
2015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 「シェア」の思想：または愛と制度と空間の関係 門脇耕三ほか LIXIL出版 ¥2,808
2 いつまでも美しく使えるリノベーション 青木 茂 エクスナレッジ ¥3,024

3
シビックプライド2 国内編：都市と市民のかかわり
をデザインする

伊藤香織ほか 宣伝会議 ¥2,052

4 にもかかわらず：1900-1930 アドルフ・ロース みすず書房 ¥5,184

5 図説 都市空間の構想力
東京大学都市デザイン研究室
ほか

学芸出版社 ¥3,996

6
軍艦島の生活「1952/1970」：住宅学者西山夘三の
端島住宅調査レポート

西山夘三記念すまい・まちづく
り文庫ほか

創元社 ¥2,700

7
建築ものづくり論：Architecture as “Architecture”
(東京大学ものづくり経営研究シリーズ)

藤本 隆宏ほか 有斐閣 ¥4,428

8 初めて学ぶ住居学 〈建築のテキスト〉編集委員会 学芸出版社 ¥2,700

9 進化する箱（TOTO建築叢書7） 難波和彦 TOTO出版 ¥1,620

10
団地再生まちづくり4　進むサステナブルな団地・ま
ちづくり

団地再生支援協会 水曜社 ¥2,052

11
世界を変えるデザイン2：スラムに学ぶ生活空間の
イノベーション

シンシア・スミス 英治出版 ¥2,592

12 民藝のインティマシー：「いとおしさ」をデザインする 鞍田崇 明治大学出版会 ¥2,700
13 京都と近代：せめぎあう都市空間の歴史 中川理 鹿島出版会 ¥3,240
14 3D図解による建築構法 松村秀一ほか 市ヶ谷出版社 ¥3,240
15 PUBLIC DESIGN：新しい公共空間のつくりかた 馬場正尊ほか 学芸出版社 ¥1,944
16 S， M， L， XL+_現代都市をめぐるエッセイ レム・コールハース 筑摩書房 ¥1,512

17
VILLAS(ヴィラ)西洋の邸宅：19世紀フランスの住居
デザインと間取り

中島 智章 マール社 ¥1,944

18 イタリア都市の空間人類学 陣内秀信 弦書房 ¥3,780

19
インクルーシブデザイン： 社会の課題を解決する
参加型デザイン

ジュリア カセムほか 学芸出版社 ¥2,484

20
おひとりさまの終 (つい) の住みか：自分らしく安ら
かに最期まで暮らせる高齢期の「住まい」

中澤まゆみ 築地書館 ¥2,160

21 介護民俗学へようこそ！ 六車由美 新潮社 ¥1,620
22 空間のために ドリーン・マッシー 月曜社 ¥3,888

23
くさる家に住む。：人と人、人と自然が共生する10
の暮らし方

つなが～るズ 六耀社 ¥2,160

24 草木成仏の思想：安然と日本人の自然観 末木文美士 サンガ ¥2,160
25 くらべてわかる世界の美しい美術と建築 五十嵐 太郎 エクスナレッジ ¥3,024
26 クリストファー・アレグザンダーの思考の軌跡 長坂一郎 彰国社 ¥2,160

27 公会堂と民衆の近代：歴史が演出された舞台空間 新藤浩伸 東京大学出版会 ¥9,504

28
〈小さい交通〉が都市を変える：マルチ・モビリティ・
シティをめざして

大野 秀敏 エヌティティ出版 ¥3,024

29 子どもが生きられる空間 高橋勝 東信堂 ¥2,592
30 これからの住まいとまち 堀田祐三子ほか 朝倉書店 ¥3,456
31 主体性とは何か ジャン・ポール・サルトル 白水社 ¥2,808

32
少子化時代の「良妻賢母」：変容する現代日本の
女性と家族

スーザン・D・ハロウェイ 新曜社 ¥3,996

33 帝国日本の生活空間 ジョルダン・サンド 岩波書店 ¥4,752
34 トイレ学大事典 日本トイレ協会 柏書房 ¥12,960
35 長谷川豪：カンバセーションズ 長谷川豪ほか LIXIL出版 ¥3,240

36
犯罪統制と空間の社会学：ゼロ年代における犯
罪・都市政策

山本奈生 ミネルヴァ書房 ¥6,480

37
ビフォーザバウハウス： 帝政期ドイツにおける建築
と政治1890-1920

マシュイカ，ジョン・V. 三元社 ¥7,992

38
ブータン伝統住居 〈4（西部チュバ・ニャンメイ編）〉
伝統住居の生活と土地政策＋5年間の調査記録

ブータン王国建設省ほか ADP ¥3,024

39
めざす介護を実現する高齢者住宅・施設の建築デ
ザイン戦略

砂山憲一 日本医療企画 ¥1,944

40 メディア・モンスター 曲沼美恵 草思社 ¥2,916
41 ヤコブセンの建築とデザイン 鈴木敏彦ほか TOTO出版 ¥4,968
42 リビングデザイン 後藤久 実教出版 ¥1,512

43
芦屋の和洋館よとわに：阪神間モダニズムの興亡
と継承

福嶋忠嗣ほか 澪標 ¥2,160
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44 磯崎新と藤森照信の茶席建築談議 磯崎新ほか 六耀社 ¥3,888

45
雨と生きる住まい：環境を調節する日本の知恵
(INAXライブミュージアムブック)

INAXライブミュージアム企画委
員会

LIXIL出版 ¥1,620

46 応答：漂うモダニズム 槇文彦ほか 左右社 ¥3,132

47
家の理 (くうねるところにすむところ33：家を伝える
本シリーズ)

難波和彦 平凡社 ¥1,349

48 稼ぐまちが地方を変える 木下斉 NHK出版 ¥799
49 居住福祉社会へ：「老い」から住まいを考える 早川和男 岩波書店 ¥2,592
50 近世・近代の歴史意識と建築 加藤悠希 中央公論美術出版 ¥11,880

51
金沢の町家：活きている家作職人の技（LIXIL
BOOKLET）

瀬戸山玄ほか LIXIL出版 ¥1,944

52
空き家と生活支援でつくる「地域善隣事業」：「住ま
い」と連動した地域包括ケア

白川泰之 中央法規出版 ¥2,808

53
建築タイプの歴史 〈1〉 国家と偉人の記念碑から刑
務所まで

ペヴスナー，ニコラウスほか 中央公論美術出版 ¥7,020

54 建築タイプの歴史 〈2〉 ホテルから工場まで ペヴスナー，ニコラウスほか 中央公論美術出版 ¥7,560
55 建築の際 吉見俊哉ほか 平凡社 ¥4,104
56 建築家が建てた妻と娘のしあわせな家 田中 元子ほか エクスナレッジ ¥1,728
57 建築家の多様 内田祥哉 建築ジャーナル ¥1,944
58 権力の空間：空間の権力 山本理顕 講談社 ¥1,836
59 五輪を楽しむまちづくり 喜多功彦 鹿島出版会 ¥1,836
60 光の建築を読み解く 日本建築学会 彰国社 ¥2,484

61
好きなことはやらずにはいられない 吉阪隆正との
対話

アルキテクト 建築技術 ¥1,620

62 構造デザインマップ 久保純子ほか 総合資格 ¥2,052

63
江戸城のインテリア：本丸御殿を歩く（河出ブック
ス）

小粥祐子 河出書房新社 ¥1,728

64 高齢者の居住空間と社会福祉 西律子 古今書院 ¥6,264
65 最新エリアマネジメント 小林重敬ほか 学芸出版社 ¥4,320
66 社会主義：その成長と帰結 ウィリアム・モリスほか 草思社 ¥2,484
67 住まいのデザイン 北村薫子ほか 朝倉書店 ¥2,484

68
住環境のバリアフリー・ユニバーサルデザイン：福
祉用具・機器の選択から住まいの新築・改修まで

野村歡 彰国社 ¥3,456

69 住宅設計と環境デザイン 小泉雅生 オーム社 ¥2,484
70 書院造と数寄屋考 鈴木亘 中央公論美術出版 ¥23,760

71
新建築　2015年6月別冊　東京150プロジェクト　多
様な都市マネジメント　TOKYO150projects

新建築社 新建築社 ¥3,000

72
新建築住宅特集 2015年4月臨時増刊 風のかたち
熱のかたち 建築のかたち 末光弘和＋末光陽子／
SUEP.の設計に見る環境と建築の相関 (新建築

新建築社 新建築社 ¥2,160

73 人口減少時代のマンションと生きる 飯田太郎ほか 鹿島出版会 ¥1,944
74 人口減少時代の住宅政策 川崎直宏ほか 鹿島出版会 ¥2,484
75 図説イングランドのお屋敷：カントリー・ハウス ヨーク，トレヴァーほか マール社 ¥1,706
76 世界で一番美しい名作住宅の解剖図鑑 中山 繁信 エクスナレッジ ¥1,944

77
世界の住まい大図鑑：ユニークな家，大集合！：地
形・気候・文化がわかる

野外民族博物館リトルワール
ド

PHP研究所 ¥3,024

78 世界の夢の住まい アフロほか パイインターナショナル ¥1,944

79
浅田孝：つくらない建築家，日本初の都市プラン
ナー

笹原克 オーム社 ¥3,024

80
村野藤吾の住宅デザイン：図面資料に見るその世
界

京都工芸繊維大学美術工芸資料
館・村野藤吾の設計研究会

国書刊行会 ¥4,320

81 大都市自治を問う：大阪・橋下市政の検証 藤井聡ほか 学芸出版社 ¥2,592
82 筑波研究学園都市論 三井康壽 鹿島出版会 ¥3,456
83 聴竹居：藤井厚二の木造モダニズム建築 松隈章ほか 平凡社 ¥1,836
84 都市を変える水辺アクション：実践ガイド 泉英明ほか 学芸出版社 ¥2,592

85
東日本大震災合同調査報告 〈建築編4〉 木造建築
物／歴史的建造物の被害

東日本大震災合同調査報告
書編集委員会

日本建築学会 ¥9,180

86
東北の震災復興と今和次郎： ものづくり・くらしづく
りの知恵（青山学院大学総合研究所叢書）

黒石いずみ 平凡社 ¥3,240

87
逃げないですむ建物とまちをつくる：大都市を襲う
地震等の自然災害とその対策

日本建築学会 技報堂出版 ¥2,592

88 日本の最も美しい名建築 田中 禎彦ほか エクスナレッジ ¥1,944

89
日本の住文化再考：ou外・漱石が暮らした借家か
らデザイナーズマンションまで

鈴木紀慶ほか 鹿島出版会 ¥2,592

90
日本の名作住宅の間取り図鑑：暮らしが変われば
住まいのカタチも変わる（エクスナレッジムック）

大井隆弘 エクスナレッジ ¥1,728
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91 日本建築思想史 磯崎新 太田出版 ¥3,024
92 日本建築集中講義：藤森照信×山口晃 藤森照信ほか 淡交社 ¥2,052
93 日本木造遺産 千年の建築を旅する 藤森照信 世界文化社 ¥2,700

94
白熱講義 これからの日本に都市計画は必要です
か

蓑原敬ほか 学芸出版社 ¥2,376

95 批判的工学主義の建築 藤村龍至 NTT出版 ¥1,944
96 堀部安嗣作品集：1994-2014全建築と設計図集 堀部安嗣 平凡社 ¥10,584
97 明治神宮以前・以後 藤田大誠ほか 鹿島出版会 ¥6,264

98 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 ¥712

99 いえ　団地　まち：公団住宅設計計画史 木下庸子ほか ラトルズ ¥3,240
100 コモナリティーズ ふるまいの生産 アトリエ・ワン LIXIL出版 ¥2,916

101
これが，コレクティブハウスだ！：コレクティブハウ
スかんかん森の12年

コレクティブハウスかんかん森
居住者組合森の風

ドメス出版 ¥2,160

102
実践事例から読み解くサービス付き高齢者向け住
宅

高齢者住宅財団 中央法規出版 ¥3,240

103
デンマークのヒュッゲな生活空間：住まい・高齢者
住宅・デザイン・都市計画

中島明子 萌文社 ¥2,592

104 ハウジングと福祉国家：居住空間の社会的構築 ジム・ケメニーほか 新曜社 ¥3,672

105
フローの住宅・ストックの住宅：日本・アメリカ・オラ
ンダ住宅比較論

戸谷英世 井上書院 ¥2,160

106
ぼくらのリノベーションまちづくり：ほしい暮らしは自
分でつくる

嶋田洋平 日経BP社 ¥2,376

107 リノベーションまちづくり 清水義次 学芸出版社 ¥2,700
108 吉田五十八自邸 富永讓 東京書籍 ¥2,592

109
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 ¥2,484

110
建築女子が聞く 住まいの金融と税制 (住総研住ま
い読本)

大垣 尚司ほか 学芸出版社 ¥2,376

111 私たちの住まいと生活 水村容子ほか 彰国社 ¥2,592
112 昭和住宅 辻泰岳ほか エクスナレッジ ¥1,728
113 生活と住居 定行まり子ほか 光生館 ¥2,052
114 現代日本ハウジング史： 1914～2006 住田昌二 ミネルヴァ書房 ¥7,560

115 多縁社会：自分で選んだ縁で生きていく。 篠原聡子ほか 東洋経済新報社 ¥1,728
116 大坂蔵屋敷の建築史的研究 植松清志 思文閣出版 ¥5,184
117 都市の空閑地 浅見泰司 プログレス ¥2,916
118 日本人の住まいと住まい方 平井聖 左右社 ¥1,944
119 暮らしと。：団地を楽しむ教科書 東京R不動産ほか 青幻舎 ¥1,620
120 木のヨーロッパ：建築とまち歩きの事典 太田邦夫 彰国社 ¥10,800

121
歴史と文化の町並み事典：重要伝統的建造物群
保存地区全109

文化庁 中央公論美術出版 ¥3,780
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