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INFORMATION

─

現代都市を都市 (city) 、大都市 (metropolis) に続く超都市 (hyper village) として捉え、
そこから生まれた新しい世代の日本人建築家たちをフィーチャーします
─
名称：
「Architects from HYPER VILLAGE」
｜キュレーション：TEAM ROUNDABOUT
［金］─ 10月2日
［土］
会期：2010 年 8月6日
｜入場無料｜12:00-19:00｜日月祝休｜ 夏期休暇：8月10日─ 8月14日

─

hiromiyoshii
〒135 -0024 東京都江東区清澄 1 -3 -2 ／ Tel. 03 -5620 -0555 ／ Fax. 03 -5620 -0550

info@hiromiyoshii.com ／ www.hiromiyoshii.com

PRESS
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お問い合わせ先［会場に関して］
：hiromiyoshii［担当：関島礼史、小林睦美］
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乾久美子｜ Kumiko Inui ｜ 1

中村竜治｜ Ryuji Nakamura ｜ 14

1969 年大阪府生まれ。東京芸術大学、イ

1972 年長野県生まれ。東京芸術大学大

建築家、編集者、
グラフィックデザイナーか

エール大学大学院、青木淳建築計画事務

学院修了後、青木淳建築計画事務所を

らなるメディア・プロジェクト
・チーム。

所を経て、
乾久美子建築設計事務所主宰

経て、
中村竜治建築設計事務所主宰

2002 年、藤村龍至と山崎泰寛により活

─

─

「議論の場
動開始、2007 年より現編成。

五十嵐淳｜ Jun Igarashi ｜ 2

中山英之｜ Hideyuki Nakayama ｜ 15

1970 年北海道生まれ。BEN 建築設計事

1972 年福岡県生まれ。東京藝術大学大

、
イベント
『ROUNDABOUT JOURNAL』
、
『 LIVE ROUNDABOUT JOURNAL 』

18

6

19

務所を経て、1997 年五十嵐淳建築設計

学院修了後、伊東豊雄建築設計事務所
経て、
中山英之建築設計事務所主宰

─

─

REVIEW』
の企画・編集・制作を行うほか、

大西麻貴｜ Maki Onishi ｜ 3

能作文徳｜ Fuminori Nousaku ｜ 16

書籍の出版、全国各地でのシンポジウム

1983年愛知県生まれ。東京大学大学院博士

1982 年富山県生まれ。東京工業大学大

の開催、展覧会のキュレーションなどを精

課程在籍。大西麻貴＋百田有希共同主宰

学 院 修 士 修了後、Njiric+Arhitekti 勤

力的に展開し、独自の現代日本建築・都

─

務、東京工業大学大学院博士課程単位

市論を提示している

垣内光司｜ Koji Kakiuchi ｜ 4

取得退学。現在、能作文徳建築設計事務

www.round-about.org

1976 年京都府生まれ。大阪芸術大学芸

所主宰、
東京工業大学補佐員

aar.art-it.asia

術学部建築学科卒業。阿久津友嗣事務

─

─

所を経て、
八百光設計部主宰

長谷川豪｜ Go Hasegawa ｜ 17

藤村龍至｜ Ryuji Fujimura

─

1977 年埼玉県生まれ。東京工業大学大

1976 年 東 京 都 生まれ。東 京 工 業 大 学

学院、西沢大良建築設計事務所を経て、

大学院、ベルラーへ・インスティテュート、

木村吉成：1973 年和歌山県生まれ。大阪

長谷川豪建築設計事務所主宰

ISSHO 建築設計事務所共同主宰を経

─

て、藤 村 龍 至 建 築 設 計 事 務 所 主 宰。

正建築研究所を経て、
木村松本共同主宰

藤本壮介｜ Sou Fujimoto ｜ 18

2010 年より東洋大学専任講師

松本尚子：1975 年京都府生まれ。大阪芸

1971年北海道生まれ。東京大学を経て、

山崎泰寛｜ Yasuhiro Yamasaki

1975 年島根県生まれ。横浜国立大学、

術大学芸術学部建築学科卒業。木村松

藤本壮介建築設計事務所主宰

本共同主宰

─

京都大学大学院を経て、
『 建築ジャーナ

─

藤村龍至｜ Ryuji Fujimura ｜ 19

ル』編集部勤務

香川貴範：1974 年大阪府生まれ。東京工
20
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23

業大学大学院修了後、坂倉建築研究所

12

13

TEAM ROUNDABOUT 参照

伊庭野大輔｜ Daisuke Ibano

─

1979 年東京都生まれ。東京工業大学大

［松岡聡田村裕希］

学院を経て、
日建設計勤務

を経て、SPACESPACE

MATSUOKASATOSHITAMURAYUKI ｜ 20

藤井亮介｜ Ryosuke Fujii

伊藤立平：1974 年神奈川県生まれ。東

松岡聡：1973 年愛知県生まれ。東京大学

1981 年香川県生まれ。東京工業大学大

京工業大学大学院修了後、
日建設計を経

大学院修了後、MVRDV、SANAAを経

学院を経て、
坂倉建築研究所勤務

SPACESPACE
て、

て、
松岡聡田村裕希共同主宰

松島潤平｜ Jumpei Matsushima

岸上純子：1979 年大阪府生まれ。関西大

田村裕希：1977 年東京都生まれ。東京藝

1979 年長野県生まれ。東京工業大学大

学卒業、神戸大学大学院修了後、坂倉建

術大学大学院修了後、SANAAを経て、

学院を経て、隈研吾建築都市設計事務

SPACESPACE
築研究所を経て、

松岡聡田村裕希共同主宰

所勤務

─

─

本瀬あゆみ｜ Ayumi Motose

徳山知永｜ Tomonaga Tokuyama ｜ 10

満田衛資｜ Eisuke Mitsuda ｜ 21

1980 年長野県生まれ。東京藝術大学、

1984 年東京都生まれ。アーティスト、プロ

1972 年京都府生まれ。京都大学大学院

東京工業大学大学院を経て、隈研吾建

インタラクティブ・
グラマ。FABRICA（イタリア）

修了後、
佐々木睦朗構造計画研究所勤務

築都市設計事務所勤務

アート部門を経て、
現在パリを拠点に活動

を経て、
満田衛資構造計画研究所主宰

刈谷悠三｜ Yuzo Kariya

─

─

1979 年東京都生まれ。大阪工業大学、

［dot architects］
｜11-13
家成俊勝：1974 年兵庫県生まれ。関西大

11

ウェブマガジン
『ART and ARCHITECTURE

芸術大学芸術学部建築学科卒業。
狩野忠

［SPACESPACE］
｜ 7-9
7

を設計する」
をスローガンにフリーペーパー

事務所主宰

［木村松本］
｜ Kimuramatumoto ｜ 5-6
5

TEAM ROUNDABOUT ｜ 24

森田一弥｜ Kazuya Morita ｜ 22

東 京 工 業 大 学 研 究 生、アトリエ・ワン、

1971 年愛知県生まれ。京都大学大学院

schtüccoを経て、独立

学法学部、大阪工業技術専門学校卒業

修了。左官職人として京都の社寺建築の

dot architects 共同主宰
後、

修復に従事したのち、森田一弥建築設計

大東翼：1977 年兵庫県生まれ。大阪工業

事務所主宰

技術専門学校、関西大学経済学部卒業

─

後、工務店勤務を経て、dot architects 共

吉村靖孝｜ Yasutaka Yoshimura ｜ 23

同主宰

1972 年愛知県生まれ。早稲田大学大学院

赤代武志：1974 年兵庫県生まれ。神戸芸

修了後、
文化庁派遣芸術家在外研修員と

術工科大学卒業、宮本佳明建築設計事

して MVRDVに在籍。SUPER-OS 共同主

務所等を経て dot architects 共同主宰

宰を経て、
吉村靖孝建築設計事務所主宰

©Katsuhiro Watanabe
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