
2018年度推薦図書リスト

タイトル 編著者等 出版者 出版年 価格(税込)

1 ゴシックの匠 アンドレアス・グローテ 鹿島出版会 2018 ¥3,780

2 フエ：ベトナムの都城と建築 伊藤毅編 中央公論美術出版 2018 ¥4,644

3 まちなかから始まる地方創生 福川裕一他 岩波書店 2018 ¥3,024

4 リノベーションの教科書： 企画・デザイン ・プロジェクト 小池志保子他 学芸出版社 2018 ¥3,024

5 ル・コルビュジエがめざしたもの 五十嵐太郎 青土社 2018 ¥2,808

6 磯崎新・藤森照信の「にわ」建築談義 磯崎新他 六耀社 2017 ¥3,672

7 営繕論：希望の建設・地獄の営繕 内田祥士 NTT出版 2017 ¥2,808

8 近代日本の洋風建築　開花編 藤森照信 筑摩書房 2017 ¥4,104

9 建築 未来への遺産 鈴木博之 東京大学出版会 2017 ¥4,104

10 建築を見つめて，都市に見つめられて 石田潤一郎 鹿島出版会 2018 ¥3,024

11 建築家の年輪 真壁智治他 左右社 2018 ¥4,860

12 建物が語る日本の歴史 海野聡 吉川弘文館 2018 ¥2,592

13 脱住宅： 「小さな経済圏」を設計する 山本理顕他 平凡社 2018 ¥3,024

14 藤森照信の建築探偵放浪記 藤森照信 経済調査会 2018 ¥3,888

15 評伝　ロバート・モーゼス 渡邉泰彦 鹿島出版会 2018 ¥2,808

16 本音のエコハウス 鎌田紀彦 エクスナレッジ 2018 ¥3,498

17 不動産リノベーションの企画術 中谷ノボル他 学芸出版社 2018 ¥2,808

18 消えゆくアジアの水上居住文化 畔柳昭雄他 鹿島出版会 2018 ¥2,700

19 思考としてのランドスケープ　地上学への誘い 石川初 LIXIL出版 2018 ¥2,808

20 新築がお好きですか？：日本における住宅と政治 砂原庸介 ミネルヴァ書房 2018 ¥3,024

21 都市計画の思想と場所：日本近現代都市計画史ノート 中島直人 東京大学出版会 2018 ¥4,752

22 世界の空き家対策 米山秀隆他 学芸出版社 2018 ¥2,160

23 都市計画学：変化に対応するプランニング 中島直人他 学芸出版社 2018 ¥3,024

24 Besides, History：現代建築にとっての歴史 長谷川豪 鹿島出版会 2018 ¥3,780

25 HOMES IN JAPAN Francesca Chiorino Electa 2017 ¥7,711

26 NIIZEKI STUDIO 建築設計図集 新関謙一郎 オーム社 2018 ¥4,320

27 PLOT　08　石上純也　建築のプロセス 石上純也 ADA 2018 ¥5,184

28 Steven Holl：Seven Houses Rizzoli 2018 ¥11,588

29 suppose：design office Makoto Tanijiri Frame Pub 2018 ¥6,955

30 いい家をつくるために，考えなければならないこと 高橋修一 平凡社 2018 ¥1,944

31 スリランカの現代住宅 ロバート・パウエル グラフィック社 2018 ¥5,940

32 ちのかたち：建築的思考のプロトタイプとその応用 藤村龍至 TOTO出版 2018 ¥3,240

33 中村好文 集いの建築，円いの空間 中村好文 TOTO出版 2017 ¥2,700

34 バベる！：自力でビルを建てる男 岡 啓輔 筑摩書房 2018 ¥2,376

35 リノベーションハウスのベストスタイルブック 主婦の友社 主婦の友社 2017 ¥1,922

36 荻野寿也の「美しい住まいの緑」85のレシピ 荻野 寿也 エクスナレッジ 2017 ¥2,300

37 建築家夫婦のつくる居心地のいい暮らし 八島正年他 オーム社 2018 ¥2,052

38 住宅デザインのひきだし 高野保光 エクスナレッジ 2018 ¥2,376

39 住宅設計のプロが必ず身につける 建築のスケール感 中山繁信 オーム社 2018 ¥2,268

40 小さな家。時をつむぐ，豊かな暮らし エクスナレッジ 2017 ¥1,728

41 小さな家の間取り解剖図鑑 本間至 エクスナレッジ 2017 ¥1,944

42 中山英之　1/1000000000 中山英之 LIXIL出版 2018 ¥1,944

43 日本人がいちばん暮らしやすい間取り図鑑 フリーダムアーキテクツ エクスナレッジ 2018 ¥1,944

44 堀部安嗣 建築を気持ちで考える 堀部 安嗣 TOTO出版 2017 ¥2,376

45 明日から使える内外装マテリアル300 伊礼智他 エクスナレッジ 2018 ¥2,592

46 良い間取り 悪い間取り ザ・ハウス エクスナレッジ 2018 ¥1,944

47 Adaptive Reuse： Extending the Lives of Buildings Liliane Wong Birkhauser Architecture 2016 ¥7,030

48 Old Buildings, New Forms Francoise Bollack The Monacelli Press 2013 ¥7,722

49
RE-USA： 20 American Stories of Adaptive Reuse：

A Toolkit for Post-Industrial Cities
Matteo Robiglio Jovis 2017 ¥5,410

50
The New Old House：Historic & Modern

Architecture Combined
Marc Kristal Harry N. Abrams 2017 ¥9,266

51 近代日本の空間編成史 中川理 思文閣出版 2017 ¥8,424

52 ディテールで語る建築 内田祥哉 彰国社 2018 ¥3,456

53 階段空間の解体新書 田中智之 彰国社 2018 ¥2,916

54 京都 近代の記憶 中川理 思文閣出版 2015 ¥2,376

55 近代造園史 粟野隆 建築資料研究社 2018 ¥2,484
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56 建築の民族誌 貝島桃代他 TOTO出版 2018 ¥1,620

57 県都物語：47都心空間の近代をあるく 西村幸夫 有斐閣  2018 ¥3,888

58 現代建築理論序説：1968年以降の系譜 Harry Francis Mallgrave

他
鹿島出版会 2018 ¥3,888

59 時のかたち（SD選書270） ジョージ・クブラー 鹿島出版会 2018 ¥2,592

60 図説 近代日本土木史 土木学会 土木史研究委員
会

鹿島出版会 2018 ¥3,672

61 風景にさわる：ランドスケープデザインの思考法 長谷川浩己 丸善出版 2017 ¥2,808

62 米国のブラウンフィールド再生：工場跡地から都市を再生
する

黒瀬武史 九州大学出版会 2018 ¥8,424

63 アルヴァ・アアルト：もうひとつの自然 和田菜穂子 国書刊行会  2018 ¥4,104

64 モダニズム崩壊後の建築：1968年以降の転回と思想 五十嵐太郎  青土社 2018 ¥2,808

65 「かわいい」と建築 日本建築学会 海文堂出版 2018 ¥2,916

66

A Handbook of Sustainable Building Design and

Engineering: An Integrated Approach to Energy,

Health and Operational Performance (Best

Buildings Energy and Solar Technology)

Dejan Mumovic, Mat

Santamouris
Routledge 2018 ¥16,329

67 CFDガイドブック：はじめての環境・設備設計シミュレー
ション

空気調和・衛生工学会 オーム社 2017 ¥4,104

68 SDGsとESG時代の生物多様性・自然資本経営 藤田香 日経BP社 2017 ¥2,376

69
オーラルヒストリーで読む戦後学校建築：いかにして学校
は計画されてきたか

日本建築学会 学事出版 2017 ¥3,024

70 ヤマベの耐震改修 山辺豊彦 エクスナレッジ 2018 ¥3,024

71
世界で一番やさしい省エネ法 平成29年施工建築物省エ
ネ法規制措置完全対応版

ビューローベリタスジャパン
建築認証事業本部

エクスナレッジ 2017 ¥3,240

72 環境白書／循環型社会白書／生物多様性白書 環境省 日経印刷 2018 ¥2,570

73 基礎教材 建築設備 秋元孝之他 井上書院 2018 ¥2,916

74 健康は住まいがつくる 田中正敏 彰国社 2018 ¥1,350

75 建築家のためのウェブ発信講義 後藤連平 学芸出版社 2018 ¥2,268

76
建築工事における施工シミュレータ：設計BIMと施工

BIMとの橋渡し
嘉納成男 早稲田大学出版部 2018 ¥3,240

77 設備設計スタンダード図集：建築設備の極意を伝授！ 柿沼整三他 オーム社 2017 ¥4,140

78
建築設備パーフェクトマニュアル 2018-2019：戸建て・集
合住宅・オフィスビル

山田浩幸 エクスナレッジ 2017 ¥3,672

79 自然エネルギーのソーシャルデザイン 大内秀明他 鹿島出版会 2018 ¥2,484

80 住宅断面詳細図集：精緻なディテール満載 田井幹夫 オーム社 2017 ¥3,888

81
小さなエネルギーで豊かに暮らせる住まいをつくる： エネ

ルギー半減をめざす1985アクション
野池政宏 学芸出版社 2018 ¥1,944

82 人と自然をつなぐ建築・都市　竹中工務店の環境建築 竹中工務店 建築技術 2018 ¥3,996

83 図説 近代エクステリアの歴史 日本エクステリア学会 建築資料研究社 2018 ¥2,700

84 世界の建築家解剖図鑑 大井隆弘他 エクスナレッジ 2018 ¥1,944

85 昼光照明基準・同解説：日本建築学会環境基準 日本建築学会 日本建築学会 2018 ¥1,944

86
燃費半分で暮らす家（増補版）：新住協の家づくり 四季
折々を省エネで快適に過ごす

鎌田紀彦 市ヶ谷出版社 2017 ¥1,620

87 環境デザインマップ 日本
建築設備綜合協会環境デ
ザインマップ編集委員会

総合資格 2018 ¥2,052

88 幸せな名建築たち：住む人・支える人に学ぶ42のつきあ
い方

日本建築学会 丸善出版 2018 ¥3,024

89
利用者本位の建築デザイン：事例でわかる 住宅・地域施
設・病院・学校

日本建築学会 彰国社 2017 ¥3,024

90 実況・近代建築史講義 中谷礼仁 LIXIL出版 2017 ¥1,944

91 「現代町家」という方法  家づくりで街角の風景を変える 趙海光 建築資料研究社 2018 ¥3,024

92 「三陸津波」と集落再編 岡村健太郎 鹿島出版会 2017 ¥4,644

93 初めて学ぶ 都市計画（第二版） 饗庭伸他 市ケ谷出版社 2018 ¥3,240

94 コミュニティによる地区経営 大野秀敏他 鹿島出版会 2018 ¥2,700

95 ひとり空間の都市論 南後由和 ちくま新書 2018 ¥928

96 まちづくり図解 佐藤滋他 鹿島出版会 2017 ¥2,700

97 まちのゲストハウス考 真野洋介他 学芸出版社 2017 ¥2,160

98
まちをひらく技術：建物・暮らし・なりわい‐地域資源の一
斉公開

岡村祐他 学芸出版社 2017 ¥2,700

99 まちを読み解く：景観・歴史・地域づくり 西村幸夫他 朝倉書店 2017 ¥3,456

100 リファイニング建築が社会を変える 青木茂 建築資料研究社 2018 ¥1,944

101 狭小地3・4・5階建て住宅の設計法 大戸浩他 学芸出版社 2015 ¥3,780

102 空き家（マンション）対策の自治体政策体系化 米山秀隆 地域科学研究会 2015 ¥5,022
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103 空き家を活かす 空間資源大国ニッポンの知恵 松村秀一 朝日新聞出版 2018 ¥810

104 空き家問題解決のための政策法務 北村喜宣  第一法規 2018 ¥3,024

105 実践！復興まちづくり 復興まちづくり研究所 合同フォレスト 2017 ¥1,944

106 神山プロジェクトという可能性 グリーンバレー 廣済堂出版 2016 ¥2,160

107 世界の地方創生：辺境のスタートアップたち 松永安光他 学芸出版社 2017 ¥2,160

108 世界一わかりやすい家づくりの教科書 2018-2019 田村誠邦他 エクスナレッジ 2018 ¥1,620

109 都市環境から考えるこれからのまちづくり
都市環境学教材編集委員
会

森北出版 2017 ¥2,808

110
都市縮小時代の土地利用計画：多様な都市空間創出へ
向けた課題と対応策

日本建築学会 学芸出版社 2017 ¥4,752

111 復興デザインスタジオ
東京大学復興デザイン研究
体

東京大学出版会 2017 ¥3,888

112 復興の空間経済学 藤田昌久他 日本経済新聞出版社 2018 ¥3,888

113
密集市街地の防災と住環境整備：実践にみる15の処方
箋

UR密集市街地整備検討会 学芸出版社 2017 ¥2,700

114 モクチンメソッド：都市を変える木賃アパート改修戦略 連勇太朗他 学芸出版社 2017 ¥2,376

115 神山進化論：人口減少を可能性に変えるまちづくり 神田誠司 学芸出版社 2018 ¥2,160

116
マイパブリックとグランドレベル：今日からはじめるまちづく
り

田中元子 晶文社 2017 ¥1,944

117 都心集中の真実：東京23区町丁別人口から見える問題 三浦展 ちくま新書 2018 ¥799

118 アーバンデザイン講座 前田英寿他 彰国社 2018 ¥2,592

119
ストック活用型団地再編への展望　前編　関西大学団地
再編プロジェクトの研究活動

関西大学戦略的研究基盤
団地再編プロジェクト

関西大学出版部 2016 ¥3,780

120
ストック活用型団地再編への展望　後編　団地再編専門
家養成セミナーテキスト

関西大学戦略的研究基盤
団地再編プロジェクト

関西大学出版部 2016 ¥3,240

121 そして，暮らしは共同体になる。 佐々木俊尚 KTC中央出版 2016 ¥1,728

122
パリのガルディアンものがたり：フランス首都圏の共同住宅
マネジメンシ

関川華 西山夘三記念すまい・まちづくり文庫 2017 ¥1,080

123
ひとが優しい博物館：ユニバーサル・ミュージアムの新展
開

広瀬浩二郎 青弓社 2016 ¥2,160

124 音のない世界と音のある世界をつなぐ 松森果林 岩波書店 2014 ¥929

125 漁師はなぜ，海を向いて住むのか？ 地井昭夫他 工作舎 2012 ¥3,024

126
共生のユニバーサルデザイン：建築・交通・まちづくりをつ
なぐ

三星昭宏他 学芸出版社 2014 ¥3,240

127 空き家の手帖：放っておかないための考え方・使い方 六原自治連合会他 学芸出版社 2016 ¥1,080

128
大家と居住者の共生ものがたり：賃貸型コーポラティブハ
ウスあるじゅ二十年

江国智洋他 西山夘三記念すまい・まちづくり文庫 2017 ¥1,080

129 都市・まちづくり学入門 日本都市計画学会 学芸出版社 2011 ¥2,700

130 都市計画とまちづくりがわかる本　第二版 伊藤雅春他 彰国社 2017 ¥2,592

131 民家再生のはじめかた：そうじから紡がれるものがたり 不破正仁他 西山夘三記念すまい・まちづくり文庫 2018 ¥1,080

132 目の見えない人は世界をどう見ているのか 伊藤亜紗 光文社 2015 ¥821
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