
1972-7
新建築

新建築住宅設計競技1972優秀作品
課題：現代住宅を取り巻く様々な状況を予測しそ
の状況の中で存在理由を確信できるあなたの内な
る〈住宅〉とは
審査員：篠原一男

（新建築社）

1972-9
ＪＡ

THE JAPAN ARCHITECT
上記の作品海外紹介版である

（新建築社）

1977-5

都市住宅

特集：低層集合住宅を考える ①
論文：ARCHITECT VS PLANNER
英国の都市づくりの理論的変遷

（鹿島出版会）

1978-1
近代建築

座談会：海外経験と建築
アメリカとヨーロッパで留学・仕事をして来た8
人の若手建築家による座談会

（近代建築社）

1978-5
都市住宅

低層集合住宅を考える（合本）
77年5月に都市住宅に掲載された論文を単行本の
中に再録された

（鹿島出版会）

1980-
読売新聞

作品：読売住宅設計コンクール　〈佳作〉

（読売新聞）

1981-11
横浜の街づくり　PLAN FOR YOKOHAMA

横浜市の進めている街づくりを体系的に
まとめたもの

（横浜市都市整備局）

1981-12
日経アーキテクチュア

作品：北斜面を南側並に利用
土木建築合作の二段宅地
藤沢第２立石住宅の開発手法

（日経マグロヒル社）

1982-5

荻須記念館　全国公開設計競技

（愛知県稲沢市）

1982-7
街づくりとイベント　横浜の試み

イベントの街づくりに対しての意味、意図、成果
等企画から実施までの経過をまとめたもの

（横浜市街づくりシンポジウム実行委員会）

1982-10
現代建築家　ドローイング集成

（グラフィック社）　　　　　　（新居）（大井）

1983-10
建築知識

特集：構法選定ハンドブック
中規模複合商業ビルを手がかりに適正規模の発見
と要求品質の確保

（建築知識）



1984-2
二俣川パンフレット

（二俣川駅周辺再開発協議会）

1984-3
新本牧まちづくりの道標

本牧の地域性を尊重し、快適で魅力あるまちを実
現するための目標を具体的にまとめたもの

（横浜市都市計画局新本牧開発室）

1985-12

ＳＤ

ＳＤ　Ｒｅｖｉｅｗ，　１９８５
梅ヶ丘中学校前道路環境整備計画にて入選

（鹿島出版会）

1986-1
新建築

作品：ひまわり幼稚園

（新建築社）

1986-4
歩いてみよう、新しい歩道

梅ヶ丘中学校前のふれあい通りの梅ヶ丘パンフ
レット

（世田谷区）

1986-6
日経アーキテクチュア

作品：梅ヶ丘中学校前の“楽しい道”

（日経マグロヒル社）

1986-9
新建築

作品：特別養護老人ホーム
ケアハウス泉崎
東北建築賞作品賞受賞

（新建築社）

1986-11
ＳＤ

書評：そして、だからもう一度
ビギニングス
「ビギニングス－ルイスカーンの人と建築」
に対しての書評

（鹿島出版会）　　　　　　　　　　（新居）

1987-夏

建築設計資料　17．　歩行者空間

作品：コミュニティーモール
世田谷区梅ヶ丘中学校前の楽しい道

（建築資料研究社）

1987-6
新建築

作品：アローエースゴルフクラブ

（新建築社）

1987-7
新建築

しんけんちく・にゅうす
第７回東北建築賞受賞　＜作品賞＞
特別養護老人ホーム　ケアハウス泉崎

（新建築社）

1987-7
坐　国代

作品：アローエースゴルフクラブ
国代耐火工業の企業イメージ誌

（国代耐火工業）



1987-12
建築知識

特集：模型を作ろう
＜5人が語る模型作法＞
小さなスケールでディテールまで読む

（建築知識）

1987-
現代用語の基礎知識

社会福祉用語の解説
最新キーワード　ユニーク歩道
障害者や地域住民が積極的に参加して、作り出さ
れた安全でかつ便利そして快適な道－（梅ヶ丘中
学校前の歩道）の実現

（自由国民社）

1988-2

建築知識

特集：建築マテリアルスクラップ
どんな素材、材料がどのように使われているか
仙徳仕上について

（建築知識）

1988-3
日経アーキテクチュア

Ｎｅｘｔ　Ｐｈａｓｅ　（次の局面）
－建築家編－
アトリエ派建築家マップにおいて
第３世代の建築家として紹介

（日経マグロヒル社）

1988-4
ＢＲＵＴＵＳ

消えゆく街、
生まれる街、
都市は変貌する。
世田谷区が指導するプロムナード・タウン
梅ヶ丘プロムナード

（マガジンハウス）

1988-3
ＳＤ

特集－TOKYO TOWER PROJECT
40才前の建築家
40人の描く40本の東京の塔

（鹿島出版会）　　　　　　　　　　（新居）

1987-9
ＪＡ

作品：アローエースゴルフクラブ
新建築の海外版

（新建築社）

1987-10
ＡＲ　THE ARCHITECTURAL REVIEW

特集：JAPAN 40 UNDER 40
アローエースゴルフクラブ

英国の建築雑誌の日本の特集号

1987-10
ＳＤ

特集：40才前の建築家101人
アローエースゴルフクラブ

（鹿島出版会）

1987-10
女のまちづくり宣言　京都発
桂坂の会・女の目で見るまち研究会編

歩道の改良例として、梅ヶ丘中学校前の整備計画
の紹介

（学芸出版社）

1987-11
Choice

作品：アローエースゴルフクラブ
　　　クラブハウスグルメ第6回

（ゴルフダイジェスト社）

1987-8
ワコア

特集：環境デザイン－道と広場
梅ヶ丘中学校前ふれあい通り

（壁装材料協会）



1988-
建築文化別冊　居住環境整備の手法
まちをデザインする　高見澤那郎・編著

道路の魅力づくり
ハンディキャップを考慮して
梅ヶ丘中学校前道路整備の紹介

（彰国社）

1988-
ゴルフ場　クラブハウス　付帯施設
プラン集成

（総合ユニコム）

1988-
ディテール　97

連載　住宅の設備まわり
空調・換気
実例：ウィンドウ型エアコンを壁内に納める

（彰国社）

1988-10
建築知識

特集：エスキース
その表現とプロセス

（建築知識）

1988-10
駅の新しい機能－広場化・情報化

生活・文化の拠点づくりとニューメディア対応

（地域科学研究会）

1988-
ａｔ

特別編集号
光ファイバーを使った地上の天の川

（デルファイ研究所）

1988-12
建築知識

入門　特注術
事務所の考え方と実例
検討を通してローコスト特注をする

（建築知識）

1989-2
私のTOKYO 改革論

「東京朝日」100周年記念論文にこめられたアイデ
ア・夢・プラン

論文＜鉄道の地下化と鉄道敷のモール化＞

（朝日新聞社）

1988-
ａｔ

Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ
ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
建築：見えざるテクノロジー

（デルファイ研究所）

1989-5
ｋｕｋａｎ「空間」

特集：東京を変える建築家・デザイナー93人

（学習研究社）

1989-7
ａｔ

アーキテクチュア　ナウ
スターダストペイブメント
（横浜上大岡グリーン通りの紹介）

（デルファイ研究所）

1988-10
ＳＤ

COLLECTION
1988AUTUMN
素材と技術のコレクション
大地に舞い降りた天の川

（鹿島出版会）



1990-9

新建築

作品：エースプラザ（春宵館）

（新建築社）

1990-9
建築文化

作品：エースプラザ（春宵館）

（彰国社）

1990-9
商店建築

作品：エースプラザ（春宵館）

（商店建築社）

1990-8
日経イメージ気象観測

VIEW POINTS
（アンケート回答）

（日本経済新聞社）　　　　　　　　（新居）

1990-
THE BOOK OF THE SCHOOL/100YEARS

ペンシルバニア大学100周年記念出版
作品：アローエースゴルフクラブ
招待作家として展示会に出品した作品が収められ
ている

（新居）　　　

1990-
こどもと住まい（下）

50人の建築家の原風景
インタビューとスケッチ
（建築家の子供時代のこと）

（星雲社）　　　　　　　　　　　　（新居）

1989-12
ＳＤ

ＳＤ　Ｒｅｖｉｅｗ，１９８９
Ｍ市文化公園　図書館　体育施設にて入選

（鹿島出版会）

1990-1
建築文化

特集１
新たな地平のかたり　90年代へ
栗生明、新居千秋、平山明義
３人の鼎談とネオハイツベルヴュ島津山、
アルディア・ヌーボ、ＧＩＲＯ、
春宵館の紹介

（彰国社）

1990-8
日経アーキテクチュア

作品：エースプラザ（春宵館）

（日経ＢＰ社）

1989-9
建築知識

特集
建築設計者のための《路づくり》徹底ガイド
道路設計のプロセスとチェックポイント

（建築知識）

1989-8
日経アーキテクチュア

NEWS環境デザイン
上大岡グリーン通り
かすり模様で和風を表現
“光の川”で広場を演出

（日経ＢＰ社）

1989-7
読売家庭経済新聞

余ゆうトピア
世界初　歩道に輝く“星”
－虹色の夢いっぱい－

（読売新聞）



1990-12
商環境

表紙：STAR SHIP ONE

（社団法人日本環境設計家協会）

1991-1
新建築

書評：「ＳＤライブラリー ⑤
　　　アーキテクト－建築家とは何か」
についての書評

（新建築社）　　　　　　　　　　（新居）

1991-2
ＦＬＡＳＨ

フラッシュ・トレンド・・レポート
作品：アルディア・ヌーボ
千葉ニュータウンハウジング

（光文社）

1991-2
Ｎｅｗｔｏｎ

ニュートン2月号増刊
ビジュアル・レポート近未来最新情報
人に「やさしい」未来の住空間
作品：アルディア・ヌーボ
千葉ニュータウンハウジング

（教育社）

1991-2

ＳＤ

特集1－架構と空間のいろ
　（建築構造の新しい認識法）

作品：水戸市文化公園、図書館

（鹿島出版会）

1991-4
これからの暮らしを考える－ ①

SPECIAL THEMA　「洗う」

POINT OF VIEW
No Space, No Way?
「狭くても、本当に快適な暮らしを真剣に考えてほ
しい。」

（東京電力）

1991-4
ＳＤ

対談：ディテールから都市にいたる眼差し
新居千秋×横河健

（鹿島出版会）

1991-4
日経アーキテクチュア

創刊15周年記念特集
建築家の“アイデンティティ・ウォーズ”

（日経ＢＰ社）

1990-12
ＰＯＲＴＦＯＲＩＯ

パブリックスペースの近未来
水戸市文化公園、図書館
埼玉県平和資料館案
STAR SHIP ONE　（NSS－0プロジェクト）

（誠文堂新光社）　　　　　　　　（新居）

1990-

設備から考える住宅の設計

ウィンドー型エアコンを壁に納める
C邸

（彰国社）　　　　　　　　　　　（新居）

1990-12
新建築

「生きている建築－フランク・ロイド・ライトの世
界」展レポート
ライトの遺言

（新建築社）　　　　　　　　　　（新居）

1990-12
建築文化

ペンシルバニア大学芸術学部
100周年記念行事に招かれて

（彰国社）　　　　　　　　　　　（新居）



1991-4
ましん

表紙：エースプラザ

（株式会社アマダ）

1991-4
日経イメージ気象観測

ＳＰＡＣＥ
高齢化社会の快適生活を提案する
シルバー住宅市場
アルディア・ヌーボ

（日本経済新聞社）　　　　　　　　（新居）

1991-5

新建築

建築批評：
東京都新庁舎　「妖艶な美」

（新建築社）　　　　　　　　　　　（新居）

1991-5
建築デザイン会議　’90KUROBE

現代建築家122人展
－変わりゆく都市・建築
コスモロジック　スペース

（建築デザイン会議実行委員会）

1991-5
PROJECT「A」 by KATZDEN

アルディア・ヌーボにおける、アルミ製手摺り開
発経緯を記録した企業宣伝誌

（カツデン株式会社）

1991-6
大分合同新聞

大分過疎地域アメニティタウン構想の中で中間報
告の知事説明会が東京で開かれた

（大分合同新聞社）

1991-8-9
日経コンストラクション

特集：弱者によいインフラ
梅ヶ丘中学校前ふれあい通り
アルディア・ヌーボ

（日経ＢＰ社）

1991-8
広報つるみ

モデル町村の鶴見町における大分過疎地域アメニ
ティタウン構想の中間報告

（大分県鶴見町役場発行）

1991-

ＬＡＳＴ　ＤＥＣＡＤＥ

「ラスト・ディケイド1990－デザインのサンプリ
ング」展を書物にまとめたもの
（展示作品とコメント）

（六耀社）

1991-11
景観材料

特集：景観に果たす材料の役割
〔公園・広場・道路〕
“デザインの立場から”において「上大岡グリーン
通り」の実作例を引いて安全性を踏まえた独創性
などについて語っている

（景観材料推進協議会）

1991-11
大分合同新聞

大分過疎地域アメニティタウン構想のコア会議開
催の記事

（大分合同新聞社）

1991-11
大分合同新聞

大分過疎地域アメニティタウン構想の策定に於い
て鶴見に「緑の島」を提示

（大分合同新聞社）



1991-11
大分合同新聞

大分過疎地域アメニティタウン構想の概要を
説明
－３町村とも実現に意欲的とある

（大分合同新聞社）

1991-12
建築デザイン会議　
’91 ON THE SEA

建築家100人展
－ランドスケープ
　　テクノロジカル　ランドスケープ

（建築デザイン会議実行委員会）

1991-12
新建築

ＮＥＷＳ　ＲＥＰＯＲＴ
「出雲建築フォーラム」開催
　招待作家として参加

（新建築社）

1991-
An Exhibit of The Work of
Students and Colleagues of

Louis l. Kahn

AIA主催の展示会に招待作家として
作品アローエースゴルフクラブを出品

（ＡＩＡ）　　　　　　　　　　（新居）

1992-1
建築文化

ＫＢＮｅｗｓ
フライトを開始したＩＡＦ号
「第１回出雲建築展」が残したもの
－という記事の中で招待作家として紹介され展示
作品が掲載されている

（彰国社）

1992-1
日経イメージ気象観測

ＳＰＡＣＥ
エンバイロンメンタル・デザインの視点
環境デザインの歴史的背景を踏まえ問題点を上げ
ながら今後のエンバイロンメンタル・デザインの
方向を語った

（日本経済新聞社）　　　　　　　　（新居）

1992-
いんぷるーぶ　1992　NO.118

特集　三つの挑戦
魅力あるまちづくりへの挑戦

県政最重要課題の一つとして過疎地域アメニティ
タウン構想を特集

（大分県発行の行政誌）

1992-3-6
朝日新聞

ニュータウンに老後の住まい
民間の「高齢化対応集合住宅」誕生
－ご近所とおつきあい
－広場には子供たち
－プールもどうぞ
作品：アルディア・ヌーボ

（朝日新聞社）

1992-3-6
朝日新聞　（大阪）

お年寄りにやさしい住宅
東西に“理想の団地”誕生
高齢者が地域の住民と交流しながら、
ゆとりを持って暮らせる「高齢化対応
集合住宅」アルディア・ヌーボ紹介

（朝日新聞社）

1992-3-10
日刊建設工業新聞

千葉ＮＴに新しい村

作品：アルディア・ヌーボ

（日刊建設工業新聞社）

1992-3-11
サンケイ新聞　（千葉）

多世代交流型のマンション完成
－中庭を取り囲むように配置された
ヨーロッパの街区を思わせるつくり
と記事にある

（産業経済新聞社）

1992-3-11
日本工業新聞

白井町（千葉）に全容整う
多世代交流型住宅タウン

作品：アルディア・ヌーボ

（日本工業新聞社）



1992-3-15
シルバー新報

ライフケア棟が完成
多世代交流を図る
－歩道の段差をなくすなど子供からお年寄りまで
安心できる環境づくりに配慮、とある
作品:アルディア･ヌーボ

（環境公害新聞社）

1992-3-17
建設産業新聞

住都公の民活で建設

作品:アルディア･ヌーボ

（建設産業新聞社）

1992-3-17
住宅新報　3月27日号

ユニークな多世代交流型住宅
民間活力導入のモデルに

作品:アルディア･ヌーボ

（住宅新報社）

1992-3-19
毎日新聞

付加価値マンション時代
ダンスホール、シアタールーム付

作品:アルディア･ヌーボ

（毎日新聞社）

1992-3-19
東京スポーツ

不動産不況なんて関係なし
人気マンションここが違う

“安さ”より“質”を求める時代の物件
の人気の秘密という記事の中でアルディ
ア・ヌーボを紹介している

（東京スポーツ新聞社）

1992-3-25
週刊住宅情報　4月1日号

千葉ニュータウンで
多世代が交流するマンション完成

作品：アルディア・ヌーボ

（リクルート）

1992-
パブリクアメニティ
200例に見る実践的都市デザイン

中学校と前面道路の整備を、幅広い住民参加と福
祉の視点から実施した事例として「梅ヶ丘中学校
前の楽しい道」が取り上げられている

（ぎょうせい）

1992-4-4
常陽新聞

「文武両道」シンボルに
　　水戸の西部地区文化公園

作品：水戸市立西部図書館

（常陽新聞社）

1992-4-10
月刊タイル　4月号　NO.357

ＡＢＣ商会開催のセミナーで新居が「建築の仮程
（仮定＋過程）」という題目で講演したそのときの
内容記事

（黒潮社）　　　　　　　　　　（新居）

1992-4-24
常陽新聞

水戸市に西部図書館と
　　石川市民運動場が完成

作品：水戸市立西部図書館

（常陽新聞社）

1992-5-1
広報　水戸

特集　西部図書館オープン
森の中で本に出会う
　　そんな図書館がオープン

作品：水戸市立西部図書館

（水戸市）

1992-5-11
日経アーキテクチュア

Ｎｅｗｓ住宅
多世代間の交流目指し
高齢者用と一般の住宅を併設

作品：アルディア・ヌーボ

（日経ＢＰ社）



1992-5-17
茨城新聞

身近さ好評、西部図書館

作品:水戸市立西部図書館

（茨城新聞社）

1992-6
新建築　住宅特集

作品:アルディア･ヌーボ
作品解説・論文
アルディア･ヌーボ　「新しき村を考える」

（新建築社）　　　　　　（新居）

1992-6
建築文化

新しき村「アルディア･ヌーボ」の作品紹介と集合
住宅の歴史等についてまとめた

作品:アルディア･ヌーボ

（彰国社）

1992-6-12
日本経済新聞

過疎地版の都市計画
　　大分県の３町村交流施設を建設

計画：大分アメニティタウン構想

（日本経済新聞社）

1992-6-12
朝日新聞

「農山村の都市計画」策定へ
　　過疎地域活性化で県

計画：大分アメニティタウン構想

（朝日新聞社）

1992-6-12
大分合同新聞

過疎地域アメニティタウン構想
　　県庁で報告会

計画：大分アメニティタウン構想

（大分合同新聞社）

1992-6-13
西日本新聞

複合施設を地域シンボルに
過疎地域アメニティタウン構想最終案

計画：大分アメニティタウン構想

（西日本新聞社）

1992-6-14
読売新聞　（大分）

過疎地に快適空間づくり
　　心休まる施設を整備

計画：大分アメニティタウン構想

（読売新聞社）

1992-7-10
読売新聞

読書環境の変化に伴い多様な空間を提供

作品:水戸市立西部図書館

（読売新聞社）

1992-7-20
日経アーキテクチュア

Ｎｅｗｓ建築

作品:水戸市立西部図書館

（日経ＢＰ社）

1992-8
新建築

水戸市立西部図書館作品解説
Ｎｅｗｓ　Ｇａｌｌｅｒｙ／ＦＡＣＥ
　　佐川一信水戸市長インタビュー

作品:水戸市立西部図書館（ＧＩＲＯ）

（新建築社）

1992-8
建築文化

水戸市立西部図書館作品解説　新居千秋
インタビュー水戸市長に聞く　佐川一信
エコロジカル構造デザインの試み　今川憲英

作品:水戸市立西部図書館

（彰国社）



1992-8-3
日経アーキテクチュア

インタビュー  今川憲英「コストコントロールも
身に着け多様な架構に積極的に挑戦」
作品：水戸市立西部図書館
「公共建築を変えるかコミッショナーによる指名方
式」
計画：鶴見町／シンボルプロジェクト吹浦

（日経ＢＰ社）

1993-1
ａｔ

〔スペシャルリポート〕
建築デザイン会議’92　IN KUMAMOTO
分科会報告からの要約
第４分科会の報告者として新居が執筆している

（デルファイ研究所）

1993-
建築思潮

第１回出雲建築展
招待作家として出雲大社を伊勢や明治神宮と対比
させた作品を出展

（学芸出版社）

1992-8
日経イメージ気象観測

イメージカード

作品：アルディア・ヌーボ

（日本経済新聞社）

1992-9  秋季号
ディテール 114

越えてるディテール Ⅱ  トップライト
迷宮にこぼれ落ちる“薄暮の木漏れ日”
19世紀のアイアンワークを思わせるようなディ
テールのトップライトとある
作品：エースプラザ

（彰国社）

1992-10
日経イメージ気象観測
イメージカード「スペース」

作品：水戸市立西部図書館

（日本経済新聞社）

1992-11
建築知識

特集：
建築 画像活用テクニック〔写真・ビデオ・パソコ
ンＣＧ〕
ウチの画像活用術

（建築知識）

1992-11
景観材料

特集 街の他目的空間“ひろば”
［座談会］
日本の街にふさわしい“ひろば”を考える
  中野好文・新居千秋
  高木浩志・山本忠順

（景観材料推進協議会）

1992-12
Bulletin 65

リポート・アーバントリップ
作品：水戸市立西部図書館

（新日本建築家協会）

1992-12
カレンダー1993

片山鉄建（株）の1993年カレンダーの１月
を水戸市立西部図書館の写真が飾る

作品：水戸市立西部図書館

（片山鉄建）

1992-12
ローレル  カレンダー

日本オーナメント（株）の1993年のカレンダーの
表紙をアルディア・ヌーボの迎賓室の写真が飾る

作品：アルディア・ヌーボ

（日本オーナメント）

1992-
あなたのまちをデザインする61の方法

「きわ」のデザイン
梅ヶ丘中前の楽しい道のみちぎわのギャラリーが
事例として紹介され学校の活動が地域へにじみ出
すとコメントされている

（東京都建設事業協会）



1993-1
新建築

第３回BENAアーキテクチュアセミナー講演録
時代と建築  建築家  新居千秋
「時代のコンセンサスを感じて、プログラムを作り
上げ、それが形になり、構成の力を持つときに建
築は美しく建ち上がる」

（新建築社）

1993-1
建築文化

ＫＢ NEWS
「黒部市国際文化センター」（仮称）で設計候補者
決定
５人の建築家（栗生明、重村力、鈴木了二、渡辺
明、新居千秋）より新居が選ばれた

（彰国社）

1993-1
建築知識

【特別企画】
振り返る[建築’92]
見に行こう  話題の建築
話題の建築20の中の一つとして挙げられた
作品：水戸市立西部図書館

（建築知識）

1993-1
ＳＣＡＰＥ21

大分・アメニティタウン構想
建築と地域課題の解決
作品：鶴見町・シンボルプロジェクト吹浦

（株式会社ホッカイ）

1993-1
新建築 住宅特集

［ＦＩＬＥ］
ＭＯＶＥＭＥＮＴ
黒部市国際文化センター（仮称）の設計が新居千
秋氏に決定

（新建築社）

1993-1
新建築

NEWS REPORT
黒部市国際文化センター（仮称）は新居千秋氏に
日本建築センターにより設置された委員会（委員
長  近江栄氏）の審査で新居が選考された

（新建築社）

1993-1
ＪＡ

’92建築年鑑
同誌の選定した92年の代表的建築として「水戸市
立西部図書館」か掲載

（新建築社）

1993-2-22
日経アーキテクチュア

建築選集92
’92に発表された代表的な建築として「水戸市立
西部図書館」が同誌に選定された
作品：水戸市立西部図書館

（日経ＢＰ社）

1993-1-28
建設通信新聞 （東北版）

第77回ABCセミナー ’93 講演会
建築の仮程  建築家  新居千秋
「モダニズムをもう一度解釈し直し、原点に戻らな
ければならないと考えている」

（日刊建設通信新聞社）

1993-1-29
建設通信新聞 （関西版）

第77回ABCセミナー ’93 講演会
建築の仮程  建築家  新居千秋
「デザインは民主主義から生まれない」
「（デザインにおいて）より少ないことはよりミス
テリアス」

（日刊建設通信新聞社）

1993-2-25
建設通信新聞

足跡＆軌跡  アーキテクト・アワー
「新しいプログラムで新しい形を」
「ローコストでしかもミステリアスに」

（日刊建設通信新聞社）

1993-3
建築技術

現代建築紀行
同誌のシリーズ企画で「水戸市立西部図書館」が
掲載

（建築技術）



1993-3
CHANGING FACE OF“PUBLICNESS”

People・Aechitecture・Society
Visions of a new Generation of Japanese
Architects
ニューヨークで行われた展覧会にＩＺＵＭＯ
を出品

（ＡＤＣＥＣ）

1993-3
ルーラルプランシンポジウム

大分県主催の「ルーラルプランシンポジウム」に
おいて鶴見町アメニティタウン構想策定報告で新
居が参加

（大分県）

1993-4-12
日経アーキテクチュア

デザインの潮流のつくられ方

アトリエ建築家世代マップ（出生年代別）に、新
居千秋が第３世代に位置付けられた

（日経ＢＰ社）

1993-4-15
北日本新聞社

名前は「カーターホール」
国際文化センター
黒部市国際文化センターのホールに「カーター
ホール」の名前が付けられた

（北日本新聞）

1993-3-25
大分合同新聞（朝刊）

「過疎地域づくりシンポ」主な発言
「快適な生活とは」の観点で
「ルーラルプランシンポジウム」において鶴見町ア
メニティタウン構想策定報告で新居が参加

（大分合同新聞社）

1993-3-25
大分合同新聞（夕刊）

過疎脱却の“起爆剤”
生き生き地域づくりへ
“田園の計画”シンポ
「ルーラルプランシンポジウム」において鶴見町ア
メニティタウン構想策定報告で新居が参加

（大分合同新聞社）

1993-5
建築文化

「住宅年鑑’93」
’93の代表的な集合住宅としてアルディア・ヌー
ボが選ばれた

（彰国社）

1993-6-1
北日本新聞

外国人の研修拠点に

黒部職能開発センター改築事業を黒部市国際文化
センターと機能一体化し外国人研修とした

（北日本新聞社）

1993-3-25
日本経済新聞社

「ルーラルプランシンポジウム」を開催
「ルーラルプランシンポジウム」において
鶴見町アメニティタウン構想策定報告で
新居が参加

（日本経済新聞社）

1993-4
建築文化

特別記事  日本の集合住宅の軌跡
「日本の集合住宅」に関するアンケートでアルディ
ア・ヌーボが1990年代の代表的な集合住宅に選ば
れた

（彰国社）

1993-6-14
日経アーキテクチュア

住宅選集92
’92に発表された代表的な集合住宅として「アル
ディア・ヌーボ」が同誌に選定された
作品：アルディア・ヌーボ

（日経ＢＰ社）

1993-7
日刊建設産業新聞

最終回を迎えた「吉田五十八賞」
吉田五十八賞建築の部の受賞者は茨城県の「水戸
市立西部図書館」を設計した新居千秋

（日刊建設産業新聞社）



1993-7-25
日本経済新聞

最後の吉田五十八賞に新居氏
最も権威ある建築賞の一つ吉田五十八賞が18回目
を迎えた今年で幕を閉じることとなり、最後の受
賞者に新居千秋設計の「水戸市立西部図書館」を
選んだ

（日本経済新聞社）

1993-7-26
建設通信新聞社

第18回「吉田五十八賞」決まる
今年で最後－建築の部は新居氏
第18回「吉田五十八賞」建築の部で「水戸市立西
部図書館」の新居千秋が受賞

（日刊建設通信新聞社）

1993-8-2
日経アーキテクチュア

最後の吉田五十八賞決定
財団解散で18年の歴史に幕
第18回「吉田五十八賞」建築の部で
「水戸市立西部図書館」の新居千秋が受賞

（日経ＢＰ社）

1993-8-30
日経アーキテクチュア

インタビュー  新居千秋氏
建築と環境を一緒にプログラムづくりから
ビルディングでなくアーキテクチュアを

（日経ＢＰ社）

1993-7-30
建設通信新聞

タイムすぽっと
第18回「吉田五十八賞」を受賞した新居のインタ
ビューが掲載

（日刊建設通信新聞社）

1993-8-2
静岡新聞

新居千秋氏ら吉田五十八賞
第18回「吉田五十八賞」建築の部で
「水戸市立西部図書館」の新居千秋が
受賞

（静岡新聞社）

1993-8
建築設計資料  43.図書館 2

マルチメディア時代の読書空間
同誌に「水戸市立西部図書館（ＧＩＲＯ）」が
掲載される

（建築資料研究社）

1993-9
住宅特集

第18回「吉田五十八賞」発表
建築の部は新居千秋「水戸市立西部図書館」が
受賞

（新建築社）

1993-8
新建築

新居千秋氏第18回「吉田五十八賞」受賞
「水戸市立西部図書館」が吉田五十八賞建築の部を
受賞し、新居千秋の受賞インタビューが掲載

（新建築社）

1993-8
建築文化

第18回「吉田五十八賞」決定
故吉田五十八の業績を記念した同賞「建築の部」
で水戸市立西部図書館の新居千秋が受賞

（彰国社）

1993-9
ＳＤ

第18回「吉田五十八賞」発表
第18回をもって最終回を迎えた吉田五十八賞に、
建築の部で水戸市立西部図書館の新居千秋が選ば
れた

（鹿島出版会）

1993-9
建築知識

最後の吉田五十八賞発表
建築の部は「水戸市立西部図書館」で新居千秋に

（建築知識）



1993-9
建築文化

集合住宅の90年代
個・群・街のライフスタイル
90年代の代表的な集合住宅として
アルディア・ヌーボが掲載される

（彰国社）

1993-9-19
週刊読売

図書館は今やレジャーランド
読書、スポーツ、芸術と、一石三鳥をエンジョイ
できる図書館
作品：水戸市立西部図書館

（読売新聞社）

1993-9

住宅建築

野沢正光氏設計の「相模原の住宅」を評する
野沢正光の空間
新居が「相模原の住宅」についての感想を述べて
いる

（建築思想研究所）

1993-11
ａｔ

私のデザイン・プロセス3
いま注目を集める3人の発想とプロセス
時代のモダニティを求めるもの作りのプロセス

作品：水戸市立西部図書館

（デルファイ研究所）

1993-11-15
建設通信新聞

吉田五十八賞最後の表彰式
八氏が晴れの栄誉

作品：水戸市立西部図書館

（日刊建設通信新聞）

1993-11-22

日経アーキテクチュア

Ｎｅｗｓ  建築
高齢者や身障者にも対応
公共性を重視した設計目指す
作品：世田谷区立下馬南地区会館
     （Switch Back）

（日経ＢＰ社）

1993-10
ＧＡ JAPAN 05

GA JAPAN 05 ’93参加作品
プロジェクトとして黒部市国際文化センター（仮
称）が掲載される

（ＧＡ）

1993-11
建築知識

特集 ［木材＋塗装］ノウハウ図鑑
ローコストの素材を耐久性の高い塗装で仕上げる

作品：水戸市立西部図書館

（建築知識）

1993-10-6
建設経済新聞

世田谷区立下馬南地区会館落成
下馬地区に新たな地域活動拠点が誕生
「やさしいまちづくり」を具現
（世田谷区長  大場啓二氏）

（建設経済新聞社）

1993-12
建築技術

現代建築紀行
MYSTERIOUSな空間へ
エンジニアリングによる空間へ
作品：世田谷区立下馬南地区会館
     （Switch Back）

（建築技術）

1993-12
建築文化

建築における公共性、社会性
大都市における公共建築、地方における公共建築

作品：世田谷区立下馬南地区会館
     （Switch Back）

（彰国社）

1993-12
新建築

空間の分析
1990年からの空間とスタイル

作品：世田谷区立下馬南地区会館
     （Switch Back）

（新建築社）


