
2016年度推薦図書リスト

タイトル 編著者等 出版者 金額（税込）

1 人が集まる建築：環境×デザイン×こどもの研究 仙田満 講談社現代新書 ¥972

2
釜石の奇跡：どんな防災教育が子どもの”いのち”を救える
のか？

NHKスペシャル取材班 イースト・プレス ¥1,512

3 TOKYOインテリアツアー 浅子佳英ほか LIXIL出版 ¥2,160

4 ゼロ・ウェイスト・ホーム ベア・ジョンソン KTC中央出版 ¥1,836

5 あたらしい 家づくりの教科書 前真之ほか 新建新聞社 ¥1,620

6 エコハウスのウソ[増補改訂版] 前真之 日経BP社 ¥2,484

7 エコまち塾 伊藤滋ほか 鹿島出版社 ¥2,160

8 Q&A 建築物省エネ法のポイント 建築物省エネ法研究会 新日本法規出版 ¥2,052

9
省エネ法の解説：工場・事業所事業場編-エネルギーの使
用の合理化等に関する法律〈平成25年度改正〉

資源エネルギー庁省エネル
ギー対策課 

省エネルギーセンター ¥5,292

10 日本建築入門 五十嵐太郎 ちくま新書 ¥950

11 ゼロからはじめる「環境工学」入門 原口秀昭  彰国社 ¥2,538

12 笑顔がいっぱいの園舎づくり(幼児の城 7)  日比野設計 星雲社 ¥5,000

13 こどもの庭：仙田満+環境デザイン研究所の「園庭・園舎30」 仙田満 世界文化社 ¥5,832

14
ふじようちえんのひみつ：世界が注目する幼稚園の園長先
生がしていること 

加藤積一 小学館 ¥1,620

15 新建築 2016年5月号/子どもを育むまちと建築 新建築社  新建築社  ¥2,057

16 新建築2016年10月号 オフィス特集 新建築社  新建築社  ¥2,057

17 心理と環境デザイン：感覚・知覚の実践 日本建築学会 技報堂出版 ¥3,456

18
サーマルマネキンを用いた室内温熱環境評価法規準・同解
説：日本建築学会環境基準AIJES‐H0005‐2015 

日本建築学会 日本建築学会 ¥1,555

19 住環境再考：スマートから健康まで（住総研住まい読本）
住総研「住環境を再考する」
研究委員会

萌文社 ¥1,944

20 親の家の片づけ方：これ1冊で安心 大津 たまみ あさ出版 ¥1,404

21 カツオが磯野家を片づける日：後悔しない「親の家」片づけ
入門 （SB新書）

渡部 亜矢 SBクリエイティブ ¥864

22 まちづくりの仕事ガイドブック：まちの未来をつくる63の働き
方

饗庭伸 学芸出版社 ¥2,052

23 都市をたたむ：人口減少時代をデザインする都市計画 饗庭伸  花伝社 ¥1,836

24 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

25 パブリックライフ学入門 ゲール,ヤン 鹿島出版会 ¥2,700

26 メガシティとサステイナビリティ（メガシティ1） 村松伸 東京大学出版会 ¥4,104

27
照明環境基準・同解説（日本建築学会環境基準AIJES-
L0002-201）

日本建築学会 日本建築学会 ¥1,847

28 人間環境学の創る世界
東京大学大学院新領域創成
科学研究科環境学研究系

朝倉書店 ¥3,780

29 もしも化学物質過敏症になってしまったら：それぞれの克服
対策とは 

足立和郎 アットワークス ¥1,944

30 空き家対策の実務 北村喜宣 有斐閣  ¥2,376

31 建築・都市計画のための空間学事典 増補改訂版 日本建築学会 井上書院 ¥3,780

32 オフィスはもっと楽しくなる：はたらき方と空間の多様性 花田愛  プレジデント社 ¥1,728

33 絶対失敗しない ワークスタイル変革 日経ストラテジー 日経BP社 ¥1,944

34
コワーキングスペース／シェアオフィス空間による協創型
ワークプレイスの出現：都市マーケティングとマネジメントの
観点から（OMUPブックレットNo.57 「地域活性化」シリーズ5）

橋本沙也加
大阪公立大学共同出版
会

¥864

35 子ども食堂をつくろう！：人がつながる地域の居場所づくり
豊島子どもWAKUWAKUネット
ワーク 

明石書店 ¥1,512

36
知的障害・発達障害のある子どもの住まいの工夫ガイドブッ
ク：危ない! 困った! を安全・安心に

西村顕  中央法規出版 ¥2,592

37
よくわかる！自閉症スペクトラムのための環境づくり：事例
から学ぶ「構造化」ガイドブック

梅永雄二 学研プラス ¥2,052

38 Paris Views Gail Albert Halaban Aperture ¥11,221

39 建築と権力のダイナミズム 御厨貴ほか 岩波書店 ¥3,564

40
フォトアーカイブ 昭和の公団住宅：団地新聞の記者たちが
記録した足跡

長谷田一平 智書房 ¥2,160

41 東京田園モダン 三浦展 洋泉社 ¥1,728

42 商業空間は何の夢を見たか：1960～2010年代の都市と建
築

三浦展ほか 平凡社 ¥2,484

43 水系都市京都：水インフラと都市拡張 小野芳朗 思文閣出版 ¥5,832

44 「新訳」明日の田園都市 ハワード,エベネザー 鹿島出版会 ¥2,592

45
時間のヒダ，空間のシワ…「時間地図」の試み：杉浦康平の
ダイアグラム・コレクション

杉浦康平ほか 鹿島出版会 ¥3,780

46 人間の街：公共空間のデザイン ゲール,ヤン 鹿島出版会 ¥3,456

47 十九世紀の建築著述家たち ペヴスナー,ニコラウス 中央公論美術出版 ¥9,504

48 海の上の世界地図：欧州航路紀行史 和田博文 岩波書店 ¥3,456

49 帝都東京を中国革命で歩く 譚璐美 白水社 ¥1,944
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50 ル・コルビュジエ書簡撰集 ジャン,ジェジャン 中央公論美術出版 ¥37,800

51 ル・コルビュジエ図面撰集　美術館篇 千代章一郎 中央公論美術出版 ¥21,600

52 輝ける都市 ル・コルビュジエ 河出書房新社 ¥10,800

53 建築から都市を，都市から建築を考える 槇文彦 岩波書店 ¥2,052

54
槇文彦+槇総合計画事務所2015：時・姿・空間‐場所の構築
を目指して

槇文彦 鹿島出版会 ¥4,320

55 場のちから 内藤 廣 王国社 ¥2,052

56 建築家・坂本一成の世界 坂本一成ほか LIXIL出版 ¥5,616

57 街角図鑑 三土 たつお 実業之日本社 ¥1,620

58
図説日本インテリアの歴史：室内でみる日本住宅　古代から
近代まで

小泉和子 河出書房新社 ¥2,376

59
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

創元社 ¥2,700

60 人口減少時代の住宅政策：戦後70年の論点から展望する 山口幹幸ほか 鹿島出版会 ¥2,484

61 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

62 こんなまちに住みたい：絵本が育む暮らし・まちづくりの発想 延藤安弘 晶文社 ¥1,944

63 受け継がれる住まい：住居の保存と再生法
住総研「受け継がれる住ま
い」調査研究委員会

柏書房 ¥1,944

64 近居：少子高齢社会の住まい・地域再生にどう活かすか 大月敏雄ほか 学芸出版社 ¥2,052

65 住まいの冒険：生きる場所をつくるということ 木下勇ほか 萌文社 ¥1,944

66 限界マンション：次に来る空き家問題 米山秀隆 日本経済新聞出版社 ¥842

67 2020年マンション大崩壊 牧野知弘 文藝春秋 ¥842

68
進化する都市（改訂・新装版）：都市計画運動と市政学への
入門

ゲデス,パトリック 鹿島出版会 ¥3,780

69 メイキング・ベター・プレイス：場所の質を問う パッツィ,ヒーリー 鹿島出版会 ¥4,104

70
住宅産業100+38のキーワード〈2015→2016年版〉：必携　こ
れだけは知っておきたい

Housing Tribune編集部 創樹社 ¥2,160

71 天皇に選ばれた建築家　薬師寺主計 上田恭嗣 柏書房 ¥3,024

72 茶と室内デザイン 小泉和子 思文閣出版 ¥3,780

73 古民家解體新書Ⅱ：古民家を未来に残すための124の知識 川上幸生 出版文化社 ¥6,780

74 住み継ぐ家づくり：住宅リノベーション図集 魚谷繁礼建築研究所 オーム社 ¥3,780

75 マンション格差 榊淳司 講談社 ¥799

76 縮小都市の挑戦 矢作弘 岩波新書 ¥885

77 エリアリノベーション：変化の構造とローカライズ 馬場正尊 学芸出版社 ¥2,376

78 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

79 昭和の刻印：変容する景観の記憶 窪田陽一ほか 柏書房 ¥3,024

80 景観の作法：殺風景の日本 布野修司 京都大学学術出版会 ¥2,160

81 歩くこどもの感性空間：みんなのまちのみがきかた 千代章一郎 鹿島出版会 ¥3,888

82 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

83 時間を織り込む住宅設計術 彰国社 彰国社 ¥2,376

84 生活の視点でとく都市計画 薬袋奈美子ほか 彰国社 ¥2,808

85 日本の名作住宅の間取り図鑑 大井隆弘 エクスナレッジ ¥1,728

86 コミュニティデザイン学：その仕組みづくりから考える 小林秀樹 東京大学出版会 ¥3,456

87 小さな建築　増補新版 富田玲子 みすず書房 ¥3,024

88 小規模多機能ホーム読本：地域包括ケアの切り札 山口健太郎ほか ミネルヴァ書房 ¥3,240

89
不動産の価値はコミュニティで決まる：土地活用のリノベー
ション

甲斐徹郎ほか 学芸出版社 ¥2,052

90 生きた建築大阪 高岡伸一ほか 140B ¥1,728

91 もう二度と見ることができない幻の名作レトロ建築 伊藤隆之 地球丸 ¥2,484

92 京都ぎらい 井上章一 朝日新書 ¥820

93 生きられたニュータウン 篠原雅武 青土社 ¥2,592

94 人口減少時代の住宅政策 井関和朗ほか 鹿島出版会 ¥2,484

95 en[縁]：アート・オブ・ネクサス 山名義之ほか TOTO ¥1,620

96 社会の新たな哲学：集合体，潜在性，創発 デランダ,マヌエル 人文書院 ¥3,024

97 「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 2,808

98 森は考える：人間的なるものを超えた人類学 コーン,エドゥアルド 亜紀書房 ¥2,916

99 表現のたね アサダワタル モ・クシュラ ¥1,620

100 Critique of Urbanization：Selected Essays Brenner,Neil Bauwelt Fundamente ¥4,654

101 Implosions/Explosions：Towards a Study of Planetary
Urbanization

Brenner,Neil Jovis ¥7,117

102 Extrastatecraft：The Power of Infrastructure Space Easterling,Keller Verso ¥1,944

103 Kumbh Mela：Mapping the Ephemeral Mega City Eck,Diana Hatje Cantz Pub ¥7,128

104
The City of Tomorrow：Sensors, Networks, Hackers, and
the Future of Urban Life

Ratti,Carloほか Yale University Press ¥2,851

105
The Responsive City：Engaging Communities Through Data-
Smart Governance

Goldsmith,Stephen Jossey-Bass ¥5,421
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106
Where We Want to Live：Reclaiming Infrastructure for a
New Generation of Cities

Gravel,Ryan St Martins Pr ¥3,844

107 複数性のエコロジー 篠原雅武 以文社 ¥2,808

108 視覚都市の地政学：まなざしとしての近代 吉見俊哉 岩波書店 ¥5,292

109 帝国日本の生活空間 サンド,ジョルダン 岩波書店 ¥4,752

110 東京戦後地図：ヤミ市跡を歩く 藤木TDC 実業之日本社 ¥2,592

111 日本の都市から学ぶこと：西洋から見た日本の都市デザイ
ン

シェルトン,バリー 鹿島出版会 ¥3,456
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