
所属メンバーの紹介
代表、管理建築士、理事、社員

1965/1967 東京藝術大学建築科卒/大学院修士課程修了 1989 東京家政学院大学家政学部住居学科卒業

1969 （株）計画工房　設立　 1990～93 有限会社アーキプロ勤務

1992 杉並区都市計画審議会委員（現　会長代行） 1994～96 ラファエル・ヴィニオリ建築士事務所勤務

1997 北区都市計画審議会委員（現　副会長） （東京国際フォーラム ホールＤ棟）

1999 港区環境影響審査会　副会長　（現会長） 2001～03 株式会社キジュウロウ・ヤハギ　管理建築士

2010 墨田区景観アドバイザー 2004～ 菅家建築計画工房(2017～非常勤)
園Power 代表 村 上  美 奈 子 村　上　和　子

所属事務所 （株）計画工房　主宰 （一社）園Power
作品受賞歴 菅家建築計画工房、東京建築士会

代表作品

1997 東京藝術大学建築科 修了 1988 早稲田大学理工学部建築学科卒業

2002 The Berlage Institute (オランダ) 修了 1988~95 アルテック建築研究所勤務

2003 office mikiko 一級建築士事務所 設立 1995~96 AAスクール在籍
2004~2013 京都造形芸術大学 講師 1997 g.i.l.建築研究所設立
2006~2016 桑沢デザイン研究所 講師 2016~ JIA学生卒業設計コンクール実行委員

2013 一般社団法人マザー・アーキテクチュア 設立 東京建築士会・JIA

遠　藤　幹　子 小  西　  恵 保育園、個人住宅、集合住宅、店舗、オフィス、
撮影スタジオ、録音スタジオ、リノベーション、家具の設計g.i.l.建築研究所

こども環境学会、Make Play Safe研究会
2007あたたかな住空間デザインコンペティション新築の部 最優秀賞
2007あたたかな住空間デザインコンペティションリフォームの部 優秀賞

1976 東京藝術大学建築科卒 1992 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻修了

1976 亀倉雄策デザイン研究室勤務 1992～98 東京大学工学部建築計画室室員/助手
1980 中野晶子建築設計室を開設。 2000～01 M・フクサス設計事務所勤務(ローマ)

1983～85 東京工業大学建築学科・茶谷研究室に勤務。 2001～05 WalzWorkincアシスタント(ローマ)
2002 本庄晶子建築設計室と改称、現在に至る 2006～14 一級建築士事務所k-keikac代表
2007 第七回OM地域建築賞特別賞受賞。 2017～ 一級建築士事務所kappa代表

中  野　晶  子 野  上  恵  子
本庄晶子建築設計室 一級建築士事務所kappa

関東学院大学、東京電機大学、東京理科大学非常勤講師

東京建築士会、住宅医、東京ヘリテージマネージャー

古い建物の再生・活用、外部空間・まちと一体的な配置計画

1995 奈良女子大学家政学部住居学科卒業 1978 東京造形大学デザイン科室内建築専攻卒

1997 東京工業大学大学院修士課程修了 1978～81 株）環境デザイン研究所

1999 一級建築士事務所ikmo設立 1986～89 株）栖建築設計工房

2008~12 前橋工科大学非常勤講師 1989～ 有）横山環境計画事務所設立

2008~16 法政大学非常勤講師 2008～11 恵泉女学園大学人間社会学部CSL室 T.A

2012~ 芝浦工業大学非常勤講師 2010～13

園Power理事 比　護　結　子

住宅、店舗、オフィス、リノベーション

横  山  眞  理
所属事務所 一級建築士事務所 ikmo 有)横山環境計画事務所

多摩市街づくり審査会委員(2007~)

他の所属

受賞歴 2009.東京建築士会住宅建築賞、2015.「グッドデザイン賞2015」

1996 東京工業大学大学院修了 1988 日本女子大学家政学部住居学科卒業

1996~99 AMO設計事務所 1991～93 林寛治設計事務所勤務
1999~2002 東京工業大学建築学専攻技術補佐員 1997 吉田建築工房一級建築士事務所設立

2002～10 東京工業大学建築学専攻助手・助教 2009 東京写真学園プロコース卒業

2008～ KMKa一級建築士事務所（共同主宰）

京都女子大学家政学部生活造形学科准教授
2010 東京写真学園研修科卒業

2018～

第6回サステナブル住宅賞国土交通大臣賞受賞

2011 吉田香代子写真事務所設立

是  永　美  樹 吉 田　香 代 子
KMKa一級建築士事務所
東京建築士会、古材文化の会、京都市文化財マネージャー、CASBEE戸建・建築評価員 吉田香代子写真事務所、東京建築士会
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受賞歴

こどもと成育環境との関係について着目し、調査研究、設計をてがけている。 子どもや、そこに関わる大人も、心も体ものびやかに過ごせる空間を。

一般社団法人
マザー・アーキテクチュア

子育てを通じて得た全ての知恵を建築のデザインにつぎ込んできました。世界中の全て
の人が、活き活きと健康に育てる環境を作る力になりたいと思います。

大人が考える以上に子どもは光や風、環境に刺激を受け吸収すると思っています。そこを
使う大人にも子どもにも素敵な刺激を感じてもらえる空間を目指しています。

園Power 理事

園Power社員

所属事務所

他の所属

得意分野

原風景としての楽しい空間体験は幼少期から大切。三人の子供の川和保育園での生育環境
に感謝して仕事をして来たこと。

園Power 理事
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私はよく遊びよく食べ、愛情こめて育ててもらいました。豊かな子どもの成育環境、そ
れがあってこそ多様な人が共存するやさしい生活空間が生まれると思います。
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東京建築士会

本能的に気持ちよい、楽しいと感じられる空間、それぞれの居場所を見つけられること、
子どもを支える大人が働きやすい空間、を心がけています。

芝浦工業大学、 日本工業大学、
桑沢デザイン研究所　非常勤講師

園Power社員

所属事務所

他の所属

受賞歴

こどもの空間
への思い

子どもたちにとって、コミュニティの人々とのつながりや地域の中で生きる場はどうあっ
たらよいかを考えています。

国交省高齢者居住安定化推進事業・ケア連携型バリアフ
リー改修体制整備部門に選定され事業実施

自然エネルギーを生かした設計、改修時の省エネ設計、
歴史的建築・都市の調査・活用企画

受賞歴

園Power社員

所属事務所

他の所属

こどもの空間
への思い

得意分野

私は祖父が設計した家で育ち、それが原風景となっています。子ども達にとって、一生
大切に思える原風景を創りたいと考えています。

吉田建築工房

他の所属

受賞歴

集合住宅リノベーション、福祉関連施設、コーポラティブ住宅、個人住宅

東京建築士会、多摩ニュータウン学会、NPO多摩ニュータウンまちづくり専門家会議

2006.財)都市みらい推進機構土地活用特別賞（審査委員長賞 ）ヴィレッジ浄瑠璃14

私自身0歳から保育園でお世話になりました。保育園でのびのび遊んだ記憶は原体験の
一つです。今の子どもたちにも、楽しい原体験となるような空間を︕

東京建築士会

太陽熱利用などの床暖房空間、古民家再生、RC造と木造を融合させた建物

建築学会作品選奨/建築学会賞（業績）/東北建築賞/木の建築賞審査員特別賞

公共文化施設、教育・保育施設の企画設計、
住民参加型コミュニティデザイン

大人から子どもまで、創造力を育む空間の企画・デザイン・プロデュースを行う

こども環境学会デザイン奨励賞(08)
東京建築士会これからの建築士賞

個人住宅、集合住宅、店舗、改修、庭研究

建築、人物、ライブ、作家作品、取材撮影、フライヤー・アルバムデザイン

個人住宅、住宅リフォーム、マンションリフォーム

個人住宅、集合住宅、店舗、リノベーション、
知的障害者福祉作業所・グループホーム

黄綬褒章　国交大臣賞

日本建築学会　東京建築士会　こども環境学会

こども園ひがしどおり　東通村教育環境デザイン21　杉並第十小学校基本計画 「市川の家」千葉県建築文化賞 景観部門 奨励賞※(株)キジュウロウ・ヤハギにて担当

個人住宅、集合住宅、ビルの住宅転用、教会リノベーション
山荘、鉄骨造のリノベーション、古民家再生
N.P.O AS輪組理事︓横浜市内小・中学校トイレのアート化

建築の一部写
真 お顔写真


