建築家の 熱いメッセージ と やる気 が伝わるJIAマガジン
「建築家architects」は新たな時代の動向を捉えながら、キ
ーとなる重要課題を毎号「特集」として分かりやすくお伝
えします。2003年度は「建築家の挑戦シリーズ」
、2004年
度は「都市と建築を見直す」
、そして2005年度は「建築家
のフィールド」をテーマに進めてきました。
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建築家architects バックナンバー
2005年7月号

2005年10月号

特集「建築家のフィールド」第7回

特集「建築家のフィールド」第10回

■ 巻頭インタビュー
菊竹清訓
■ ヨーロッパ・アジア・パシフィック 建築の新潮流2004-2005
槇 文彦
「モダニズム、そして至高の世界」
「コネクタビリティーとセパラビリティーで考える社会」 原 広司
「21世紀の建築は、建築という概念が変化を遂げる」 伊東豊雄

■ 「2005サステイナブル建築世界会議東京大会」日本開催の意義

モデレーター

竹山 聖

塚本由晴 古谷誠章

■ 最終講義 第2回「地球環境建築家を目指せ」

仙田 満

村上周三 岩村和夫
■ UNESCO/UIA建築認定システムの動向と今後の展望

古谷誠章
■ 建築家の視点
元倉眞琴
■ JIA&BCS合同シンポジウム
ゼネコンの環境建築への取組み（第１回）
■ ヴァナキュラーの視点とUIA発表の意味
連 健夫
■ なぜ必要か。「建築家賠償責任保険」
水野一成

2005年8月号

2005年11月号

特集「建築家のフィールド」第8回

特集「建築家のフィールド」第11回

■ 2011年UIA大会「東京」決定
イスタンブール／現地インタビュー

■ 公共建築の持続と地域の文化をつくり出す

JIA会長

小倉善明

■ ＜対談＞「建築家資格制度」の存在とその有効性を探る

瀬口哲夫×赤堀 忍
■ UIAゴールドメダル受賞記者会見
安藤忠雄
■ JIA「建築家大会2005 東海」9月8日（木）〜11日（日）
大会テーマ／素の力・川が育んだ暮らしと文化

長谷川逸子
■ JIA「建築家大会2005 東海」
「素の力」−川が育んだ暮らしと文化− ＜大会リポート＞
■ 2005年度 JIA環境建築賞発表
■ JIA&BCS合同シンポジウム
ゼネコンの環境建築への取組み（第2回）
■ ひとつの発注方式としてのデザインビルド（第1回）

北川 勝

2005年9月号

2005年12月号

特集「建築家のフィールド」第9回

特集「建築家のフィールド」第12回

■ 群馬県邑楽町役場庁舎の建設問題を探る―

■ 建築家の社会的責任 第2回 保険制度

大野喜平 山本理顕 中川 武
■ 日仏における設計契約の違い
赤堀 忍
■ 地域設計者選定モデル事業スタート
善養寺幸子
■ 2011年UIA大会の東京開催決定 記者会見報告
■ 国際建築家職能基準の最近の動向
和智信二郎
■トルコ建築事情2005
池澤孝哉
■ 街・都市への建築家の視点「武蔵野市吉祥寺シアター」
■ 「品確法」…その概要と今後
■ 「第三者監理」見直しの動き・中間報告２

対談／服部範二×赤堀 忍
■ 建築の臨界点
関野宏行
■ JIA＆BCS合同シンポジウム（第3回）
■ 第6回 JIA25年賞 推薦〜募集
■ JIAプロフェッショナル・スクール2005 開校
■ 登録建築家 第5回認定者発表

佐藤尚巳
與謝野久
只野康夫

JIA「建築家architects」がお近くの書店
店頭にてお求めいただけます。
■ 八重洲ブックセンター
本店 TEL 03（3281）1811（東京都中央区八重洲2）
恵比寿店 TEL 03（5423）1203（東京都渋谷区恵比寿4 恵比寿三越店2F）
関内店 TEL 045（663）8245（横浜市中区太田町4）

■ 政府刊行物サービス・センター（財務省印刷局直営）
札幌 TEL 011（709）2401（札幌市北区北八条西2） 仙台 TEL 022（261）8320（仙台市青葉区本町3）
さいたま TEL 048（600）1400（中央区新都心1）
霞が関 TEL 03（3504）3885（千代田区霞ヶ関1）
大手町 TEL 03（3211）7786（千代田区大手町1） 金沢 TEL 076（223）7303（金沢市広坂2）
名古屋 TEL 052（951）9205（名古屋市中区三の丸2） 大阪 TEL 06（6942）1681（中央区大手前1）
広島 TEL 082（222）6012（広島市中区上八丁堀6） 福岡 TEL 092（411）6201（博多区博多駅東2）
沖縄 TEL 098（866）7506（那覇市おもろまち２）

◎ 注 文にて入 手いただけます。
政府刊行物サービス・ステーション（官報販売所）
札幌
（北海道官書普及） 青森
（成田本店） 盛岡
仙台 秋田
（石川書店） 山
形
（八文字屋） 福島
（西沢書店） 水戸
（川又書店） 宇都宮
（亀田書店） 前橋
（煥乎
堂） さいたま
（岩淵書店） 千葉 横浜
（横浜日経社） 東京
（東京官書普及） 新潟
（北越書館） 富山
（Booksなかだ本店） 金沢
（うつのみや） 福井
（勝木書店） 甲府
（柳正堂書店） 長野
（長野西沢書店） 岐阜
（郁文堂書店） 静岡 名古屋 名古屋
駅前
（共同新聞販売） 津 大津
（澤五車堂） 京都
（京都官書普及会） 大阪
（かんぽ
う） 神戸 奈良
（啓林堂書店） 和歌山
（宮井平安堂） 鳥取
（今井書店グループ）
松江
（松江今井書店） 岡山
（有文堂） 広島 山口
（文栄堂） 徳島
（小山助学館）
高松 松山 高知 福岡
（政府刊行物普及） 佐賀 長崎 熊本
（長崎次郎書店）
大分 宮崎
（田中書店） 鹿児島 那覇

詳しくはJIA「建築家 architects」編集部（03）3320-8111
またはJIA事務局（03）3408-7125まで
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