
2012年度推薦図書リスト
※価格は消費税5％時のもの

タイトル 編著者等 出版者 価格（税込）

1 都心・まちなか・郊外の共生 広原盛明ほか 晃洋書房 ¥3,990

2
現代集合住宅のリ・デザイン：事例で読む [ひと・時間・空
間]の計画

日本建築学会 彰国社 ¥2,730

3 多摩ニュータウン物語： オールドタウンと呼ばせない 上野淳ほか 鹿島出版会 ¥2,730
4 郊外の衰退と再生：シュリンキング・シティを展望する 吉田友彦 晃洋書房 ¥2,415
5 コミュニティデザイン：人がつながるしくみをつくる 山崎亮 学芸出版社 ¥1,890
6 団地に住もう！ 東京R不動産 日経BP社 ¥1,890
7 シェアハウス：わたしたちが他人と住む理由 阿部珠恵ほか 辰巳出版 ¥1,050
8 第四の消費：つながりを生み出す社会へ 三浦展 朝日新聞出版 ¥903

9
東京は郊外から消えていく! 首都圏高齢化・未婚化・空き
家地図

三浦展 光文社新書 ¥840

10 発展する地域　衰退する地域 ジェイン・ジェイコブス ちくま学芸文庫 ¥1,575
11 エイジング・イン・プレイスと高齢者住宅 松岡洋子 新評論 ¥3,675

12 エイジング・イン・プレイス：超高齢社会の居住デザイン
大阪市立大学大学院生活
科学研究科ほか

学芸出版社 ¥2,940

13 シニアによる共同住宅とコミュニティづくり 上野勝代ほか ミネルヴァ書房 ¥4,200
14 空き家・空きビルの福祉転用： 地域資源のコンバージョン 日本建築学会 学芸出版社 ¥3,990
15 認知症ケア環境事典：症状・行動への環境対応Q＆A 日本建築学会 ワールドプランニング ¥3,360
16 建物のあいだのアクティビティ ヤン・ゲール 鹿島出版会 ¥2,520
17 地域社会圏主義 山本理顕ほか LIXIL出版 ¥2,310
18 環境ノイズを読み、風景をつくる。 宮本佳明 彰国社 ¥2,500
19 災害の住宅誌：人々の移動とすまい 牧紀男 鹿島出版会 ¥2,520
20 みんなの都市計画 脇田祥尚 理工図書 ¥3,150
21 都市空間と都市コミュニティ（都市社会学セレクション 森岡清志 日本評論社 ¥3,990
22 ソーシャルファイナンス革命 慎泰俊 技術評論社 ¥1,554
23 中村好文　普通の住宅、普通の別荘 中村好文 TOTO出版 ¥2,940
24 住まいの手帖 植田実 みすず書房 ¥2,730
25 宮脇檀の｢間取り｣図鑑 山崎健一 エクスナレッジ ¥1,995
26 建築構成学：建築デザインの方法 坂本一成ほか 実教出版 ¥2,520
27 建築のデザイン科学 日本建築学会 京都大学学術出版会 ¥2,940

28
地域を変えるデザイン：コミュニティが元気になる30のア
イデア

issue+design project 英治出版 ¥2,100

29 現代日本建築家列伝 五十嵐太郎 河出ブックス ¥1,470

30 最高に気持ちいい住まいのリノベーション図鑑
HEAD研究会リノベ図鑑製
作委員会

エクスナレッジ ¥1,890

31
伊礼智の住宅設計　「標準化」から生まれる豊かな住ま
い

伊礼智 エクスナレッジ ¥3,990

32 木造仮設住宅群：3.11からはじまったある建築の記録 はりゅうウッドスタジオ ポット出版 ¥1,890
33 構法クイズで原理を学ぶ：建築ディテール「基本のき」 真鍋恒博 彰国社 ¥2,310
34 左官回話：11人の職人と美術家の対話 左官回話編集会議 包 ¥3,570
35 建築再生へ：リファイン建築の「建築法規」正面突破作戦 青木茂 建築資料研究社 ¥1,890

36 ブータン伝統住居
千葉工業大学建築都市環
境学科ブータン伝統住居実
測調査団

ADP ¥2,940

37 ブータン伝統住居 2 中部編
千葉工業大学建築都市環
境学科ブータン伝統住居実
測調査団

ADP ¥2,940

38 ブータン伝統住居 3 東部編+提案
千葉工業大学建築都市環
境学科ブータン伝統住居実
測調査団

ADP ¥2,940

39 建物できるまで図鑑（木造住宅）：世界で一番楽しい 瀬川康秀ほか エクスナレッジ ¥1,890

40 世界で一番やさしいマンション大規模修繕
マンション大規模修繕研究
会

エクスナレッジ ¥3,150

41 新装版・桂離宮：日本建築の美しさの秘密 斎藤英俊 草思社 ¥1,680
42 京都土壁案内 塚本由晴ほか 学芸出版社 ¥1,995

43 オランダの社会住宅：住宅セーフティネットのモデル
アンドレ・オウヴェハンドほ
か

ドメス出版 ¥2,100

44
FabLife：デジタルファブリケーションから生まれる「つくり
かたの未来」

田中浩也 オライリー・ジャパン ¥2,310

45 仮設のトリセツ：もし、仮設住宅で暮らすことになったら 岩佐明彦 主婦の友社 ¥1,365
46 世界一美しい団地図鑑 志岐祐一ほか エクスナレッジ ¥1,890
47 1冊でわかるリフォーム・耐震改修設計術 建築知識 エクスナレッジ ¥2,940
48 都市木造のヴィジョンと技術 腰原幹雄ほか オーム社 ¥3,150
49 図解エコハウス 竹内昌義ほか エクスナレッジ ¥2,310

50 LCCM住宅の設計手法：デモンストレーション棟を事例と
して

LCCM住宅研究・開発委員
会

建築技術 ¥2,940
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51 ジェイコブズ対モーゼス： ニューヨーク都市計画をめぐる
闘い

アンソニー・フリント 鹿島出版会 ¥3,150

52 住宅復興とコミュニティ 塩崎賢明 日本経済評論社 ¥2,079
53 ワシントンハイツ：GHQが東京に刻んだ戦後 秋尾沙戸子 新潮社 ¥1,995

54
古代ローマ人の24時間：よみがえる帝都ローマの民衆生
活

アルベルト・アンジェラ 河出書房新社 ¥2,520

55 100年経ても美しい日本の家を建てる casa amare プロジェクト WAVE出版 ¥1,470
56 住まいのいろは 三沢浩 三和書籍 ¥2,100

57
団地再生まちづくり3：団地再生・まちづくりプロジェクトの
本質

団地再生支援協会ほか 水曜社 ¥2,079

58 都心・まちなか・郊外の共生：京阪神大都市圏の将来 広原盛明ほか 晃洋書房 ¥3,990
59 復刻版これからのすまい：住様式の話 西山夘三 相模書房 ¥2,310
60 脱・住宅短命社会：住居管理と中古住宅市場の課題 山崎古都子 サンライズ出版 ¥3,675
61 住環境マネジメント：住宅地の価値をつくる 齊藤広子 学芸出版社 ¥2,800
62 マンションをふるさとにしたユーコート物語 乾亨ほか 昭和堂 ¥3,045
63 マンション管理評価読本：価値を上げる管理の常識 谷口浩司ほか 学芸出版社 ¥2,730
64 マンション建替え： 老朽化にどう備えるか 浅見泰司ほか 日本評論社 ¥3,885
65 まち路地再生のデザイン：路地に学ぶ生活空間の再生術 宇杉和夫ほか 彰国社 ¥2,415

66
それでも、「木密」に住み続けたい！路地裏で安全に暮ら
すための防災まちづくりの極意

後藤治ほか 彰国社 ¥2,310

67
コモンズからの都市再生　地域共同管理と法の新たな役
割

高村学人 ミネルヴァ書房 ¥3,990

68 エコハウスのウソ 前真之 日経BP社 ¥2,100
69 水郷の数寄屋� 臥龍山荘 愛媛県大洲市ほか エス・ピー・シー ¥1,500
70 町家棟梁： 大工の決まりごとを伝えたいんや 荒木正亘ほか 学芸出版社 ¥1,680
71 石場建て：伝統構法の家建ててます 伊東裕一ほか 地湧社 ¥1,680
72 京町家の木もれ日 杉本歌子 光村推古書院 ¥1,680
73 団地の空間政治学 原武史 NHK出版 ¥1,260
74 今和次郎「日本の民家」再訪 瀝青会 平凡社 ¥3,360
75 変わりゆく日本の家族：アメリカから見た「専業主婦」 スーザン・ヴォーゲル ミネルヴァ書房 ¥3,990
76 住まいのりすとら ライフスタイル研究会 東洋書店 ¥2,940
77 仮設のトリセツ：もし、仮設住宅で暮らすことになったら 岩佐 明彦 主婦の友社 ¥1,365
78 団地に住もう！東京R不動産 東京R不動産 日経BP社 ¥1,890
79 東京シェア生活 ひつじ不動産 アスペクト ¥1,470
80 住み開き：家から始めるコミュニティ アサダワタル 筑摩書房 ¥1,575
81 日本の民家一九五五年〈普及版〉 二川幸夫 ADAエディタトーキョー ¥3,780
82 空気調和・衛生工学便覧（1）～（5） 空気調和・衛生工学会 ¥81,060
83 住居医学（Ⅲ） 筏義人ほか 米田出版 ¥1,890
84 住居医学（Ⅳ） 筏義人ほか 米田出版 ¥1,575
85 住居医学（Ⅴ） 筏義人ほか 米田出版 ¥1,890
86 いちばんわかりやすい「長期優良住宅」 「長期優良住宅」研究会 エクスナレッジ ¥3,150
87 ラクラク住宅設備マニュアル エクスナレッジ エクスナレッジ ¥2,940
88 世界で一番やさしい断熱　110のキーワードで学ぶ 38 本間義規 エクスナレッジ ¥3,150

89
日本建築学会環境基準　AIJES-A004-2010　アセトアル
デヒドによる室内空気汚染防止に関する濃度等規準・同
解説

日本建築学会 ¥1,512

90
日本建築学会環境基準　AIJES-A005-2010　トルエンに
よる室内空気汚染防止に関する設計・施工等規準・同解
説

日本建築学会 ¥1,512

91
日本建築学会環境基準　AIJES-A006-2010　総揮発性
有機化合物による室内空気汚染防止に関する濃度等規
準・同解説

日本建築学会 ¥1,512

92 換気計画小委員会成果報告書（CD版） 空気調和・衛生工学会 ¥5,460
93 建築熱環境 坂本雄三 東京大学出版会 ¥2,940
94 エコ住宅・エコ建築の考え方・進め方 坂本雄三ほか オーム社 ¥3,675
95 床暖房読本：快適・安心・人と環境にやさしい暖房のすべ 田辺新一 ほか 風土社 ¥1,799

96
シックハウス症候群を防ぐには：長期に亘る実態調査を
ふまえて

吉野博 ほか 東北大学出版会 ¥2,940

97 新版　建築物の環境衛生管理 ビル管理教育センター ¥22,700
98 レジオネラ症防止指針 ビル管理教育センター ¥2,770
99 高架鉄道と東京駅（上） 小野田滋 交通新聞社 ¥840
100 高架鉄道と東京駅（下） 小野田滋 交通新聞社 ¥840
101 教育文化遺産をたずねる 日本修学旅行協会 山川出版社 ¥1,575
102 日常の中の戦争遺跡 大西進 アットワークス ¥2,730
103 工手学校：日本の近代建築を支えた建築家の系譜 NICHE 彰国社 ¥1,890

104
工学院大学学園百二十五年史：工手学校から受け継ぐ
実学教育の伝統

工学院大学学園百二十五
年史編纂委員会

中央公論新社 ¥2,520

105 本土決戦戦跡ガイドpart1 小西誠 社会批評社 ¥1,680
106 日本の土木遺産‐近代化を支えた技術を見に行く 土木学会 講談社 ¥1,050
107 台湾に残る日本鉄道遺産 片倉佳史 交通新聞社 ¥840
108 歴史鉄道　酔余の町並み 米山淳一 駒草出版 ¥2,520
109 文化的景観　生活となりわいの物語 金田章裕 日本経済新聞社 ¥2,415
110 新・木製建具デザイン図鑑ハンドブック エクスナレッジ ¥2,940
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111 復刻デザイン・サーヴェイ‐『建築文化』誌再録 明治大学神代研究室ほか 彰国社 ¥3,780
112 日本の石炭産業遺産 徳永博文 弦書房 ¥2,310
113 被災地の博物館に聞く　東日本大震災と歴史・文化資料 国立歴史民俗博物館 吉川弘文館 ¥2,625

114
大震災と歴史資料保存 阪神・淡路大震災から東日本大
震災へ

奥村弘 吉川弘文館 ¥3,360

115 イギリスの小さな教会 (KanKan Trip) 大澤麻衣 書肆侃侃房 ¥1,680
116 おもしろサイエンス　耐震、制震、免震の科学 高層建築研究会 日刊工業新聞 ¥1,575

117 筑後の近代化遺産
九州産業考古学会筑後調
査班

弦書房 ¥2,100

118 ビジュアル解説インテリアの歴史 本田榮二 秀和システム ¥2,940
119 昭和ノスタルジック百貨店 オフィス三銃士 ミリオン出版 ¥1,680
120 2011年東北地方太平洋沖地震災害調査速報 日本建築学会 日本建築学会 ¥2,520
121 日本の美術（no.545）近代化遺産　交通編 小野田滋ほか ぎょうせい ¥1,850
122 日本の美術 no.544 近代化遺産　産業編 長谷川直司 ぎょうせい ¥1,850
123 長州大工が遺した社寺建築 伊予・愛媛における足跡 犬伏武彦ほか 愛媛文化双書刊行会 ¥1,785
124 東アジアの日本人建築家：世紀末から日中戦争 西澤泰彦 柏書房 ¥2,520
125 近代の産業遺産をたずねる 日本修学旅行協会 山川出版社 ¥1,575

126
日本の美術（no．525）　文化財建造物の保存と修理の歩
み

国立文化財機構 ぎょうせい ¥1,850

127 図説台湾都市物語　台北・台中・台南・高雄 王恵君ほか 河出書房新社 ¥1,890
128 日本の生活環境文化大事典：受け継がれる暮らしと景観 日本民俗建築学会 柏書房 ¥15,750
129 橋があぶない　迫り来る大修繕時代 依田照彦ほか ぎょうせい ¥1,500

130 土木遺産Ⅲ　日本編
建設コンサルタント協会
「Consultant」編集部

ダイヤモンド社 ¥2,079

131 産業遺産―時を超えて輝く 日刊工業新聞 ¥2,100
132 〈ポケット判〉北九州・筑豊の近代化遺産100選 筑豊近代遺産研究会 弦書房 ¥1,500
133 地震に負けない地盤がわかる本 エクスナレッジ ¥2,940

134 基本建築基準法関係法令集2013年版
国土交通省住宅局建築指
導課建築技術研究会

建築資料研究社 ¥2,940

135 地震に強い住まい選び ｓｕｍｉｃａ 河出書房新社 ¥1,890

136
耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断
および耐震改修指針同解説

日本建築防災協会 ¥8,800
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