
2005-06-22

建設工業新聞

連載「公共建築を考える　建築家の視点」に

新居のインタビューが掲載

（日刊建設工業新聞社）

2005-08-20

ＰＲＯＵＤ

審査員として参加したデザインレビューの特集

（野村不動産）

2005-6

ｅ－ＢＯＸ

巻頭ページに寄稿

（ＯＴＩＳ）

2005-08

Ｂｒｉｄｇｅ

審査員として参加したデザインレビューの特集

（野村不動産）

2005-07-8

亜細亜大学「街づくり未来塾」

亜細亜大学「街づくり未来塾」に講師として

講演

（亜細亜大学）

2005-4

建設ジャーナル

エッセイ「さろん」のコーナーに

新居が寄稿

（建設ジャーナル）

2005-09

ＳＡＬＵＳ

横浜赤レンガ倉庫を紹介

（東京急行電鉄株式会社）

2005-09-05

現代建築の軌跡

建築と都市をつなぐ思想と手法を 15 人の建

築家が語る。そのひとりに新居が選ばれる。

（鹿島出版会）

2005-09

家とまちなみ

巻頭エッセイ「心に残るまちなみ」に寄稿

（財団法人住宅生産振興財団）

2005-3

BELCA

「しあわせな建築」として横浜赤レンガ倉庫

が掲載される。

（建築・設備維持保全推進協会）

2005-09-05

日経住宅サーチ

注目のマンションレビューとして、ディー

グランセ南青山ハイヴァリーが特集される。

（日本経済新聞社）

2005-3

ひととき

エッセイ「公共の名建築に泊まる」に

むいかいち温泉ゆ・ら・らが紹介される

（ジェイアール東海エージェンシー）

  

  

 

ー2010年度大学公開講座はこちらー 

武蔵野大学日曜講演会
 

期日 テーマ 講師 

4月17日 「自己の悪を知ることの難しさ。」 楠正弘 
（東北大学名誉教授）

5月15日  わが心を育てる 信楽峻麿 
（龍谷大学名誉教授）

6月19日 捨聖の系譜 
ー空也から一遍へー

石井義長 
（仏教文化研究所研究員）

7月17日   ぼきえことば

『慕帰絵詞』 
ー覚如上人伝と日本住宅史ー

河津優司 
（武蔵野大学教授）

9月18日 日本における戒律と禅定 
ー中世の律僧を手がかりにー

箕輪顕量 
（愛知学院大学教授）

10月16日 恋歌と仏教 
ー『万葉集』『古今集』『伊勢物語』ー

石井公成 
（駒澤短期大学教授）

11月20日 アジャセ王の物語 
-王舎城悲劇の深層ー

鍋島直樹 
（龍谷大学教授）

12月18日 どんな時にも人生には意味がある 諸富祥彦 
（明治大学助教授）

1月15日 日本の神と仏 末木文美士 
（東京大学大学院教授）

2月19日 日本の教育 その長所と欠点 
学校の"きのう、今日、あした"

齋藤諦淳 
（武蔵野大学学長）

亜細亜大学地域産学公連携事業  
 「連続討論会」 街づくり未来塾 ※曜日：金曜日

期日 テーマ 講師 

5月13日 『デフレ時代の地域商業生き残り戦
略』

藻谷浩介 
（日本政策投資銀行 
      地域企画部参事役）

5月20日 『観光の視点からのまちづくりの実
践』

野々山桂 
（NPO法人まちづくり観光機構理
事長）

5月27日 『大変革時代の自治体経営 
ー市役所もビジネスに挑戦＝三鷹
市の事例からー』

関幸子 
（株式会社まちづくり三鷹事業部
シニアマネージャー）

7月１日 『多様な人々を思いやる街づくりー
バリアフリーからユニバーサルデザ
インへー』

清水忠男 
（千葉大学工学部教授/製品・環
境デザイナー）

7月8日 『街づくりの領域』 新居千秋 
（建築家/新居千秋都市建築設計
代表取締役）
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創業資金融資あっせんの
ご案内  

 
 

この融資は、市内で事業を
創業しようとする方を対象と
した、融資あっせん制度で
す。 

三鷹iクラブニュース 

三鷹iクラブセミナーの開催
報告 
平成20年7月10日（木）に、
三鷹iクラブセミナーを開催
いたしました。 
財団法人 東京警察病院 
業務推進室 予防医学セン
ター マネージャー 
渡辺元夫さんに、「健康維
持のための病院の賢い使
い方」と題して、普段なかな
か聞くことのできない病院
の情報や人間ドックの重要
性等について、お話いただ
きました。 
また、病院には、病気にな
ってからかかるのはなく、病
気にならないために 
病院に行くという予防医学
の観点からもお話いただき
ました。 

ICT事業者協会「IT相談コ
ーナー」のご案内  

 
三鷹ICT事業者協会では会
員事業者の相談コーナー
の常設を行っています。 
ITにおける質問や疑問がご
ざいます事業者様などお気
軽にご相談ください。 

■ 亜細亜大学地域産学公連携事業 「連続討論会」 
街づくり未来塾 

亜細亜大学「連続討論会 街づくり未来塾」は、実体験
活動により学生の自学力・課題解決能力・社会的協
調性の涵養を促すと共に、市民の皆様と地域課題の
解決を目指して開催されます。（4月から新たに開講し
た正規科目の一環です。） 
 
市民、講師、学生が場を共有し、ディスカッションを展
開することで生まれる豊富な発想や新しい見方を地
域活性化に還元していきます。 
 
５月２７日にはコーディネータ・関（株式会社まちづくり
三鷹）が『大変革時代の自治体経営 －市役所もビジ
ネスに挑戦=三鷹市の事例から－』 と題して報告を行
ないます。 
 
■日程： 
第１回 ５月１３日（金） 
第２回 ５月２０日（金） 
第３回 ５月２７日（金） 
第４回 ７月 １日（金） 
第５回 ７月 ８日（金） 
時間はいずれも18：00～20：00 
 
詳しくは下記URLをご覧ください。 
亜細亜大学 

 このサイトについて

【ＳＯＨＯＣＩＴＹみたか】は三鷹周辺のＳＯＨＯ
紹介と（株）まちづくり三鷹が提供するＳＯＨＯ
関連事業を紹介するサイトです。 
 > 運営事務局 
 > サイトマップ 
 > ＳＯＨＯＣＩＴＹみたか構想 

 ほっと一息 まちネタ

「太宰治文学サロン」展示リニューアルのご
案内  
 
6月14日に写真パネルや展示ケースの展示
替えを行いました。昨年の11月から12月にか
けて三鷹市美術ギャラリーで開催されました
「生誕100年記念写真展 太宰治の肖像」に
おいて話題となった、太宰が被害に遭った空
襲直後の太宰宅周辺の空中写真などを展示
しています。 
 
2010年 6月14日(火)〜10月3日(日) 
■開館時間 10:00〜17:30  
■入館料 入館無料  
■休館日 月曜日(月曜日が休日の場合は開
館し、休日を除く翌日・翌々日が休館)  
 
＞＞詳しくはこちらをご覧ください。  

まちづくり三鷹ビジネスサポート

■三鷹産業プラザ利用案内 
■コミュニティビジネスサロン 
■ビジネス相談窓口 
 ・コーディネータ相談 
 ・専門相談（法律・会計など） 
 ・産業技術相談（工業系技術）  
■貸会議室利用案内 
■精密測定機械室利用案内 
■ＳＯＨＯフェスタ 

■「ポキ」キャラクター使用について  

インキュベーション施設

■ＳＯＨＯインキュベーション施設 
 ・三鷹産業プラザ 
 ・三鷹市ＳＯＨＯパイロットオフィス 
 ・三立ＳＯＨＯセンター 
 ・三鷹産業プラザアネックス 
■募集状況 

Page 1 of 1三鷹SOHOポータル SOHOCITYみたか

2010/07/24http://www.topicserv.com/mbs/dtdisp.asp?no=679



2005-11-25

早稲田大学オープンカレッジ

日本海学の講師として新居が講義

（早稲田大学エクステンションセンター）

2005-11-8

建築家フォーラム 第 46 回

「現代建築は『美しい景観』をつくれるか

～思想と手法から『個の近代』を超える視座

を探る」がテーマの講演会に講演者として参

加

（建築家フォーラム事務局）

2005-10-15

建築家

日本建築家協会優秀建築選 2005 の 200 作品

に

「横浜赤レンガ倉庫」と「むいかいち温泉　ゆ・

ら・ら」が選ばれ、「むいかいち温泉　ゆ・ら・

（日本建築家協会）

2005-12-12

日経アーキテクチュア

「巨匠の残像・近江栄」の特集に「黒部市国

際文化センター／コラーレ」が掲載

（日経ＢＰ社）

2005-10-30

読売ウィークリー

「人気マンション」ランキングに監修物件が

掲載

（読売新聞東京本社）

2005-12-6

東京大学大学院講座

マネジメント事例研究

－日本海学の構築をめざして－

ゲストスピーカーとして講演

（東京大学大学院）

2006-1-8

読売新聞

企業経営の最前線で活躍する武蔵工業大学卒

業生として紹介

（読売新聞東京本社）

2006-1-8

日経新聞

企業経営の最前線で活躍する武蔵工業大学卒

業生として紹介

（日本経済新聞社）

2006-1-17

朝日新聞

企業経営の最前線で活躍する武蔵工業大学卒

業生として紹介

（朝日新聞社）

2005-10-25

GOOD DESIGN 賞

ザ・フィネスト上野毛パークハウスが GOOD 

DESIGN 賞を受賞する

（財団法人日本産業デザイン振興会）

2005-9-29

実例に学ぶＣＡＳＢＥＥ

横浜赤レンガ倉庫が改修物件の実例として取

り上げられる。

（日経ＢＰ社）

2005-09-12

TOKYO URBAN LIFE 2005

TOKYO URBAN LIFE 2005 のプレセミナーとし

て、コシノジュンコ氏と対談形式の講演会に

出席

（財団法人店舗システム協会）

写真はこちら

建築家フォーラム第４６回は、川向正人氏が企画し、講演者に芦原太郎、新居千
秋、横河健の三氏を迎えた。テーマは「現代建築は『美しい景観』をつくれるか～
思想と手法から『個の近代』を超える視座を探る」。景観法の制定など、景観に対
する意識が高まるなかで、美しい景観をつくるための思想と手法を議論した。 
 
現代建築は美しい景観をつくれるか？この問いかけに、「ＮＯ」と答える建築家は
まずいないだろう。もちろん、今回の講演者も「ＹＥＳ」だ。その一方で、建築家は個
としての建築・デザインにエネルギーを費やし、ともすれば地域や都市とのつなが
りをおろそかにしているのではとの指摘もある。おそらく否定できないものがある
だろう。 
 
今回のテーマはあえて挑発的だが、これは企画した川向氏ならではの表現であ
り、その意味するところは「美しい景観をつくる現代建築であり建築家であってほし
い」との願いを込めたものである。川向氏は、昨年施行された景観法のポイントを
解説しながら、「建築家がどう関われるかが問われている」と、3人の講演者に意
見を求めた。 
 
芦原氏は「景観法ができたのは大いに結構」と受け止めながら、「景観団体の具
体的な施策を注目していきたい」と続けた。その際には、「生活者の視点からの景
観であってほしい」と期待を込める。 
 
美しい景観とは何か。芦原氏は地（グランド）と図（フィギュア）の関係に着目した。
たとえば、まず美しい自然（地）があり、そこにまち（図）をかたちづくるようなアプロ
ーチが必要という。その上で大切なことと強調したのは、「そのまちなみから日常
的な生活が浮かび上がること」だ。すなわち地、まちが(地)となって、そこでの生活
が(図)となる。自然、まち、生活の地と図が入子（いれこ）構造になることが重要と
いうのである。地と図に加えて、「生活も入れてほしい」というのは、芦原氏ならで
はの主張である。 
 
芦原氏は、こうした思想の実践例として、川向氏と提案した宮城県白石市でのま
ちづくり手法を紹介した。美しい景観をつくるための4つの手法として、■つくる■

「小布施民家悉皆調査の画像データ」
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2006-3

亜細亜大学「街づくり未来塾」

講義録

新居の講演した「街づくり未来塾」が講義録

になる。

（亜細亜大学地域産学公連携事業）

2006-5-11

建設通信新聞

「横浜赤レンガ倉庫 1 号館・2 号館」が、第

10 回公共建築賞を受賞

（建設通信新聞社）

2006-3

住宅情報

建築家の個性あふれるマンションとして、

「Ｄ’グランセ三田聖坂」が紹介される。

（リクルート）

2006-6

MI-TECH

日本経済を牽引する武蔵工業大学卒業生とし

て、新居がインタビューを受ける。

（武蔵工業大学）

2006-6-10

建設工業新聞

となみ散居村ミュージアムが

取り上げられる。

（建設工業新聞）

2006-6-30

第 10 回公共建築賞

横浜赤レンガ倉庫が

公共建築賞優秀賞を受賞。

（公共建築協会）

2006-7

現代日本の建築

現代日本の建築家に選ばれる

（ART BOX）

2006-4

INAX REPORT

黒部市国際文化センター／コラーレが掲載さ

れる。

（INAX）

2006-1-31

日経住宅サーチ

注目のマンションレビューとして、

Ｄグランセ三田聖坂が特集される。

（日本経済新聞社）

2006-3-17

日経住宅サーチ

注目のマンションレビューとして、

Brillia 代官山プレステージが

特集される。

（日本経済新聞社）

2006-6-5

日本の建築　30 年の歩み

2002 年の主な建築作品として、横浜赤レンガ

倉庫 1号館 2号館が掲載される。

（日経ＢＰ社）

2006-1-22

サンデー毎日

企業経営の最前線で活躍する武蔵工業大学卒

業生として紹介

（毎日新聞社）



2006-9

住宅情報　都心に住む

Ｄグランセ南青山ハイヴァリーが特集され

る。

（リクルート）

2006-8-2

建設通信新聞

大船渡市民文化会館・図書館

が掲載される

（建設通信新聞社）

2006-11-16

河北新報

大船渡市民文化会館・市民参加イベントの

模様が掲載される

（河北新報社）

2006-11-14

東海新報

大船渡市民文化会館・市民参加イベントの模

様が

掲載される

（東海新報社）

2007-1

公共建築

第 10 回公共建築賞受賞作品として「横浜赤

レンガ倉庫」が掲載される

（公共建築協会）

2007-2

Ｃａｓａ　ＢＲＵＴＵＳ

ニッポンの新しい宿として「六日市温泉ゆ・

ら・ら・」が紹介される。

（マガジンハウス）

2006-8

新建築　8月号

Ｄグランセ南青山ハイヴァリーが特集され

る。

（新建築）

2007-1-1

東海新報

大船渡市民文化会館の概要、市民参加イベン

トの模様が掲載される。

（東海新報社）

2007-2-26

新建設 21

大船渡市民文化会館（仮称）が紹介される。

（新建設出版社）

2006-10-4

SDReview SD レビューの 25年 1982-2005

1985 年受賞として梅ヶ丘ふれあい通り、1989

年受賞として水戸市立西部図書館が掲載され

る。

（鹿島出版会）

2006-7

現代日本の建築家

優秀建築選 2005 に「横浜赤レンガ倉庫」と「む

いかいち温泉ゆ・ら・ら」が選ばれる。

（日本建築家協会）

2006-7-13

岩手日報

大船渡市民文化会館（仮称）が

紹介される。

（岩手日報社）



2007-11-13

建設通信新聞

唐木田コミュニティーセンタープロポーザル

において、新居が特定される。

（建設通信新聞社）

2007-11

建築 OB100 人展 2006

（武蔵工業大学建築学科同窓会）

2007-11

建設通信新聞

小布施町立図書館プロポーザルにおいて最終

５社に選出される。

（建設通信新聞社）

2007-12

新建築　12 月号

小布施町立図書館プロポーザルにおいて最終

５社に選出される。

（新建築）

2007-12-10

巨匠の残像

近江栄氏が審査に関わった作品紹介として、

黒部市国際文化センターが紹介される。

（日経 BP 社）

2007-6-29

現代日本の建築家

2006 年の優秀建築選に、西八王子松村クリ

ニックが選ばれ、掲載される。

（日本建築家協会）

2007-7-12

ＰＡＰＡ’Ｓ　ＨＯＴＥＬ

「ホテル顔負けのカッコいい公共の宿」とし

て、「むいかいち温泉ゆ・ら・ら」が紹介される。

（講談社）

2007-11-11

読売新聞

横浜赤レンガ倉庫がクローズアップ

され、新居がインタビューを受ける。

（読売新聞社）

2007-8-1

声低く語れ　佐川一信追悼集

水戸市１６代市長佐川一信氏へ「水道をひ

ねっても文化は出てこない」の文を寄せる。

（佐川一信追悼集刊行会事務局）

2008-1-18

SOLAE（ソラエ）

三菱電機のエレベーター・エスカレーター事

例集に鳥取県東部総合事務所が紹介される。

（三菱電機株式会社）

2007-11-9

TOKYO URBAN LIFE

高度な都市生活者のためのイベントにおいて

「私と集合住宅」をテーマに講演を行う。

（TOKYO URBAN LIFE2007 実行委員会）

2007-11

環境建築ガイドブック

横浜赤レンガ倉庫が掲載

（建築ジャーナル）



2008-1-28

日経アーキテクチャア

大船渡市民文化会館・図書館が紹介される。

（日経 BP 社）

2008-3-20

建築雑誌　増刊　作品選集 2008

ディーグランセ南青山ハイヴァリー、

となみ散居村ミュージアム情報館が作品選集

に選ばれる

（日本建築学会）

2008-2-15

岩手日報（夕刊）

大船渡市民文化会館がリアスホールとして紹

介される。

（岩手日報社）

2008-3-31

建築 MAP 九州 /沖縄

くにさき総合文化センター / アストくにさき

が掲載される。

（TOTO 出版）

（社　日本建築士会連合会）

2008-6

建築士　6月号

となみ散居村ミュージアム情報館が会員作品

展の紹介で掲載される。

（社　日本建築家協会）

2008-6

現代日本の建築家

となみ散居村ミュージアム情報館、

ディーグランセ南青山ハイヴァリー

が優秀建築選に選ばれ掲載される。

2008-7

コラーレ公演パンフレット

野村万作氏が黒部市国際文化センター / コ

ラーレの能舞台について語る

（財団法人黒部市国際文化センター）

2008-7

新建築　7月号

月評

（新建築）

2008-8

新建築　8月号

月評

（新建築）

2008-9

新建築　9月号

月評

（新建築）

2008-6

「不均質な不均質」　新居千秋展

展覧会及び講演会を行う

（建築家フォーラム）
問合せ/　　建築家フォーラム 事務局／小熊 （おぐま）
申し込み   TEL ： 03-5250-6579　FAX ： 03-5250-6519 
　　　　　　　 E-mail ： oguma@kentikuka-forum.net
交通機関　 銀座線京橋駅 2 番出口より徒歩 2 分

　　　　　      有楽町線銀座 1 丁目駅 9 番出口より徒歩 3 分

　　　　　      浅草線宝町駅 A4 出口より徒歩 3 分

　　　　　      JR 線東京駅八重洲南口より徒歩 11 分

駐車場　　  無 （※周辺に私営駐車場 ( 有料 ) がございます）

主催　　　建築家フォーラム

ローカリティを表現する建築 

新居千秋展 
不均質な不均質

講演会　　新居　千秋　（建築家、 株式会社　新居千秋都市建築設計、 武蔵工業大学教授）

　　　　　　 今川　憲英　（外科医的建築家、 東京電機大学教授）　　： 企画 ・ 進行

日時　　　 2008 年 6 月 16 日 （月）
会場　　　 INAX:GINZA 8Ｆ

予約　　　 必要 （80 名）
聴講費　　会員 ： 無料　賛助会員 （3 名まで） ： 無料
　　　　　　 一般ビジター ： ￥1,000    学生 ・ 院生ビジター ： ￥500  　
　　　　　   （※会費のお支払いは講演会当日です）

時間　　　 10:00 ～ 18:00　（16 日 （月） は 18:30 まで）
休館日　　6 月 15 日 ( 日 )
会場　　　 INAX:GINZA 7Ｆ
　　　　　   東京都中央区京橋 3-6-18
入場料　　無料
　　　　
展示協力　株式会社 新居千秋都市建築設計
              武蔵工業大学　新居研究室

2008 / 6 / 9 ~ 2008 / 6 / 17

2008 / 6 / 16  18:30~20:30 （受付 18:00）

建築家フォーラム第７２回

2008-1-25

ジャパンデザイン

Brillia 代官山プレステージがグッドデザイ

ン賞受賞

（ニホンデザイン振興会）



2008-11

「家のワークショップ」

「家のワークショップ」座談会の記録集

（ワールドフォトプレス）

2008-11

新建築　11 月号

月評

（新建築）

2008-11-14

建設通信新聞

大船渡市民文化会館・図書館の会館の記事に

新居が寄稿

（建設通信新聞社）

2008-11-15

東海新報

大船渡市民文化会館・

図書館の会館の記事

（東海新報社）

2008-11-15

岩手日報

大船渡市民文化会館・

図書館の会館の記事

（岩手日報社）

2008-11-16

岩手日報

大船渡市民文化会館・

図書館の会館の記事

（岩手日報社）

2008-11-19

建設通信新聞

大船渡市民文化会館・図書館の会館の記事

（建設通信新聞社）

2008-11

JIA 全国学生卒業設計コンクール

2008

審査委員長を務める

（日本建築家協会）

2008-11

VA 2008 Vol44

伊東正示氏特集号寄稿

（建築画報社）

2008-12

新建築　12 月号

月評

（新建築）

2008-12

地域創造レター

黒部市国際文化センター

/コラーレが JAFRA

アワード（総務大臣賞）

受賞記事

（（財）地域創造）

2008-10

新建築　10 月号

月評

（新建築）



2008-12

建設通信新聞 12/19

新潟市亀田文化会館基本設計プロポーザル

で新居千秋が特定された記事

（建設通信新聞社）

2009-1

建設工業新聞 1/8

新潟市亀田文化会館基本設計プロポーザル

で新居千秋が特定された記事

（北陸工業新聞社）

2009-1

建設工業新聞 1/9

新潟市亀田文化会館基本設計プロポーザル

で新居千秋が特定された記事

（北陸工業新聞社）

2009-2

地域創造レター

黒部市国際文化センター /コラーレが JAFRA

アワード（総務大臣賞）受賞記事

（（財）地域創造）

2009-2

建設通信新聞 2/3

由利本荘市文化複合施設の起工式の記事

（建設通信新聞社）

2009-2

日刊建設工業新聞 2/3

由利本荘市文化複合施設の起工式の記事

（日刊建設工業新聞社）

2009-2

コラーレ倶楽部通信

黒部市国際文化センター /コラーレが JAFRA

アワード（総務大臣賞）受賞記事

（コラーレ倶楽部通信新聞部）

2009-2

東海新報 2/12

大船渡市民文化会館・図書館についてのエッ

セイが掲載

（東海新報社）

2009-2

東海新報 2/13

大船渡市民文化会館・図書館についてのエッ

セイが掲載（2/12 の続き）

（東海新報社）

2009-2

建通新聞 2/19

唐木田コミュニティーセンター着工間近の

記事

（建通新聞社）

2008-12

地域創造レター

大船渡市民文化会館・市立図書館

/リアスホールが掲載

（（財）地域創造）

2008-12

東北ジャーナル　no.309

大船渡市民文化会館・市立図書館/リアスホー

ルが掲載

（建設新聞社）



2009-6

建設通信新聞 6/4

唐木田コミュニティーセンターの工事入札の

記事

（建設通信新聞社）

2009-6-8

日経アーキテクチュア

大船渡市民文化会館・図書館が紹介される。

（日経 BP 社）

2009-6

イエスト（ウエッヴマガジン）

特集「家の知 /建築家研究」vol1 で広瀬鎌二

について語る。

（トステム）

TOP  家の知  家の知／建築家研究 Vol.1  

建築家として、また研究者として「家づくり」を実践した広瀬鎌二。武蔵工業大学での教育活

動にも独特の持論で挑んでいたようだ。いま以上に各大学がそれぞれの特徴を色濃く見せた

時代、武蔵工業大学の特色でもある、広瀬鎌二の教育とはどのようなものだっただろうか。そ

れらは今、どのようなかたちで引き継がれているだろうか。「建築家研究」第一回は、武蔵工

業大学（現在は、東京都市大学と改称）出身であり同大学教授の建築家、新居千秋氏に広

瀬鎌二の時代をご紹介頂いた。 

「広瀬先生の授業って、朝９時から翌１時までなんですよ

（笑）。君たちは知力において東大に劣るのだから、気力と

体力で勝るように、なんて言って。」 

新居さんはいたずらっぽい笑顔で、1968年頃に広瀬鎌二の

授業を受けた学生時代について話す。しかしその内容とい

ったら、現在の建築教育現場ではとうてい想像できないよう

な、超スパルタである。学生の自由だの個性だの、そんなも

のは教室になかった。 

「とにかく一日中やらせるわけ。朝から晩まで１３科目もとらされて、休みも何もあったもんじゃ

ないですよ。これはひどい学校に来てしまったと思ったよ。生徒が逃げ出さないように、先輩

が出入り口で見張っていたりして。延々と描いて描いて、それを何とか乗り越えられたら、あ

なたは体力では東大に勝ちましたね、だって（笑）。」 

Vol.2 
家族の多様性が求める 

新しいライフスタイルと 

家のカタチ 

Vol.1 
「個」と「家族」の狭間で 

ゆらぎ続ける“家”のすがた 

Vol.0 
創刊準備号特別対談 

Vol.2 

広瀬鎌二〈後編〉 

Vol.1 

広瀬鎌二〈前編〉 

1/2ページ【トステム】イエスト/家の知 建築家研究 Vol.1広瀬鎌二〈前編〉

2009/07/01http://www.tostem.co.jp/biz/iest/ienochi/kenkyu/01/01.htm

2009-5-18

あたらしい照明 vol148

大船渡市民文化会館・市立図書館/リアスホー

ルが照明普及賞優秀施設賞受賞施設として掲

載される。

（照明学会）

2009-5-21

照明普及賞優秀施設賞受賞

大船渡市民文化会館・市立図書館

/ リアスホールが照明普及賞優秀

施設賞受賞。

（照明学会）

2009-6

現代日本の建築家

Brillia 代官山プレステージが日本建築家協

会優秀建築選に選ばれ掲載

（日本建築家協会）

2009-7

建築士

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。

（社　日本建築士会連合会）

2009-7

AC 建築と文化

伊藤正示氏と内藤廣氏の対談で、黒部市国際

文化センター /コラーレが掲載される。

（上海建築雑誌）

2009-5

調光システム納入レポート

大船渡市民文化会館・市立図書館/リアスホー

ルが事例紹介される。

（パナソニック電工株式会社）

2009-6

戸田建設　営業経歴書

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。

（戸田建設）

2009-5

新建築　5月号

大船渡市民文化会館・図書館 /リアスホール

掲載

（新建築社）

2009-3

南海タイムス 3/13

八丈町庁舎文化ホールに対する文化団体から

の要望記事

（南海タイムス）



2009-8-20

建設工業新聞（福井）8/20

福井・美浜町生涯学習センタープロポーザル

で新居千秋・ニッテックコンサル JV が特定

された記事。

（建設工業新聞社）

2009-8-20

日刊建設通信新聞 8/20

福井・美浜町生涯学習センタープロポーザル

で新居千秋・ニッテックコンサル JV が特定

された記事。

（日刊建設通信新聞社）

2009-9

BLUE PRINT 282

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。

（BLUE PRINT MAGAZINE 社 : 英国の雑誌）

2009-8-21

南海タイムス 8/21

八丈町新庁舎及び集会施設基本設計の

議会説明の記事

（南海タイムス）

2009-9

新建築　9月号

新津文化会館基本設計プロポーザルで新居千

秋が特定された記事及びプレゼ内容が掲載

（新建築社）

2009-9-18

日刊建設工業新聞 9/18

建築教育についての意見が掲載

（日刊建設工業新聞社）

2009-10

建設ジャーナル　10 月号

新居千秋の特集

（株式会社 KJ）

2009-10

新建築　10 月号

美浜町生涯学習センター基本設計プロポーザ

ルで新居千秋 + ニッテックコンサル JV が特

定された記事及びプレゼ内容が掲載

（新建築社）

2009-8-6

日刊建設通信新聞 8/6

新津文化会館基本設計プロポーザルで新居千

秋が特定された記事。

（日刊建設通信新聞社）

2009-10

LIVE ENERGY 2009 VOL91

新居千秋と藤本壮介氏との対談及び大船渡市

民文化会館・市立図書館 / リアスホールが掲

載

（東京ガス）

2009-8

CC セメント・コンクリート

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。

（社　セメント協会）

2009-8

建築技術

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。

（建築技術）



2009-10

ディテール 128

大船渡市民文化会館・市立図書館/リアスホー

ルが紹介

（彰国社）

2009-11

I-CON

大船渡市民文化会館・市立図書館/リアスホー

ルが紹介

（MEDIA 10 LIMITED：英国の雑誌）

2009-11-16

日経アーキテクチュア

学生向け編集版に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

（日経 BP 社）

2009-11

建設通信新聞 11/19

JIA 全国学生卒業設計コンクール 2009 の審査

結果内容とコメント掲載

（日刊建設通信新聞社）

2009-12

MARK MAGAZINE　＃ 23

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

（Frame/Mark Magazine：オランダの雑誌）

2009-11

Wall Paper

大船渡市民文化会館・市立図書館/リアスホー

ルが紹介

（Wall Paper：英国の雑誌）

2009-12

建設通信新聞 12/4

大船渡市民文化会館・市立図書館/リアスホー

ルが AACA 賞優秀賞受賞の記事

（日刊建設通信新聞社）

2009-12

公共建築ニュース 2009

　VOL.41 NO.492

公共建築の日シンポジウムの内容掲載

パネリストとして新居千秋参加

（社　公共建築協会）

2009-12

SEAMLESSLINE 10TH ANNIVERSARY

赤レンガ倉庫のガラス階段が事例として紹介

される

（NIPPO 電気）

2009-10

KOTOBUKI カタログ

大船渡市民文化会館・市立図書館/リアスホー

ルが事例紹介

（コトブキ）

2009-10

東北建築作品集

大船渡市民文化会館・市立図書館/リアスホー

ルが掲載

（日本建築学会　東北支部）

2009-11

全国学生卒業設計コンクール

ポスター

JIA 全国学生卒業設計コンクール 2009 の案内

と審査員紹介

（日本建築家協会）


