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建築界の
出来事/交流

　●バウハウス創設 ●薬師寺主計、欧州視察中にル・コルビュジエに面会 ●上野伊三郎、妻・リチをともなって帰国 ●第1回近代建築国際会議（CIAM）開催［フランス］●ヒッチコック+ジョンソン『インターナショナル・スタイル』がアメリカで出版される（電気試験所大阪出張所［山田守、大阪］を掲載） ●ヴァルター・グロピウス来日/齋藤助教授の家［清家清/東京］などを訪問し賞賛、清家は招かれて翌年渡米しグロピウスの事務所TACで働く ●日本万国博覧会開催 ●丹下健三、プリツカー賞受賞 ●槇文彦、プリツカー賞受賞 ●エストニア国立博物館国際コンペ／田根剛らが優勝
　●フランク・ロイド・ライト、アントニン・レーモンドが帝国ホテル建設に際して来日 ●日本インターナショナル建築会結成 ●山口文象、ヴァルター・グロピウスの事務所に入所（1930--32）■吉田鉄郎『日本の住宅』（独文）がドイツで出版される ●シャルロット・ペリアン来日（1940-42） ●『タウト著作集』（日文）が東京で出版される（1946-48） ●吉田鉄郎『日本の建築』（独文）がドイツで出版される ●第10回CIAM開催［ユーゴスラビア］/吉阪隆正が出席 ●世界デザイン会議［東京］開催 ●伊藤ていじ、ワシントン大学客員教授 ●ポンピドゥセンター国際コンペ［フランス］/黒川紀章が2等入選 ●藤井博巳、ハーバード大学客員教授 ●安藤忠雄、プリツカー賞受賞 ●SANAA、プリツカー賞受賞

●分離派建築会発足 ●シカゴ・トリビューン社屋国際コンペ/峰好治郎が選外佳作入選 ●水谷武彦、バウハウスに留学（1927-29） ●吉田鉄郎、自著『新日本住宅図集』などを携えて欧米視察（1931-32） ●第5回CIAM開催［フランス］開催／坂倉準三が出席 ●新日本建築家集団（NAU）結成 ●第8回CIAM開催［イギリス］/前川國男、丹下健三、吉阪隆正が出席 ●吉田鉄郎『日本の庭園』（独文）がドイツで出版される ●イサム・ノグチが日本を離れる ●磯崎新、二川幸夫とともに世界旅行 ●妹島和世がヴェネチアビエンナーレ国際建築展国際企画展の総合ディレクターを務める ●磯崎新、プリツカー賞受賞
●上野伊三郎、ドイツおよびオーストリアに留学し、ウィーン工房に入所（1922-25） ●第2回CIAM開催［ドイツ］／前川國男、山田守が出席 ●ブルーノ・タウト『ニッポン ヨーロッパ人の眼で見た』（日文）が東京で出版される ●国際建築家連合（UIA）発足 ●レーモンド夫妻による「日本の家庭用品」展（ニューヨーク近代美術館） ●CIAM解散 ●メタボリズム・グループ結成 ●ル・コルビュジエ没 ●清家清、ワシントン大学客員教授 ●ルイス・I・カーン没 ●ヴェネチア・ビエンナーレ第6回国際建築展日本展示、金獅子賞受賞［コミッショナー：磯崎新］ ●長谷川豪、ハーバード大学客員教授

●パリのエコール・デ・ボザールで学んだ中村順平が、日本人初のフランス政府公認建築士資格を取得 ●吉田鉄郎、デッサウのバウハウスで「日本の住まい」について ●ブルーノ・タウト『日本の住宅と人』（英文）が東京で出版される ●シャルロット・ペリアン個展「選択・伝統・創造」（東京高島屋・大阪高島屋） ●イサム・ノグチ来日（1950-61） ●ニューヨーク近代美術館による「日本建築展」がアメリカ各地を巡回（1953-58） ●槇文彦、チャンディガール［インド］を訪問しル・コルビュジエと面会 ●オレゴン大学が金沢幸町のデザインサーヴェイをおこなう ●アントニン・レーモンド没 ●関西国際空港ターミナルビル国際コンペ ●レム・コールハース＋ハンス・ウルリッヒ・オブリスト『プロジェクト・ジャパン　メタボリズムは語る』（英文／日文）がドイツで出版される
●土浦亀城、渡米してライトの事務所タリアセンで働く（1923-26）     講演をおこなう ●ブルーノ・タウト『日本建築の基礎』（独文・英文）、『日本文化私観』（日文）が東京で出版される ●シャルロット・ペリアンがフランスの建築雑誌で日本の住宅と暮らしを紹介 ●槇文彦、ワシントン大学助教授 ●F・L・ライト没 ●槇文彦、ハーバード大学・ハワイ大学・カリフォルニア大学客員教授 ●DOCOMOMO設立 ●ニューヨーク近代美術館新館増改築国際コンペ［アメリカ］/谷口吉生が選定される ●UIA世界大会が東京で開催される

●堀口捨己『現代オランダ建築』を出版 ●国際連盟本部国際設コンペ［スイス］ ●ハリコフ劇場建築国際コンペ［ソ連］／川喜多煉七郎が4位入選 ●ブルーノ・タウト『日本美の再発見　建築学的考察』（日文）が出版される ●『日本家屋展」（ニューヨーク近代美術館） ●ヴァルター・グロピウス＋丹下健三＋石本泰博『桂 日本建建築における伝統と創造』（日文/英文）が日本/アメリカで出版される。 ●ヴァルター・グロピウス没 ●パーレビ国立図書館国際コンペ［イラン］/早川邦彦が佳作入選 ●東京国際フォーラム国際コンペ ●ヴェネチア・ビエンナーレ第13回国際建築展日本展示、金獅子賞受賞［コミッショナー：伊東豊雄］ ●DOCOMOMO世界大会が東京で開催予定
●「近代建築：インターナショナル展」（ニューヨーク近代美術館）●吉田鉄郎、ドイツの出版社が編纂した『ワスムート建築事典』（独文）で「日本の建築」を執筆担当 ●「巴里一九五五年 芸術の綜合への提案。ル・コルビュジエ、レジェ、ペリアン三人展」（東京高島屋）          ●ミース・ファン・デル・ローエ没 ●DOCOMOMO Japan設立 ●伊東豊雄、プリツカー賞受賞

●ブルール・タウト来日（1932-36） ●アントニン・レーモンドが日本を離れる ●ル・コルビュジエ来日/国立西洋美術館の敷地視察のほか、国際文化会館などを訪ねる。 『日本の建築美』（英文）が東京で出版される。 吉田鉄郎『日本の住宅と庭園』（英文）がイギリスで出版される。 ●イサム・ノグチ没 ●長谷川逸子、ハーバード大学客員教授 ●坂茂、プリツカー賞受賞 ●ヴェネチア・ビエンナーレ第15回国際建築展日本展示/特別表彰受賞［コミッショナー：山名善之］

主な
建築作品

■帝国ホテル［F・L.ライト/東京］ ■聴竹居［藤井厚二/京都］ ■サヴォア邸［ル・コルビュジエ/フランス］ ■国会議事堂［大蔵省臨時議員建築局/東京］ ■ルイス・バラガン邸［L・バラガン/メキシコ］ ■モントルオール万国博覧会日本館［芦原義信/カナダ］ ■瀬戸内海歴史民俗資料館［山本忠司］ ■国立民族学博物館［黒川紀章/大阪］  ■「瀬戸内海建築憲章」［山本忠司、浦辺鎮太郎、松村正恒、神代雄一郎 ■ヴァン・ゴッホ美術館新館［黒川紀章/オランダ］
■シュレーダー邸［H・リートフェルト/オランダ］ ■トゥーゲンハット邸［ミース・ファン・デル・ローエ/チェコ］ ■南満州鉄道東京支社［安井武雄/東京］ ■リーダーズ・ダイジェスト東京支社［レーモンド/東京 ］ ■日土小学校中校舎［松村正恒/愛媛］ ■群馬音楽センター ［A・レーモンド/群馬］ ■五色台国民休暇村［黒川紀章］ ■香川県立丸亀武道館［大江宏/香川］ ■アブダビ・フローティング・ホテル［菊竹清訓/アラブ首長国連邦］ ■鳴門市文化会館［増田友也/徳島］ ●水の教会［安藤忠雄/北海道］ ■モナコ海上都市［菊竹清訓/モナコ］ ■クアラルンプール新国際空港［黒川紀章/マレーシア］ ■鄭州市鄭東新区如意型区域都市計画［黒川紀章・磯崎新/中国］■フュージョノポリス［黒川紀章/シンガポール］
■本野精吾邸［本野精吾/京都］ ■森五商店東京支店［村野藤吾/東京］ ■日向別邸［B・タウト/静岡］ ■チャンディガール［ル・コルビュジエ /インド］ ■スカイハウス［菊竹清訓/東京］ ■香川県立図書館［芦原義信/香川］ ■オークランド美術館［K・ローチ/アメリカ］ ■シドニー・オペラハウス［J・ウッツォン／オーストラリア］ ■金沢市立玉川図書館［谷口吉郎・谷口吉生］石川 ■丸亀市猪熊弦一郎現代美術館［谷口吉生/香川］ ■新首都アスタナ都市計画［黒川紀章/カザフスタン、-2030］ ■エストニア国立博物館［田根剛／エストニア］

■パリ万国装飾美術博覧会エスプリ・ヌーヴォー館［ル・コルビュジエ/フランス］■東京中央郵便局［逓信省（吉田鉄郎）/東京］ ■落水荘［F・L・ライト/アメリカ］ ■ユニテ・ダビダシオン・マルセイユ［ル・コルビュジエ/フランス ］ ■シーグラムビル［ミース・ファン・デル・ローエ/アメリカ］ ■母の家［R・ヴェンチューリ/アメリカ］ ■ペルー低所得者層集合住宅国際指名コンペ［菊竹清訓・槇文彦・黒川紀章/ペルー］ ■フローティング・ラグジュアリー・ホテル［菊竹清訓/サウジアラビア］ ■土門拳記念館［谷口吉生/山形］ ■イサム・ノグチアトリエ［山本忠司/香川］■アマゾン熱帯研究所［菊竹清訓/ブラジル ■東京国立博物館法隆寺宝物館［谷口吉生／東京］
■夏の家［レーモンド/長野］ ■李王家美術館［中村與資平/ソウル］ ■齋藤助教授の家［清家清/東京］ ■ソロモン・R・グッゲンハイム美術館［F・L・ライト/アメリカ］ ■東京国立近代美術館［谷口吉郎/東京］ ■インド経営大学［L・カーン/インド］、 資生堂アートハウス［谷口吉生/静岡］、 北九州市立中央図書館［磯崎新/福岡］■つくばセンタービル［磯崎新/茨城］ ■クラコフ日本美術技術センター［磯崎新/ポーランド］ ■パラダイスリビング［菊竹清訓/ロシア］

■築地本願寺［伊東忠太/東京］ ■日本電力黒部川第二発電所［日本電力+山口蚊象/富山］ ■サンパウロ・ビエンナーレ日本館［堀口捨己、現場担当：大江宏/ブラジル］ ■ラ・トゥーレット修道院［ル・コルビュジエ/フランス］ ■大分県立大分図書館［磯崎新/大分］ ■イサム家［イサム・ノグチ＋山本忠司＋和泉正敏/香川］ ■アブダビ国会議事堂・国際会議場都市［黒川紀章/アラブ首長国連邦］ ■六甲の集合住宅［安藤忠雄/大阪］ ■水戸芸術館［磯崎新/茨城］ ■アリゾナハイテクリサーチセンター［菊竹清訓/アメリカ］ ■マギーズセンター・サウスウエストウエールズ［黒川紀章/イギリス］
■土浦亀城邸［土浦亀城/東京］ ■大阪中央郵便局［逓信省（吉田鉄郎）/大阪］ ■世界平和記念聖堂［村野藤吾/広島］ ■名古屋大学豊田講堂［槇文彦/愛知］ ■国立京都国際会館［大谷幸夫/京都］ ■海上都市1971—ハワイ計画［菊竹清訓/アメリカ］ ■住吉の長屋［安藤忠雄/大阪］ ■TIME'S［安藤忠雄/京都］ ■メルボルン・セントラル［黒川紀章/オーストラリア］ ■金沢21世紀美術館［SANAA/石川］■"R"計画［菊竹清訓/カザフスタン］ ■谷口吉郎・吉生記念 金沢建築館［谷口吉生/石川］
■そごう百貨店［村野藤吾/大阪］ ■ニューヨーク万国博覧会日本館［原設計：内田祥三・岸田日出刀・大熊喜邦/アメリカ］ ■ロンシャンの教会［ル・コルビュジエ/フランス ］ ■タンザニア共和国TANU党本部ビル国会議事堂［黒川紀章/タンザニア］ ■資生堂アートハウス［谷口吉生/静岡］ ■SPILAL［槇文彦/東京］ ■浮かぶ劇場［槇文彦/オランダ］ ■アスタナ新国際空港［黒川紀章/カザフスタン］ ■鈴木大拙館［谷口吉生/石川］

社会の
出来事

■ワシントン大学 イン セントルイス・サム フォックス 視覚芸術学部［アメリカ］ ■ワールドトレードセンタータワー4-150グリニッチストリート［アメリカ］
●東京大学工学部建築学科卒業 ●ハーバード大学准教授（1962〜1965） ■ペルー低所得者層集合住宅国際指名コンペ［菊竹清訓・黒川紀章と共同/ペルー］ ●東京大学工学部建築学科教授（1979〜1989） ■シンガポール理工系専門学校キャンパス ［シンガポール］ ■アガ・カーン・ミュージアム ［カナダ］ ■アガ・カーン・センター ［イギリス］

●東京都生まれ
●クランブルックアカデミーオブアーツ修士課程修了 ●槇総合計画事務所設立 ■イエルバ・ブエナ・アートセンター［アメリカ］ ■イズマイリ・イママット記念館 ［カナダ］ ■メディアコープ キャンパス ［シンガポール ］

●ハーバード大学大学院デザイン学部修士課程修了 ■ワシントン大学 イン セントルイス・スタインバーグホール［アメリカ］ ■在ブラジル日本大使館［ブラジル］ ●ワシントン大学名誉博士号受理 ■イザール・ビューロ・パーク［イギリス］ ■スクエア3 ノバルティス キャンパス ［スイス］ ■ビハール博物館 ［インド ］
●ワシントン大学建築学部准教授（1956〜1961） ■コタキナバル・スポーツコンプレックス［マレーシア］ ■浮かぶ劇場［オランダ］ ■マサチューセッツ工科大学 新メディア研究所 ［アメリカ ］ ■深圳海上世界文化芸術中心 ［中国］

■ペンシルバニア大学 アネンバーグ・パブリック ポリシーセンター ［アメリカ］

●磯崎新アトリエ設立 ●コロンビア大学客員教授（1979年、再就任） ●ハーバード大学客員教授 ■ロサンゼルス現代美術館［アメリカ］ ■ブルックリン美術館・増改築計画［アメリカ］ ■カタール国立図書館［カタール］■トリノ冬季五輪アイスホッケースタジアム［イアリア］ ■カタール国立コンベンションセンター［カタール］ ●日本芸術院会員

●大分県生まれ
●東京大学工学部建築学科卒業 ●イエール大学客員教授 ■サン・ジョルディ・スポーツ・パレス［スペイン］　●英国王立芸術院名誉会員 ●米国芸術文化アカデミー名誉会員 ■深圳文化センター［中国］ ■中央美術学院現代美術館［中国］

■ティーム・ディズニー・ビルディング［アメリカ］   ■ラ・コルーニャ人間科学館［スペイン］ ■鄭州市鄭東新区如意型区域都市計画［黒川紀章と共同/中国］ ■上海シンフォニーホール［中国］ ●同済大学名誉教授
■クラコフ日本美術技術センター［ポーランド］、海市都市［中国］ ■ヒマラヤセンター［中国］ ■アリアンツ・タワー［イタリア］

●慶應義塾大学工学部機械工学科卒業 ●ハーバード大学建築学科客員講師 ●イサム・ノグチ庭園美術館理事 ■ニューヨーク近代美術館［アメリカ］ ●日本芸術院会員 ●日本建築家協会名誉会員

●東京生まれ ●ハーバード大学大学院建築科卒業（G.S.D）修了 ●谷口建築設計研究所を主宰し現在に至る ●米国建築家協会名誉会員 ●東京藝術大学美術学部建築科客員教授（2003〜2010） ■ノバルティス社研究施設［スイス］ ●日本建築学会名誉会員
●東京大学都市工学科丹下研究室及び都市・建築設計研究所にて研究 ●ニューヨーク近代美術館名誉理事 ■アジア・ソサエティ・テキサスセンター［アメリカ］

●東京大学工学部建築学科非常勤講師 ●ハーバード大学建築学科客員講師 ●英国王立建築家協会名誉会員

●イェール大学客員教授 ●東京大学教授 ■FABRICA（ベネトンアートスクール）［イタリア］ ■プンタ・デラ・ドガーナ［イタリア］　 ■クラーク美術館［アメリカ］ ■シカゴのギャラリー/Wrightwood 659 ［アメリカ］
●独学で建築を学ぶ ●アメリカ建築家協会（AIA）名誉会員 ■ユネスコ本部・瞑想の空間［パリ］ ●イギリスロイヤルアカデミーオブアーツ名誉会員 ■ボスコ・スタジオ＆ハウス［メキシコ］

●大阪生まれ ●安藤忠雄建築研究所を設立 ●コロンビア大学客員教授 ■シカゴ美術館・屏風ギャラリー［アメリカ］、セビリア万国博覧会日本館［スペイン］ ● 東京大学名誉教授 ■ストーン・スカルプチュア・ミュージアム［ドイツ］ ■上海保利大劇場［中国］
■ヴィトラセミナーハウス［ドイツ］ ■シカゴの住宅［アメリカ］ ■ピューリッツァー美術館［アメリカ］、アルマーニ・テアトロ［イタリア］ ■シャトー・ラ・コスト・プロジェクト［フランス］ ■コレクション・ピノー・パリ/

●ハーバード大学建築学科客員講師 ■モンテンルパ社会復帰センター［フィリピン］ ■フォートワース現代美術館［アメリカ］ ■ミュージアム SAN［韓国］     ブルス・ドゥ・コメルス［フランス］
■ホンブロイッヒ/ランゲン美術館［ドイツ］ ■モンテレイ大学 RGSセンター［メキシコ］     

●東京大学工学部建築学科卒業 ■フランクフルト市立劇場照明デザイン［ドイツ］ ■ブルージュ・パヴィリオン［ベルギー］   ■フロニンゲン アルミブリックハウジング［オランダ］ ■台湾大学社会科学部棟［台湾］■バロック・インターナショナルミュージアム・プエブラ［メキシコ］

●京城市（現・ソウル市）生まれ ●菊竹清訓建築設計事務所勤務（1965〜1969） ●アーバンロボット（URBOT）設立   ●事務所名を伊東豊雄建築設計事務所に改称 ■フランクフルト市エッケンハイム幼稚園［ドイツ］ ■サーペンタイン・ギャラリー・パヴィリオン2002［イギリス］  ■高雄国家体育場［台湾］ ■台中国家歌劇院［台湾］
●アメリカ建築家協会名誉会員 ■ハノーバー2000国際博覧会「健康館」インスタレーション［ドイツ］■コニャック・ジェイ病院［フランス］、 ■White O［チリ］ ■富邦天空樹［台湾］

●王立英国建築家協会名誉会員 ■バルセロナ見本市グランヴィア会場拡張計画＋トーレス・ポルタ・フィラ［スペイン］

●東京大学大学院建築学専攻修了 ●コロンビア大学建築・都市計画学科客員研究員（1985〜1986） ■竹屋 GREAT （BAMBOO）WALL［中国］ ●イリノイ大学客員教授 ［シカゴ、アメリカ］（2007〜2008） ■中国美術学院民芸博物館［中国］ ■THE EXCHANGE［オーストラリア］
●Asian Cultural Council給費研究員［ニューヨーク、アメリカ］（1985〜1986） ●コロンビア大学大学院建築・都市計画学科講師［ニューヨーク、アメリカ］ ■酒の花 Sakenohana［イギリス］■三里屯SOHO［中国］ ■EPFL ArtLab［スイス］ ■オドゥンパザリ現代美術館［トルコ］

●空間研究所設立 ●隈研吾建築都市設計事務所設立 ■オポジットハウス［中国］ ■ポートランド日本庭園 カルチュラル・ヴィレッジ［アメリカ］
●神奈川県生まれ ●慶應義塾大学環境情報学部特別招聘教授（1998〜1999） ■Z58［中国］ ■三里屯VILLAGE南区（サウスコーナー、イベントホール）［中国］ ■V&A Dundee［スコットランド］

●東京大学教授（2009〜2020） ■Lodi Veterinary University［イタリア］
●慶應義塾大学理工学部教授（2001〜2009） ■Sysla – Mademoiselle BIO headquarters［フランス］ ■TAO［台湾］

■GLASS/WOOD HOUSE［アメリカ］ ■WOOD/PILE［ドイツ］

●妹島和世：スイス連邦工科大学 ローザンヌ校客員教授（2005〜2006）/プリンストン大学客員教授（2005〜2008） ●妹島和世：ウィーン応用美術大学客員教授（2015〜2016）/ミラノ工科大学教授
●妹島和世：茨城県生まれ 妹島和世●日本女子大学大学院修了/伊東豊雄建築設計事務所入所 ●妹島和世：慶應義塾大学教授（2000〜2017） ■スタッドシアター・アルメラ［オランダ］ ■グレース・ファームズ［アメリカ］ ●妹島和世：ウィーン応用美術大学教授（2016〜2019）

妹島和世●妹島和世建築設計事務所設立 ■トレド美術館ガラスパビリオン［アメリカ］ ●妹島和世：横浜国立大学大学院建築都市スクールY―GSA 教授
■ヴェネチア・ビエンナーレ第7回国際建築展 ■ノバルティスキャンパス［スイス］ ■ルーヴル ランス［フランス］
   日本館『少女都市』会場構成［イタリア］ ■ツォルフェラインスクール［ドイツ］  ■ロレックスラーニングセンター［アメリカ］ ■ラ・サマリテーヌ［フランス］

西沢立衛●横浜国立大学大学院修了/ 妹島和世建築設計事務所入所 ■ニューミュージアム［アメリカ］ ●西沢立衛：横浜国立大学大学院建築都市スクールY―GSA 教授 ■ボッコーニ大学新キャンパス［イタリア］
●西沢立衛：神奈川県生まれ   ●西沢立衛：横浜国立大学大学助教授 ●西沢立衛：スイス連邦工科大学ローザンヌ校客員教授（2005〜2006）/プリンストン大学客員教授（2005〜2006）

●西沢立衛：ハーバード大学デザイン大学院客員教授

●南カリフォルニア建築大学（SCI-ARC）在学（1977〜1980） ■ルワンダ国連難民高等弁務官事務所用紙のシェルター［ルワンダ］ ■キリンダ村津波復興プロジェクト［スリランカ］ ■紙の大聖堂［ニュージーランド］   
●磯崎新アトリエ勤務（1982〜1983） ●国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）コンサルタント（1995〜1999） ■ハイチ 紙のシェルター［ハイチ］ ■エクアドル 紙のシェルター ［エクアドル］

●クーパー・ユニオン卒業 ●NGOボランタリー・アーキテクツ・ネットワークを設立 ■ラクイラ仮設音楽ホール［イタリア］ ■クムジュン・スクール［ネパール］
●東京都生まれ ●坂茂建築設計設立 ●コロンビア大学客員教授 ■ポンピドゥ・センター・メス［フランス］ ■フィリピン 紙のシェルター［フィリピン］

●ハーバードGSD客員教授 ■ケニヤ カロベイエイ
●コーネル大学客員教授 ●慶応義塾大学環境情報学部教授 ■難民居住区計画［ケニア］

■オメガ・スウォッチ本社［スイス］
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坂倉 準三
Junzo Sakakura
1901-1969

●東京帝国大学文学部美学美術史学科を卒業 ●フランスから帰国後、再渡仏 ●マニラ日本文化会館建設に協力のためフィリピンに渡る［1943-44］ ■国立西洋美術館［ル・コルビュジエ/実施設計管理：前川、坂倉、吉阪/東京］ ■ホテル・パシフィック東京［東京］
●渡仏してパリのエコール・スペシャル・デ・トラヴォ・ピュブリックで建築を学ぶ（1929-31） ●フランスから帰国、新京南湖住宅地計画［旧満洲国新京市］ ●ニューヨーク近代美術館「ローコスト・ファニチャー国際コンペ/竹製椅子で佳作入選 ■エール・フランス東京［シャルロット・ペリアン/実施設計管理：坂倉/東京］

●前川の紹介でル・コルビュジエのアトリエに入所（1931-36） ■坂倉準三建築研究所設立、新京南湖ボートハウス計画［満洲］ ■神奈川県立近代美術館［神奈川「］ ■国際文化会館［前川・吉村と共同/東京］, ル・コルビュジエ著『マルセイユの住居単位』（原著：1950）を訳出 ●4月1日 永眠（68歳）      商工省輸出工芸指導顧問にシャルロット・ペリアンの招聘を推薦 ■東京日仏学院［東京］ ●第11回ミラノ・トリエンナーレ日本代表委員［イタリア］     ■ディーゼル博士記念庭園［ドイツ］
 ●第5回CIAMに出席 ●シャルロット・ペリアン著、坂倉準三訳『選択・伝統・創造』出版 ●ル・コルビュジエ著『輝く都市』（原著：1947）を訳出 ■エール・フランス大阪［シャルロット・ペリアン/実施設計管理：坂倉/大阪］

■パリ万国博覧会日本館［フランス］/建築部門グランプリ受賞 ●第1回サンパウロ・ビエンナーレ国際美術展建築審査委員（ブラジル）／ル・コルビュジエに建築大賞を贈る ■在フランス日本大使公邸［フランス］

谷口 吉郎
Yoshiro Taniguchi
1904-1979

●東京帝国大学工学部建築学科を卒業後、同大学大学院に入学 ■谷口吉郎自邸 ●駐独日本大使館の日本庭園建設の嘱託をうけて渡独（1938-39） ■藤村記念堂［岐阜］ ■石川県美術館（現・石川県伝統産業工芸館）［石川］ ●博物館明治村初代館長に就任 ■東京国立博物館東洋館［東京］ ■迎賓館赤坂離宮和風別館［東京］ ●金沢市名誉市民第一号となる
●東京工業大学講師に着任 ■石川県繊維会館［石川］ ■千鳥ヶ淵戦没者墓苑［東京］ ■金沢市観光会館（現・金沢歌劇座）［石川］ ●「金沢診断」を行う ●2月2日 永眠（74歳）●論文「ル・コルビュジェ検討」（『思想』1930.12） ■秩父セメント第二工場［埼玉］ ■ホテル・オークラ［東京］ ■東京国立近代美術館［東京］

■東京工業大学水力実験室［東京工業大学工務課+谷口吉郎/東京］ ■資生堂会館［東京］ ■金沢市立玉川図書館［谷口吉郎・谷口吉生/石川］

前川 國男
Kunio Maekawa
1905-1986

●東京帝国大学工学部建築学科を卒業 ■森永キャンデーストアー台湾森永売店［台湾］ ■紀伊国屋書店［東京］ ■京都会館［京都］ ■弘前市民会館［青森］ ■埼玉県立博物館［埼玉］ ■東京海上ビルディング［東京］ ■国立西洋美術館増築［東京］ ■国立国会図書館新館［東京］
●渡仏してル・コルビュジエのアトリエに入所（1928-30） ■上海「東拓」住宅計画案［中国］ ●第8回CIAMに出席 ■神奈川県立図書館・音楽堂［神奈川］ ■サンパウロ文化センター計画案［ブラジル］, 東京文化会館［東京］ ■紀伊国屋書店サンフランシスコ店［アメリカ］ ■東京都美術館［東京］

●第2回CIAMに出席 ■木村産業研究所［青森］ ●前川國男建築事務所設立 ■森永ベルトライン上海売店［中国］ ■国際文化会館［坂倉・吉村と共同/東京］ ■国立国会図書館［東京］ ●UIA副会長となる ■日本万国博覧会鉄鋼館［大阪］ ■熊本県立美術館［熊本］ ●6月26日 永眠（81歳）●フランスから帰国後、レーモンド事務所で働く（1930-35） ■上海華興商業銀行総合住宅［中国］ ■ブリュッセル万国博覧会日本館［ベルギー］ ■ニューヨーク世界博覧会日本館［アメリカ］ ■ケルン市立東洋美術館［ドイツ］
●ル・コルビュジエ著『今日の装飾芸術』 （原著：1925）を訳出 ■前川國男自邸 ■日本住宅公団晴海高層アパート［東京］ ●UIAオーギュスト・ペレ賞受賞 ■紀伊国屋書店ロサンゼルス店［アメリカ］

●在盤谷日本文化会館コンペ 2等［タイ］ ■国立西洋美術館［ル・コルビュジエ/実施設計管理：前川、坂倉、吉阪/東京］

吉村 順三
Junzo Yoshimura
1908-1997

●東京美術学校建築科を卒業後、レーモンド事務所で働く（1931-40） ■松風荘［アメリカ］/「日本家屋展」（ニューヨーク近代美術館）の展示建築 ■森の中の家［長野］ ■ホテルフジタ京都［京都］
●帰国したレーモンドの要請を受けて渡米し、レーモンドのアトリエで働く（1940-41） ■国際文化会館［坂倉・前川と共同/東京］ ■愛知県立芸術大学［愛知］ ■ジャパン・ハウス［アメリカ］ ■八ヶ岳公園音楽堂［長野］ ●4月11日 永眠（88歳）■ニューヨーク日本航空営業所［アメリカ］、モテル・オン・ザ・マウンテン［アメリカ］ ■奈良国立博物館新館［奈良］

●アメリカから帰国後、吉村建築事務所設立  ●東京美術学校助教授に就任 ■ニューヨーク高島屋［アメリカ］ ■ポカンティコヒルの家［アメリカ］

丹下 健三
Kenzo Tange
1913-2005

●東京帝国大学建築学科を卒業後、前川國男の事務所で働く ●第8回CIAMに出席し、広島平和記念計画を発表 ■25,000人のためのコミュニティ計画［アメリカ］ ■スコピエ都心部再建計画［旧ユーゴスラビア］ ■カタール大蔵省［カタール］ ■シンガポール・インドア・スタジアム［シンガポール］ ■ニース国立東洋美術館［フランス］
●論文「MICHELANGERO頌-Le Corbusier論への序説として-」（『現代建築』1939年12月号） ■サンパウロ400年祭国際館［ブラジル］ ■WHO（世界保健機構）本部計画［スイス］ ■若人の広場公園 戦没学徒記念館［兵庫］ ■サウジアラビアのための聖地ムナ計画［サウジアラビア］ ■サウジアラビア王国国王宮殿・皇太子宮殿［サウジアラビア］ ■横浜美術館［神奈川］ ■キング・サウド大学アルカシムキャンパス［サウジアラビア］ ■上海浦東 菊花公園集合住宅 三期計画［中国］

●東京帝国大学大学院に入学 ■広島平和記念資料館［広島］ ●丹下健三・都市・建築設計研究所設立 ■台北聖心女子大学［台湾］ ■ミネアポリス・アート・コンプレックス［アメリカ］ ■在サウジアラビア日本国大使館［サウジアラビア］ ■東京都庁舎［東京］ ■ナポリ市新都心計画［イタリア］
●大東亜建設記念造営計画設計競技に1等入選 ■東京都庁舎［東京］、倉吉市庁舎［鳥取］ ■ニューヨーク・スポーツ公園［アメリカ］ ■在メキシコ日本国大使館［メキシコ］ ■アルジェ大学寮［アルジェリア］ ■アメリカ医師会本部ビル［アメリカ］ ■AGIP本社プロジェクト（アッファーリ地区）［イタリア］ ●9月4日 永眠（92歳）

●在盤谷日本文化会館コンペ １等［タイ］ ■香川県立体育館［香川］ ■ボローニャ市北部開発計画［イタリア］ ■草月会館［東京］ ■クウェート国際空港［クウェート］ ■ボローニャ・フィエラ地区センター［イタリア］ ■グラン・テクラン（パリ・イタリア広場）［フランス］ ■BMWイタリア本社ビル［イタリア］
■丹下健三自邸［東京］ ■香川県庁舎［香川］/今治市公会堂［愛媛］ ■東京カテドラル聖マリア大聖堂［東京］ ■リヤドスポーツセンター計画［サウジアラビア］ ■ナイジェリア新首都都心計画［ナイジェリア］ ■オラン建築大学［アルジェリア］、アラビアン・ガルフ大学［バーレーン］ ■統一グループ台北本社ビル［台湾］

●東京帝国大学大学院修了後、同大学建築科助教授に着任 ■トロント市庁舎計画［カナダ］ ■国立代々木競技場第一・第二体育館［東京］ ■日本万国博覧会お祭り広場［大阪］,静岡新聞放送会館［静岡］［シリア］ ■ダマスカス国民宮殿（シリア大統領官邸）［シリア］ ■オラン総合大学・病院および寮［アルジェリア］ ■UEスクエア［シンガポール］ ■宏盛建設高級集合住宅計画［台湾］

吉阪 隆正
Takamasa Yoshisaka
1917-1980

●早稲田大学建築学科を卒業後、同大学の教務補助となる ●フランス政府給費留学生として渡仏。ル・コルビュジエのアトリエに入所（1950-52） ●国立ツクマン大学招聘教授としてアルゼンチンに滞在（1961-1962） ●漢陽大学・早稲田大学合同韓国集落調査団団長 ●カナダ・バンクーバーにてマニラ・トンド地区コンペ審査
少年期、父親の赴任先であるスイスに暮らす ●サンパウロ・ビエンナーレ第1回設計競技 1等［ブラジル］ ■チュニス都市計画国際設計競技［チュニジア］、 アテネフランセ［東京］, ル・コルビュジエ著「モデュロール 2」（原著：1955）を訳出 ●ボストン大学およびハーバード大学GSD招聘教授としてアメリカに滞在

●台湾・東海大学計画国際設計競技 １等 ■国立西洋美術館［ル・コルビュジエ、実施設計管理：前川、坂倉、吉阪/東京］、 コンゴ・レオポルドビル文化センター国際設計競技 3等［コンゴ］
●サンパウロ・ビエンナーレ第2回設計競技1等［ブラジル、サンパウロ］  ■江津市庁舎［島根］ ■大学セミナーハウス［東京］ ●12月17日 永眠（63歳）■吉阪隆正自邸［東京］ ●国際都市計画シンポジウム・ブラジル政府招聘講師

●第8回CIAMに出席 ●『ル・コルビュジエ』を出版 ●サンパウロ・ビエンナーレ第3回設計競技 1等［ブラジル］ ●ル・コルビュジエ著『アテネ憲章』を訳出
●吉阪研究室（のちU研究室）設立 ●ヴェネチア・ビエンナーレ日本館［イタリア］/金賞受賞 ■キューバ・プラヤヒロン戦勝記念碑計画国際設計競技［キューバ］ ●アブダビにて市庁舎コンペ審査
●ル・コルビュジエ著『モデュロール』（原著：1948）を訳出,「アテネ憲章」（原著：1942）を訳出 ●シドニー大学招聘教授としてオーストラリアに滞在,ル・コルビュジエ著『建築をめざして』（原著：1923）を訳出 ●日中建築技術交流会、日本デザイン・コミッティーで中国訪問

このときアルバート・シュペーアに面会


