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AFTER
1995

乾久美子
1969年大阪府生まれ。東京芸術大学、イ
エール大学大学院、青木淳建築計画事務
所を経て、乾久美子建築設計事務所主宰
梅林克
1963年京都府生まれ。大阪芸術大学芸
術学部建築学科卒業。高松伸建築設計
事務所を経て、F.O.B Association設立。
益永みつ枝、藤脇慎吾らとともにF.O.B 

HOMES設立
垣内光司
1976年京都府生まれ。大阪芸術大学芸
術学部建築学科卒業。阿久津友嗣事務
所を経て、八百光設計部設立
［木村松本］
木村吉成／1973年和歌山県生まれ。大阪
芸術大学芸術学部建築学科卒業。同大学
研究生、狩野忠正建築研究所を経て、木
村松本設立｜松本尚子／1975年京都府
生まれ。大阪芸術大学芸術学部建築学科
卒業。同大学研究生を経て、木村松本設立
［SPACESPACE］
香川貴範／1974年大阪府生まれ。東京工
業大学大学院修了後、坂倉建築研究所を
経て、SPACESPACE共同主宰｜伊藤立
平／1974年神奈川県生まれ。東京工業大
学大学院修了後、日建設計勤務を経て、
SPACESPACE共同主宰｜岸上純子／
1979年大阪府生まれ。関西大学卒業、神
戸大学大学院修了後、坂倉建築研究所
勤務、SPACESPACE参加
［dot architects］
家成俊勝／1974年兵庫県生まれ。関西大
学法学部、大阪工業技術専門学校卒業
後、dot architects共同主宰｜大東翼／
1977年兵庫県生まれ。大阪工業技術専
門学校、関西大学経済学部卒業後、工務
店勤務等を経て、dot architects共同主
宰｜赤代武志／1974年兵庫県生まれ。神
戸芸術工科大学卒業、宮本佳明建築設計
事務所等を経てdot architects共同主宰

中山英之
1972年東京都生まれ。東京藝術大学大
学院修了後、伊東豊雄建築設計事務所を
経て、中山英之建築設計事務所主宰

中村竜治
1972年長野県生まれ。東京藝術大学大
学院修了後、青木淳建築計画事務所を経
て、中村竜治建築設計事務所主宰
藤村龍至
1976年東京都生まれ。東京工業大学
大学院、ベルラーヘ・インスティテュート、
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
藤本壮介
1971年北海道生まれ。東京大学を経て、
藤本壮介建築設計事務所主宰
［松岡聡田村裕希］
松岡聡／1973年愛知県生まれ。東京大学
大学院修了。現在、松岡聡田村裕希共同
主宰、京都造形芸術大学専任講師｜田村

裕希／1977年東京都生まれ。東京芸術大
学大学院修了後、SANAAを経て、松岡
聡田村裕希共同主宰
満田衛資
1972年京都府生まれ。京都大学大学院
修了後、佐々木睦朗構造計画研究所勤務
を経て、満田衛資構造計画研究所主宰

宮本佳明
1961年兵庫県生まれ。東京大学大学院
修士課程修了後、アトリエ第5建築界設
立。大阪芸術大学環境デザイン学科助教
授を経て現在、大阪市立大学大学院工学
研究科兼都市研究プラザ教授

森田一弥
1971年愛知県生まれ。京都大学大学院、
京都「しっくい浅原」を経て、森田一弥建
築設計事務所主宰

吉村靖孝
1972年愛知県生まれ。早稲田大学大学
院修了後、文化庁派遣芸術家在外研修
員としてMVRDVに在籍。SUPER-OS

共同主宰を経て、吉村靖孝建築設計事務
所主宰

鈴木謙介
社会学者。1976年福岡県生まれ。東京都
立大学（現・首都大学東京）大学院社会科学
研究科博士課程単位取得退学。専攻は
理論社会学。2006年より、TBSラジオで
「文化系トークラジオLife」のメインパー
ソナリティを務める。現在、関西学院大学
助教

五十嵐太郎
建築史・建築批評家。1967年パリ（フラン
ス）生まれ。東京大学大学院修士課程修
了。博士（工学）。2008年第11回ベネチア・
ビエンナーレ国際建築展日本館展示コ
ミッショナー。現在、東北大学教授

mashcomix
1999年結成。漫画家、イラストレーター、
デザイナーなどで構成される創作漫画集
団。TEAM ROUNDABOUTとともに建
築や都市をメタ・テーマにしたコンセプト・
マンガ＝建築マンガを『ROUNDABOUT 

JOURNAL』、日本建築学会の機関誌『建
築雑誌』および『ARCHITECT 2.0展』など
で発表
TEAM ROUNDABOUT
2002年建築家・藤村龍至と編集者・山崎
泰寛によって「都市にインタビューするサ
イト」round-about.org運営開始。2007

年より伊庭野大輔、藤井亮介、松島潤平、
本瀬あゆみ、および刈谷悠三が加わり、
建築や都市の問題を扱うフリーペーパー
『ROUNDABOUT JOURNAL』発行開
始。2008年よりレクチャー・イベントの内容
をリアルタイムで編集し、フリーペーパーを
発行するイベント「LIVE ROUNDABOUT 

JOURNAL」を開催。建築家、アーティスト、
デザイナー、研究者らとコラボレートし、次
世代の建築、都市論をリードするコンセプト
を提示する活動を展開中

 ｜展覧会｜

 「ARCHITECTURE AFTER 1995」展
 ｜日時｜2009年11月6日［金］─17日［火］12:00-20:00［6日は12:00-18:00］

 ｜会場｜AD&A gallery［肥後橋］www.adanda.jp

 ｜主催｜建築展実行委員会
 ｜特別協賛｜大阪工業技術専門学校
 ｜後援｜AD&A gallery
 ｜キュレーション｜TEAM ROUNDABOUT
 ｜オープニング｜2009年11月6日［金］21:30-［AD&A gallery］

 「1995年以後」の都市状況から、
新たな建築家の役割を考える
阪神大震災、オウム真理教事件によって既存の都市インフラの脆弱
性が露呈し、「Windows95」が発売され、「インターネット元年」と呼
ばれて新しい情報インフラの可能性が顕在化した「1995年」以後、現
代の社会は一方で情報技術への依存を強め、他方で風景の固有
性を失いつつあります。他方、設計技術の情報化は設計プロセスの
あり方を変え、新たな建築表現の可能性を示唆しています。そこで本
展覧会では、同年以後に活動を展開する次世代の建築家に注目し、
現代社会における建築家の役割と可能性を考える機会とします。

 ｜関連企画｜ワークショップ

「1995年以後」から「2010年以後」を考える
 ｜期間｜2009年11月7日［土］─8日［日］9:00-17:30
 ｜会場｜大阪工業技術専門学校［天満橋］www.oct.ac.jp

 ｜概要｜学生チームにより「1995年以後の住宅」の模型300個を制作します。制作された模型
は「ARCHITECTURE AFTER 1995」展1階会場に展示され、模型制作を通じて展覧会の
キュレーションのプロセスに参加して頂きます。
 ｜参加予定校｜大阪工業技術専門学校／大阪市立大学／大阪芸術大学／関西大学／
神戸芸術工科大学／京都造形芸術大学／大阪市立工芸高等学校／他

 ｜キックオフ・ミーティング｜

「1995年以後」を考える
 ｜日時｜2009年11月6日［金］19:00-21:00
 ｜会場｜大阪工業技術専門学校 3号館1階
 ｜パネリスト｜鈴木謙介／藤村龍至
 ｜概要｜「1995年」とは、どんな転機であったのか。社会学者と建築家の対談を通じて、展覧会
の趣旨を伝えると同時に、ワークショップのイントロダクションとします。

 ｜シンポジウムA｜

「2000年以後」を考える
 ｜日時｜2009年11月8日［日］19:00-21:00
 ｜会場｜大阪工業技術専門学校 3号館1階
 ｜プレゼンテータ｜垣内光司／木村松本／SPACESPACE／dot architects
 ｜パネリスト｜五十嵐太郎
 ｜モデレータ｜TEAM ROUNDABOUT
 ｜概要｜「1995年以後」のコンテクストは、現代の建築家の実践にどのような影響を与え、どの
ように次の時代へと引き継ぐことができるか。ここでは、2000年に東京・ギャラリー間で行
われた「空間から状況へ」展を監修した五十嵐太郎氏を迎え、「2000年以後」のコンテクスト
について討議を行います。

 ｜シンポジウムB｜

「2010年以後」を考える
 ｜日時｜2009年11月14日［土］17:00-20:00 
 ｜会場｜大阪工業技術専門学校 3号館1階
 ｜パネリスト｜梅林克／中山英之／宮本佳明
 ｜モデレータ｜TEAM ROUNDABOUT
 ｜概要｜展覧会を通じて生まれた議論の総括として、「空間から状況へ」展に出展していた建築
家と本展出展建築家を迎え、「2010年以後」の展望について世代を超えた討議を行います。

curated by

TEAM ROUNDABOUT
www.round-about.org
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