
2021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
あたらしい「路上」のつくり方：実践者に聞く屋外
公共空間の活用ノウハウ

影山裕樹 DU BOOKS 2018 ¥2,200

2
アフターコロナの都市計画：変化に対応するための
地域主導型改革

石井良一 学芸出版社 2021 ¥2,750

3
アメリカの空き家対策とエリア再生：人口減少都市
の公民連携

平修久 学芸出版社 2020 ¥2,750

4 エリアマネジメント：効果と財源 小林重敬ほか 学芸出版社 2020 ¥2,750

5
きみは「3.11」をしっていますか？：東日本大震災
から10年後の物語

細野不二彦ほか 小学館 2021 ¥1,540

6 ゲンロン戦記：「知の観客」をつくる 東浩紀 中央公論新社 2020 ¥946

7
コミュニティカフェ：まちの居場所のつくり方，続
け方

齋藤保 学芸出版社 2020 ¥2,200

8 コロナで都市は変わるか 矢作弘ほか 学芸出版社 2020 ¥2,420
9 社会的処方：孤立という病を地域のつながりで治す 西智弘 学芸出版社 2020 ¥2,200
10 スナックの歩き方 玉袋筋太郎 イースト・プレス 2017 ¥880

11
ソーシャルデザイン実践ガイド：地域の課題を解決
する７つのステップ

筧裕介 英治出版 2013 ¥2,420

12 タクティカル・アーバニズム 泉山塁威ほか 学芸出版社 2021 ¥2,970

13
ティール組織：マネジメントの常識を覆す次世代型
組織の出現

ラルー,フレデリック 英治出版 2018 ¥2,750

14 リノベーションプラス：拡張する建築家の職能 松村秀一ほか ユウブックス 2016 ¥2,200

15
居住福祉研究 29号　移住者との共生と居住福祉の課
題

日本居住福祉学会 東信堂 2020 ¥1,100

16
居住福祉研究30号　提言　新型コロナ危機と居住福
祉の課題

日本居住福祉学会 東信堂 2021 ¥1,100

17
居住福祉研究31号　提言 新型コロナ危機と居住福祉
の課題Ⅱ

日本居住福祉学会 東信堂 2021 ¥1,100

18
空き家再生でみんなが稼げる地元をつくる：「がも
よんモデル」の秘密

和田欣也ほか 学芸出版社 2021 ¥2,200

19
建築系のためのまちづくり入門：ファシリテーショ
ン・不動産の知識とノウハウ

JCAABE日本建築まちづく
り適正支援機構

学芸出版社 2021 ¥2,860

20
建築模型アイデア図鑑：身近な材料でつくる83の方
法

西日本工業大学石垣充研
究室ほか

学芸出版社 2021 ¥2,640

21 孤独死を防ぐ：支援の実際と政策の動向 中沢卓実ほか ミネルヴァ書房 2012 ¥1,980

22
公民連携まちづくりの実践：公共資産の活用とス
マートシティ

越直美 学芸出版社 2021 ¥2,640

23 始まっている未来：新しい経済学は可能か 宇沢弘文ほか 岩波書店 2009 ¥1,760
24 私とは何か：「個人」から「分人」へ 平野啓一郎 講談社現代新書 2012 ¥924
25 住まいの建築計画 今村仁美ほか 学芸出版社 2021 ¥3,080

26
住宅市場と行政法 = Housing Market and 
Administrative Law：耐震偽装、まちづくり、住宅
セーフティネットと法

板垣勝彦 第一法規 2017 ¥4,950

27 小さなまちづくりのための空き家活用術 高橋大輔 建築資料研究社 2017 ¥2,750

28
場づくりから始める地域づくり：創発を生むプラッ
トフォームのつくり方

飯盛義徳 学芸出版社 2021 ¥2,750

29 人は明日どう生きるのか：未来像の更新 南條史生ほか NTT出版 2020 ¥1,650

30 地域発！つながる・集める施設のデザイン パイ インターナショナル パイ インターナショナル 2019 ¥6,490

31 中村好文　百戦錬磨の台所vol.2 中村好文 学芸出版社 2021 ¥2,970

32
通りからはじまる“まち”のデザイン：空き家活用
術2

高橋大輔 建築資料研究社 2019 ¥2,750

33
都市の＜隙間＞からまちをつくろう：ドイツ・ライ
プツィヒに学ぶ空き家と空き地のつかいかた

大谷悠 学芸出版社 2020 ¥2,420

34
東日本大震災の教訓：復興におけるネットワークと
ガバナンスの意義

アルドリッチ,D.P. ミネルヴァ書房 2021 ¥3,850

35 被災マンションの建物取壊しと敷地売却マニュアル 萩原孝次ほか 民事法研究会 2021 ¥2,640

36
福祉と住宅をつなぐ：課題先進都市・大牟田市職員
の実践

牧嶋誠吾 学芸出版社 2021 ¥2,200

37
未来への大分岐：資本主義の終わりか，人間の終焉
か？

ガブリエル,マルクスほか 集英社新書 2019 ¥1,078

38
「不法」なる空間にいきる：占拠と立ち退きをめぐ
る戦後都市史

本岡拓哉 大月書店 2019 ¥3,520

39 日本都市史・建築史事典 都市史学会 丸善 2018 ¥22,000
40 論より実践：建築修復学 後藤治 共立出版 2019 ¥4,290
41 改訂版　図説　日本住宅の歴史 平井聖 学芸出版社 2021 ¥2,420

42 危機の都市史：災害・人口減少と都市・建築
「都市の危機と再生」研
究会

吉川弘文館 2019 ¥12,100

43 近世の公家社会と京都：集住のかたちと都市社会 登谷伸宏 思文閣 2015 ¥8,800
44 建築の聖なるもの：宗教と近代建築の精神史 土居義岳 東京大学出版会 2020 ¥4,180
45 図説 日本木造建築事典：構法の歴史 坂本功 朝倉書店 2018 ¥24,200

46
水都 東京：地形と歴史で読みとく下町・山の手・郊
外

陣内秀信 筑摩書房 2020 ¥1,100

47
日本の歴史的建造物：社寺・城郭・近代建築の保存
と活用

光井渉 中央公論新社 2021 ¥990

48 日本近現代建築の歴史：明治維新から現代まで 日埜直彦 講談社 2021 ¥2,475

49 平安貴族の住まい：寝殿造から読み直す日本住宅史 藤田勝也 吉川弘文館 2021 ¥1,870

50 建築の東京 五十嵐太郎 みすず書房 2020 ¥3,300

51 GA HOUSES 171 50 Houses from Archive
エーディーエー・エディタ・トー
キョー

2020 ¥3,133

52 GA HOUSES 173 50 Houses from Archive 2
エーディーエー・エディタ・トー
キョー

2020 ¥3,133

53 GA HOUSES 175 PROJECT 2021
エーディーエー・エディタ・トー
キョー

2021 ¥3,133

54 GA HOUSES 177 50 Houses from Archive 3
エーディーエー・エディタ・トー
キョー

2021 ¥3,133



55
建設DX：デジタルがもたらす建設産業のニューノー
マル

木村駿 日経アーキテクチュア 2020 ¥2,530

56
建設ドキュメント1988-： イサム・ノグチとモエレ
沼公園

川村純一ほか 学芸出版社 2013 ¥2,640

57
現代集合住宅のリ・デザイン：事例で読む“ひと・
時間・空間”の計画

日本建築学会 彰国社 2010 ¥2,860

58
戸建て・集合住宅・オフィスビル　建築設備パー
フェクトマニュアル2020-2021

山田浩幸 エクスナレッジ 2019 ¥3,740

59
郊外社会の分断と再編：つくられたまち・多摩
ニュータウンのその後

石田光規ほか 晃洋書房 2018 ¥2,860

60 集合住宅の建築設備設計マニュアル 建築設備技術者協会 オーム社 2000 ¥7,700
61 集合住宅の遮音性能・遮音設計の考え方 日本建築学会 日本建築学会 2016 ¥3,630
62 新世代建築家への道 松尾享浩 幻冬舎 2021 ¥1,650

63
エリアマネジメント・ケースメソッド： 官民連携に
よる地域経営の教科書

保井美樹ほか 学芸出版社 2021 ¥2,860

64 まちづくりプロジェクトの教科書 小地沢将之 森北出版 2020 ¥2,420

65
持続可能な地域のつくり方：未来を育む「人と経済
の生態系」のデザイン

筧裕介 英治出版 2019 ¥2,640

66 三びきのこぶた（イギリスの昔話） 瀬田貞二／山田三郎 福音館書店 2008 ¥990
67 サンタのたのしいなつやすみ ブリッグズ,レイモンド 篠崎書林 1987 ¥810
68 ゆきだるま（スノーマン） ブリッグズ,レイモンド 評論社 1978 ¥1,430
69 ジェントルマンジム ブリッグズ,レイモンド 篠崎書林 1987 ¥1,400
70 エセルとアーネスト ブリッグズ,レイモンド バベルプレス 2019 ¥1,760

71 おふろだ，おふろだ！
わたなべしげお／おおと
もやすお

福音館書店 1986 ¥990

72 わにわにのおふろ 小風さち／山口マオ 福音館書店 2004 ¥990

73
ミッフイーだいすき（〈新装版〉ブルーナのおふろ
えほん1）

ブルーナ,ディック 講談社 2001 ¥1,430

74 パンダ銭湯 tupera tupera 童話館 2013 ¥1,430
75 11ぴきのねことぶた 馬場のぼる こぐま社 1976 ¥1,320
76 広島の原爆 那須正幹／西村繁男 福音館 1995 ¥2,860
77 10人のゆかいなひっこし 安野光雅 童話屋 1981 ¥1,815
78 旅の絵本5 安野光雅 福音館書店 2003 ¥1,540
79 旅の絵本6 安野光雅 福音館書店 2004 ¥1,540
80 旅の絵本7 安野光雅 福音館書店 2009 ¥1,540
81 旅の絵本8 安野光雅 福音館書店 2013 ¥1,540
82 ロマンチック街道 安野光雅 講談社 1980 ¥2,600
83 イギリスの村 安野光雅 朝日新聞社 1982 ¥2,500
84 This is San Francisco Sasek,Miroslav Universe 2003 ¥2,838
85 This is London Sasek,Miroslav Universe 2004 ¥2,838
86 This is Venice Sasek,Miroslav Universe 2005 ¥2,838
87 This is Ireland Sasek,Miroslav Universe 2005 ¥2,673
88 This is Texas Sasek,Miroslav Universe 2006 ¥2,673
89 This is Edinburgh Sasek,Miroslav Universe 2006 ¥2,673
90 This is Rome Sasek,Miroslav Universe 2007 ¥2,580
91 This is Israel Sasek,Miroslav Universe 2008 ¥2,673
92 This is Australia Sasek,Miroslav Universe 2009 ¥2,673
93 This is Munich Sasek,Miroslav Universe 2012 ¥2,838
94 This is the World Sasek,Miroslav Universe 2014 ¥5,544
95 This is America Sasek,Miroslav Universe 2016 ¥3,157
96 せかいいち　うつくしい　ぼくの村 小林豊 ポプラ社 1995 ¥1,320
97 ぼくの村にサーカスがきた 小林豊 ポプラ社 1996 ¥1,320
98 せかいいち うつくしい 村へ かえる 小林豊 ポプラ社 2003 ¥1,320
99 あさえとちいさいいもうと 筒井頼子／林明子 福音館書店 1982 ¥990
100 とん ことり 筒井頼子／林明子 福音館書店 1989 ¥990

101 木を植えた男
ジオノ,ジャン／バンク,
フレデリック

あすなろ出版 1989 ¥1,100

102 木はいいなあ
ユードリイ,ジャニス・メ
イ／シーモント,マーク

偕成社 1982 ¥780

103 だいちゃんとうみ 太田大八 福音館書店 1992 ¥990

104 おとうさんといっしょにおばあちゃんのうちへ 白石清春ほか／西村繁男 福音館書店
1989
1995(特製版）

¥801

105 ひとまねこざる レイ,H.A 岩波書店
1982
1983(大型本)

¥1,430

106 じてんしゃにのるひとまねこざる レイ,H.A 岩波書店
1983
1998(改版）

¥880

107 バーバパパたびにでる

チゾン,アネット
(Tison,Annette),テイ
ラー,タラス
(Taylor,Talus)作

講談社 1985 ¥1,540

108 バーバパパのがっこう

チゾン,アネット
(Tison,Annette),テイ
ラー,タラス
(Taylor,Talus)作

講談社 1981 ¥1,540

109 バーバパパのプレゼント

チゾン,アネット
(Tison,Annette),テイ
ラー,タラス
(Taylor,Talus)作

講談社 1982 ¥1,540

110 バーバパパのなつやすみ

チゾン,アネット
(Tison,Annette),テイ
ラー,タラス
(Taylor,Talus)作

講談社 1995 ¥1,540



111 バーバパパのしまづくり

チゾン,アネット
(Tison,Annette),テイ
ラー,タラス
(Taylor,Talus)作

講談社 1992 ¥1,540

112 バーバパパのクリスマス

チゾン,アネット
(Tison,Annette),テイ
ラー,タラス
(Taylor,Talus)作

講談社 1997 ¥935

113 マドレーヌといたずらっこ
ベーメルマンス,ルド
ウィッヒ

福音館書店 1973 ¥1,540

114 アメリカのマドレーヌ
ベーメルマンス,ルド
ウィッヒほか

ＢＬ出版 2004 ¥2,420

115 ロンドンのマドレーヌ
ベーメルマンス,ルド
ウィッヒほか

ＢＬ出版 2001 ¥1,650

116 マドレーヌとローマのねこたち
ベーメルマンス,ルド
ウィッヒほか

ＢＬ出版 2009 ¥1,650

117 まよなかのだいどころ
センダック,モーリス
(Sendak,Maurice)作

冨山房 1982 ¥1,540

118 ふるいせんろのかたすみで キーピング,チャールズ ロクリン社 2017 ¥1,760

119 ピーターのいす キーツ,エズラ・ジャック 偕成社 1982 ¥1,320

120 はたらきもののじょせつしゃけいてぃー
バートン,バージニア・
リー

福音館 1982 ¥1,320

121 マイク・マリガンとスチーム・ショベル
バートン,バージニア・
リー

童話館出版 1995 ¥1,650

122 ちいさいケーブルカーのメーベル
バートン,バージニア・
リー

ペンギン社 1980 ¥1,430

123 ピーターラビットのおはなし ポター,ビアトリクス 福音館書店 2019 ¥770
124 ベンジャミンバニーのおはなし ポター,ビアトリクス 福音館書店 2019 ¥770
125 グロースターの仕たて屋 ポター,ビアトリクス 福音館書店 2019 ¥770
126 こねこのトムのおはなし ポター,ビアトリクス 福音館書店 2019 ¥770
127 モペットちゃんのおはなし ポター,ビアトリクス 福音館書店 2019 ¥770
128 「ジンジャーとピクルズや」のおはなし ポター,ビアトリクス 福音館書店 2019 ¥770
129 あひるのジマイマのおはなし ポター,ビアトリクス 福音館書店 2019 ¥770

130 だいくとおにろく 松居直／赤羽末吉 福音館書店 2007 ¥990

131 ふるやのもり 瀬田貞二／田島征三 福音館書店
1969
2021(第3版)

¥500

132 不思議の国のアリス キャロル,ルイス 大日本絵画 2004 ¥4,400

133 おばけやしき ピエンコフスキー,ジャン 大日本絵画 2005 ¥3,300

134 キッチン 音としかけのえほん たかいよしかず 三起商行 2014 ¥3,300

135 実物で学ぶしかけ絵本の基礎知識ポップアップ
カーター,デビッド A.ほ
か

大日本絵画 2000 ¥4,290


