
2017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 住宅白書〈2014‐2016〉：深化する居住の危機 日本住宅会議 ドメス出版 ¥3,780
2 居住の貧困と「賃貸世代」：国際比較でみる住宅政策 小玉徹 明石書店 ¥3,240
3 HOUSERsハウザーズ：住宅問題と向き合う人々 中島明子 萌文社 ¥2,160
4 母子世帯の居住貧困 葛西リサ 日本経済評論社 ¥3,132

5
まち保育のススメ：おさんぽ・多世代交流・地域交流・防災・
まちづくり

三輪律江ほか 萌文社 ¥2,160

6 日本、家の列島： ヴェロニック・ウルスほか 鹿島出版会 ¥2,484

7
新建築住宅特集別冊 2017年8月号：日本の家1945年以降
の建築と暮らし

株式会社新建築社 ¥3,200

8
図解300 明治・日本人の住まいと暮らし：モースが魅せられ
た美しく豊かな住文化

阿吽社ほか 紫紅社 ¥1,944

9 西山夘三のすまい採集帖：超絶記録! 住田昌二ほか LIXIL出版 ¥1,944

10
団地図解：地形・造成・ランドスケープ・住棟・間取りから読み
解く設計思考

篠沢健太ほか 学芸出版社 ¥3,888

11 シェア空間の設計手法 猪熊純ほか 学芸出版社 ¥3,456
12 ひらかれる建築： 「民主化」の作法 松村秀一 筑摩書房 ¥842
13 人口減少と社会保障：孤立と縮小を乗り越える 山崎史郎 中央公論新社 ¥950

14
人口減少時代の土地問題：「所有者不明化」と相続、空き
家、制度のゆくえ

吉原祥子 中央公論新社 ¥820

15 老いる家 崩れる街：住宅過剰社会の末路 野澤千絵 講談社 ¥820
16 町を住みこなす：超高齢社会の居場所づくり 大月敏雄 岩波書店 ¥929
17 貧困と地域：あいりん地区から見る高齢化と孤立死 白波瀬達也 中央公論新社 ¥864
18 まちづくり教書 佐藤滋 鹿島出版会 ¥3,456
19 住み継がれる集落をつくる：交流・移住・通いで生き抜く地域 山崎義人ほか 学芸出版社 ¥2,592
20 津波被災と再定住：コミュニティのレジリエンスを支える 前田昌弘 京都大学学術出版会 ¥4,644

21
22歳が見た、聞いた、考えた「被災者ニーズ」と「居住の権
利」：借上復興住宅・問題

市川英恵ほか クリエイツかもがわ ¥1,296

22 アメリカの住宅・コミュニティ開発政策 岡田徹太郎 東京大学出版会 ¥6,480
23 イギリスはいかにして持ち家社会となったか：住宅政策の社 スチュアート・ロー ミネルヴァ書房 ¥5,940
24 排除と抵抗の郊外：フランス“移民”集住地域の形成と変容 森千香子 東京大学出版会 ¥4,968

25
Housing in Post：Growth Society: Japan On the Edge of
Transition

Yosuke Hirayamaほか Routledge ¥21,999

26 In Defense of Housing：The Politics of Crisis Peter Marcuseほか Verso ¥3,564
27 Housing Wealth and Welfare Caroline Dewildeほか Edward Elgar Pub ¥18,856
28 時がつくる建築： リノべーションの西洋建築史 加藤耕一 東京大学出版会 ¥3,888
29 理想の住まい：隠遁から殺風景へ (環境人間学と地域)  オギュスタン ベルク 京都大学学術出版会 ¥6,480
30 私鉄郊外の誕生 片木 篤 柏書房 ¥3,672
31 境界線（ボーダー）から考える都市と建築 三宅理一 鹿島出版会 ¥2,700
32 内田祥哉：窓と建築ゼミナール 内田祥哉ほか 鹿島出版会 ¥3,024

33
スペイン初期中世建築史論：10世紀レオン王国の建築とモ
サラベ神話

伊藤 喜彦 中央公論美術出版 ¥17,280

34 知覚と建築：クロード・ペロー『五種類の円柱』とその読解史 土居 義岳 中央公論美術出版 ¥14,040
35 都市・建築空間の史的研究 小寺 武久 中央公論美術出版 ¥12,960
36 メディアとしてのコンクリート：土・政治・記憶・労働・写真 エイドリアン フォーティーほか 鹿島出版会 ¥4,752
37 丹下健三と都市 豊川 斎赫 鹿島出版会 ¥2,376
38 旧軍用地と戦後復興 今村 洋一 中央公論美術出版 ¥7,020
39 京都の洋館 石川祐一 光村推古書院 ¥3,024
40 水と生きる建築土木遺産 後藤治ほか 彰国社 ¥2,484
41 日本の夜の公共圏：スナック研究序説 谷口 功一 白水社 ¥2,052
42 都市経営時代のアーバンデザイン 西村 幸夫 学芸出版社 ¥3,996
43 図鑑デザイン全史 柏木 博 東京書籍 ¥6,264

44
芸術の都ロンドン大図鑑：英国文化遺産と建築・インテリア・
デザイン

フィリップ デイヴィース 西村書店 ¥7,020

45
Building in Time：From Giotto to Alberti and Modern
Oblivion

Marvin Trachtenberg  Yale University Press ¥11,502

46 日本住宅協会　機関誌『住宅」復刻 CD-ROM 日本住宅協会 \18,000
（会員価格）

47 住宅建築文献集成（第1期） 柏書房 柏書房
48 住宅建築文献集成（第2期） 柏書房 柏書房
49 住宅建築文献集成（第3期） 柏書房 柏書房
50 住宅建築文献集成（第4期） 柏書房 柏書房

\105,840
（全27巻の

価格）
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