
2013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
居場所としての住まい： ナワバリ学が解き明かす家族と
住まいの深層

小林秀樹 新曜社 ¥2,415

2 RePUBLIC　公共空間のリノベーション 馬場正尊 学芸出版社 ¥1,890
3 住まいの文化論 森隆男 柊風舎 ¥6,825

4 toolbox 家を編集するために 東京R不動産他
阪急コミュニケーション
ズ

¥1,260

5
まちづくり：デッドライン：生きる場所を守り抜くための教科
書

木下 斉他 日経BP社 ¥1,995

6 地域再生：人口減少時代の地域まちづくり 鈴木 浩他 日本評論社 ¥3,360
7 箱の産業：プレハブ住宅技術者たちの証言 松村秀一他 彰国社 ¥2,415
8 建築 新しい仕事のかたち：箱の産業から場の産業へ 松村秀一 彰国社 ¥1,680
9 大家も住人もしあわせになる賃貸住宅のつくり方 青木純 学研パブリッシング ¥1,575
10 歴史に学ぶ減災の知恵 大窪健之 学芸出版社 ¥2,100
11 タウンマネージャー： 「まちの経営」を支える人と仕事 石原武政他 学芸出版社 ¥2,310
12 曳家・家起こしの技術 岡部則之他 建築技術 ¥1,890
13 日曜日の住居学：住まいのことを考えてみよう 宮脇檀 河出書房新社 ¥693
14 住まいを再生する：東北復興の政策・制度論 平山 洋介他 岩波書店 ¥3,045
15 親元暮らしという戦略：アコーディオン・ファミリーの時代 キャサリン・S.ニューマン 岩波書店 ¥3,780

16 テキスト文化遺産防災学
立命館大学「テキスト文化
遺産防災学」刊行委員会

学芸出版社 ¥2,520

17 路地研究：もうひとつの都市の広場 上田篤他 鹿島出版会 ¥3,150
18 都市はなぜ魂を失ったか：ジェイコブズ後のニューヨーク

論
シャロン・ズーキン 講談社 ¥3,990

19 空き家急増の真実：放置・倒壊・限界マンション化を防げ 米山秀隆 日本経済新聞出版社 ¥1,470

20 里山長屋をたのしむ： エコロジカルにシェアする暮らし 山田貴宏 学芸出版社 ¥2,310
21 建築のデザイン・コンセプト 今井公太郎他 彰国社 ¥2,835
22 私たちの住まいと生活 水村容子他 彰国社 ¥2,520

23 いまこそ「木組の家」に住みたい！：持続可能なみらいの
ための家づくり

松井郁夫 彰国社 ¥1,680

24 建築家と小説家：近代文学の住まい 若山滋 彰国社 ¥1,890

25
古典に学ぶ茶室の設計：中村昌生が語る建築講座　新
版

中村昌生 エクスナレッジ ¥3,780

26 公共建築の未来：リファイニングが導く 青木茂 総合資格 ¥1,890
27 図説都市と建築の近代：プレ・モダニズムの都市改造 永松栄 学芸出版社 ¥2,625
28 「窓」の思想史　日本とヨーロッパの建築表象論 浜本隆志 筑摩書房 ¥1,680

29 いきている長屋　大阪市大モデルの構築 谷直樹他
大阪公立大学共同出版
会

¥2,625

30
サンゴバン　ガラス・テクノロジーが支えた建築のイノベー
ション

中島智章他
武田ランダムハウスジャ
パン

¥3,360

31 吉良森子　これまで と これから ： 建築をさがして 吉良森子 LIXIL出版 ¥1,890
32 漂うモダニズム 槇文彦 左右社 ¥6,825
33 実証・仮設住宅　東日本大震災の現場から 大水敏弘 学芸出版社 ¥2,625

34
シェアをデザインする： 変わるコミュニティ、ビジネス、クリ
エイションの現場

猪熊純ほか 学芸出版社 ¥2,310

35 匠たちの名旅館 稲葉なおと
集英社インターナショナ
ル

¥2,310

36 明治神宮：「伝統」を創った大プロジェクト 今泉宜子 新潮社 ¥1,575
37 ティンバライズ建築展　パーフェクト・ガイド：TIMBERIZE

EXHIBITION PERFECT GUIDE
team Timberize team Timberize ¥2,100

38 身近なところからはじめる建築保存 頴原澄子 弦書房 ¥1,890

39
オープンデザイン：参加と共創から生まれる「つくりかたの
未来」

Bas Van Abel他 オライリージャパン ¥3,780

40 復興の防災計画： 巨大災害に向けて 牧紀男 鹿島出版会 ¥2,520
41 煉瓦造（遺したい日本の風景 (8) ） 日本風景写真協会 光村推古書院 ¥2,310
42 クラス全員がひとつになる学級ゲーム＆アクティビティ

100
甲斐崎博史 ナツメ社 ¥1,995

43 コミュニケーション研究1・2 上原幸子他 武蔵野美術大学出版局 ¥4,497

44 震災トラウマと復興ストレス 宮地尚子 岩波書店 ¥525
45 学力と階層 苅谷剛彦 朝日新聞出版 ¥1,890
46 まち再生の術語集 延藤安弘 岩波書店 ¥798
47 遊びと人間 ロジェ・カイヨワ 岩波書店 ¥1,260
48 不器用さのある発達障害の子どもたち カーツ，リサ・A 東京書籍 ¥1,890
49 もっと笑顔が見たいから 岩永竜一郎 花風社 ¥1,680
50 昨日までの世界（上） ダイアモンド，ジャレド 日本経済新聞出版社 ¥1,995
51 昨日までの世界（上） ダイアモンド，ジャレド 日本経済新聞出版社 ¥1,995
52 発達　No.135　Vol.34 ミネルヴァ書房 ¥1,575

1 / 5 ページ



53 子どものからだと心白書2012 ブックハウス・エイチデイ ¥2,100

54 インプロする組織 高尾隆 三省堂 ¥2,100
55 グラウンド・フォー・プレイ： イギリス 冒険遊び場事始め ベンジャミン，ジョー 鹿島出版会 ¥2,730
56 プレイワーク：子どもの遊びに関わる大人の自己評価 プレイ・ウェールズ 学文社 ¥1,575

57 都市の遊び場　新装版
アレン・オブ・ハートウッド卿
夫人

鹿島出版会 ¥3,360

58 遊びの力：遊びの環境づくり30年の歩みとこれから 大村璋子 萌文社 ¥2,100
59 プレイワーク入門：遊びの専門家のためのハンドブック 小笠原浩方 新曜社 ¥1,995
60 子どもがひとりで遊べない国、アメリカ 谷口輝世子 生活書院 ¥1,575
61 環境教育 日本環境教育学会 教育出版 ¥2,415
62 新自分探しの心理学：自己理解ワークブック 川瀬正裕 ナカニシヤ出版 ¥1,785
63 ボランティア：もう一つの情報社会 金子郁容 岩波書店 ¥840
64 奇跡の災害ボランティア「石巻モデル」 中原一歩 朝日新聞出版 ¥756
65 コミュニティのちから：遠慮がちなソーシャル・キャピタル

の発見
今村晴彦 慶應義塾大学出版会 ¥2,625

66 「ボランティア」の誕生と終焉 仁平典宏 名古屋大学出版会 ¥6,930
67 承認とモチベーション 太田肇 同文舘出版 ¥1,995
68 次世代のアメリカの都市づくり カルソープ，ピーター 学芸出版社 ¥3,360
69 機械より人間らしくなれるか クリスチャン，ブライアン 草思社 ¥2,940
70 インプロ：自由な行動表現 ジョンストン，キース 而立書房 ¥1,575
71 発達障害の子供を理解する 小西行郎 集英社 ¥756
72 聞く力：心をひらく35のヒント 阿川佐和子 文藝春秋 ¥840
73 脳には妙なクセがある 池谷裕二 扶桑社 ¥1,680

74 人はなぜ音楽を聴くのか：音楽社会の心理
ハーグリーヴズ，デイヴィ
ド・Ｊ．

東海大学出版会 ¥5,250

75 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

フリント，アンソニー 鹿島出版会 ¥3,150
76 災害ユートピア：なぜそのとき特別な共同体が立ち上る

のか
ソルニット，レベッカ 亜紀書房 ¥2,625

77 つながり：社会的ネットワークの驚くべき力 クリスタキス，ニコラス・A. 講談社 ¥3,150

78
社会ネットワークのリサーチ・メソッド：「つながり」を調査
する

平松闊 ミネルヴァ書房 ¥2,940

79 居場所づくりと社会つながり（子ども・若者の参画シリー
ズ〈1〉）

子どもの参画情報センター 萌文社 ¥2,310

80 まちの起業がどんどん生まれるコミュニティ 日本希望製作所 ¥1,050

81
子どもの「10歳の壁」とは何か？乗り越えるための発達心
理学

渡辺弥生 光文社 ¥819

82 津波てんでんこ 山下文男 新日本出版社 ¥1,680
83 子ども白書2011 日本子どもを守る会 草土文化 ¥2,100
84 たのしくあそんで感覚統合 佐藤和美 かもがわ出版 ¥2,100
85 学校と社会・子どもとカリキュラム デューイ，ジョン 講談社 ¥1,050
86 「被災者目線」の復興論：東北の生活現場から考える 日野秀逸 新日本出版社 ¥1,260

87
よみがえる子どもの輝く笑顔：遊びには自分を育て癒や
す力がある

天野秀昭 すばる舎 ¥1,365

88 日本人の住まい：生きる場のかたちとその変遷 宮本常一 農山漁村文化協会 ¥2,800

89 遊びがもっと魅力的になる！3・4・5歳児の言葉がけ おに
ごっこ編

岩田恵子 明治図書出版 ¥1,743

90 子どものためのアサーション(自己表現)グループワーク：
自分も相手も大切にする学級づくり

園田雅代 日本・精神技術研究所 ¥2,940

91 とじ込み式自己表現ワークシート：教室で保健室で相談
室ですぐに使える!

大竹直子 図書文化社 ¥2,310

92 子どものための自分の気持ちが“言える”技術 平木典子 PHP研究所 ¥1,260

93
アサーション・トレーニング：さわやかな〈自己表現〉のた
めに　改訂版

平木典子 日本・精神技術研究所 ¥1,575

94
脳をきたえる「じゃれつき遊び」：（はじめて出会う育児シ
リーズ 3～6歳） キレない子ども 集中力のある子どもに育
つ

正木健雄 小学館 ¥1,260

95 子どもの育ちと環境：現場からの10の提言 塩野谷斉 ひとなる書房 ¥2,100
96 子どもと教育：歴史・遊び・発達・食　改訂 中谷彪 現代図書 ¥999
97 幼児期：子どもは世界をどうつかむか 岡本夏木 岩波書店 ¥798
98 図解雑学　発達心理学 山下富美代 ナツメ社 ¥1,365
99 幼児期の発達障害に気づいて・育てる完全ガイド 黒澤礼子 講談社 ¥1,365
100 遊びと発達の心理学 ピアジェ，ジャン 黎明書房 ¥3,885
101 人間はなぜ遊ぶか エリス，M.J. 黎明書房 ¥3,465
102 発達障害は治りますか 神田橋　條治 花風社 ¥2,310
103 パーソナリティ障害の診断と治療 マックウィリアムズ，ナン

シー
創元社 ¥5,040

104 ヴィゴツキー入門 柴田義松 子どもの未来社 ¥840

105
ヴィゴーツキー心理学完全読本：「最近接発達の領域」と
「内言」の概念を読み解く

中村和夫 新読書社 ¥1,260

106 「発達の最近接領域」の理論：教授・学習過程における子
どもの発達

ヴィゴツキー 三学出版 ¥2,415
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107
はじめて学ぶヴィゴツキー心理学：その生き方と子ども研
究

明神もと子 新読書社 ¥1,050

108 根拠に基づく子育ち・子育てエンパワメント 安梅勅江 日本小児医事出版社 ¥2,415

109
気になる子どもの早期発見・早期支援：「かかわり指標」
を用いた根拠に基づく子育ち・子育て支援－

安梅勅江 日本小児医事出版社 ¥2,415

110 孤独なボウリング：米国コミュニティの崩壊と再生 ロバート・D・パットナム 柏書房 ¥7,140
111 市民の日本語：NPOの可能性とコミュニケーション 加藤哲夫 ひつじ書房 ¥729
112 子ども・若者の居場所の構想：「教育」から「関わりの場」

へ
田中治彦 学陽書房 ¥3,150

113 サウンドスケープの技法：音風景とまちづくり 小松正史 昭和堂 ¥3,360
114 音の風景とは何か：サウンドスケープの社会誌 山岸美穂 日本放送出版協会 ¥966
115 子どもの道くさ 水月昭道 東信堂 ¥735

116
ひとは、なぜ、そこにいるのか：「固有の居場所」の環境
行動学

山田あすか 青弓社 ¥18,900

117 滝山コミューン一九七四 原武史 講談社 ¥1,785
118 ポジティブな人だけがうまくいく３：１の法則 フレドリクソン，バーバラ 日本実業出版社 ¥1,680

119
水の未来：世界の川が干上がるときあるいは人類最大の
環境問題

ピアス，フレッド 日経BP社 ¥2,415

120 音の評価のための心理学的測定法 難波精一郎 コロナ社 ¥3,675

121
プレイセラピー実践の手引き：治療関係を形成する基礎
的技法

ジョルダーノ，マリア 誠信書房 ¥2,940

122 子ども中心プレイセラピー ウエスト，ジャネット 創元社 ¥2,940

123
絆を深める親子遊び：子育て支援のための新しいプログ
ラム

ヴァンフリート，リセ 風間書房 ¥1,890

124 プレイセラピー：関係性の営み ランドレス，ゲリー・L. 日本評論社 ¥3,465
125 遊戯療法の実際 河合隼雄 誠信書房 ¥2,940
126 チャイルド・ライフの世界：こどもが主役の医療を求めて 藤井あけみ 新教出版社 ¥1,995

127
病気の子どもの心理社会的支援入門　第2版：医療保育・
病弱教育・医療ソーシャルワーク・心理臨床を学ぶ人に

谷川弘治 ナカニシヤ出版 ¥3,360

128 子どものからだと心白書2010
子どものからだと心・連絡
会議

ブックハウス・エイチディ ¥2,100

129 子どものからだと心白書2008
子どものからだと心・連絡
会議

ブックハウス・エイチディ ¥2,625

130
われわれはどこから来たのか、われわれは何者か、われ
われはどこへ行くのか

帯刀益夫 早川書房 ¥1,470

131 子どもたちの「居場所」と 対人的世界の現在 住田正樹 九州大学出版会 ¥6,300
132 ファシリテーターの道具箱 森時彦 ダイヤモンド社 ¥1,500
133 現代人の居場所（現代のエスプリ別冊） 藤竹暁 至文堂 ¥2,520
134 ハンディキャップと都市空間 岡本耕平 古今書院 ¥4,725
135 日本の子どもの自尊感情はなぜ低いのか 古荘純一 光文社 ¥840
136 環境の社会学 関礼子 有斐閣 ¥1,995
137 子どもの自尊感と家族：親と子のゆっくりライフ 汐見稔幸 金子書房 ¥1,890
138 「個性」を煽られる子どもたち：親密圏の変容を考える 土井隆義 岩波書店 ¥588
139 子ども理解：臨床教育学の試み 田中孝彦 岩波書店 ¥2,100
140 学校で使える5つのリラクセーション技法 藤原忠雄 ほんの森出版 ¥840
141 心の安全空間：家庭・地域・学校・社会 (現代のエスプリ

別冊)
小谷英文 至文堂 ¥2,600

142
遊びの人類学ことはじめ：フィールドで出会った“子ども”
たち

亀井伸孝 昭和堂 ¥2,520

143 現代人の社会とこころ：家族・メディア教育・文化 佐藤典子 弘文堂 ¥2,520
144 子どもにやさしいまちづくり第2集 喜多明人 日本評論社 ¥2,520

145
子どもの遊び・自立と公共空間：「安全・安心」のまちづく
りを見直す イギリスからのレポート

ヴァレンタイン，ギル 明石書店 ¥2,520

146 コミュニケーションの社会学 長谷正人 有斐閣 ¥2,100

147
シャッター通り再生計画 ：明日からはじめる活性化の極
意

足立基浩 ミネルヴァ書房 ¥2,100

148
イギリスに学ぶ商店街再生計画：シャッター通りを変える
ためのヒント

足立基浩 ミネルヴァ書房 ¥2,520

149
商店街はなぜ滅びるのか：社会・政治・経済史から探る
再生の道

新雅史 光文社 ¥777

150 限界集落の真実：過疎の村は消えるか？ 山下祐介 ちくま新書 ¥924

151
実践事例から読み解くサービス付き高齢者向け住宅：地
域包括ケア時代の住まいとサービスを目指して

高齢者住宅財団 中央法規出版 ¥3,150

152 サービス付き高齢者向け住宅の意義と展望 京極高宣 大成出版社 ¥2,625
153 スウェーデン「住み続ける」社会のデザイン 水村容子 彰国社 ¥2,415
154 都市の条件：住まい、人生、社会持続 平山洋介 ＮＴＴ出版 ¥2,310
155 福祉のまちづくりの検証：その現状と明日への提案 日本福祉のまちづくり学会 彰国社 ¥2,625
156 あの日からの建築 伊東豊雄 集英社新書 ¥735
157 後藤新平：大震災と帝都復興 越澤明 ちくま書房 ¥945
158 マンション建替え：老朽化にどう備えるか 浅見泰司他 日本評論社 ¥3,885
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159
市民コミュニティ・ビジネスの現場：建て替えない団地再
生のマネジメント

服部岑生他 彰国社 ¥2,520

160 まち路地再生のデザイン：路地に学ぶ生活空間の再生術 宇杉和夫他 彰国社 ¥2,415
161 スラムの計画学：カンボジアの都市建築フィールドノート 脇田祥尚 めこん ¥2,625
162 リノベーションのススメ 山下智弘 住宅新報社 ¥1,785
163 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
164 集まって住もう（目を養い　手を練れ２） 居住空間デザイン講師室 彰国社 ¥2,310
165 コモンズと公共空間：都市と農漁村の再生に向けて 間宮陽介他 昭和堂 ¥4,200

166
コミュニティ：公共性・コモンズ・コミュニタリアニズム（双書
持続可能な福祉社会へ：公共の視点から　第一巻）

広井良典他 勁草書房 ¥2,940

167
創造的福祉社会：「成長」後の社会構想と人間・地域・価
値

広井良典 筑摩書房 ¥1,575

168 ケアの社会学：当事者主権の福祉社会へ 上野千鶴子 太田出版 ¥2,992
169 東日本大震災：3.11あの日を忘れないでほしい 土木学会誌編集委員会 土木学会 ¥3,990

170
日本建築学会・土木学会合同シンポジウム　関東大震災
から90年：「帝都復興事業」再考：先人達の知恵とその継
承

日本建築学会 ¥1,000

171 東日本大震災2周年シンポジウム論文集 日本建築学会 ¥3,000

172
関西の公共事業・土木遺産探訪（第1集） 見て歩いて考
える

坂下泰幸 北斗書房 ¥1,575

173 土木をゆく イカロス出版 ¥1,680
174 東京鉄道遺産：「鉄道技術の歴史」をめぐる 小野田滋 講談社 ¥1,050
175 食と建築土木：たべものをつくる建築土木(しかけ) 後藤治・二村悟 LIXIL出版 ¥2,415

176 愛媛温故紀行：明治・大正・昭和の建造物
えひめ地域政策研究セ
ンター

¥2,625

177 熊本の近代化遺産（下） 県北・県南・天草 熊本産業遺産研究会 弦書房 ¥1,995
178 熊本の近代化遺産（上） 熊本市・県央 熊本産業遺産研究会 弦書房 ¥1,995
179 近代化遺産国有林森林鉄道全データ（九州・沖縄編） 矢部三雄 熊本日日新聞社 ¥2,100
180 夢の遺産：長崎県近代化遺産めぐり 長崎新聞社 ¥1,890
181 群馬絹産業近代化遺産の旅 高橋慎 繊研新聞社 ¥1,890
182 「近代化遺産」にみる国家と地域の関係性 山本理佳 古今書院 ¥5,460

183 日本の戦争遺跡図鑑：そこで、何が起こったの？
戦争遺跡保存全国ネット
ワーク

PHP研究所 ¥2,940

184
「くにたち大学町」の誕生：後藤新平・佐野善作・堤康次郎
との関わりから

長内敏之 けやき出版 ¥1,575

185 イギリスの水都研究（科研費報告書） 陣内秀信他 法政大学 非売品
186 茨城の近代建築：東日本大震災後の状況と歴史 土田芳孝 筑波書林 ¥1,799

187 山岳に生きる建築：日本の近代登山と山小屋の建築史 梅干野成央
信州大学山岳科学総合
研究所

¥979

188
武庫川女子大学東京センター主催 講演会シリーズ 「わ
が国の近代建築の保存と再生」講演会記録冊子

武庫川女子大学出版部 ¥4,110

189 入門日本の名建築 松崎照明 洋泉社 ¥1,680
190 建築と都市の歴史　カラー版 光井渉他 井上書院 ¥2,625
191 木造建築技術図解 大塚常雄 オーム社 ¥3,465
192 カラー版　図説　建築の歴史　西洋・日本・近代 西田雅嗣他 学芸出版社 ¥3,150
193 石と建築：材料と工法　新版 中山實 鹿島出版会 ¥4,200
194 長崎の教会群：木下陽一写真集 木下陽一 海鳥社 ¥3,150

195
中国地域のよみがえる建築遺産：新たな生命を吹き込ま
れたレトロ建築の魅力

中国地方総合研究セン
ター

¥1,890

196 「地域歴史遺産」の可能性 岩田書院 ¥5,040

197
一般社団法人移行記念設立六十五周年　建設業のため
に六十五年これからも：先達に訊く

東京建設業協会
出版者よ
り無料頒

198
2013年度建築生産セミナー「こわす」技術と「のこす」技
術：ストックとスクラップの境界の多様化

日本建築学会 ¥500

199 ディテールの建築思考：近代建築の思想を読む 後藤武 彰国社 ¥2,310

200
光環境デザインシンポジウム第12回「槇文彦が語る光と
建築」

日本建築学会 ¥500

201 国産材木造建築の推進に向けて：林業と建築の連携を
探る

日本建築学会 ¥1,000
202 住宅のインテリア究極ガイド2012-2013 村上太一 エクスナレッジ ¥2,730

203 最高の水廻りをデザインする方法
連合設計社市谷建築事務
所

エクスナレッジ ¥3,360

204 やさしく学ぶ建築製図 松下希和他 エクスナレッジ ¥2,730
205 宮脇檀の[間取り]図鑑 山崎健一 エクスナレッジ ¥1,995
206 驚きの介護民俗学 (シリーズ ケアをひらく) 六車由実 医学書院 ¥2,100
207 暮らしの手帖：暮らしを美しくするコツ509 暮らしの手帖社 ¥1,260
208 生活と住居 定行まり子 光生館 ¥1,995
209 パリ散歩画帖 山本容子 朝日新聞出版 ¥1,050

210
ウッドデッキから「んちゃ!」：名作マンガ・傑作ドラマで考え
る【家と間取り】

佐川旭 アールズ出版 ¥1,365

211 インテリア計画の知識 渡辺秀俊 彰国社 ¥2,625
212 グラフでみる世帯の状況 平成24年 厚生労働省 厚生労働統計協会 ¥1,995
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213
東日本大震災 復興まちづくり最前線 (東大まちづくり大
学院シリーズ)

大西隆他 学芸出版社 ¥3,990

214 フィールドワークの実践 和田浩一他 朝倉書店 ¥3,570
215 かわいい隠れ家 ミミ・ザイガー 二見書房 ¥1,995

216
小さな家、可愛い家：世界の一流建築家による傑作タイ
ニー・ハウス34軒

ミミ・ザイガー 二見書房 ¥1,995

217 夢の棲み家 黒崎敏 二見書房 ¥1,995
218 「無印良品の家」に会いに。 原研哉 マガジンハウス ¥1,575

219
ずっと、この家で暮らす。：住まいの管理がつむぐ美しい
生活

疋田洋子 圓津喜屋 ¥2,100

220 住まいのりすとら ライフスタイル研究会 東洋書店 ¥2,940
221 データで納得：子育て世代の安心・安全住宅 住まいの安全を考える会 彰国社 ¥2,100
222 環境のイエ：フィジックスと住空間デザイン 小泉雅生 学芸出版社 ¥2,100
223 思想する住宅 林望 東洋経済新報社 ¥1,575
224 トトロの住む家 増補改訂版 宮崎駿 岩波書店 ¥2,415
225 住まい（あたらしい教科書10） 萩原修 プチグラパブリッシング ¥1,575
226 東京高級住宅地探訪 三浦展 晶文社 ¥1,890
227 わたしの家：痕跡としての住まい 柏木博 亜紀書房 ¥2,100

228
犬・猫の気持ちで住まいの工夫：ペットケアアドバイザー・
一級建築士と考えよう

金巻とも子 彰国社 ¥1,680

229
おひとりハウス (家を伝える本シリーズ　くうねるところに
すむところ)

篠原聡子他 平凡社 ¥1,890

230 心に響く空間：深呼吸するトイレ 小林純子他 弘文堂 ¥2,940
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