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◇松本バスターミナルからアルピコ交通バス・横田信大循環線 5分［松本美術館］下車　
◇ＪＲ松本駅からタウンスニーカー（市内周遊バス）東コース１４分［松本市美術館］下車
◇ＪＲ松本駅から徒歩 12 分　◇長野自動車道松本インターチェンジから車で 15 分

2/17sat.18sun.
長野県学生卒業設計展
　会場／松本市美術館　市民ギャラリー A・B
　時間／ 9：00 ～ 17：00　　料金／無料
　長野県学生卒業設計コンクールの出品作を一般公開します。
　皆さんの投票により、　松本市民賞が決まります。
　お気に入りの作品に投票しましょう。
　（市民投票は 18日午後 3時まで）

2/18sun.
長野県学生卒業設計コンクール
　県内で建築を学ぶ学生の卒業設計作品（模型・パネル）
　公開審査します。
　時間／ 9：30 ～ 16：30

中山 英之 ／ Hideyuki Nakayama
略　歴
　1972　　　 福岡県生まれ
　1998　　　 東京藝術大学 美術学部 建築科 卒業
　2000　　　 東京藝術大学大学院 美術研究科 建築専攻 修士課程 修了
　2000 -07 　 伊東豊雄建築設計事務所 勤務
　2007 -　　  中山英之建築設計事務所 設立
　2008 -13　  東京電機大学 / 昭和女子大学 / 東京藝術大学 / 東北大学 / 
　　　　　　 横浜国立大学非常勤講師　　
　2014 - 　　 東京藝術大学美術学部建築科 准教授 就任

主な賞歴
　2004　　　SD Review 2004 鹿島賞
　2007　　　第 23 回 吉岡賞
　2008　　　第１回六花の森 Tea House Competition 最優秀賞
　2014 　D&AD Award、Red Dot Design Award、Printmaking Studio/ 
　　　　　　 Frans Masereel Centrum プロポーザル １等（ベルギー）
　2016　　　WADA 賞 2016

主な建築作品　　※印：伊東豊雄建築設計事務所での担当作品
　2002　　　「ブルージュ 2002 パビリオン」/ ベルギー　※
　2004　　　「まつもと市民芸術館」/ 長野　※
　2006　　　「2004」/ 長野　
　2007　　　「多摩美術大学附属図書館」/ 東京　※
　2009　　　「O 邸」/ 京都
　2009　　　「Y ビル」/ 東京
　2012　　　「Y 邸」/ 広島
　2016　　　「石の島の石」/ 小豆島
　2017　　　「弦と弧」/ 東京

主な著書・論文
　2007　　　「つくる図書館をつくる - 伊東豊雄と多摩美術大学の実験」（鹿島出版会）/ 寄稿
　2010　　　「中山英之 / スケッチング」神戸芸術工科大学デザイン教育研究センター編　（新宿書房）
　2017　　　「人間と建築」新建築住宅特集 2017.06 巻頭論文（新建築社）/ 寄稿

宮本忠長 ／ Tadanaga　Miyamoto
略　歴
　1927 長野県須坂市生まれ
　1951 早稲田大学 理工学部建築学科（工業経営）卒業
　1951 早稲田大学教授　建築家 佐藤武夫設計事務所　入所
　1964 宮本忠長建築設計事務所　設立
　2002 社団法人 日本建築士会連合会　会長（～ 2008 年、以後名誉会長）
　2002 社団法人 日本建築家協会　名誉会員
　2007 社団法人 日本建築学会　名誉会員
　2016 永眠

表彰等
　1993 黄綬褒章 受章（建設振興功労）
　2004 旭日中綬章 受章（建築設計監理業振興功労）
　2016 叙位正五位

著　書 
　1980 「寒冷地の工法」 井上書院
　1991 「住まいの十二か月」 彰国社
　2003 「森の美術館」( 村井修氏と共著 ) 中央公論事業出版

主要作品 受賞歴
　　　　　長野市立博物館・・・・・・・昭和 56 年度 日本建築学会賞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本建築家協会 JIA25 年賞
　　　　　小布施町並修景計画・・・・・第 12 回 吉田五十八賞 建築部門 佳作
　　　　　小布施まちづくり整備計画・・第 32 回 毎日芸術賞、第 11 回信毎賞 他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006 年土木学会　景観･デザイン賞　最優秀賞
　　　　　信州高遠美術館・・・・・・・第 6回 公共建築賞 優秀賞
　　　　　森鴎外記念館・・・・・・・・第 3回 しまね景観賞 一般建築物部門 優秀賞
　　　　　北九州市立松本清張記念館・・第 41 回 財団法人 建築業協会賞
　　　　　松本市美術館・・・・・・・・第 44 回 財団法人 建築業協会賞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 60 回 日本芸術院賞

2/17sat.文化講演会
「これまでつくってきたもの」
　講師／中山英之（建築家）
　会場／ 松本市美術館　多目的ホール 
　時間／ 14：00 ～ 16：00　
　定員／ 100 名　　料金／無料
　申込／ 2月 1日～ 9日 10：00 ～ 15：00 土日祝日除く
　　　　 JIA 長野県クラブへ　　 TEL　026-232-3897

2/17sat.18sun.会員作品展
「建築家　宮本忠長展」
　会場／松本市美術館　多目的ホール　　料金／無料　

　時間／ 2月 17 日　9：00 ～ 12：00
　　　　 2 月 18 日　9：00 ～ 16：00

主催　（公社）日本建築家協会関東甲信越支部長野地域会（JIA 長野県クラブ）
後援　　（一社）長野県建築士会／ ( 一社）長野県建築士事務所協会／新建新聞社／
            　 （公社）日本建築家協会関東甲信越支部・群馬地域会・山梨地域会・新潟地域会

（公社）日本建築家協会関東甲信越支部長野地域会／ JIA 長野県クラブ
〒380-0872　長野県長野市妻科 426-1　TEL.026-232-3897　FAX.026-232-5303
 http://jia-nagano.com/　E-Mail： info@jia-nagano.comJ Ｉ A

Takashi Kato


