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<２５年度の活動＞	 

	 

■ 学内キャンパスサイン計画	 

学内のサイン計画を再検討し、室内のサインデザインを担当しました	 

 ■有機 EL 照明プロダクト	 
	 共に居る光のかたち。有機 EL 特有の光が、古くから着物や住まいに親しまれてきた文様「麻の葉」

を優しく映します。日本の伝統技術によって継承されてきたデザインと、有機 EL というテクノロジ

ーをゆるやかに繋ぐ「結衣	 yui」。光と共にある生活を提案します。	 

 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 管理棟エントランス改修	 各棟入口エントランスサインデザイン	 

Proto	 Lighting 展＠ビックサイト出展	 



■経歴	 

平成１１年	 ４月	 Canon	 400 プログラム奨学生	 オランダ	 設計事務所	 MVRDV	 

平成１１年１２月	 オランダ	 設計事務所 MVRDV	 設計者（平成１２年７月まで）	 	 	 

平成１４年	 ４月	 東京電機大学工学部建築学科非常勤副手（平成１８年３月まで）	 

平成１５年	 ５月	 オランダ・ユトレヒト大学客員研究員（平成１５年１１月まで）	 

平成１７年	 ４月	 群馬県立保育大学校非常勤講師（「家庭管理」担当）（平成２２年３月まで）	 

平成１７年	 ４月	 永峰綜合計画事務所設計者（平成２５年３月まで）	 	 	 

平成２２年	 ４月	 実践女子大学非常勤講師（「ハウジング論」担当）（平成２４年９月まで）	 

平成２３年	 ９月	 日本女子大学非常勤講師（「基礎製図 II」担当）（平成２５年３月まで）	 	 

平成２５年	 ４月	 小山工業高等専門学校建築学科助教（現在に至る）	 	 

	 

■実務設計	 

1）	 代々木上原の三軒長屋	 平成２１年１０月	 "建築ジャーナル 2009 年 10 月号	 

2）	 上尾の住宅	 平成２１年７月	 マガジンハウス・Casa	 Brutus2009 年 7 月号	 

3)	 	 Effenaar 文化センター	 平成１９年１月	 a+u436	 2007 年 1 月号 p8	 MVRDV：	 

4)	 	 猫の広場のある家	 平成１４年１２月	 新建築社・住宅特集 2002 年 12 月号	 

	 

■ 著書	 
１）環境行動のデータファイル̶空間デザインのための道具箱	 共	 	 著	 平成１５年	 彰国社	 

２）時間の中の住まい-高橋公子と五つの住まいの現在	 共	 	 著	 	 平成１５年	 	 彰国社	 

３）空間要素̶世界の建築・都市デザイン	 共	 	 著	 	 平成１５年	 井上書院	 

	 	 	 

■ 論文（研究業績）	 
（学術論文）	 	 	 	 	 

	 都市単身居住者の居場所に関する研究（修士論文）平成１１年	 ３月	 日本女子大学大学院	 	 

	 

（その他）	 	 

1） 永峰麻衣子・大島隆一：国立小山工業高等専門学校キャンパスサイン計画	 ユーザーニーズを取り入れたデザイン

の意味、平成２６年９月	 日本建築学会大会梗概集	 

2） 瀧田悠・永峰麻衣子：岩舟町立小野寺北小学校旧校舎の地域における役割と現状調査‐120 年間建ち続けている校舎

の存在価値‐	 

3） 永峰麻衣子・山本圭介・小野洋輔・塩野友嗣:東京湾エリア再開発における一年目居住実体アンケート調査より	 

平成１７年	 ９月	 日本建築学会大会梗概集	 

4） 	 小野洋輔・山本圭介・永峰麻衣子・塩野友嗣:インタビュー5事例から見る住みこなしについて	 :	 2004 年東雲 CODAN
調査を通して	 その 2	 平成１７年	 ９月	 "日本建築学会大会梗概集	 

 



5） 	 中山誠健・積田洋・山本圭介・永峰麻衣子:スロープの形態に関する類型化分析	 平成１７年９月	 日本建築学
会大会梗概集	 

6） 	 小林徹也・山本圭介・永峰麻衣子:吉村順三の住宅作品における研究	 平成１７年９月日本建築学会大会梗概集	 

7） 	 永峰麻衣子・西出和彦:75 年間生き続けるヘットニューホイスを支える住宅システム	 	 

平成１６年	 ９月	 日本建築学会大会梗概集	 

8） 	 永峰麻衣子・西出和彦:住居を中心とした行動環境と勤労タイプにおける生活形成様態について	 :	 都市単身居住
者の環境行動に関する研究その 3	 平成１５年	 ９月	 "日本建築学会大会梗概集	 

9） 	 林久順・金子雅人・永峰麻衣子・山本圭介:学生のキャンパス内における居場所獲得様態に関する考察	 :	 都市型
キャンパス東京電機大学神田校舎学生行動	 調査その 1	 平成１５年	 ９月	 日本建築学会大会梗概集	 

８）	 金子雅人・林久順・永峰麻衣子・山本圭介:学生のキャンパス外における行動範囲に関する研究	 :	 	 

都市型キャンパス東京電機大学神田校舎学生行動調査その 2	 	 平成１５年９月	 "日本建築学会大会梗概集	 

10） 永峰麻衣子・西出和彦・高橋鷹志:The	 Relation	 between	 Living	 environment	 and	 working	 place	 in	 the	 case	 of	 	 
Single	 Dweller	 平成１５年 EBRA,Proceedings	 of	 the5th	 International	 Symposium	 For	 Environment-Behavior	 

Studies,	 p801	 

11） 福島茂明・永峰麻衣子・橋本雅好・西出和彦:住居内における生活行動と家具に関する研究	 :	 都市単身者のケース
スタディ調査を通して	 平成１４年９月	 日本建築学会大会梗概集	 

12） 松田宜子・西出和彦・橋本雅好・永峰麻衣子:中高生の生活行動と物理的・心理的「ワク」との関わり	 	 	 

平成１４年	 ９月	 日本建築学会大会梗概集	 

13） 永峰麻衣子・西出和彦・高橋鷹志:東京における生活領域に関する考察	 :	 都市単身居住者の環境行動に関する研究	 
その 2	 平成１３年	 ９月	 日本建築学会大会梗概集	 

14） 永峰麻衣子・小谷部育子・高橋鷹志・橋本都子・岩佐明彦:「現代東京人」の居場所について	 :	 都市単身居住者の
環境行動に関する研究	 平成１１年	 ９月	 日本建築学会大会梗概集	 

	 	 	 


