
バウビオロギー　会報誌　1～32号：総目次

記事内容 タイトル 著 者 号数 ページキーワード

W＋G最新記事 有機的建築　その１ ピーター・ファン・デァ・レー 1 4 建築・工芸・保存

W＋G最新記事 無毒性の木材防腐剤への差別　 ヴィンフリート・シュナイダー 1 21 電磁波・有害物質・カビ

W＋G最新記事 換気設備に関するアンケート　 ヴィンフリート・シュナイダー 2 20 エネルギー・住宅設備

W＋G最新記事 バウビオロギー　25の指針　最新版へ A・シュナイダー＋石川　恒夫 3 22 エコロジー・ヴィジョン

W＋G最新記事 有機的建築　その２　過去・現在・未来 ピーター・ファン・デァ・レー 3 10 建築・工芸・保存

W＋G最新記事 未来あるカッヘルオーフェン　カッヘルオーフェンマイスターに聞く R・シュバルツ/A・シュナイダ 4 18 エネルギー・住宅設備

W＋G最新記事 壁面暖房とレーム　－アレルゲンや刺激のない室内環境を－ D・バロン・フォン・デア・ロップ 4 20 エネルギー・住宅設備

W＋G最新記事 子ども部屋にとってベストな空間とは　 モニカ・ヴユウヒャ　 6 8 建築・工芸・保存

W＋G最新記事 2006年5月バウビオロギー会議〈ドイツ〉は成功裡に モニカ・ヴユウヒャ　 6 10 そのほか

W＋G最新記事 バウビオロギーの40年　決まり文句、革新、トレンド　 ヴィンフリート・シュナイダー 7 20 エコロジー・ヴィジョン

W＋G最新記事 バウビオロギーに基づくエネルギー・アドバイザーIBN ヴィンフリート・シュナイダー 9 20 エネルギー・住宅設備

W＋G最新記事 エネルギー・アドバイス・リポート スザンナ・ルンケル 9 21 エネルギー・住宅設備

W＋G最新記事 形態と健康Ⅰ　建築の肉体と魂と精神への影響　 ピーター・ファン・デァ・レー 10 7 建築・工芸・保存

W＋G最新記事 形態と健康Ⅱ　建築の肉体と魂と精神への影響　 ピーター・ファン・デァ・レー 10 10 建築・工芸・保存

W＋G最新記事 白熱電球は締め出され、省エネランプは受け入れられるのか？　　 ヴォルフガング・メース 11 24 エネルギー・住宅設備

W＋G最新記事 多様の調和　住まいに気を流し込む フォルクマール・ヴルフ 12 8 エコロジー・ヴィジョン

W＋G最新記事 エコハウス・シュタインバッハ トーマス・シリング 13 24 建築・工芸・保存

W＋G最新記事 ストローベイル建築 ゲルノート・ミンケ 13 21 建築材料・建材物性

W＋G最新記事 寝室領域におけるバウビオロギーの指針値SBM2008 （その１） ヴォルフガング・メース 14 24 電磁波・有害物質・カビ

W＋G最新記事 寝室領域のおけるバウビオロギーの指針値SBM2008 （その２） ヴォルフガング・メース 15 21 電磁波・有害物質・カビ

W＋G最新記事 バウビオロギーの家屋調査　バウビオロギー・測定技師IBNの日常から ローター・バックハウス 15 24 電磁波・有害物質・カビ

W＋G最新記事 バウビオロギーにおける全体性 ヴィンフリート・シュナイダー 16 6 エコロジー・ヴィジョン

W＋G最新記事 ボーデン湖をめぐるIBN研修旅行 ヴィンフリート・シュナイダー 16 19 エコロジー・ヴィジョン

W＋G最新記事 総合としての建築　７つのコンセプト スザンネ・オーバーマイヤー 17 16 エコロジー・ヴィジョン

W＋G最新記事 バウビオロギー建築は高いのか？　なぜ健康な住まいは安いのか ヴィンフリート・シュナイダー 17 18 エコロジー・ヴィジョン

W＋G最新記事 バウビオロギー・エコロジー研究所IBEF　フランスのおけるバウビオロギーの発展マルティン・ケンプ 17 20 そのほか

W＋G最新記事 有機的建築－私たちの未来の造形の課題 P・E・ツィルケル&A・ツィルケ 21 21 建築・工芸・保存

W＋G最新記事 スペイン・ライダでのバウビオロギー会議　ヨーロッパのネットワーク形成に向けてﾏﾘｱ・ﾌｨｸﾞﾛｽ・ｺﾞﾝｻﾞﾚｽ&P・E･ 21 25 そのほか

W＋G最新記事 全体の半分　バウビオロギーの空間造形－探し続けること トーマス・フォン・ダル・アラミ 22 12 エコロジー・ヴィジョン

W＋G最新記事 バウビオロギーと環境医学　第1部：あの頃は… 第２部：携帯を近づけない… ヴォルフガング・メース 24 7 電磁波・有害物質・カビ
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W＋G最新記事 太陽が「青の時」をつくるとき ヨアヒム・ゲルテンバッハ 26 25 エネルギー・住宅設備

W＋G最新記事 文化財での休暇-新たな感覚体験のチャンス　ボーデン湖畔ビオ・ホテル　アムツアルプレヒト・ウエーバー 26 39 建築・工芸・保存

W＋G最新記事 「土を使って建てる」ミュンヘンの建築センターのイベント ヘルベルト・ダンナー 26 36 建築材料・建材物性

W＋G最新記事 携帯電話によるガンの発生の可能性について ヴォウフガング・メース 26 30 電磁波・有害物質・カビ

W＋G最新記事 ベルリン：IBA２０２０　国際建築展覧会（IBA）で都市ベルリンが望むこと クラウス・ツァーン 26 33 都市・郊外・農村の生活

W＋G最新記事 パッシブハウス、しかしバウビオロギー的であれ シュテファン・ベッカー 28 27 エコロジー・ヴィジョン

W＋G最新記事 バウビオロギーにおける倫理　バウビオロギーは理念を追求するか、販売戦略たザビーネ・メッター 29 19 エコロジー・ヴィジョン

W＋G最新記事 世界初！構造体としてのストローベイル・ドーム　 ゲルノート・ミンケ 29 16 建築材料・建材物性

W＋G最新記事 バウビオローゲとは？ベルント・キンツェ氏に聞く ベルント・キンツェ 29 21 そのほか

W＋G最新記事 金属を使わない配筋　地磁場の自然な状態を保つために ディートリッヒ・モルダン 29 14 電磁波・有害物質・カビ

W＋G最新記事 フーゴー・キューゲルハウス　総合芸術家　 アムヒム・ピルツ 30 20 エコロジー・ヴィジョン

W＋G最新記事 自然光の建築　自然光は私たち人間にとってなんと大切なことか タニヤ・ケッペル 30 22 エネルギー・住宅設備

W＋G最新記事 アントニオ・ガウディー－最初のバウビオローゲ？　建材、色彩、構造の考察 アムヒム・ピルツ 30 17 建築・工芸・保存

W＋G最新記事 私の日本探訪記 ヴィンフリート・シュナイダー 31 4 エコロジー・ヴィジョン

W＋G最新記事 青色光－アラームとしての　　人工照明の比較 ヨアヒム・ゲルテンバッハ 31 26 エネルギー・住宅設備

温故知新 その1　『健康住宅設計図案集』 石川　恒夫 1 31 そのほか

温故知新 その2　『すまひといふく』 原　衣代果 2 31 そのほか

温故知新 その3　『草屋根』 長田　和也 3 31 そのほか

温故知新 その4　『今日の住宅』 長田　和也 4 31 そのほか

温故知新 その5　ゼンパーの被覆芸術論　有機体としての建築 石川　恒夫 5 31 そのほか

温故知新 その6　ナイチンゲール 堀川　倫正 6 31 そのほか

会員通信 会員通信 西條　正幸 11 29 そのほか

会員通信 「エコキャビン創出プロジェクト」 遠野　未来 13 29 都市・郊外・農村の生活

会員通信 こんなのできました「ソーラーはつでんキットたんぽぽ」 江藤　眞理子 15 29 エネルギー・住宅設備

会員通信 一般社団法人「全国電磁波測定士協会」の設立について 石川　恒夫 16 29 電磁波・有害物質・カビ

会員通信 会員通信 石永　節生 17 29 都市・郊外・農村の生活

会員通信 「会員自己紹介パネル」（BAU会議に寄せられたパネル） 事務局 31 10 そのほか

海外レポート ソウルの動向 濱田　ゆかり 2 18 そのほか

海外レポート ドイツとその周辺の国々のエコロジー建築の動き　エコ・バウツアーの中で見たも濱田　ゆかり 12 14 エコロジー・ヴィジョン

海外レポート オーストリア･ドイツのエコ建築を訪ねて 吉垣内　英子 15 18 エコロジー・ヴィジョン

快適住まいの感性学 「文芸作品の読む建築の話」　新連載に向けて 樫野　紀元 16 24 そのほか

快適住まいの感性学 その2　限られたスペースを広く見せる工夫について－『徒然草』 樫野　紀元 17 4 そのほか
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快適住まいの感性学 その3　身体の生理機能をスポイルしないために『枕草子』 樫野　紀元 18 10 そのほか

快適住まいの感性学 その4　すまいの心棒としての材料－『老人と海』 樫野　紀元 19 4 そのほか

快適住まいの感性学 その5　見る－『眺めのいい部屋』 樫野　紀元 20 24 そのほか

快適住まいの感性学 その6　余暇時間をつくる－『サザエさん』 樫野　紀元 21 4 そのほか

快適住まいの感性学 その7　地球環境の保全を図る－『サザエさん』 樫野　紀元 22 4 そのほか

活動報告 日本バウビオロギー研究会　2006年度総会報告 事務局 6 16 そのほか

活動報告 日本バウビオロギー研究会　2006年度収支・活動報告/2007年度予算・活動計画事務局 9 26 そのほか

活動報告 日本バウビオロギー研究会　2007年度総会報告 事務局 10 26 そのほか

活動報告 日本バウビオロギー研究会　2007年度収支決算報告 事務局 13 29 そのほか

活動報告 日本バウビオロギー研究会　2008年度予算・活動予定 事務局 17 26 そのほか

活動報告 日本バウビオロギー研究会  2009年度収支・活動報告/2010年度予算・活動計画事務局 21 28 そのほか

活動報告 分科交流会　活動報告 遠野　未来 23 27 建築材料・建材物性

活動報告 日本バウビオロギー研究会　2010年度収支・活動報告 事務局 25 22 そのほか

活動報告 日本バウビオロギー研究会　2011年度活動報告 事務局 29 28 そのほか

現場見聞録　 第1回　「竹炭・竹酢液づくり」 中里　美保 2 24 建築材料・建材物性

現場見聞録　 第2回　「ペレット工場」 中里　美保 3 24 建築材料・建材物性

現場見聞録　 第3回　「新月伐採」 林　時江 4 24 建築材料・建材物性

現場見聞録　 第4回　「新月伐採木　その後」 林　時江 6 22 建築材料・建材物性

現場見聞録　 第5回　「室内環境ラボ　Indoor Environment Laboratory」 高橋　妙子 10 24 エネルギー・住宅設備

現場見聞録　 第6回　「北上川葦狩り体験」－現代の葦の可能性－ 遠野　未来 12 10 建築材料・建材物性

コラム 山菜を食べる 中里　美保 1 24 都市・郊外・農村の生活

コラム 養蚕農家 中里　美保 2 16 建築・工芸・保存

コラム 宝水 中里　美保 3 20 そのほか

コラム 冬の思い出　 木村　敬義 4 22 そのほか

コラム 本の部屋 東田　優 5 24 そのほか

コラム 景色の思い出 吉田　彩美 6 24 そのほか

コラム 匂いの記憶　 長島　綾子 7 24 そのほか

コラム おいしい水　 村上　幸恵 8 26 都市・郊外・農村の生活

コラム カンボジアにて 平田　順子 9 24 そのほか

コラム ジョルナイ工房のタイル 松岡　優子 10 3 そのほか

コラム 姥捨（おばすて）の棚田 石川　恒夫 11 3 都市・郊外・農村の生活

コラム サクラダ・ファミリアの植物 原　衣代果 12 3 そのほか
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コラム 土壁断熱パネル 村松　和彦 13 3 建築材料・建材物性

コラム リフォーム&リニューアル展-日本バウビオロギー研究会展示ブースにて- 原　幸太郎 14 3 そのほか

コラム 「～農場から～地に足をつけ、食を考える」 原　幸太郎 15 3 都市・郊外・農村の生活

コラム リジェネレーション・建築生産展-日本バウビオロギー研究会展示ブースにて- 松山　初美 17 3 そのほか

コラム ザ・プリンス箱根（旧：箱根プリンスホテル）にて 石川　恒夫 18 3 建築・工芸・保存

コラム 『論語の新しい解説本』-『ピーワンちゃんの寺子屋　こども論語教室』の出版に寄樫野　紀元 19 7 そのほか

コラム 「私たちの課題」 落合　伸光 24 3 そのほか

先人のことばを味わう その1　朱子 樫野　紀元 11 31 そのほか

先人のことばを味わう その2　吉田兼好　 樫野　紀元 12 31 そのほか

先人のことばを味わう その3　孟子 樫野　紀元 13 31 そのほか

先人のことばを味わう その4　ウィリアム・モリス 樫野　紀元 14 31 そのほか

先人のことばを味わう その5　エミール・オーギュスト・シャルティエ・アラン 樫野　紀元 15 31 そのほか

通信教育 通信教育バウビオロギーIBNについて 石川　恒夫 9 18 そのほか

通信教育 ドイツにおけるバウビオロギー教育制度　通信教育バウビオロギーIBNについて 石川　恒夫 9 18 そのほか

通信教育 「通信教育バウビオロギーIBN」日本版へ向けて〈第１報〉 石川　恒夫 19 3 そのほか

通信教育 「通信教育バウビオロギーIBN」日本版へ向けて（第２報） 石川　恒夫 20 3 そのほか

通信教育 通信教育バウビオロギーIBN（試行版）　第17巻「居住心理学」 I・シュナイダー＝ハーン 20 4 そのほか

通信教育 「通信教育バウビオロギーIBN」日本版へ向けて（第３報） 石川　恒夫 21 3 そのほか

通信教育 「通信教育バウビオロギーIBN」日本版へ向けて（第４報） 石川　恒夫 22 3 そのほか

通信教育 通信教育バウビオロギーIBN（試行版）　第16巻「空間－フォルム－釣合」抜粋 石川　恒夫 22 8 そのほか

通信教育 「通信教育バウビオロギーIBN」日本版へ向けて（第５報） 石川　恒夫 23 3 そのほか

通信教育 バウビオローゲIBNとして 石川　恒夫 25 3 そのほか

通信教育 住まいを住まう人の手に取り戻す　自ら考え、発見した先にライフスタイル提案 石川　恒夫 25 17 そのほか

通信教育 通信教育講座バウビオロギーのご案内　 事務局 25 18 そのほか

通信教育 「バウビオロギー建築普及のために」－通信講座開講に向けて－ 落合　伸光 26 3 そのほか

通信教育 通信教育講座バウビオロギーの開設＋バウビオローゲの課題 石川　恒夫 26 47 そのほか

定例セミナー･レポート 「バウビオロギー入門」〈第1回〉 石川　恒夫 2 10 エコロジー・ヴィジョン

定例セミナー･レポート 「美しい日本を創成するために」〈第1回〉 樫野　紀元 2 12 エコロジー・ヴィジョン

定例セミナー･レポート 「住まいの環境と立地」〈第2回〉 豊原　寛明 3 12 エコロジー・ヴィジョン

定例セミナー･レポート 「住共同体によるバウエコロジーをさぐる」〈第２回〉 中林　由行 3 16 都市・郊外・農村の生活

定例セミナー･レポート 「居住環境」　―その常識･非常識－〈第３回〉 坊垣　和明 4 10 電磁波・有害物質・カビ

定例セミナー･レポート 「住空間環境の評価と改善」－地中電位や空気イオンの測定と理論－（第３回） 秋月　克文 4 14 電磁波・有害物質・カビ
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定例セミナー･レポート 「古民家再生から学びつつあること」〈第４回〉 上林　誉一 5 16 建築・工芸・保存

定例セミナー･レポート 「何も失わない家づくり」〈第４回〉 マテー　ペーター　 5 10 建築材料・建材物性

定例セミナー･レポート 「マイナスイオンと健康な住まいについて」〈第５回〉 菅原　明子　 6 18 電磁波・有害物質・カビ

定例セミナー･レポート 「建築における結露とライフスタイル」〈第6回〉 岡田　好勝 7 16 電磁波・有害物質・カビ

定例セミナー･レポート 「シックハウス症候群と、その原因と対策について」（第6回） 濱田　ゆかり 7 12 電磁波・有害物質・カビ

定例セミナー･レポート 「地域に根ざした住まいづくり・まちづくり」（第7回） 三井所　清典 8 10 都市・郊外・農村の生活

定例セミナー･レポート 「旧山古志村の住宅復興の取組み」〈第7回〉　 武田　光史　 8 14 都市・郊外・農村の生活

定例セミナー･レポート 「国産材を使った安心・安全な住まいづくり」〈第8回〉 林　慧次郎　 9 10 建築・工芸・保存

定例セミナー･レポート 「住まいづくりの実践　『吉岡の家』で考えたこと・試みたこと」〈第8回〉 石川　恒夫 9 14 建築・工芸・保存

定例セミナー･レポート 「住まいへの関心・住まいへの問題－最近の事例から－」〈第9回〉 稲田　智子 10 16 そのほか

定例セミナー･レポート 「住まいへの関心・住まいへの問題－最近の事例から－」〈第9回〉 工藤　忠良 10 20 そのほか

定例セミナー･レポート 「太陽熱および自然エネルギー利用に関する現状と動向」〈第10回〉 蒲谷　昌生 11 10 エネルギー・住宅設備

定例セミナー･レポート 「失敗から学ぶ太陽熱利用」〈第10回〉 大石　茂一 11 14 エネルギー・住宅設備

定例セミナー･レポート 「森林浴を楽しみつつ新月伐採の体験を」〈第11回〉 勝山　寛 12 17 建築材料・建材物性

定例セミナー･レポート 「住まいづくりの実践－『飯倉の家』で考えたこと・試みたこと」〈第12回〉 江藤　眞理子 13 8 電磁波・有害物質・カビ

定例セミナー･レポート 「住まいにおける電磁波について」〈第12回〉 土田　直樹 13 12 電磁波・有害物質・カビ

定例セミナー･レポート 「古民家再生について　花上邸を例に」〈第13回〉 鈴木　英二 14 16 建築・工芸・保存

定例セミナー･レポート 「安心できる住まいづくりに必要なこと」〈第14回〉 梅本　和正 15 8 電磁波・有害物質・カビ

定例セミナー･レポート 「住環境と音の不思議」〈第14回〉 関口　正男 15 12 電磁波・有害物質・カビ

定例セミナー･レポート 「食の課題と食育」〈第15回〉 重田　公子 16 8 都市・郊外・農村の生活

定例セミナー･レポート 「自給自足の計画－食材の生産とエコロジー」〈第15回〉 斉藤　正貴 16 14 都市・郊外・農村の生活

定例セミナー･レポート 「杉パネルを使った家」～近くの山の杉を使って考えたこと～〈第16回〉 落合　伸光 17 8 建築・工芸・保存

定例セミナー･レポート 「木材を使うための知恵」～木材の流通　正しい選び方～〈第16回〉 益子　圭一 17 12 建築材料・建材物性

定例セミナー･レポート 「ゼロ・エネルギー住宅の実践」～T邸を例に〈第17回〉 マテーペーター 18 14 エネルギー・住宅設備

定例セミナー･レポート 「空熱式ソーラーシステム住宅－パッシブ・ソーラー建築の先駆け」〈第17回〉 遠藤　精一、石川　恒夫 18 19 エネルギー・住宅設備

定例セミナー･レポート 「賢者の眠り－ひとりひとりの睡眠に答えを」〈第18回〉 マテー　ペーター 19 8 電磁波・有害物質・カビ

定例セミナー･レポート 「住環境における眠りの場を考える」〈第18回〉 川島　美勝 19 12 電磁波・有害物質・カビ

定例セミナー･レポート 「都市内農地を活かしたまちづくり」〈第19回〉 豊原　寛明 19 20 都市・郊外・農村の生活

定例セミナー･レポート 「農村コミュニティから都市コミュニティ形成へ繋ぐものとしての都市内農地」〈第1星　勉 19 24 都市・郊外・農村の生活

定例セミナー･レポート エコ建築の促進のために「JIA環境データシート」をとおして考える〈第20回〉 寺尾　信子 21 8 エネルギー・住宅設備

定例セミナー･レポート 「木質パネルを用いた『ビオ・キューブ』の可能性〈第21回〉 落合　伸光 22 18 建築・工芸・保存

定例セミナー･レポート 「電磁波対策の現在　オール・アースプラン」〈第21回〉 土田　直樹 22 14 電磁波・有害物質・カビ
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定例セミナー･レポート 「地産地消の住まいづくり－久留米でのNPO活動〈第21回〉 石永　節生 22 22 都市・郊外・農村の生活

定例セミナー･レポート 「住まいの材料計画　－快適住まいの感性学」（連載８・最終回）〈第22回〉 樫野　紀元 23 4 建築材料・建材物性

定例セミナー･レポート 「新断熱材と住宅あれこれ」〈第22回〉 工藤　政利 23 9 建築材料・建材物性

定例セミナー･レポート 「防カビ剤の概要と建材への応用」〈第23回〉 大場 伸 24 11 電磁波・有害物質・カビ

定例セミナー･レポート 「空気質の見方・考え方－健康な住まいづくりのために」〈第23回〉 山口　陽二 24 16 電磁波・有害物質・カビ

定例セミナー･レポート バウビオロギー建築の手法を学ぶ－ドイツのエコ建築事情〈第24回〉＋6周年記念ヴォルフー・D・ブランク 25 4 エコロジー・ヴィジョン

定例セミナー･レポート 特集　土を使って建てる　「土建築の課題と展望」　〈第25回〉 遠野　未来 26 8 建築材料・建材物性

定例セミナー･レポート 特集　土を使って建てる　「土建築の課題と展望－土壁へのとりくみ－」〈第25回〉畑中　久美子 26 11 建築材料・建材物性

定例セミナー･レポート 「木の乾燥と細胞の話」〈第27回〉 伊藤　隼夫 28 3 建築材料・建材物性

定例セミナー･レポート 「シックハウス症候群・化学物質過敏症の方の住宅改修について〈第27回〉 濱田　ゆかり 28 9 電磁波・有害物質・カビ

定例セミナー･レポート 「なぜ、今、住まいの健康か？健康維持増進住宅研究会の紹介」〈第28回〉 坊垣　和明 29 5 電磁波・有害物質・カビ

定例セミナー･レポート 「維持可能で健康な住まいのためのチェック・リスト〈第28回〉 ギゼラ・ラープ＋石川恒夫 29 11 電磁波・有害物質・カビ

定例セミナー･レポート 「そして建築が人間になる－ルドルフ・シュタイナーの建築と思想－」〈第29回〉 石川　恒夫 30 3 エコロジー・ヴィジョン

定例セミナー･レポート 「健康とは？病気とは？－健康生成論とアントロポゾフィー医学－」（第29回） 浦尾　弥須子 30 12 エコロジー・ヴィジョン

読者から 読者から 1 27 そのほか

読者から　 読者から 2 27 そのほか

読者から　 読者から 3 27 そのほか

読者から　 読者から 4 27 そのほか

読者から　 読者から 5 25 そのほか

読者から　 読者から 6 25 そのほか

読者から　 読者から 7 25 そのほか

読者から　 読者から 8 27 そのほか

読者から　 読者から 9 27 そのほか

読者から　 読者から 10 27 そのほか

読者から　 読者から 12 29 そのほか

読者から　 読者から 21 31 そのほか

特別寄稿 ドイツ・フライブルク　エコ事情 江藤　眞理子 5 22 エコロジー・ヴィジョン

特別寄稿 「日本で実践するバウビオロギー」出版によせて 石川　恒夫 6 17 エコロジー・ヴィジョン

特別寄稿 「サスティナブル建築＆バウビオロギー国際会議（interCab）」に参加して 石川　恒夫 7 4 エコロジー・ヴィジョン

特別寄稿 バウビオロギーからLEGEP(レゲップ)への道 ホルガー・ケーニッヒ 8 4 エコロジー・ヴィジョン

特別寄稿 土と藁の可能性　－やわらかないえ－ 遠野　未来 8 20 建築・工芸・保存

特別寄稿 「健康維持増進住宅研究委員会」が発足　 坊垣　和明 10 29 そのほか
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特別寄稿 ドイツ・アントロポゾフィー（シュタイナー）医学留学記 浦尾　弥須子 12 24 エコロジー・ヴィジョン

特別寄稿 家づくり・住まいの空気と温熱環境を提案するサーファーの奮闘記 村松　和彦 14 12 エネルギー・住宅設備

特別寄稿 ネパールの風景から 中曽根　康 16 3 そのほか

特別寄稿 健康維持増進住宅に関する研究について 坊垣　和明 22 26 そのほか

特別寄稿 シンポジウム「土建築の豊かな世界」の内容報告 竹内　美樹 23 22 建築材料・建材物性

特別寄稿 土の建築とドイツでの建築事務所で研修して考えたこと 畑中　久美子 23 24 建築材料・建材物性

特別寄稿 国際バウビオロギー会議（ドイツ・ヴュルツブルク）報告 石川　恒夫 23 14 そのほか

特別寄稿 富山ストローベイルハウスの提案と研究 吉本　宏明 25 14 建築材料・建材物性

特別寄稿 バウビオロギーホテル「アムツホーフ」に泊まる 畑中　久美子 26 42 建築・工芸・保存

特別寄稿 土建築の魅力　資料-2　ヨーロッパ・アジア土建築ネットワーク 遠野　未来 26 19 建築材料・建材物性

特別寄稿 土建築の魅力　欧州の旅から　 遠野　未来 26 15 建築材料・建材物性

特別寄稿 土建築の魅力　資料-1　カッセル大学ワークショップ土の研究 遠野　未来 26 18 建築材料・建材物性

特別寄稿 2011年　夏　活動報告 カイル・ホルツヒューター 26 20 建築材料・建材物性

特別寄稿 TerrASIA　２０１１　in  韓国　（国際土建築会議報告） 遠野　未来 26 23 建築材料・建材物性

特別寄稿 版築ロケットストーブ　ワークショップ 遠野　未来 26 46 建築材料・建材物性

特別寄稿 電磁波について 土田　直樹 26 28 電磁波・有害物質・カビ

特別寄稿 「住まいと健康について　～我が家の家造りとその後～」 盛林　陽子 28 12 電磁波・有害物質・カビ

特別寄稿 B.A.U.会議を終えて 石川　恒夫 31 3 そのほか

特別記事 住まいにおけるエレクトリック・スモッグ　出典：profil 2005.8.12 11 22 電磁波・有害物質・カビ

特別記事 エコロジー建築のために　出典：Garten+landschaft,Jan.2008 ホルガー・ケーニッヒ 12 20 エコロジー・ヴィジョン

特別記事 ドイツの新刊書から・書評　ハインツ・グリル著『精神性と建築芸術のジンテーゼ』トーマス・フォン・ダル・アラミ 15 26 そのほか

特別記事 ショート・インフォ　三題 石川　恒夫 16 26 そのほか

特別記事 健康な暖房（その1） アントン・シュナイダー 18 22 エネルギー・住宅設備

特別記事 ドイツにおける福島原発の放射能について：W・メースの報告 ヴォルグガンク・メース　 25 28 電磁波・有害物質・カビ

特別号 高橋元メモリアルセミナー「バウビオロギーの原点から」 ひと・環境計画＋日本バウビ 0 1 エコロジー・ヴィジョン

特別号 バウビオロギー２５の指針〈第30回記念定例セミナー〉 W・シュナイダー＋石川恒夫 32 1 エコロジー・ヴィジョン

特別号 土建築インフォ　消費者のためのインフォメーション 土組合連合会(DVL) 1 建築材料・建材物性

バウビオロギー・リフォーム「りぼんproject－ふるさと幼稚園改修工事」 遠野　未来 11 20 建築・工芸・保存

バウビオロギー・リフォーム介護は心地よい空間で　ご家族で健康に過ごすために 巻　京子 14 4 建築・工芸・保存

バウビオロギー・リフォーム自然素材を使って　中古物件のﾘﾆｭｰｱﾙ 落合　伸光 14 6 建築・工芸・保存

バウビオロギー・リフォーム moo　やわらかないえ　自然素材に包まれる場 遠野　未来 14 8 建築・工芸・保存

バウビオロギー・リフォームエントレ炭によるマイナスイオン空間の創出 秋月　克文 14 10 電磁波・有害物質・カビ
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バウビオロギー・リフォームみはまのいえ－やわらかないえ 遠野　未来 18 4 建築・工芸・保存

バウビオロギー・リフォーム桃が丘保育園改修工事 石川　恒夫 18 6 建築・工芸・保存

バウビオロギー・リフォーム最近の仕事から 大竹　清彦 18 8 建築・工芸・保存

バウビオロギー・リフォーム「エコ・キャビン」 遠野　未来 21 12 建築・工芸・保存

バウビオロギー・リフォームmomo（店舗改装） 石川　恒夫 23 20 建築・工芸・保存

バウビオロギー・リフォーム「O邸改修　－外部臭気カットのための対策事情」 林　慧次郎　 25 26 建築・工芸・保存

バウビオロギーＱ＆Ａ イソアリファーテ 濱田　ゆかり 1 25 電磁波・有害物質・カビ

バウビオロギーＱ＆Ａ 合成スレートのアスベスト 石川　恒夫 2 22 建築材料・建材物性

バウビオロギーＱ＆Ａ 「死んだ」建材と「呼吸する」壁 石川　恒夫 3 21 建築材料・建材物性

バウビオロギーＱ＆Ａ コルクタイルについて 某メーカー担当者 4 23 建築材料・建材物性

バウビオロギーＱ＆Ａ 自然塗料とホルムアルデヒド 濱田ゆかり＋加藤俊和 18 29 建築材料・建材物性

バウビオロギーＱ＆Ａ 木質サッシ、それとも樹脂サッシ？ (W+G) 2010年6月/135号p.79 22 28 建築材料・建材物性

バウビオロギー建築 「藤沢の家（K邸）」 マテー　ペーター　 1 32 建築・工芸・保存

バウビオロギー建築 「草屋根の家」 石永　節生 2 4 建築・工芸・保存

バウビオロギー建築 「はくれん舎」　 村山　雄一 3 4 建築・工芸・保存

バウビオロギー建築 「やまもみじの家」 新堀　和巳 4 4 建築・工芸・保存

バウビオロギー建築 「海老名の家」 マテー　ペーター　 5 14 建築・工芸・保存

バウビオロギー建築 「皆川邸」 上林　誉一 5 20 建築・工芸・保存

バウビオロギー建築 「SMILE HOUSE」 巻　京子 6 4 建築・工芸・保存

バウビオロギー建築 「SAKURAGI HOUSE」 森本　伸輝 6 6 建築・工芸・保存

バウビオロギー建築 「吉岡の家」 石川　恒夫 7 6 建築・工芸・保存

バウビオロギー建築 「中山間地型復興モデル住宅」 三井所　清典 8 18 都市・郊外・農村の生活

バウビオロギー建築 趣味の部屋をもつ「終の住処」 林　慧次郎　 9 18 建築・工芸・保存

バウビオロギー建築 建材としての竹－ドイツ・プレミア　竹、わら、ヘンプからなるビオ・ハウス(W+G) S・コルナ－/T・シュベルレ 10 4 建築材料・建材物性

バウビオロギー建築 「飯倉の家」 江藤　眞理子 11 18 建築・工芸・保存

バウビオロギー建築 「無合板の家」 濱田　ゆかり 13 16 建築・工芸・保存

バウビオロギー建築 「三愛学園」 森本　伸輝 13 18 建築・工芸・保存

バウビオロギー建築 「杉パネルを使った家」 落合　伸光 15 16 建築・工芸・保存

バウビオロギー建築 「傾斜地に建つ住まい　建築とゲオマンティ」（W＋G最新記事） ティル・ヘルシャー 16 22 建築・工芸・保存

バウビオロギー建築 「壁面緑化の家」 白江　龍三 17 22 建築・工芸・保存

バウビオロギー建築 「エレガントな洞窟住居」（W＋G最新記事） ペーター・ヴェチゥ 17 24 建築・工芸・保存

バウビオロギー建築 「真名の保養所」 森本　伸輝 20 28 建築・工芸・保存
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バウビオロギー建築 「矢向つぼみ保育園」 遠野　未来 21 15 建築・工芸・保存

バウビオロギー建築 「八幡幼稚園」 石川　恒夫 21 18 建築・工芸・保存

バウビオロギー建築 「小手指の家」 石川　恒夫＋落合　伸光 22 20 建築・工芸・保存

バウビオロギー建築 地球標準/矢部川流域地場産住宅 石永　節生 22 24 都市・郊外・農村の生活

バウビオロギー建築 左官遊具　そらまめ 遠野　未来 23 18 建築・工芸・保存

バウビオロギー建築 ドイツ・ヘッセン州におけるストローベイル住宅（W＋G最新記事） S・コルナ－/T・シュベルレ 24 20 建築材料・建材物性

バウビオロギー建築 EN PROJECT 遠野　未来 26 44 都市・郊外・農村の生活

バウビオロギー建築 かまどのある集会所 畑中　久美子 26 45 都市・郊外・農村の生活

バウビオロギー建築 「キンツェ邸」（ドイツ・アシャッフェンブルク） ベルント・キンツェ 29 22 建築・工芸・保存

バウビオロギー建築 「版築シェルター」（前橋工科大学　建築設計ワークショップ・ドキュメント） 前橋工科大学 29 24 建築材料・建材物性

バウビオロギー建築 「寛容と包括のロータス（蓮華）」 ヴォルフー・D・ブランク 30 26 エコロジー・ヴィジョン

バウビオロギー建築 「藁葺き泥小屋」 畑中　久美子 30 24 建築・工芸・保存

バウビオロギー建築 「千が滝の別荘」 森本　伸輝 31 20 建築・工芸・保存

バウビオロギー建築 都市型住居　「シルベラード」（W＋G最新記事） アヒム・ピルツ 31 22 都市・郊外・農村の生活

はじめに シュテフェンの詩 アルベルト・シュテファン 1 3 そのほか

はじめに アルベルト・シュテフェン 石川　恒夫 2 3 そのほか

はじめに カリール・ジブラン『預言者』 石川　恒夫 3 3 そのほか

はじめに 金子みすず　「はちと神さま」 石川　恒夫 4 3 そのほか

はじめに まど・みちお　「いいけしき」 石川　恒夫 5 3 そのほか

はじめに 高田敏子　「たのしい部屋」 石原　律子 6 3 そのほか

はじめに A.C.Harwood “The Sun is in my heart…”　 A.C.ハウッド 7 3 そのほか

はじめに 北原白秋　「言問」 石川　恒夫 8 3 そのほか

はじめに 「シルダの町の人びと」　 高橋　妙子 9 3 そのほか

坊垣和明の民家探訪 その１ 坊垣　和明 2 6 都市・郊外・農村の生活

坊垣和明の民家探訪 その2　テーマ「風」　風を防ぐ工夫 坊垣　和明 3 6 都市・郊外・農村の生活

坊垣和明の民家探訪 その3　「風」その2　風を防ぎ利用する 坊垣　和明 4 6 都市・郊外・農村の生活

坊垣和明の民家探訪 その4　「雨」　雨を防ぎ耐久性を高める工夫　 坊垣　和明 5 6 都市・郊外・農村の生活

坊垣和明の民家探訪 その5　「雪」　雪から建物や暮らしを守る工夫 坊垣　和明 6 12 都市・郊外・農村の生活

坊垣和明の民家探訪 その6　「光」　光を調節し取り入れる工夫　 坊垣　和明 7 8 都市・郊外・農村の生活

坊垣和明の民家探訪 その7　「熱」　暑さや寒さを防ぐ工夫　その一　太陽熱を遮る 坊垣　和明 8 6 都市・郊外・農村の生活

坊垣和明の民家探訪 その8　「熱」　厚さや寒さを防ぐ工夫　その二　寒さを凌ぐ 坊垣　和明 9 4 都市・郊外・農村の生活

坊垣和明の民家探訪 その9　「民家の形」　気候風土や産業･文化に対応した形 坊垣　和明 10 12 都市・郊外・農村の生活
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坊垣和明の民家探訪 その10　「水を利用する」 坊垣　和明 11 6 都市・郊外・農村の生活

坊垣和明の民家探訪 その11　「火災を防ぐ」　うだつと大和棟 坊垣　和明 12 4 都市・郊外・農村の生活

坊垣和明の民家探訪 その12　「火災を防ぐ」　その2蔵造りと二つ屋 坊垣　和明 13 4 都市・郊外・農村の生活

坊垣和明の民家探訪 その13　「空気を調整する」 坊垣　和明 14 20 都市・郊外・農村の生活

坊垣和明の民家探訪 その14　「暮らしの知恵」 坊垣　和明 15 4 都市・郊外・農村の生活

設立セミナー・レポート バウビオロギーと環境医学　 フォルカー・ツァーン 1 8 エコロジー・ヴィジョン

設立セミナー・レポート 「ひと・環境計画」設立10周年そしてこれから 濱田　ゆかり 1 12 エコロジー・ヴィジョン

設立セミナー・レポート 日本の住まい　過去･現在･未来 坊垣　和明 1 14 エコロジー・ヴィジョン

設立セミナー・レポート ドイツ語圏のバウビオロギー　木造住宅のこれから マテー　ペーター　 1 16 エコロジー・ヴィジョン

設立セミナー・レポート 日本バウビオロギー研究会の設立　日本のバウビオロギー　これから 石川　恒夫 1 18 エコロジー・ヴィジョン

特別セミナー･レポート ゲルハルト・シュスター氏特別講演「中部ヨーロッパにおけるエコロジー建築」 勝山　寛 5 4 エコロジー・ヴィジョン

特別セミナー･レポート 特別セミナーin福岡　「2007年度日本建築学会大会（九州）関連行事」 豊原　寛明 11 4 そのほか

特別セミナー･レポート ヴォルフ＝ディーター・ブランク先生特別セミナーに参加して 工藤　沙織 24 24 そのほか

特別セミナー･レポート 「６周年記念　ブランク氏特別セミナーin軽井沢」をおえて 久保　典子 24 26 そのほか

特別セミナー･レポート ヴォルフ＝ディーター・ブランク軽井沢セミナー　 石川　恒夫 24 28 そのほか

特別セミナー･レポート 特集　土を使って建てる　バウビオロギーの住まい-土と出会う　2011/10/7 石川　恒夫 26 4 建築材料・建材物性

特別セミナー･レポート 「ライフサイクルの分析」－バウビオロギーの可能性」講演　2008/1/26in大阪よりホルガー・ケーニッヒ 28 13 エコロジー・ヴィジョン

日本の暦　 夏 中里　美保 5 30 そのほか

日本の暦　 秋 中里　美保 6 30 そのほか

日本の暦　 冬 中里　美保 7 31 そのほか

日本の暦　 春 中里　美保 8 31 そのほか

表紙の絵 イエルナ 石川　恒夫 1 30 そのほか

表紙の絵 ヴェレダ･ドイツ本社 石川　恒夫 2 30 そのほか

表紙の絵 軽井沢の秋 石川　恒夫 3 30 そのほか

表紙の絵 浅間山を望む 石川　恒夫 4 30 そのほか

表紙の絵 アプローチ 石川　恒夫 5 30 そのほか

表紙の絵 アルトミュール川 坊垣　和明 6 30 そのほか

表紙の絵 虹の階段 石川　恒夫 7 31 そのほか

表紙の絵 ヤドリギ 石川　恒夫 8 31 そのほか

表紙の絵 チューリップ 石川　恒夫 9 31 そのほか

表紙の絵 ブルー・マウンテン国立公園 平田　順子 10 31 そのほか

表紙の絵 ミュンヘンの紅葉－フォルカ－・ツァーン博士（ミュンヘンの自邸の前で）－ 石川　恒夫 11 31 そのほか
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表紙の絵 石の十字架 原　衣代果 12 31 そのほか

表紙の絵 碓氷峠の桜 石川　恒夫 13 31 そのほか

表紙の絵 様々な土壁の色 坊垣　和明 14 31 そのほか

表紙の絵 秋 吉垣内　英子 15 31 そのほか

表紙の絵 木屑焚きボイラー新設（群馬県・小井土製材） 石川　恒夫 16 31 そのほか

表紙の絵 ミヤマシロチョウ 石川　恒夫 17 31 そのほか

表紙の絵 芦ノ湖にて 石川　恒夫 18 31 そのほか

表紙の絵 ヘルマンスドルフにて 石川　恒夫 19 31 そのほか

表紙の絵 ドイツの春 石川　恒夫 20 31 そのほか

表紙の絵 白川郷遠望 山田　佳奈 21 31 そのほか

表紙の絵 万里の長城 下地　五月 22 31 そのほか

表紙の絵 フォルカーの農場にて（ドイツ・パイティング）　 石川　恒夫 23 31 そのほか

表紙の絵 桜咲く 石川　恒夫 24 31 そのほか

表紙の絵 ルーベルト・シュナイダーの自邸 石川　恒夫 25 31 そのほか

表紙の絵 ヨーロッパ最高高さの版築 遠野　未来 26 2 そのほか

表紙の絵 とうとうたらり、たらりら… 原　衣代果 28 2 そのほか

表紙の絵 蓮（ハス）の花開く 石川　恒夫 29 31 そのほか

表紙の絵 箱根駒ヶ岳から 石川　恒夫 30 31 そのほか

表紙の絵 B.A.U.会議にて 石川　恒夫 31 2 そのほか

*註１　26号は合併号ですので、正しくは26＋27号です。検索のために便宜上26となっています。

*註2　W+G最新記事は、ドイツIBNの機関誌W+G（「住まいと健康」）の略です。

*註3　タイトルが長い場合、欄におさめるために、一部省略したところがあります。

*註4　検索キーワードは　7つです。重複する記事もありますが、主だったものを一つだけいれています。

　　　　・エコロジー・ヴィジョン：ライフサイクルや未来へのヴィジョンを含みます

　　　　・エネルギー・住宅設備：電磁波や有害物質の問題を含む記事もあります

　　　　・建築・工房・保存：新築、リフォームなど。家具も含まれます

　　　　・建築材料・建築物性：材料について。材料が強調された建築紹介を含む場合もあります

　　　　・電磁波・有害物質・カビ：バウビオロギーSBMに該当する諸問題。

　　　　・都市・郊外・農村の生活：都市計画、地域づくり、暮らしなど

　　　　・そのほか：

*註5　目次作成：石川恒夫、盛林陽子、原　衣代果　201401
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