
2014年度推薦図書リスト

タイトル 編著者等 出版者 価格（税込）

1 日本人の住まいと住まい方 放送大学叢書 平井 聖 左右社 ¥1,944

2 坂本一成住宅めぐり 坂本一成 フリックスタジオ ¥1,543

3 環境としての建築：建築デザインと環境技術（SD選書） バンハム，レイナー 鹿島出版会 ¥2,592

4 住宅とは何か エクスナレッジ ¥2,160

5 疾風のごとく駆け抜けたRIAの住宅づくり - 1953-69 RIA住宅の会 彰国社 ¥2,160

6 図解アトリエ・ワン 〈2〉 アトリエ・ワン TOTO出版 ¥3,240

7 WindowScape 〈2〉 窓と街並の系譜学 東京工業大学塚本研究室 フィルムアート社 ¥3,456

8 ブルーノ・タウトと建築・芸術・社会 田中 辰明 東海大学出版部 ¥4,320

9 コンパクト建築設計資料集成都市再生 日本建築学会 丸善出版 ¥6,264

10 小さな風景からの学び 乾 久美子ほか TOTO出版 ¥2,700

11 Antonin Raymond architectural details （復刻版） レーモンド，アントニン 鹿島出版会 ¥16,200

12 アトリエ・ワン　コモナリティーズ 塚本 由晴ほか LIXIL出版 ¥2,916

13 土浦亀城と白い家 田中 厚子 鹿島出版会 ¥3,456

14 夢のすむ家：20世紀をひらいた住宅 （新版）
※旧版所蔵（1989）

鈴木博之 白揚社 ¥3,456

15 昭和住宅 ： 1926-1989 辻 泰岳ほか エクスナレッジ ¥1,728

16 建築家ピエール・シャローとガラスの家 ポンピドゥー・センターほか 鹿島出版会 ¥3,456

17 戦後日本住宅伝説：挑発する家・内省する家 埼玉県立近代美術館ほか 新建築社 ¥2,000

18 よみがえる江戸城（NHK出版DVD+BOOK） 平井 聖/小粥 祐子 NHK出版 ¥2,916

19 二楽荘史談 和田 秀寿 国書刊行会 ¥3,888

20 イギリスの城郭・宮殿・邸宅歴史図鑑 フィリップス，チャールズ 原書房 ¥4,860

21
吉田五十八自邸／吉田五十八 ヘヴンリーハウス　20世紀
名作住宅をめぐる旅

富永 讓 東京書籍 ¥2,592

22 アール・デコ建築意匠：朝香宮邸の美と技法 東京都庭園美術館 鹿島出版会 ¥3,240

23 インテリアデザインの歴史 ジョンパイル 柏書房 ¥30,240

24 ナノ材料のリスク評価のおはなし 篠原 直秀 日本規格協会 ¥1,944

25
スマート&スリム未来都市構想：環境負荷の削減と環境品質
の向上を求めて

村上 周三 エネルギーフォーラム ¥1,728

26 はじめての建築環境工学 小林 茂雄 彰国社 ¥3,024

27
環境・設備から考える建築デザイン： 建築・環境共生デザイ
ン基礎編 (はじめての建築学)

遠藤 智行 鹿島出版会 ¥2,160

28 建築環境工学 (初学者の建築講座)（第2版） 倉渕 隆 市ヶ谷出版社 ¥3,024

29 図説テキスト 建築環境工学（第2版） 加藤 信介 彰国社 ¥2,592

30 室内環境学概論 室内環境学会 東京電機大学出版局 ¥3,348

31 明解 水質環境学 浦瀬 太郎 プレアデス出版 ¥2,484

32 実務者のための自然換気設計ハンドブック 日本建築学会 技報堂出版 ¥3,780

33 死と葬送（民俗小事典） 新谷尚紀ほか 吉川弘文館 ¥3,456

34 地域を元気にする実践！コミュニティデザイン 林まゆみほか 彰国社 ¥2,700

35 街場の共同体論 内田樹ほか 潮出版社 ¥1,296

36 人が死なない防災 片田敏孝 集英社 ¥820

37 大恐慌の子どもたち（新装版） エルダー，グレン・H. 明石書店 ¥5,000

38
住民と自治 2014年8月号(特集:子ども・子育て支援新制度
の問題点)

自治体研究社 ¥514

39 子どもの貧困2：解決策を考える 阿部彩 岩波書店 ¥885

40 社会を結びなおす：教育・仕事・家族の連携へ 本田由紀 岩波書店 ¥561

41 公共人類学 山下晋司 東京大学出版会 ¥3,456

42 生涯発達とライフサイクル 鈴木忠ほか 東京大学出版会 ¥3,456

43 生き心地の良い町：この自殺率の低さには理由(わけ)があ
る

岡檀 講談社 ¥1,512

44 反福祉論：新時代のセーフティネットを求めて 金菱清ほか 筑摩書房 ¥842

45 子どもの権利　アジアと日本 荒牧重人ほか 三省堂 ¥2,376

46 「子ども」語りの社会学 元森絵里子 勁草書房 ¥3,456

47 ハンドブック子どものための地域づくり あしたの日本を創る協会 晶文社 ¥3,024

48 Projective Ecologies Chris Reed, Nina-marie Lister Actar ¥5,702

49
デザイン・ストラクチャー・マトリクス DSM:複雑なシステムの
可視化とマネジメント

スティーブン・D・エッピン
ジャー

慶應義塾大学出版会 ¥6,480

50 Real Estates: Life without Debt Pier Vittorio Aureli Bedford Press ¥1,785

51 都市は人類最高の発明である エドワード・グレイザー NTT出版 ¥3,564

52 In the Life of Cities Mohsen Mostafavi Lars Muller Publishers ¥9,784

53 The Possibility of an Absolute Architecture Pier Vittorio Aureli The MIT Press ¥4,395

54
Digital Culture in Architecture: An Introduction for the
Design Professions

Antoine Picon Birkhauser ¥9,082
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55 Ecological Urbanism Mohsen Mostafaviほか Lars Muller Publishers ¥7,344

56 The SAGE Handbook of Housing Studies David F Claphamほか SAGE ¥28,393

57 アメリカ住宅金融の仕組みと証券化 森利博 晃洋書房 ¥4,860

58 近代チェコ住宅社会史 森下嘉之 北海道大学出版会 ¥7,776

59 時と共に変化する建築：使い続ける技術と文化 南一誠 UNIBOOK ¥2,160

60 都市の空閑地・空き家を考える 浅見泰司 プログレス ¥2,916

61 アメリカの家庭と住宅の文化史 サラ・A・レヴィットほか 彩流社 ¥4,536

62 ジェントリフィケーションと報復都市 ニール・スミスほか ミネルヴァ書房 ¥6,264

63 Social Housing in Europe Kathleen Scanlonほか Wiley-Blackwell ¥23,652

64 すまいと建築のための不動産学　入門 齊藤広子ほか 市ヶ谷出版社 ¥2,160

65 まんが　マンション大規模修繕 橋本真一ほか 建設物価調査会 ¥2,700
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