５
１３：４６〜１３：５８
１３：５９〜１４：１１
１４：１２〜１４：２４
１４：２５〜１４：３７

１４：４０〜１５：００
１４：４０〜１４：４８

日刊建設工業新聞社

１４：５０〜１４：５８

（日本建築家協会）

2012-10

2012-12

東北建築作品集

XXI

由利本荘市文化交流館／カダーレが掲載

由利本荘市文化交流館／カダーレが掲載

（日本建築学会東北支部）

（Depo Yayincilik：トルコの建築雑誌）

１５：１０〜１６：４０

新居千秋 ( 東京都市大学、新居千秋都市建築設計 )
加茂紀和子 ( みかんぐみ )
松原弘典 ( 慶應義塾大学 SFC、北京松原弘典建築設計 )
井口浩 ( 井口浩ﾌｨﾌｽ・ﾜｰﾙﾄﾞ・ｱｰｷﾃｸﾂ、NPO 法人ﾐﾚﾆｱﾑｼﾃｨ)
山下保博 (ｱﾄﾘｴ・天工人 )
山本想太郎 ( 山本想太郎設計ｱﾄﾘｴ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ副部会長 )

コメンテーター(各8分)
長島孝一 (AUR 建築・都市研究ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ)
渡邊研司 ( 東海大学 )

ディスカッション

2012-12-10

第 44 回

2013-1-25

中部建築賞

入賞作品集

第 44 回中部建築賞の新居の審査総評が掲載
される

（中部建築賞協議会）

日経アーキテクチュア
八丈町庁舎及び集会施設のプロジェクトが紹
介される

（日経 BP 社）

2012-12-12

2013-1-31

日刊建設通信新聞

日刊建通信業新聞

第 44 回中部建築賞の表彰式での新居の挨拶
が紹介される

由利本荘市文化交流館／カダーレが J I A の
2012 年建築大賞候補となっている記事

（日刊建設通信新聞社）

（日刊建設通信新聞社）

2012-12

2013-2-5

JOURNAL OF ARCHITECTURE AND
URBANISM

日刊建設工業新聞

Volume36 Number4 2012 December

由利本荘市文化交流館／カダーレが J I A 協会
賞受賞の記事

アドバイザーとして名前が掲載される
（リトアニアの雑誌）

（JOURNAL OF ARCHITECTURE AND URBANISM 出版）

（日刊建設工業新聞社）

2013-1

2013-2-5

Casa BRUTUS 別冊付録 PROUD BOOK

日刊建設通信新聞

野村不動産のマンション設計に関するインタ
ビューが掲載される

由利本荘市文化交流館／カダーレが J I A 協会
賞受賞の記事

（マガジンハウス）

（日刊建設通信新聞社）

2013-1-10

2013-2-7

日刊建設通信新聞

日刊建設通信新聞

小田原市芸術文化創造センター公募型プロ
ポーザルで一次通過 20 社に選定された記事

守山中学校校舎改築コンペで第 2 位となった
記事

（日刊建設通信新聞社）

（日刊建設通信新聞社）

2013-1-10

2013-2-7

日刊建設工業新聞

日刊建設工業新聞

小田原市芸術文化創造センター公募型プロ

守山中学校校舎改築コンペで第 2 位となった
記事

ポーザルで一次通過 20 社に選定された記事

（日刊建設工業新聞社）

（日刊建設工業新聞社）

2013-3-12

2013-3-26

日刊建設工業新聞

日刊建設通信新聞

小田原市芸術文化創造センタープロポーザル
で最終 5 社に選ばれた記事

小田原市芸術文化創造センターの
プロポーザルで新居千秋が最優秀
で特定された記事

（日刊建設工業新聞社）

（日刊建設通信新聞社）

2013-3-12

2013-3

日刊建設通信新聞

JOURNAL OF ARCHITECTURE AND

小田原市芸術文化創造センタープロポーザル
で最終 5 社に選ばれた記事

URBANISM
Volume37 Number1 2013 March
アドバイザーとして名前が掲載される
（リトアニアの雑誌）

（日刊建設通信新聞社）

（日刊建設工業新聞社）
（JOURNAL OF ARCHITECTURE AND URBANISM 出版）

2013-3-13

2013-3

日刊建設通信新聞

当代社区活動中心建築設計

由利本荘市文化交流館／カ
ダーレが東北建築賞受賞の記
事

（日刊建設通信新聞社）

由利本荘市文化交流館、唐木田コミュニティ
センターが紹介される
（中国の雑誌）

（江芙人民出版社）

2013-3-22

2013-4-2

日刊建設工業新聞

日刊建設工業新聞

小田原市芸術文化創造センターのプロポーザ
ルで最終 5 者がプレゼンテーションを行った
記事

埼玉県川島町のプロポーザルで最
終 5 者に選ばれた記事

（日刊建設工業新聞社）

2013-3-26

2013-4-5

日刊建設工業新聞

日刊建設通信新聞

由利本荘市文化交流館／カダーレが東北建築
賞受賞の記事

埼玉県川島町のプロポーザルで最
終 5 者に選ばれた記事

（日刊建設工業新聞社）

（日刊建設通信新聞社）

2013-3-26

2013-5

日刊建設工業新聞

Innternational Magazine of Space
Design BOB 106

小田原市芸術文化創造センターのプロポーザ
ルで新居千秋が最優秀で特定された記事

（日刊建設工業新聞社）

由利本荘市文化交流館 / カダーレが紹介され
る
（韓国の雑誌）

（A&C Publishing Co.Ltd）

2013-5

2013-6

八丈町庁舎

都心に住む

多目的ホール / おじゃれ

住居学的観点から考える都心の「持ち家 v s
賃貸」のテーマで執筆

パンフレット
八丈町庁舎・多目的ホール / おじゃれのパン
フレット

（八丈町）

（リクルートホールディングス）

2013-5-1

ソトコト

2013-6-18

5 月号

3.11 とグローカルデザイン

水戸市立西部図書館が紹介される

講演会ポスター

Evening Lecture, Tuesday 18th. June at RIBA

3.11
and
Glocal
Design

The impact of the Great East Japan Earthquake
Disaster has led to a basic rethinking of the essence
of architecture and urbanism. “Glocal Design” is one
approach for solving the acute problems that have
become apparent. It is a way of thinking that
simultaneously integrates the local and the global.
Four motivated Japanese architects will give talks.
東日本大震災は、建築や都市の在り方について根本
的に考え直す衝撃的な出来事となった。顕在化・先
鋭化した問題を解決すべくものとして【グローカル
デザイン】がある。これはローカルとグローバルを
同時に考える思想であり、復興デザインのみならず、
今後のデザインを考える上での切り札的キーワード

3.11とグローカルデザイン〈講演会〉 である。４人の気鋭日本人建築家が語る。

ロンドンでの講演会ポスター
Takeo MURAJI
連 健夫

Born in Kyoto 1956. Graduate
School of Tokyo Metropolitan
Univ. Worked at General
Construction Co. In 1991, Moved
to UK. Studied and Taught at the
AA School with Cedric Price.
Came back and set up Muraji
Takeo Architectural Laboratory
in 1996. Teaching at Tokyo
Metropolitan Univ. Waseda univ.
Projects: Toy Library in Hakuo
Kindergarten (Tochigi
Architectural Environmental
Award, Children Design
Honorable Mentioned Award),
Lutheran College New Hall (2008
Japan Institute of Architects
Excellent Selection). Proposal
Thesis “What is Trustworthy
Architecture” ( The Most Excel
lent Award). Publication: “British
Color in City” , “Heartfelt
Architecture” . Chair, of Design
Department of JIA

（木楽舎）

（王立英国建築家協会）

Koichi NAGASHIMA
長島 孝一

Born in 1936. Tokyo.Honorary
member JIA.Waseda Univ.
Harvard Univ. GSD.Worked for,
Maki and Associates. Athens
Centre for Ekisteics. President.
Architecture・Urban Design・
Research
Consultants .since1976. Past
Executive Director of
UIA.Taught at Waseda Univ.
Tokyo Univ. Tokyo Univ.of Arts.
Sydney Univ.Yokohama
National Univ.National Univ. of
Singapore.
Awards: 1981JIA New Comers
Award,Ishihara Gym.2011JIA 25
Year Award, St. Columban's HQ.
Publication: Mini Urban Design,
Architecture of the Future.The
City in Conﬂict (joint), Entopia
(translation), Environmental
Architecture (joint), Architecture
in Transition( translation).

Chiaki ARAI
新居 千秋

Born in Shimane 1948. Graduated
at Tokyo City Univ. and Univ. of
Pennsylvania (Master of
Architecture). Worked at Louis I.
Khan in 1974. Worked at GLC in
London. Came back and set up
Chiaki Arai Urban & Architecture
Design in 1980. Professor at
Tokyo City Univ. Projects: Kurobe
International Culture
Center/COLARE (1996
Architectural Institute of Japan
Award, ARCASIA Gold Award),
Yokohama Red Brick Warehouse
(2004 Architectural Institute of
Japan Award), Mito City West
Library (Isoya Yoshida Award),
Ofunato Civic Cultural Center and
Library/Rias Hall (2009 Japan
Institute of Architects Award,
Building Contractors Society
Award) and many awards.
Publication: “Architecture for
Arousal” .

Guest Speaker : Thomas Tsang (University of Hong Kong) ツアン・トーマス ( 香港大学 )

Place: 5th Floor/ Lasdum Room/ Royal Institute of British Architects
( 66 Portland Place, London, W1B 1AD,UK )

王立英国建築家協会

Date & Time: 18:00 ～ 20:00 , Refreshments to follow 20:00 ～ 21:00 18th. June. 2013
All are welcome, no attendance fees or reservations necessary.
後援 : 在英国日本国大使館、王立英国建築家協会、公益社団法人日本建築家協会
協賛 : 鹿島出版会、三菱電機ビルテクノサービス株式会社、住友スリーエム株式会社
Supported by: the Embassy of Japan, Royal Institute of British Architects, The Japan Institute of Architects
Kajima Institute Publishing, Mitsubishi Electric Building Techno-Service Co., Ltd. ,Sumitomo 3M Limited

2013-5-2

2013-8-6

毎日新聞

神奈川新聞

水戸市立西部図書館が映画「図書館戦争」の
ロケ地となった記事

芸術文化創造センターのだい 1 回設計案公表
の記事

（毎日新聞社）

（神奈川新聞社）

2013-5-24

2013-8-23

週刊ポスト

日刊建設工業新聞

小田原市芸術文化創造センターのホール設計
案について市民説明会実施の記事

熊本県天草市庁舎のプロポーザルで 1 次通過
5 社に選ばれる記事

（リクルートホールディングス）

（日刊建設工業新聞社）

2013-5-28

2013-8-23

神静民報

日刊建設通信新聞

小田原市芸術文化創造センターのホール設計
案について市民説明会実施の記事

熊本県天草市庁舎のプロポーザルで 1 次通過
5 社に選ばれる記事

（神静民報社）

（日刊建設通信新聞社）

2013-5-31

現代日本の建築家

2013-9

2012

由利本荘市文化交流館 / カダーレが協会賞、

GA JAPAN 124
新潟市秋葉区文化会館が掲載される

唐木田コミュニティセンターが優秀建築選に
選ばれ掲載される

（日本建築家協会）

（A.D.A.EDITA Tokyo）

Hironori MATSUBARA
松原 弘典

Born in Tokyo 1970. Graduated
from Tokyo National Univ. of
Fine Arts 1995. In 1996, visiting
researcher at Moscow
Architecture Institute, Russia. In
1997, completed the Graduate
School of Engineering, the Univ.
of Tokyo. In 1997-2001, Worked
at Toyo ITO & Associates,
Architects. In 2001-02,
Shenyang Urban Design and
Research Institute, Liaoning /
Atelier FCJZ, Beijing, China. In
2005-, established Beijing
Matsubara and Architects
(BMA), and associate professor
at Keio Univ. SFC. Projects:
Sanlitun Village North Area
EAST (Beijing, China), Y house
(Beijing, China). Congo AcadeX
Primary School was awarded SD
Review 2009, JIA Golden Cube
Award. Publication: “Making in
China”

Supported by

2013-9-2

2013-9-24

日刊建設工業新聞

日刊建設工業新聞

板橋区立しらざき児童館及び母子生活支援施
設のプロポーザルで次点となる記事

アパグループ THE CONOE 代官山が起工式の記
事

（日刊建設工業新聞社）

（日刊建設工業新聞社）

2013-9-2

2013-9-28

日刊建設通信新聞

産経新聞

板橋区立しらざき児童館及び母子生活支援施
設のプロポーザルで次点となる記事

アパグループ THE CONOE 代官山が起工式の記
事

（産経新聞社）

（日刊建設通信新聞社）

2013-9-9

2013-10

日刊建設通信新聞

新建築

島根県安来市民会館プロポーザルで代表枠 6
社に選ばれる記事

新潟市江南区文化会館が掲載

（日刊建設工業新聞社）
（日刊建設通信新聞社）

10 月号

（新建築社）

2013-9-9

2013-10-1

日刊建設工業新聞

日刊建設工業新聞

島根県安来市民会館プロポーザルで代表枠 6
社に選ばれる記事

島根県安来市民会館プロポーザルで最終 6 社
でヒアリングが行われる記事

（日刊建設工業新聞社）
韓国の建築専門雑誌「C3」に 22 ページに渡り大きく紹介されました

予想を上回るで来場者で地域活性化に貢献しています

2013-9-19

2013-10-3

秋田魁新報

日刊建設通信新聞

由利本荘市文化交流館 / カダーレの入館者が
100 万人となった記事

建築学会

（秋田魁新報社）

（日刊建設通信新聞社）
受賞歴

掲載される予定のメディア
■ CA_maru interior Design（韓国）

■ phaidon atras online（イギリス web）

■ ifengspace（中国）

■ AMC Le Moniteur Architecture（フランス）

2013-9-21

2012 年 10 月 World Architecture Festival
2012 Shortlist Best16

■ HKASP 100xN（中国）

■ Group moniteur（フランス）

2013 年 2 月

日本建築家協会

■ jiatu publishing（中国）

■ future architecture magazine news（スペイン）

2013 年 3 月

第 33 回東北建築賞

■ urban environment design magazine（中国）

■ TASCHEN ''Architecture NOW!9''（ドイツ）

■ ''Top space 4'artpower（香港）

■ Specifier magazine（オーストラリア）

■ The Whole Record of Master's Architecture ⅢⅣ（中国）

■ Elle decoration magazine（ロシア）

■ Wallpaper（イギリス）

■ archiplatforma（ロシア web）

■ Dezeen(web)

■ casa&mas（メキシコ）

新潟市秋葉区文化会館
パンフレット

開館

新潟市秋葉区文化会館の開館パンフレット

（秋葉区文化会館）

建築夜学校 2013 に出品した記事

協会賞

2012

2013-10-2 ～ 4

World Architecture Festival
シンガポールで行われた World Architecture
Festival で新潟市江南区文化会館をプレゼ

（WAF）

2013-10-10

2013-11-21

日刊建設工業新聞

日刊建設工業新聞

新潟市江南区文化会館がグッドデザイン賞受
賞の記事

阿久根市市民交流センタープロポーザルで佳
作となる記事

（日刊建設工業新聞社）

（日刊建設工業新聞社）

2013-10-15

2013-11-21

日刊建設工業新聞

日刊建設通信新聞

セメント協会、震災被災地視察の記事の中で
大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルが紹介される

阿久根市市民交流センタープロポーザルで佳
作となる記事

（日刊建設工業新聞社）

（日刊建設通信新聞社）

2013-11-11

2013-11-27

日刊建設工業新聞

日刊建設通信新聞

阿久根市市民交流センタープロポーザルで最
終 6 社に選ばれた記事

新潟市江南区文化会館のグッドデザイン賞受
賞記念講演会の記事

（日刊建設工業新聞社）

（日刊建設通信新聞社）

2013-11-11

2013-11

日刊建設通信新聞
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阿久根市市民交流センタープロポーザルで最
終 6 社に選ばれた記事

特集：「設計のプロセス」の中で最新の作品
を紹介（大船渡市民文化会館・市立図書館 /
リアスホール、由利本荘市文化交流館 / カダー
レ、新潟市秋葉区文化会館）

（日刊建設通信新聞社）

（A.D.A.EDITA Tokyo）

2013-11-15

2013-12

日刊建設通信新聞

50 design questions answered

美濃加茂市、加茂野交流センタープロポーザ
ルで特定された記事

由利本荘市文化交流館 / カダーレが紹介され
る

（日刊建設通信新聞社）

（Arup）

2013-11-20

2013-12-6

日刊建設工業新聞

日刊建設通信新聞

美濃加茂市、加茂野交流センタープロポーザ
ルで特定された記事

新潟市江南区文化会館が A A C A 賞奨励賞受賞
の記事

（日刊建設工業新聞社）

（日刊建設通信新聞社）

2013-12-6

2014-1

日刊建設工業新聞

View no.07

新居が審査委員長を務める第 45 回中部建築
賞の受賞作品発表の記事

八丈町庁舎が紹介される

（日刊建設工業新聞社）

（コトブキシーティング）

2013-12-9

2014-1-10

日刊建設通信新聞

日経アーキテクチュア

新居が審査委員長をつとめる第 45 回中部建築
賞発表の記事

The CONOE〈代官山〉が掲載される

2014-1-10

（日経 BP 社）

（日刊建設通信新聞社）

2013-12-10

2014-1-10

日本の現代現代建築

日刊建設通信新聞

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルが紹介される

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルが省エネ・照明デザインアワードでグランプ
リとなった記事

（日刊建設通信新聞社）

（Gakken）

2013-12-11

第 45 回

2014-1-14

中部建築賞

入賞作品集

第 45 回中部建築賞の新居の審査総評が掲載さ
れる

（中部建築賞協議会）

日刊建設通信新聞
新潟県十日町市民文化ホール・中央公民館設計
業務プロポーザルで最終 2 社となった記事

（日刊建設通信新聞社）

2013-12-13

2014-1-17

日刊建設通信新聞

岩手日報

新居が審査委員長をつとめる第 45 回中部建築
賞表彰式の記事

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー

（日刊建設通信新聞社）

ルが省エネ・照明デザインアワードでグランプ
リとなった記事

（岩手日報社）

2013-12-20 ～ 2014-1-14

2014-1-25

JAPANESE JUNCTION 2013-2014

日経アーキテクチュア

日本人建築留学生作品展がミレーセンター表
参道と LIXIL GINZA で開催されるポスター

小田原市芸術分化創造センターが掲載される

（Japanese Junction 展実行委員会）

（日経 BP 社）

2014-1-25

2014-2-3

2014-3-25

東京大改造マップ

2020

The CONOE〈代官山〉が掲載される

ザ・カワイイヴィジョン b
感覚の技法
真壁智治氏の著作の中で、大船渡市民文化会館・
市立図書館 / リアスホールが紹介される

（日経 BP 社）

（鹿島出版会）

2014-2-15

2014-3-28

日本建築界の明日へ

GOOD DESIGN 2013 YEAR BOOK

黒部市国際分化センター / コラーレ、大船渡市
民分化会館・市立図書館 / リアスホールが年表
に掲載される

新潟市江南区文化会館が受賞し、掲載される

（鹿島出版会）

（日本デザイン新興会）

2014-2-22

2014-3

ひと、まち、建築
2014 見つめようくらしの場

省エネ・照明デザインブック 2013
大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルがグランプリを受賞し、掲載される

長野県松本美術館で行われた文化講演会のポス
ター

（JIA 長野県クラブ）

（環境省）

2014-3

2014-3

FRAME

第 23 回 AACA 賞

新潟市秋葉区文化会館が掲載される

新潟市江南区文化会館が奨励賞を受賞し、掲載
される

（FRAME: オランダのデザイン雑誌）

作品集

（日本建築美術工芸協会）

2014-3-4

2014-4

日経産業新聞

MARK MAGAZINE ♯ 49
2014 APR・MAY

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルが省エネ・照明デザインアワードでグランプ

新潟市江南区文化会館が掲載される

リ獲得の記事

（日経産業新聞社）

2014-3-20

作品選集

（Frame/Mark Magazine；オランダの雑誌）

2014-4

2014

由利本荘市文化交流館 / カダーレが選定され掲
載される

（日本建築学会）

C3 357
新潟市秋葉区文化会館が掲載される

（C3 Publishing Cc.：韓国の雑誌）

2014-4

2014-5-31

Interior Design

現代日本の建築家９

新潟市江南区文化会館が掲載される

優秀建築選 2013
新潟市江南区文化会館が掲載される

（Sandow Media LLC：米国の雑誌）

（日本建築家協会）

2014-4-15

2014-5

JIA MAGAZINE

AIT

第 17 回 J I A リフレッシュセミナーで「地方を
建築で活性化する」をテーマに曽我部昌史氏と
ディスカッションを行った記事掲載

新潟市秋葉区文化会館が掲載される

（日本建築家協会）

2014-4-23

日刊建設通信新聞
大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルが第 14 回公共建築賞で優秀賞に選ばれた記
事

（日刊建設通信新聞社）

（AIT：ドイツの建築雑誌）

2014-6

環境ビジネス 夏号
（月刊事業構想 7 月号別冊）
大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルが LED を使用した先進的な照明計画事例とし
て紹介される

（日本ビジネス出版）

2014-4

2014-6-18

d+a

日刊建設通信新聞

新潟市秋葉区文化会館が掲載される

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルが第 14 回公共建築賞で優秀賞に選ばれ、表
彰式が行われた記事

（key Editions Pte Ltd：シンガポールの雑誌）

（日刊建設通信新聞社）

2014-5-9

2014-6-19

日刊建設通信新聞

日刊建設工業新聞

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー

大船渡市民文化会館・市立図書館 / リアスホー
ルが第 14 回公共建築賞で優秀賞に選ばれ、表
彰式が行われた記事

ルが第 14 回公共建築賞で優秀賞に選ばれた記
事（東北地方分として紹介）

（日刊建設通信新聞社）

（日刊建設工業新聞社）

2014-5-19

2014-6-20

日刊建設工業新聞

構造デザインマップ

小田原市芸術文化創造センターの基本設計内容
の記事

横浜赤レンガ倉庫が掲載される

（日刊建設工業新聞社）

（総合資格出版局）

東京

2014-6-24

日刊建設工業新聞
小田原市芸術文化創造センター舞台設備が分離
発注となった記事

（日刊建設工業新聞社）

2014-7-2

日刊建設通信新聞
由利本荘市文化交流館外観写真を表紙とした戸
田建設コーポレートレポート 2014 の紹介記事

（日刊建設通信新聞社）

2014-7-10

casa BRUTUS 8 月号
新潟市江南区文化会館が車のコマーシャルで
掲載される

（マガジンハウス）

