
統一テーマ関連蔵書リスト：2011年度テーマ「縮小社会における住まいのゆくえ」

住総研図書室で所蔵している2011年度統一テーマ関連の所蔵雑誌中の特集号です。
是非ご利用ください。

キーワード 誌名 特集

1
コンパクトシティ・
縮小

すまいろん2009年秋号別冊 縮小都市における居住

2
コンパクトシティ・
縮小

住宅No.670（2008年7月） 人口減少に対応した住宅地の再編

3
コンパクトシティ・
縮小

まちづくりNo.18（2008年4月） コンパクトシティの戦略

4
コンパクトシティ・
縮小

まちづくりNo.13（2007年1月） コンパクトシティの可能性と中心市街地

5
コンパクトシティ・
縮小

都市住宅学No.44（2004年winter） 人口減少時代の関西住宅地：現状と課題

6
コンパクトシティ・
縮小

都市住宅学No.29（2000年spring） 子育て就労・少子化と住宅

7
コンパクトシティ・
縮小

都市計画No.240（2002年12月） 人口減少時代の居住と地域づくり

8
コンパクトシティ・
縮小

建築とまちづくりNo.339（2005年12
月）

人口減少下での家族と住まい

9
コンパクトシティ・
縮小

建築とまちづくりNo.336（2005年9
月）

人口減少時代の実像

10
コンパクトシティ・
縮小

都市問題2006年3月（vol.97,No.3） 少子社会の明暗

11
コンパクトシティ・
縮小

都市問題2002年6月（vol.93,No.6） 少子化時代の都市課題

12
コンパクトシティ・
縮小

city&life No.73（2004年autumn）
マルチプル/モビリティ‐コンパクトシティの
条件

13
コンパクトシティ・
縮小

建築士No.651（2006年12月）
人口減少時代のまち・建築のあり方～私の地域
貢献活動

14
コンパクトシティ・
縮小

建築士No.650（2006年11月）
人口減少時代のまち・建築のあり方～各世代か
らのメッセージ

15
コンパクトシティ・
縮小

建築士No.649（2006年10月）
人口減少時代のまち・建築のあり方～建築の新
たな表情‐減築・合築

16
コンパクトシティ・
縮小

建築士No.648（2006年9月）
人口減少時代のまち・建築のあり方～人口減少
時代からみた防災

17
コンパクトシティ・
縮小

建築士No.647（2006年8月）
人口減少時代のまち・建築のあり方～新しい建
築需要の創出の可能性

18
コンパクトシティ・
縮小

建築士No.646（2006年7月）
人口減少時代のまち・建築のあり方～建築士と
発注者・消費者

19
コンパクトシティ・
縮小

建築士No.645（2006年6月）
人口減少時代のまち・建築のあり方～負の遺産
の克服

20
コンパクトシティ・
縮小

建築士No.643（2006年4月）
人口減少時代のまち・建築のあり方～建築士の
新しい役割～業務拡大と創生の試み

21
コンパクトシティ・
縮小

建築士No.642（2006年3月）
人口減少時代のまち・建築のあり方～ニュータ
ウン・団地の再生

22
コンパクトシティ・
縮小

建築士No.641（2006年2月）
人口減少時代のまち・建築のあり方～地域（中
心市街地）の活性化

23
コンパクトシティ・
縮小

建築と社会No.951（2001年6月） 成熟社会をささえるまちづくり

24
コンパクトシティ・
縮小

CELvol.99（2012年2月）
“人”と“つながり”から持続可能な社会を実
現する

25 環境・持続可能性 すまいろん2010年秋号 サステイナブル住宅って，何？

26 環境・持続可能性 住宅No.678（2009年11月） 住み続けたくなる住宅地

27 環境・持続可能性 住宅No.678（2009年11月） 住み続けたくなる住宅地

28 環境・持続可能性
建築とまちづくりNo.376（2009年4
月）

環境共生型住宅の現代の課題



29 環境・持続可能性
建築とまちづくりNo.362（2008年1
月）

持続する建築とまち

30 環境・持続可能性 CELvol.88（2009年3月） 持続可能なハウジング“団地再生”

31 環境・持続可能性
日経アーキテクチュアNo.805（2005年
9月19日）

発注者が気にし始めた サステナブル建築：高
まる社会ニーズ。もはや無関心ではいられない

32 環境・持続可能性
日経アーキテクチュアNo.775（2004年
7月26日）

管理・運営から変わる建築：「つくる」から
「使う」への転換で開くストック時代の仕事

33 ストック活用・減築
建築とまちづくりNo.379（2009年7･8
月）

縮小社会へ向かう都市ストックの維持と再生

34 ストック活用・減築
建築とまちづくりNo.364（2008年3
月）

リノベーション・コンバージョン本番！

35 ストック活用・減築
日経アーキテクチュアNo.575（1997年
2月24日）

老いない建築：ストック時代に求められるロン
グライフ設計術

36 法・制度 建築と社会No.928（1999年7月）
改正建築基準法：まちづくり・すまいづくりへ
の展開‐

37 まちづくり・都市 住宅No.683（2010年9月） 公共交通を活用したすまいづくり

38 まちづくり・都市 建築雑誌No.1520（2004年6月） 21世紀の都市空間の行方

39 まちづくり・都市 建築雑誌No.1495（2002年11月） 都市の行方：都市空間のスケッチ

40 まちづくり・都市 都市住宅学vol.58（2007年summer） 地方都市の交通問題

41 まちづくり・都市
建築とまちづくりNo.383（2009年12
月）

生活しつづけるための地方都市交通

42 まちづくり・都市
建築とまちづくりNo.312（2003年7
月）

都市デザインの新潮流は都市空間を再編しうる
か

43 まちづくり・都市 city&life No.97（2010年autumn） 新しい公共交通生活支援ネットワーク

44 まちづくり・都市 city&life No.75（2005年spring） マルチモーダルが都市を楽しくする

45 まちづくり・都市
建築ジャーナルNo.1035（2002年12
月）

まちづくり新たな潮流

46 まちづくり・都市 建築と社会No.987（2004年6月） 地域住民主体のまちづくりと支援制度

47 まちづくり・都市 建築と社会No.985（2004年4月） 省リスクな「まち再生」～地域資源を生かした

48 まちづくり・都市
日経アーキテクチュアNo.776（2004年
8月9日）

求む! まちづくり建築士：身近な“まち”に活
躍の場が待っている

49 まちづくり・都市
日経アーキテクチュアNo.888（2008年
11月24日）

街に近づく高齢者・医療施設：立地を生かし，
にぎわいをつくる

50 まちづくり・都市 まちづくりNo.33（2012年1月） 多様性を活かす地域まちづくり

51 高齢者の住居 すまいろん2010年春号 高齢者の住まいはどこにある

52 高齢者の住居 すまいろん1992年夏号 高齢者の居住の現実

53 高齢者の住居
建築とまちづくりNo.367（2008年6
月）

高齢者はどこに住まうのか

54 高齢者の住居 都市問題1996年5月（vol.87,No.5） 都市における高齢者住宅政策

55 高齢者の住居
日経アーキテクチュアNo.808（2005年
10月31日）

高齢者居住：先駆者が明かす本当の住みやすさ

56 高齢者の住居
日経アーキテクチュアNo.784（2004年
11月29日）

家で暮らすための高齢者施設：地域で，小さ
く，住宅らしく

57 高齢者の住居
日経アーキテクチュアNo.720（2002年
6月10日）

使える 住める 高齢者のための住宅改修：介護
保険の「20万円」を生かすには

58 高齢者の住居
日経アーキテクチュアNo.650（1999年
10月4日）

ケア付き迫られる高齢者住宅：介護保険ニーズ
への解答を探る

59 高齢者の住居
日経アーキテクチュアNo.639（1999年
5月3日）

環境重視・高齢社会の家づくり：注目物件から
読みとる創意・工夫



60 地域活性化 まちづくりNo.31（2011年7月） 空洞化する都市

61 地域活性化 まちづくりNo.21（2009年1月） まちづくり市民事業と中心市街地再生

62 地域活性化 まちづくりNo.20（2008年10月） 地方再生のフレームワーク/地域のなかの学校

63 地域活性化 まちづくりNo.2（2004年4月）
多彩なる中心市街地活性化と市民事業/市町村
合併とまちづくり

64 地域活性化 都市住宅学No.29（2000年spring） 中・四国地方の中心市街地活性化

65 地域活性化 都市住宅学No.25（1999年spring） 中心市街地と都市住宅

66 地域活性化 都市問題2004年1月（vol.95,No.1） 中心市街地活性化・再考

67 地域活性化 都市問題1998年10月（vol.89,No.10）
中心市街地の再生：商店街を核とした新しい地
域づくり

68 地域活性化 city&life No.78（2005年winter） 小さな町の豊かな暮らし

69 地域活性化
日経アーキテクチュアNo.612（1998年
6月1日）

商店街まったなし!：大店法廃止で問われるま
ちづくりの実力

70 郊外住宅地 すまいろん2000年秋号 団地：むかし・いま・これから

71 郊外住宅地 すまいろん2005年秋号別冊 郊外団地の再生

72 郊外住宅地 住宅No.686（2011年3月） 持続する郊外への試み

73 郊外住宅地 住宅No.690（2011年11月） ニュータウン・サイコウ

74 郊外住宅地 建築雑誌2010年4月号(No.1603) <郊外>でくくるな

75 郊外住宅地 都市住宅学vol.69（2010年spring） ニュータウン新次元

76 郊外住宅地 都市住宅学vol.61（2008年spring） どうなる？どうする？郊外居住

77 郊外住宅地 都市住宅学No.49（2005spring） ニュータウンにおける居住者による取り組み

78 郊外住宅地 都市住宅学No.30（2000年summer） 郊外居住に未来はあるか

79 郊外住宅地 Argus-eyeNo.551（2009年9月） 郊外住宅地の復興（後編）

80 郊外住宅地 Argus-eyeNo.550（2009年8月） 郊外住宅地の復興（前編）

81 郊外住宅地 都市問題2006年5月（vol.97,No.5） ゴーストタウンとニュータウン

82 郊外住宅地 city&life No.95（2010年spring） 団地ルネッサンス

83 郊外住宅地 住宅No.686（2011年3月） 持続する郊外への試み

84 郊外住宅地 建築ジャーナルNo.1071（2004年8月） 千里ニュータウン物語

85 郊外住宅地
日経アーキテクチュアNo.901（2009年
6月8日）

団地再生：高度成長期のストック利用に活路を
開く

86 コミュニティ・協働 すまいろん2011年冬号
近居・隣居のススメ：「住宅に住む」から「地
域に住む」へ

87 コミュニティ・協働 すまいろん2009年春号 コミュニティ・ビジネスと住宅地再生

88 コミュニティ・協働 すまいろん2008年春号 谷中はコレクティブタウンか

89 コミュニティ・協働 すまいろん1996年冬号 都市コミュニティの再認識

90 コミュニティ・協働 住宅No.682（2010年7月）
「文化と住まい」～文化セクターと地域社会の
協働～



91 コミュニティ・協働
家とまちなみvol.23,No.1（2004年1
月）

コミュニティと管理

92 コミュニティ・協働 建築雑誌No.1461（2000年10月） 変容するコミュニティ

93 コミュニティ・協働
日経アーキテクチュアNo.664（2000年
4月17日）

NPO制度の使い方：創意で埋める企業,行政の
すき間

94 まちなか居住 住宅No.672（2008年11月） まちなか居住

95 まちなか居住
建築とまちづくりNo.361（2007年12
月）

“身の丈”まちなか居住と“こじつけ”都心居
住

96 まちなか居住 都市住宅学vol.60（2008年winter）
都心回帰・まちなか居住時代の再開発とミクス
トユース

97 新たな住まい方 すまいろん2007年春号 今，なぜ，シェア居住か

98 新たな住まい方 住宅No.680（2010年3月） 集まって住む暮らし

99 新たな住まい方 都市住宅学vol.62（2008年summer） 若者の住まい，何が起きているのか？

100 高齢者・高齢社会 建築雑誌No.1510（2003年10月） 高齢社会のデザイン

101 住宅問題・住宅論 すまいろん2008年冬号 21世紀型の公営住宅デザイン

102 住宅問題・住宅論
日経アーキテクチュアNo.938（2010年
11月8日）

URの存在理由を問う

103 住宅問題・住宅論
建築とまちづくりNo.377（2009年5
月）

今日の「最小限」居住

104 住宅問題・住宅論 建築ジャーナルNo.1070（2004年7月） 都市化のなかの子どもたち

105 家族 建築と社会No.1010（2006年5月） 変容する家族形態とあたらしいライフスタイル


