
2020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 実況・比較西洋建築史講義 中谷礼仁 インスクリプト 2020 ¥2,420

2
「仮住まい」と戦後日本： 実家住まい・賃貸住ま

い・仮設住まい
平山洋介 青土社 2020 ¥2,420

3 分離派建築会：日本のモダニズム建築誕生 田路貴浩 京都大学学術出版会 2020 ¥4,840

4 スケール 下：生命，都市，経済をめぐる普遍的法則 ジョフリー・ウェスト 他 早川書房 2020 ¥2,530

5 スケール 上：生命，都市，経済をめぐる普遍的法則 ジョフリー・ウェスト 他 早川書房 2020 ¥2,530

6 中村好文：百戦錬磨の台所 vol.1 中村好文 学芸出版社 2020 ¥2,970

7
環境のヒューマンファクターデザイン：健康で快適な

次世代省エネ建築へ
日本建築学会 井上書院 2020 ¥2,970

8 天安門広場：中国国民広場の空間史 市川紘司 筑摩書房 2020 ¥4,840

9 伊東豊雄 自選作品集：身体で建築を考える 伊東豊雄 平凡社 2020 ¥13,200

10 ふるまいの連鎖：エレメントの軌跡 門脇耕三他 TOTO出版 2020 ¥1,650

11 藤森照信作品集 藤森照信他 TOTO出版 2020 ¥13,200

12 近代天皇制と東京：儀礼空間からみた都市・建築史 長谷川香 東京大学出版会 2020 ¥7,700

13
ビルディングタイプ学 入門：新しい空間と社会のデ

ザインがわかる
中村陽一他 誠文堂新光社 2020 ¥3,520

14 基礎講座建築設備 金政秀他 学芸出版社 2020 ¥3,080

15 都市の環境設備計画 日本建築学会 森北出版 2020 ¥7,150

16 建築環境工学　改訂版 宇田川光弘他 朝倉書店 2020 ¥3,850

17
わたしたちのウェルビーイングをつくりあうために：

その思想，実践，技術
渡邊淳司他 ビー・エヌ・エヌ新社 2020 ¥2,640

18 都市の風環境予測のためのCFDガイドブック 日本建築学会 日本建築学会 2020 ¥3,850

19 高経年マンションの影と光：その誕生から再生まで 花里俊廣他 プログレス 2020 ¥4,180

20 これからの工務店経営とSDGs(持続可能な開発目標)
建築関連産業とSDGs編集

委員会
日本建築センター 2020 ¥2,750

21 これで完璧！ マンション大規模修繕 増補改訂版
マンション大規模修繕研

究会
エクスナレッジ 2020 ¥2,640

22 ディープラーニング ジョン・D・ケレハー ニュートンプレス 2020 ¥2,530

23
移民の経済学：雇用，経済成長から治安まで，日本は

変わるか
友原章典 中央公論新社 2020 ¥902

24
教養としてのコンピューターサイエンス講義：今こそ

知っておくべき「デジタル世界」の基礎知識
ブライアン・カーニハン 日経BP 2020 ¥2,860

25 構造設計プロセス図集 大野博史 オーム社 2020 ¥3,850

26
建築と経営のあいだ：設計事務所の経営戦略をデザイ

ンする
高橋寿太郎 学芸出版社 2020 ¥2,420

27 新・住宅論 難波和彦 左右社 2020 ¥2,750

28
リノベーションからみる西洋建築史：歴史の継承と創

造性
伊藤喜彦他 彰国社 2020 ¥2,640

29 「住む」ための事典 篠原聡子他 彰国社 2020 ¥2,695

30
NIWA HOUSE：Houses Designed by TOSHIHITO

YOKOUCHI 横内敏人の住宅2014-2019
横内敏人 学芸出版社 2020 ¥16,500

31 エコハウスのウソ2 前真之 日経BP 2020 ¥2,530

32 クロノデザイン：空間価値から時間価値へ 内藤廣他 彰国社 2020 ¥2,200

33 テーマでとく光のデザイン手法と技術 日本建築学会 彰国社 2020 ¥3,520

34 宮脇檀の間取り大図鑑 山崎健一 エクスナレッジ 2020 ¥2,420

35 経済学で考える人口減少時代の住宅土地問題 土地総合研究所 東洋経済新報社 2020 ¥3,630

36
持続可能なマンション再生 SDGsのまちづくり：住み

続けられるマンションであるために
山口幹幸他 プログレス 2020 ¥4,180

37
昭和レトロ間取り探訪：大大阪時代の洋風住宅デザイ

ン
橋爪伸也 青幻舎 2020 ¥2,530

38 新しいコミュニティを生み出す空間とデザイン パイ インターナショナル パイインターナショナル 2020 ¥6,490

39 世界の美しい住宅 廣部剛司 エクスナレッジ 2020 ¥1,980



40
都市居住の社会学：社会調査から読み解く日本の住宅

政策
大谷信介 ミネルヴァ書房 2020 ¥2,750

41 民家を知る旅：日本の民家見どころ案内 日本民俗建築学会 彰国社 2020 ¥4,950

42 問いのデザイン：創造的対話のファシリテーション 安斎勇樹他 学芸出版社 2020 ¥2,970

43 丗|SEI/徳田邸：京都　生きる喜び 西沢立衛他 millegraph 2020 ¥1,650

44 江戸の間取り：百万都市を俯瞰する 安藤優一郎 彩図社 2020 ¥1,430

45 タイル建築探訪 酒井一光 青幻社 2020 ¥3,300

46 日本建築の歴史的評価とその保存 山岸常人 勉誠出版 2020 ¥18,700

47 Countryside: A Report Armstrong, Richard他 Taschen America 2020 ¥3,630

48
クリティカル・デザインとはなにか?：問いと物語を

構築するためのデザイン理論入門
マット・マルパス ビー・エヌ・エヌ新社 2020 ¥3,520

49 人類堆肥化計画 束千茅 創元社 2020 ¥1,870

50 人間以後の哲学 篠原雅武 講談社 2020 ¥1,980

51 ドットアーキテクツ：山で木を切り舟にして海に乗る 家成俊勝 LIXIL出版 2020 ¥1,980

52 建築の設計力 坂牛卓 彰国社 2020 ¥2,420

53 土中環境：忘れられた共生のまなざし，蘇る古の技 高田宏臣 建築資料研究社 2020 ¥2,750

54 ダイナミック・ケイパビリティの企業理論 D. J. ティース 中央経済社 2019 ¥3,740

55 ニュートン式 超図解：最強に面白い!! 統計 今野紀雄 ニュートンプレス 2019 ¥858

56 パラドックス マーガレット・カオンゾ ニュートンプレス 2019 ¥1,650

57 ファシリティマネジメントのためのBIMガイドライン
日本ファシリティマネジ

メント協会

日本ファシリティマネジメント協

会　BIM・FM研究部会
2019 ¥2,200

58 マンションの終活を考える 浅見泰司他 プログレス 2019 ¥2,860

59 近代建築そもそも講義 藤森照信 新潮社 2019 ¥880

60
建築産業にとってのSDGs(持続可能な開発目標)：導入

のためのガイドライン-

建築関連産業とSDGs編集

委員会
日本建築センター 2019 ¥2,750

61 現代住宅の納まり手帖 伊藤博之 彰国社 2019 ¥3,740

62 荒廃する日本：これでいいのかジャパン・インフラ インフラ再生研究会 日経BP 2019 ¥2,200

63 持続可能なまちづくり：データで見る豊かさ 馬奈木俊介 中央経済社 2019 ¥2,640

64 帝国ホテル建築物語 植松三十里 PHP研究所 2019 ¥1,980

65 都市空間の明治維新 松山恵 ちくま新書 2019 ¥968

66
「京町家カルテ」が解く：京都人が知らない京町家の

世界

京都市景観・まちづくり

センター
淡交社 2019 ¥2,970

67
京の家 町家：伝統の佇まいと，生まれ変わる京町家

のすべて
ミカブックス パイインターナショナル 2019 ¥3,190

68 古民家の調査と再築 川上幸生 住まい教育推進協会 2019 ¥8,800

69
住まいの耐久性 大百科事典〈1〉：後悔しない住まい

づくり

住まいの屋根換気壁通気

研究会
カナリアコミュニケーションズ 2019 ¥2,241

70 不動産プランナー流建築リノベーション 岸本千佳 学芸出版社 2019 ¥2,420

71
最高の断熱・エコハウスをつくる方法 令和の大改訂

版
西方里見 エクスナレッジ 2019 ¥1,980

72
江戸東京の都市組織に挑む：上野　本郷　谷中　根津

下谷

法政大学江戸東京研究セ

ンター他
彰国社 2019 ¥1,980

73 近代建築利用博物館事典 青木豊他 雄山閣 2019 ¥15,400

74 今和次郎：思い出の品の整理学 今和次郎 平凡社 2019 ¥1,540

75 世界都市史事典 布野修司 昭和堂 2019 ¥22,000

76
日本近代の建築保存方法論：法隆寺昭和大修理と同時

代の保存理念
青柳憲昌 中央公論美術出版 2019 ¥13,200

77 古民家への道：民家再生　日本を住む 松井郁夫 ウエルパイン書店 2019 ¥2,640

78 窓展：窓をめぐるアートと建築の旅 東京国立近代美術館 平凡社 2019 ¥2,750

79 魔除けの民俗学：家・道具・災害の俗信 常光徹 KADOKAWA 2019 ¥1,870

80 Kazuo Shinohara：3 Houses Dehli, Christian Quart Architektur 2019 ¥13,200



81 瓦礫の未来 磯崎新 青土社 2019 ¥2,640

82 地球に降り立つ：新気候体制を生き抜くための政治 ブルーノ・ラトゥール 新評論 2019 ¥2,420

83 かたちは思考する：芸術制作の分析 平倉圭 東京大学出版会 2019 ¥4,180

84 分解の哲学：腐敗と発酵をめぐる思考 藤原辰史 青土社 2019 ¥2,640

85
アーキテクテン・デ・ヴィルダー・ヴィンク・タユー

建築作品集

アーキテクテン・デ・

ヴィルダー・ヴィンク・
TOTO出版 2019 ¥2,900

86 反穀物の人類史 ジェームズ・C・スコット みすず書房 2019 ¥4,180

87 植物の生の哲学：混合の形而上学 エマヌエーレ・コッチャ 勁草書房 2019 ¥3,520

88
ブルーノ・ラトゥールの取説：アクターネットワーク

論から存在様態探求へ
久保明教 月曜社 2019 ¥1,980

89
姿勢としてのデザイン：「デザイン」が変革の主体と

なるとき
アリス・ローソーン フィルムアート社 2019 ¥2,530

90 都市美 〈1〉（特集：コミュニティ権　新しい希望） 山本理顕 名古屋造形大学 2019 ¥1,650

91 戸建住宅地管理論　新刊 温井達也他 結エディト 2018 ¥2,750

92 アルヴァ・アールトの建築：エレメント&ディテール 小泉隆 学芸出版社 2018 ¥3,520

93
建設テック革命：アナログな建設産業が最新テクノロ

ジーで生まれ変わる
木村駿 日経BP 2018 ¥2,420

94
木造モダニズム建築の傑作 聴竹居：発見と再生の22

年
松隈章 ぴあ 2018 ¥1,430

95 人新世とは何か クリストフ・ボヌイユ他 青土社 2018 ¥3,520

96 マンション法案内　第2版 鎌野邦樹 勁草書房 2017 ¥2,530

97 あるノルウェーの大工の日記 オーレ・トシュテンセン エクスナレッジ 2017 ¥1,870

98 土と内臓：微生物がつくる世界
デイビッド・モントゴメ

リー他
築地書館 2016 ¥2,970

99 コメンタールマンション区分所有法　第3版 稲本洋之助他 日本評論社 2015 ¥8,800

100
建築と不動産のあいだ：そこにある価値を見つける不

動産思考術
高橋寿太郎 学芸出版社 2015 ¥2,420

101 技術の道徳化：事物の道徳性を理解し設計する
ピーター・ポール フェル

ベーク
法政大学出版局 2015 ¥3,520

102
アルファベット そして アルゴリズム：表記法による

建築‐ルネサンスからデジタル革命へ
マリオ・カルポ 鹿島出版会 2014 ¥2,640

103 コメンタールマンション標準管理規約 稲本洋之助他 日本評論社 2012 ¥6,270

104
サステイナブルなものづくり：ゆりかごからゆりかご

へ

ウィリアム・マクダナー

他
人間と歴史社 2009 ¥1,760


