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［表紙：デンマーク　オペラハウス］
　コペンハーゲンに2005年開設した国立歌劇場。設計はデンマークを代表する建築家のHenning Larsen（1925-2013）。王宮・アマリエン
ボー宮殿の対岸に運河を挟んで立地する。ファサードは、丸みを帯びた建物の上に水平で大きな屋根がかかり、見るものに様々な印象を与え
る。ライトアップ時には宇宙船のようにも見え、非日常空間への期待が高まる。 （写真：SIME/アフロ）
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