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【掲載内容】
●新刊教科書・売行き良好書をベースにおすすめ書籍 155 タイトル

●目次の「２建築設計製図」から「９建築生産」までの 8 項目については建築系

の指定科目にもとづき、分類されています。

　※指定科目：1級・2級建築士試験の【受験資格要項】国土交通大臣の指定する科目

●本目録では、2017 年 10 月現在の取扱い教科書の一部を紹介しています。他に

お探しの書籍があれば、『彰国社　建築土木図書目録』および小社ホームページ

をご覧ください。

●リストにおいて、　　 　と表示されているものは、多数の学校で採用されてい

る実績がある本です。また、　　　と表示されているものは、2016 年 10 月から

2017 年 9月の間に刊行されたものです。

　※本目録の価格は、定価（本体価格＋税）と表記しており、定価は掲載の本体価格に　　　
　　 8％の税を加算したものになります。税率が改訂された際には、定価は変更になります。

●リストの右端の　　　といった番号は、書籍の「請求番号」です。ご注文の際、
巻末の「2018 教科書採用見本申込書」にご記入ください。

＜献本のご依頼＞
　本目録の巻末の「2018 教科書採用見本申込書」に必要事項をご記入のうえ、

FAX にてお申し込みください。また、小社ホームページ（「2018 年 教科書・副

読本のご案内」）からもお申し込みできますので、ご利用ください。

（2017 年 10 月 1日作成）

株式会社　彰国社　販売部
〒162-0067　東京都新宿区富久町 8-21

TEL：03-3359-3232　FAX：03-3357-3961
eigyo@shokokusha.co.jp
http://www.shokokusha.co.jp

建築系・都市系・住居系・インテリア系学科の先生方へ
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定番
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■新刊案内■新刊案内

ISBN978-4-395-32074-5
A5 変型・160 頁　定価（本体 2,200 円＋税）

ISBN978-4-395-32093-6
A5・248 頁　定価（本体価格 2,400 円＋税）

ISBN978-4-395-32082-0
B5 変・168 頁　定価（本体 2,800 円＋税）

カタチから考える住宅発想法
「空間づくり」をはじめるための思考のレッスン
大塚篤　著�

建築設計テキスト　併用住宅
建築設計テキスト　保育施設
建築設計テキスト編集委員会　編

都市計画とまちづくりがわかる本　第二版
伊藤雅春・小林郁雄・澤田雅浩・野澤千絵・真野洋介・山本俊哉　編著

考える建築材料
庫川尚益　著

建築ビギナーのための
目からウロコの設計術

好評シリーズの第2弾刊行開始！
計画・設計の基礎と実例を学ぶ

学生から市民まですべての人におくる
知っておきたい 100 項目　最新版

建築の決め手は材料！
知れば知るほど面白くなる

【主な目次】
chapter1	 空間とカタチ
chapter2		 立地環境とカタチ
chapter3		 機能でまとめるカタチ
chapter4	 室のまとまりでつくるカタチ
chapter5	 ちょっとした居場所のカタチ

併用住宅
ISBN978-4-395-32079-0
A4・72 頁　定価（本体 2,200 円＋税）

保育施設
ISBN978-4-395-32088-2
A4・82 頁　定価（本体 2,200 円＋税）

【主な目次】
第 1章　都市計画がわかる
世界の都市計画史と思潮／日本の都市計画史／建築基準法の
基礎知識ほか
第 2章　テーマ別まちづくりがわかる
中心市街地の再生まちづくり／超高齢社会のまちづくり／人口
減少社会のまちづくりほか

【主な目次】
Ⅰ　主に建築を構成する材料
1　木材／ 2　コンクリート／ 3　鉄鋼材料／ 4　ガラス
／ 5　石材
Ⅱ　主に建築の機能を支える材料
6　セラミックス／ 7　金属材料／ 8　塗料／ 9　左官
材料／ 10　無機質ボード／ 11　繊維・ビニル系材料
／ 12　機能性材料

カタチから発想する 30の視点。
それぞれが実例と結びつく4頁の構成である。

本シリーズでは、建築計画の基本をもと
に設計することに主眼を置く。
そのため、実際の設計にも応用可能なこ
とを身につけることができる。

「都市計画」から「まちづくり」へ。統合的な視点で基本から最新
課題までカバーする。1項目が見開き完結で、どこからでも読める。

各項目文字と図表類が1：1の比率で見開き完結となっており、
学びやすい。豊富な図版・資料を用いてやさしく解説。

参照→ P.9

参照→ P.28

参照→ P.14

参照→ P.17

事例から学ぶ

これからの課題にも大胆に踏み込む

巻末では、注目作品の
平面・立面・断面・詳細の

各図面を網羅

文：図表 =1：1
すべて見開き構成

カタチのスタディ
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■新刊案内■新刊案内

参照→ P.24

ISBN978-4-395-32077-6
四六変・350 頁　定価（本体 2,400 円＋税）

ゼロからはじめる
建築の［設備］演習
原口秀昭　著

『ゼロからはじめる』シリーズで
苦手科目を軽々と克服する！

『ゼロからはじめる』シリーズ
既刊ラインナップ

むずかしい理論的な部分では、図解を用い
てとことんわかるように工夫している。

［木造建築］入門

四六変・296 頁
定価（本体 1,905 円 +税）

［ＲＣ造建築］入門

四六変・288 頁
定価（本体 1,905 円 +税）

［Ｓ造建築］入門

四六変・288 頁
定価（本体 1,905 円 +税）

［建築計画］入門

四六変・304 頁
定価（本体 2,000 円 +税）

［環境工学］入門

四六変・342頁
定価（本体 2,350円＋税）

建築の［構造］入門

四六変・322頁
定価（本体 2,200 円 +税）

建築の［施工］入門

四六変・304 頁
定価（本体 2,000 円 +税）

建築の［インテリア］
入門
四六変・304 頁
定価（本体 2,000 円 +税）

建築の［設備］教室

四六変・302 頁
定価（本体 2,000 円 +税）

建築の［数学・物理］
教室
四六変・272 頁
定価（本体 1,905 円 +税）

［構造力学］演習

四六変・328頁
定価（本体 2,200 円 +税）

［RC+S 構造］演習

四六変・304頁
定価（本体 2,000円＋税）

ISBN978-4-395-32085-1
A4・144 頁　定価（本体 2,800 円＋税）

ISBN978-4-395-32076-9
B5・218 頁　定価（本体 3,000 円＋税）

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
日本建築学会編

しくみがわかる建築環境工学
基礎から計画・制御まで
上野佳奈子・鍵直樹・白石靖幸・高口洋人・中野淳太・望月悦子　著

計画・設計のスタートは
利用者のニーズを知ることから

実践の学としての環境工学を
学ぶための新・基本書！

［目次］
はじめに「ユーザーのための建築デザイン」を問い直す
1章　住宅
2章　共同のすまい
3章　地域施設
4章　医療施設
5章　教育施設

＜主な構成＞
口絵　建築の中の環境工学
第 1章　環境と建築　第 2章　日射　第 3章　光環境　
第 4章　音環境　第 5章　熱環境　第 6章　温熱環境　
第 7章　空気環境　第 8章　湿気環境

高齢者・障害者たちの使用実態の調査にもとづく、
詳細な事例紹介が本書の特徴である。

「日照・日射」「光環境」などの 7つの環境要素が、基本と目標、
さらにそれを実現する方法・手法の 3つの段階で解説されている。

参照→ P.19

参照→ P.22

デザイン・フォーカスで
利用者の意見を詳解

ビジュアル要素と
関連用語解説が充実

「Q&A」形式で
「○×」を構成
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1-6

これ 1 冊で、建築環境、構造力学、建築計画から、構造、設備、材料、
構法、生産・施工までを網羅。建築の各分野の成果を、できるだ
け原理にもどってやさしく図解。幅広い建築の分野を総合的に理
解するための好著。　

図解テキスト
基本建築学　第三版
上杉啓・真鍋恒博・洪忠憙・木村儀一・河村壮一・浦江真人・名
取発・小林正人・田中友章・北村春幸　著

ISBN4-395-00870-4
B5・276 頁� （2010.3）
定価（本体価格 4,200 円＋税）

1-7

建築家の安藤忠雄、内藤廣、妹島和代、石山修武、建築史家の鈴
木博之、藤森照信、構造家の佐々木睦朗など、建築の第一線で活
躍する面々が、建築の面白さと可能性を自分の言葉でわかりやす
く書き下ろした本。

★日本図書館協会選定図書

「 建築学」の教科書
安藤忠雄・石山修武・木下直之・佐々木睦朗・水津牧子・鈴木博之・妹島和代・
田辺新一・内藤廣・西澤英和・藤森照信・松村秀一・松山巌・山岸常人　著

ISBN4-395-00542-X
A5・304 頁� （2003.6）
定価（本体価格 2,286 円＋税）

1-8

理数系学生のための基礎教養入門書。高校で習った物理・数学・
化学のうち、建築を学ぶうえで必要不可欠な基本事項を一問一答
の１頁単位でまとめる。本書を読み進めれば、高校と大学の授業
のギャップをカバーできるようになる。

ゼロからはじめる
建築の［数学・物理］教室
原口秀昭　著

ISBN4-395-00790-2
四六変・272 頁� （2006.12）
定価（本体価格 1,905 円＋税）

1-9

1-10

１ 建築全般・共通（2）　概論ほか１ 建築全般・共通（1）　事辞典

建築の基本的なしくみをやさしく説き起こした図解事典。構造と
各部工法を中心に、設備、性能・機能、エクステリア、インテリ
ア、生産を含めた多分野の約150 項目を図解をもとに解説。初心
者にも建築の基本が理解できるようになる構成。

図解事典  建築のしくみ
建築図解事典編集委員会編

ISBN4-395-10025-2
A5・358 頁� （2001.1）
定価（本体価格 3,800 円＋税）

すまいの計画・設計に必要な寸法データが簡便にわかる、学生か
ら実務家まで役立つ必携参考書。人と空間のかかわりから導びか
れた考え方にもとづき、すまいにおける各室空間ごとの的確な寸
法データを掲載している。

★日本図書館協会選定図書

図解　すまいの寸法・計画事典　第二版
岩井一幸・奥田宗幸　著

ISBN4-395-10032-5
A5・302 頁� （2004.8）
定価（本体価格 3,500 円＋税）

1-2

景観に関する用語は、視覚心理学から意味論まで幅広い領域にま
たがっている。この事典の特長は、「景観の概念ととらえ方」「景
観・各論」「意味論と伝統風景」など６本の柱で、これらの用語
を包括的に収録している。

★日本図書館協会選定図書

景観用語事典 増補改訂版
篠原�修�編

ISBN978-4-395-10046-0
A5・356 頁� （2007.3）
定価（本体価格 3,600 円＋税）

1-3

この第三版では時代の動きに合わせて新たな語彙を追加し、従来
の内容を加筆訂正して、総語彙数 2800 語の造園用語辞典とした。
造園を学ぶ学生、造園関係者の知恵袋として広く活用できる内容
となっている。

造園用語辞典　第三版
東京農業大学造園科学科　編

ISBN978-4-395-10047-7
A5・628 頁・上製箱入�（2011.4）
定価（本体価格11,000円＋税）

1-4

建築や都市を計画・設計する際のヒント、アイデア、手法が網羅
された事典。プロジェクトで難問にぶつかったとき、あるいは設
計に行き詰まったときに開けば「効く」。空間と行為と設計の組
合せによる 10 のカテゴリーを軸にまとめられている。

建築のサプリメント
とらえる・かんがえる・つくるためのツール
小野田泰明・鈴木雅之・鈴木義弘・伊藤俊介・渡邊朗子　編著

ISBN978-4-395-32013-4
A5 変・200 頁� （2014.5）
定価（本体価格2,300円＋税）

1-1

1-5

定番

定番

定番

住宅づくりの現場は、計画・設計、構造、環境工学が統合されて
進められる。住宅作家として定評のある著者の手がけた事例を
とおして、「100年もたせる住宅をつくる」という視点をもとに、
住宅を設計し竣工するまでを 7つのプロセスで学ぶ。

プロセスでわかる 住宅の設計・施工
鈴木敏彦＋半田雅俊　著

ISBN978-4-395-32017-2
A5・160 頁� （2016.4）
定価（本体価格 2,200 円＋税）

初めて建築測量を学ぶ人のための教科書。「長さを測る」「角度を
測る」「位置を決める」「水平に床をつくる」などについて、測量
機器の使い方から実習までを説明。建築工事の基本である建築測
量の重要性と現場での測量実測を学ぶ。

建築測量
嘉納成男・佐野武・蔡成浩　著

ISBN978-4-395-02314-1
B5・144 頁� （2013.9）
定価（本体価格 2,300 円＋税）
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2-6

この 1 冊で製図から住宅設計まで網羅されている。主な目次は、
3 製図の約束、5 表現の方法、6 居間と食事室の計画、10 階段
の計画、11 外部空間の計画、12 住宅の環境、13 住宅の構造、
14 設計のプロセス、など。

建築設計教室　新訂二版
建築設計教育研究会　編著

ISBN4-395-00706-6
A4 変・130 頁� （2001.4）
定価（本体価格 3,000 円＋税）

2-7

2-8

2-8

設計課題に取り組む学生のための指南書。敷地を読む、ヴォリュー
ムで考える、機能を考える、空間の囲み方・支え方を考える、細
部を考える、プレゼンテーション、の６つのステップを踏むこと
で、誰でも設計課題に対処できる。

複雑にみえる住宅設計の手法を、カタチから学ぶ初学者のための
本。シンプルにカタチをみつめることで、そのカタチのなかに、
どういった居場所や機能がわりあてられ、どのような生活がおく
られているのか浮かび上がる構成である。

★ 2011 年度日本建築学会　教育賞受賞
初めての建築設計
ステップ・バイ・ステップ
川北健雄・花田佳明・三上晴久・倉知徹・水島あかね　編著

カタチから考える住宅発想法
「空間づくり」をはじめるための思考のレッスン
大塚篤　著

ISBN978-4-395-24121-7
B5・120 頁� （2010.4）
定価（本体価格 2,476 円＋税）

ISBN978-4-395-32074-5
A5 変型・160 頁� （2016.10）
定価（本体価格 2,200 円＋税）

2-9

2-10

２ 建築設計製図（2）

線の意味を正しく理解し、表現することからはじめて、平・立・
断面図の描き方、照明や椅子のつくり方、空間のデザインの練習、
シェアハウスのデザインなどを通して、構想を具体化するための
建築デザインの基礎を学ぶ。

★日本図書館協会選定図書

建築デザインの基礎
製図法から生活デザインまで
本杉省三・佐藤慎也・山中新太郎・山﨑誠子・梅田綾・長谷川洋平�著

ISBN4-395-00808-7
A4・96 頁� （2010.5）
定価（本体価格 2,200 円＋税）

２ 建築設計製図（1）

インテリアの空間と要素をデザインする  ②
建築製図の基本と描きかた  ③

フランシス D.K. チンの教科書シリーズ
フランシスD.K. チン　著　　太田邦夫　訳

建築のかたちと空間をデザインする  ①

ISBN4-395-05079-4
A4・132 頁� （1987.5）
定価（本体価格 2,500 円＋税）

『建築設計演習　基礎編』の姉妹編。住宅と集合住宅の設計プロ
セスを 1 年間のカリキュラムの中で学べるよう構成されている。
住宅や集合住宅の設計課題を考えるときの参考書としても役立つ
一冊。

建築設計演習　応用編　第二版
プロセスで学ぶ独立住居と集合住居の設計
武者英二・宮宇地一彦・永瀬克己　著

ISBN4-395-20004-4
A4 変・148 頁� （2005.2）
定価（本体価格 2,800 円＋税）

2-1

ISBN4-395-05087-5
A4・144 頁� （1994.7）
定価（本体価格 2,670 円＋税）

2-2

ISBN4-395-05086-7
A4・108 頁� （1993.10）
定価（本体価格 2,500 円＋税）

2-3

いずれもフランシスD.K.チンの手書きの教科書ロングセラー。『建
築のかたちと空間をデザインする』は、点、線、面に始まって空
間の構成に至るまでのデザイン・ボキャブラリーが詰まっている。

『インテリアの空間と要素をデザインする』では、まず空間の特
質を説明した上で床、壁、天井、階段などの構成要素ひとつひと
つの具体的な説明に移るという目次立てになっている。

2-4

設計教育に欠かせない定番本。著者の 10 年間にわたる試行錯誤
の成果を本にまとめた。「1 建築を考える」から「10 建築の形態」
までの 10 章は、初学者向けの 1 年間のカリキュラムに合うよう
に構成されている。

★日本図書館協会選定図書
建築設計演習　基礎編
建築デザインの製図法から簡単な設計まで
武者英二・永瀬克己　著

ISBN4-395-20001-X
A4 変・114 頁� （1982.10）
定価（本体価格 2,300 円＋税）

定番

2-5

③

②

①

定番

住宅作家・篠原一男の弟子たちによってまとめられた篠原一男の
全住宅図面集。生前はなかなか見れなかった詳細図まで収録。「白
の家」の矩計詳細図に篠原建築の真髄を見たという人も多い。

篠原一男　住宅図面
篠原一男住宅図面編集委員会　編

ISBN4-395-00816-2
260㎜× 260㎜・156 頁（2008.1）
定価（本体価格 2,800 円＋税）

定番

新刊
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図学は理工系各学科共通の基礎科目なので、各学科の共通性を求
めるあまり建築学科の教科書としては中途半端になりがちだった
が、この本は、建築学科専用の図学教科書として編集されている。
ロングセラーの一冊。

建築図学概論　改訂増補版
近江栄・小野襄・野村歓・広瀬力・若色峰郎・柳田武　著

ISBN4-395-00312-5
A5・174 頁� （1991.4）
定価（本体価格 2,400 円＋税）

２ 建築設計製図（4）図学・パース
2-16

2-17

2-18

2-19

2-20

スケッチ感覚で
パースが描ける本
中山繁信　著

ISBN978-4-395-02101-7
A5・128 頁� （2012.5）
定価（本体価格 1,905 円＋税）

スケッチなら気軽に紙の上で手を動かせても、パースは図法が複
雑なため苦手意識がある人が多い。本書では「スケッチのように
適当で」「コツをおさえた」パースの描き方を伝授。消点がある
ことを意識して描ければ、気軽に描いたスケッチも立派なパース
になる。

初学者向けの透視図法の教科書。「第 1 章　透視図の基本」「第 2
章　まず足線法をマスターしよう」「第 3 章　D 点と CV を使っ
て D 点法に挑戦」「第 4 章　ML で測る M 点法」の 4 章立て。足
線法を理解できれば、パースは描ける！

よくわかるパースの基本と実践テクニック
大脇賢次　著

ISBN978-4-395-00708-2
A4・176 頁� （2004.3）
定価（本体価格 3,000 円＋税）

住 宅 計 画・ 設 計 プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン の 際 に 必 要 な 図 面 を、
Photoshop と Illustrator を使って描くための本。PC ソフト（デ
ジタル）と手描き（アナログ）を組合わせるコツ、限られた時間
の中で高精度に仕上げるコツが満載。

デジタル＋アナログ
住宅プレゼンテーションテクニック
瀬川洋文　著

ISBN978-4-395-02315-8
B5・208 頁� （2014.1）
定価（本体価格 3,200 円 +税）

２ 建築設計製図（3）住宅ほか

プロダクツから空間の図法まで串刺しのデザイン入門書。アルネ・
ヤコブセンの作品を題材に、身の回りの家具やプロダクツからイ
ンテリア、建築へとスケールを広げながら、さまざまなデザイン
の図法を学ぶ本。

北欧の巨匠に学ぶ図法
家具・インテリア・建築のデザイン基礎
鈴木敏彦・大塚篤・小川真樹・半田雅俊・村山隆司　著

ISBN978-4-395-01301-2
B5・114 頁� （2012.5）
定価（本体価格 2,700 円＋税）

2-11

2-12

2-13

2-14

2-15

本書は，「手で描く」という行為が，いかに大切かを，初学者に
向けてやさしく語りかける。豊富なスケッチと透視図表現法を駆
使して，スケッチと透視図の描き方の基本と実際をわかりやすく
解説した入門書。

手で練る建築デザイン
中山繁信�著

ISBN4-395-00733-3
B5・96 頁� （2006.11）
定価（本体価格 2,000 円＋税）

本書は、つくり手と使い手の視点から住宅の「居心地」を、建築
デザインの初学者とともに考えるもの。3 人の建築家が、日本の
民家をはじめ、ル・コルビュジエ、ライト、吉村順三など国内外
の 21 の名住宅を直接訪ねて、断面パースで居心地を読み解く。

断面パースで読む
住宅の「居心地」
山本圭介・堀越英嗣・堀啓二　著

ISBN4-395-00892-6
B5・128 頁� （2010.9）
定価（本体価格 2,500 円＋税）

北欧では、建築からインテリア、家具までをトータルにデザイン
する伝統が存在する。本書は、巨匠、アスプルンド、アールト、
ヤコブセンの作品を取り上げ、「自然」をキーワードにトータル
デザインの展開を読み解く。撮下しの写真と原図も多数掲載。

北欧の巨匠に学ぶデザイン
アスプルンド／アールト／ヤコブセン
鈴木敏彦・杉原有紀　著

ISBN978-4-395-02306-6
B5・126頁　　　　　　（2013.5）
定価（本体価格 2,800 円＋税）

本書は、人が集まるかたち、その関係、そのしくみを解き明かし、
古今東西の都市、集落、建築を参照しながら、ソフトとハードの
両面から「集まって住む」ことの可能性を探る。スケールを統一
した手描きの図面でその要旨がヴィジュアルに理解できる構成。

眼を養い手を練れⅡ
集まって住もう
居住空間デザイン講師室　編著

ISBN978-4-395-00891-9
B5・150 頁� （2010.11）
定価（本体価格 2,200 円＋税）

住宅設計の名手・宮脇檀が大学で教えた住宅設計のイロハを、宮
脇檀から講師として招かれた 8 人の著者が紙面に再現した本。「眼
を養い手を練れ」とは宮脇檀の教育方針だった。住宅設計の面白
さが学生に伝わる教科書。

★日本図書館協会選定図書

眼を養い手を練れ
宮脇檀住宅設計塾
宮脇塾講師室　編著

ISBN4-395-00643-4
B5・148 頁� （2003.3）
定価（本体価格 1,905 円＋税）

定番
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ロングセラー。鉄骨造の入門書として中小規模の鉄骨造を対象と
して扱っている。「Ⅰ 鉄骨造の概要」「Ⅱ 部位別ディテール」「Ⅲ 
鉄骨造の工程」の 3 章立て。本改訂では最新の法規や規準、指針
に合わせて「特定天井」「鉄骨部材の溶接加工」などの内容を追加。

鉄骨造入門
設計の基本とディテール　改訂第三版
伊藤高光・古谷幸雄・武田照雄　著

ISBN978-4-395-32072-1
A4 変・128 頁� （2016.8）
定価（本体価格 3,000 円＋税）

小社の大ロングセラー。さまざまな木造の解説書があるなかで、
本書は在来木造構法のみを対象とし、しかも実用性を重視してい
るので、建築科学生の教科書としても、設計者の実務書としても
利用価値が高い。

木造の詳細
１構造編　新訂三版
彰国社　編

ISBN978-4-395-11119-0
A4 変・164 頁� （2008.9）
定価（本体価格 3,200 円＋税）

初心者に向けた木造住宅の矩計図・詳細図を描くための本。矩計
図のバリエーションや部分詳細図の事例を整理し、描き方の基本
的なルールとコツ、手順、技術的な資料などを紹介する。部分と
全体を行き来し、住宅計画をまとめる力を養う。

実務初心者からの
木造住宅矩計図・詳細図の描き方
是永美樹・大塚篤　著

ISBN978-4-395-32005-9
A4・176 頁� （2014.6）
定価（本体価格 3,600 円＋税）

設備機器に頼らず、太陽光、太陽熱、風力、雨水など自然の恵み
を建築の室内気候調節に取り入れるための設計手法をまとめた事
典。「屋根の形と熱のコントロール」など 35 項目の手法を紹介
している。これからの設計に必須の基礎知識がつまった本。

自然エネルギー利用のための
パッシブ建築設計手法事典　新訂版
彰国社　編

ISBN4-395-11095-9
A4 変・114 頁� （2000.7）
定価（本体価格 2,800 円＋税）

２ 建築設計製図（6）RC 造　S造・木造
2-26

2-27

2-28

2-29

2-30

ロングセラー。「Ⅰ 鉄筋コンクリート造の基本」「Ⅱ 部位別ディ
テール」「Ⅲ 用途別ディテール」「Ⅳ オフィスビルの設計事例」
からなる。コスト・施工性にすぐれ、クレームのこない定番ディ
テールを収録。

鉄筋コンクリート造入門　
設計の基本とディテール　新訂第二版
岡田勝行・八島寛治・早川正・白石弥生　著

ISBN4-395-11118-1
A4 変・138 頁� （2006.10）
定価（本体価格 2,800 円＋税）

２ 建築設計製図（5）建築製図・模型ほか
2-21

2-22

2-23

2-24

2-25

はじめて建築製図を描く初学者から 2 級建築士試験の製図受験
者にも役立つ図面まで、図面の描き方の基本をやさしく解説する
テキスト。木造 2 階建て、鉄筋コンクリート造、鉄骨造の基本
図面の描き方とポイントを、作図プロセスに沿って説明する。

定番 建築製図入門
大脇賢次�著

ISBN978-4-395-00810-0
A4・236 頁� （2010.10）
定価（本体価格 3,200 円＋税）

建築模型製作の入門書。模型製作に必要な基本的なテクニックを
豊富なイラストでわかりやすく解説している。これ 1 冊あれば
先輩の指導がなくてもひとりで模型がつくれるようになる、学生
必携の書。

イラストでわかる
建築模型のつくり方
大脇賢次　著

ISBN978-4-395-00854-4
B5・136 頁� （2007.4）
定価（本体価格 2,400 円＋税）

初心者向け建築模型づくりの入門書。スチレンボードで建築模型
をつくるための基本的な手順、型紙のつくり方、素材の切り方な
ど、親しみやすいイラストと写真で紹介する。さらにプレゼン手
法や、模型づくりの現場でつまずきがちなポイントを網羅。

見てすぐつくれる
建築模型の本
長沖充　著

ISBN978-4-395-32049-3
A5・152 頁� （2015.9）
定価（本体価格 2,000 円＋税）

ドローイングとプレゼンテーションについての入門書。本の構成
は、平面図・立面図・断面図のプレゼンテーション、プレゼンテー
ションの用具と材料、プレゼンテーションの実例、透視図に大別
される。

製図を学ぶ前に模型をつくることから始める教材。ある建築物を
上や横から見たり、切断したときのイメージを頭の中に描くこと
で製図の勉強をすすめられるように、模型製作（立体）から建築
製図（２次元）へのつながりをもたせ、分かりやすくまとめたもの。

基本・建築製図と表現技法
大脇賢次　著

模型づくりからはじめる建築製図の基礎
小杉学　著

ISBN4-395-00465-2
A4・124 頁� （1997.2）
定価（本体�3,330 円＋税）

ISBN978-4-395-32057-8
A4・168 頁� （2016.5）
定価（本体価格 2,800 円＋税）
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２ 建築設計製図（8）
2-40

2-41

2-42

2-43

2-44

世界のトップアーキテクトにとって、もはや

必需品。このパワフルな武
ツ ー ル

器を使いこなせ！

建築の実務で使える
ライノセラス＋グラスホッパーの使い方、
知識がコンパクトに詰まった決定版。
第2版では、デジタルファブリケーションへの
応用方法も加え、ますますパワーアップ！

Rhinoceros
ver.5.0対応

世界のトップアーキテクトにとって、もはや

必需品。このパワフルな武
ツ ー ル

器を使いこなせ！

彰国社の関連書籍　

デジタル＋アナログ
住宅プレゼンテーション・テクニック　
瀬川洋文  著／B5・192頁

アルゴリズミック・アーキテクチュア　
コスタス・テルジディス 著／田中浩也  監訳／
荒岡紀子・重村珠穂・松川昌平  訳／A5・208頁

世界のデザイン事務所で活用される 3D アプリケーション「ライ
ノセラス」とプラグイン「グラスホッパー」を、建築の実務で使
いこなすための知識と使い方がギュッと詰まった決定版。第２版
では、バージョンアップで加わった新機能をカバー。

建築文化シナジー
Rhinoceros+Grasshopper
建築デザイン実践ハンドブック　第2版
ノイズ・アーキテクツ　編著

ISBN978-4-395-24123-1
B5・136 頁� （2014.5）
定価（本体価格 2,750 円＋税）

建築設計テキストシリーズ
建築設計テキスト編集委員会　編

本シリーズでは、建築計画の基本をもとに設計することに主眼を
置くが、それが実際の設計にも応用可能だからである。新刊の併
用住宅では、設計事例として、貸店舗併用、カフェ併用、美容サ
ロン併用、教会との併用などを取り上げる。

２ 建築設計製図（7）

①

ISBN978-4-395-21132-6
A4・86 頁� （2008.6）
定価（本体価格 2,200 円＋税）

2-31

②

ISBN978-4-395-21134-0
A4・86 頁� （2009.9）
定価（本体価格 2,200 円＋税）

2-32

③

ISBN978-4-395-21131-9
A4・90 頁� （2008.4）
定価（本体価格 2,200 円＋税）

2-33

2-38

④

ISBN978-4-395-21133-3
A4・86 頁� （2008.11）
定価（本体価格 2,200 円＋税）

2-34

⑥

ISBN978-4-395-32079-0
A4・72 頁（折込含む）（2016.12）
定価（本体価格 2,200 円＋税）

2-36

⑤

⑦

ISBN978-4-395-32055-4
A4・80 頁� （2016.2）
定価（本体価格 2,200 円＋税）

2-35

ISBN978-4-395-32088-2
A4・82 頁� （2017.4）
定価（本体価格 2,200 円＋税）

2-37

2-39

「空間デザイン演習」をベースにした本。図面の描き方ではなく、
「空間」から入ることで、建築の本質を楽しくつかめる。10 の課
題をこなすうちに、建築をモノとしてではなく、空間として認識
する眼を養うことができる。

コンピュテーショナルデザインを実現するためのプログラミング
言語「Python」の基礎、そして「Python」と「Rhinoceros」を
結びつける方法をステップに応じて丁寧に指南する。設計の自由
度を高めるためのスクリプト力が身につく本である。

は内部空間同士が接する住まいの境界は視線や採光、通風や、人
の気配など様々な要素を調整し、工夫が凝らされる箇所である。
本書は、51 の住宅事例を読み解き、その境界部分の計画や設計
手法を提案するものである。

建築文化シナジー
空間練習帳
小嶋一浩・伊藤香織・小池ひろの・高安重一　編著

Rhinoceros × Python
コンピュテーショナル・デザイン入門
三井和男�著

「境界」から考える住宅
空間のつなぎ方を読み解く

大塚篤・是永美樹　著

ISBN978-4-395-24011-1
A5・136 頁� （2011.10）
定価（本体価格 1,905 円＋税）

ISBN978-4-395-32083-7
A5・192 頁� （2017.1）
定価（本体価格 2,500 円＋税））

ISBN978-4-395-32097-4
B5 変・136 頁� （2017.9）
定価（本体価格 3,000 円＋税）
内部空間と外部空間、また

人間の動き ･ 感覚が捉えた、過ごしやすさや使いやすさをデザイ
ンに生かすための教材。「会話しやすい距離を測ってみよう」「子
どもの目線で安全をチェックしてみよう」など、空間体験の図解
付きの 60 課題と解説でまとめた。

生活空間の体験ワークブック
テーマ別  建築人間工学からの環境デザイン
日本建築学会　編

ISBN978-4-395-00864-3
B5・140 頁� （2010.4）
定価（本体価格 2,300 円＋税）

デザインの源は、形だけでは生み出せないリアルな感覚の体験か
ら生まれる。この本は、五感を刺激する 12 の課題に取り組むこ
とで、デザインにアプローチするトレーニングブック。遊び感覚
で感性を養い、デザイン力を身に付ける。

五感のデザインワークブック
「感じる」をカタチにする
横山稔　著

ISBN978-4-395-02307-3
B5・92 頁� （2013.3）
定価（本体価格 2,200 円＋税）

基本的な操作を覚えることで AutoCAD を使って作図できるよう
になるための教科書。基本となるコマンドと操作を踏まえたうえ
で、より作業しやすい方法を最新の CAD 画面を使って解説して
いる。CAD を学ぶ学生など初心者に最適な教科書。

基礎から学ぶ　建築 CAD
基本操作から作図まで

テラハウスCAD研究会　�編著

ISBN978-4-395-32058-5
A4・128 頁� （2016.3）
定価（本体価格 2,600 円＋税）

新刊

新刊

新刊

新刊

集合住宅  ① 住宅  ② 事務所建築  ③
商業施設  ④ 図書館  ⑤ 併用住宅  ⑥
保育施設  ⑦
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23 人の執筆者による都市計画の全領域をカバーした教科書。建
築、土木、都市工学、社会工学で共通に使える本。現代の都市計
画の問題を扱うには、各専門分野とともに専門外の知識が必要な
ことは言うまでもない。

★日本図書館協会選定図書

都市計画教科書　第三版
都市計画教育研究会　編

ISBN4-395-00612-4
B5・274 頁� （2001.3）
定価（本体価格 3,650 円＋税）

都市や地域の問題解決には、地域住民の合意形成をベースに、多
様な専門職が参加する。タコツボ的な専門性から飛び出してシス
テム的な総合性の重要性を説くとともに、各々の専門分野を活か
した問題解決へのアプローチをモデルで示す。

都市をつくりかえるしくみ
専門性をつなぐ参画のしくみ研究会　編著

ISBN978-4-395-32081-3
B5・264 頁� （2016.12）
定価（本体価格 3,000 円＋税）

3-6

多様な人を理解するところからユニバーサルデザインははじま
る。本書は、行政マン、研究者としてこの分野にかかわり続けた
著者がまとめた基礎的専門書。基本的な考え方、外部空間、公共
建築、居住空間について豊富な図解をもとに学ぶ。

建築・都市のユニバーサルデザイン
その考え方と実践手法
田中直人　著

ISBN4-395-02302-8
B5・168 頁� （2012.11）
定価（本体価格 2,600 円＋税）

3-7

3-8

3-9

３ 建築計画（2）　都市計画・まちづくりほか

定番

新刊

本書は、都市計画からまちづくりへの流れが手際よくわかると好
評を博してきた。このたび第二版刊行にあたり、空き家問題、公
共施設の再編、防災・復興のまちづくりなど、3.11 以降に重要
度を増したテーマをカバーし内容をさらに充実させた。

都市計画とまちづくりがわかる本　第二版
伊藤雅春・小林郁雄・澤田雅浩・野澤千絵・真野洋介・山本俊哉

　編著

ISBN978-4-395-32093-6
A5・248 頁� （2017.7）
定価（本体価格 2,400 円＋税）

3-10

３ 建築計画（1）

執筆者 27 人による共著。「Ⅰ　建築計画の基礎」「Ⅱ　建築計画
の方法」「Ⅲ　建築計画の展開」「Ⅳ　建築計画のガイド」からな
る。Ⅲは実際の設計事例を取り上げ、Ⅳは、建築計画に関わる文
献のリストである。

建築計画教科書
建築計画教科書研究会　編著

ISBN4-395-00278-1
B5・256 頁� （1989.11）
定価（本体価格 3,650 円＋税）

3-1

住む、働く、まなぶ、癒す、といった生活行為に沿って事例を配
し、建築計画の基礎を織り込む。解説に、事業計画や維持管理の
マネジメントの要素も付し、個別解を超えた応用可能な要素が見
出せる。建築計画の基礎を学ぶ教科書として最適な一冊。

事例で読む　建築計画
高柳英明・鈴木雅之・西田司　著

ISBN978-4-395-32035-6
A4・96 頁� （2015.3）
定価（本体価格 2,400 円＋税）

3-2

3-3

3-4

建築の形や空間づくりの前に、家具の寸法を測ることから、使わ
れ方や配置を把握して空間全体をイメージしていく。住宅をはじ
め 21 のビルタイプ別にその手法を学ぶ。建築学部の学生が設計
課題に取り組み、建築計画をたてるための教材としても最適。

家具から発想する建築計画
宮宇地一彦　著

ISBN978-4-395-32036-3
A4・176 頁　　　　　（2015.4）
定価（本体価格 3,000 円＋税）

3-5

「住む」「住み続ける」ことをベースに置いた、住居系・建築系の
初学者向けの建築計画の教科書。本書では、「住む」をキーワー
ドに、住宅と施設のはたらきを再融合させつつ、21 世紀の少子
高齢化時代の建築のあり方を学ぶ。

★平成 26年度�関東工学教育協会著作賞�受賞

住むための建築計画
佐々木誠・篠崎正彦・田中友章・藤岡泰寛　著

ISBN978-4-395-02308-0
B5・168 頁� （2013.5）
定価（本体価格 2,600 円＋税）

暮らし・住宅の視点から身近な生活圏・まち・都市を考えるため
の本。近代以降の歴史的経緯を踏まえ、現代的な課題にアプロー
チ。見開き単位で各単元を構成し、テーマ解説と関連図版を大判
でわかりやすく配置。読むことと眺めることが両立したテキスト。

生活の視点でとく　都市計画
加藤仁美・薬袋奈美子・室田昌子　著

ISBN978-4-395-32060-8
A4・135 頁� （2016.8）
定価（本体価格 2,600 円＋税）

建築計画の各分野についてまとめた『ゼロからはじめる』シリー
ズ 13 冊目。寸法体系やビルタイプごとの計画のポイントなど、
範囲の広い建築計画学を、直感的にわかりやすいイラストと、丁
寧な解説で手早く要点をおさえられるようになっている。

ゼロからはじめる
［建築計画］入門
原口秀昭　著

ISBN978-4-395-32062-2
四六変・304 頁� （2016.5）
定価（本体価格 2,000 円＋税）

新刊
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３ 建築計画（4）　建築史図集ほか
3-16

3-17

3-18

3-19

3-20

西洋建築史教材の定番。日本建築学会が毎回大幅な改訂を重ね、
この三訂版では、収録図版総数は 800 余点、解説は 120 頁を越
える。この本の特色は、できるかぎり多くの図版を収録し、ぞれ
ぞれの図版に必要最小限の解説をつけたことにある。

西洋建築史図集　三訂版
日本建築学会　編

ISBN4-395-00021-5
B5・230 頁� （1983.4）
定価（本体価格 2,500 円＋税）

定番教材である日本建築史図集の最新版。図版頁は、古代から近
世まで細かく分かれ、各頁、写真・図版を豊富に入れて、資料性
を高めている。図版頁の最後では 15 頁分を使い、細部意匠と建
築技術についてまとめている。

★日本図書館協会選定図書

日本建築史図集　新訂第三版
日本建築学会　編

ISBN978-4-395-00888-9
B5・204 頁� （2011.1）
定価（本体価格 2,500 円＋税）

近代建築史の定番教材で、「Ⅰ 西洋近代」「Ⅱ 日本近代」「Ⅲ 世
界現代」の 3 部構成。1760 年代から 1830 年代にかけてイギリ
スで産業革命が起こったが、そのあたりから 1970 年前後までの
建築を取り上げている。

近代建築史図集　新訂版
日本建築学会　編

ISBN4-395-00022-3
B5・172 頁� （1976.1）
定価（本体価格 2,300 円＋税）

定番

新刊

定番

定番

３ 建築計画（3）

たくさんの建築写真・図版をもとに、どのように空間を捉えて計
画・設計するかを解説している教科書。キーワード分類で実際に
建築・都市の空間体験に役立ち、それを踏まえた施設ごとの解説
が設計に役立つ。建築・都市の空間の魅力を知る方法が身に付く。

建築空間計画
積田洋・福井通・赤木徹也・金子友美・鈴木弘樹・山家京子　著

ISBN978-4-395-02002-7
A4・148 頁� （2012.9）
定価（本体価格 3,500 円＋税）

「パブリック」の語源は「people」と同根。パブリック空間を代
表する広場にとどまらず、本来私的な色が濃い「住宅」の中にも、
それは発見できる。本書は、今一度パブリックとプライベートの
境界を問い直し、豊かなパブリック空間を育てる方法を探る。

パブリック空間の本
公共性をもった空間の今までとこれから
今村雅樹・小泉雅生・高橋晶子　著

ISBN978-4-395-02311-0
B5・176 頁� （2013.8）
定価（本体価格 2,600 円＋税）

建築のキーワードとして重要で基本的な言葉、たとえば、床、壁、
天井、ピロティ、ヴォイド、軸線、ダイヤグラム、パラメータな
ど、33 の言葉を選び、実際の建築作品に沿ってそのキーワード
の意味を解説した本。

★日本図書館協会選定図書
ヴィジュアル版建築入門 5
建築の言語
ヴィジュアル版建築入門編集委員会　編

ISBN4-395-22115-7
B5・224 頁� （2002.8）
定価（本体価格 3,400 円＋税）

大学の設計課題、さらには実際の住宅設計に取り組む前に、これ
だけは知っていてほしい「コモンセンス（建築家としての常識／
共通理解）」が書かれている本。設計の際に参考となるアクソメ図、
平面図、断面図を多数収録。

住宅の空間原論
遠藤政樹・小泉雅生・佐藤光彦・下吹越武人　著

ISBN978-4-395-00896-4
B5 変・204 頁� （2011.10）
定価（本体価格 2,800 円＋税）

住み慣れた家に住み続けるためのバリアフリー入門書。福祉用具
の基本と選択のポイント、住まいの新築や改修の留意点や参考事例
を紹介。2003年刊行の『住環境のバリアフリーデザインブック』に
ユニバーサルデザインの視点を加味して大幅に見直ししたもの。

住環境のバリアフリー・ユニバーサルデザイン
福祉用具・機器の選択から住まいの新築・改修まで
野村歡　編／植田瑞昌・田中賢・田村房義・野村歡・橋本美芽・
村井裕樹・八藤後猛　著

ISBN978-4-395-32048-6
B5・198 頁� （2015.9）
定価（本体価格 3,200 円＋税）

3-12

3-13

3-14

3-15

3-11

建築のコンセプトとそれを支える技術の考え方を同時に学ぶ設
計・意匠のテキスト。25 の設計テーマごとに、2 つの代表的な
作品を比較する。テーマの枠組みと他の作品における設計テーマ
の展開を、写真と図面とともに解説する。

建築のデザイン・コンセプト
今井公太郎・大河内学・南泰裕・山中新太郎　著

ISBN978-4-395-02312-7
B5・200 頁� （2013.9）
定価（本体価格 2,700 円＋税）

建築計画が前提とする「普通の人」は存在しない。現実には、個
別的で多様な住まい手、使用者たちがいる。本書では、高齢者や
障害者たちの住宅、地域・医療施設、教育施設などを取り上げ、
彼らの姿と建築に対するニーズと解決策を紹介する。

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　編

ISBN978-4-395-32085-1
A4・144 頁� （2017.2）
定価（本体価格 2,800 円＋税）
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３ 建築計画（6）建築史

日本を大川と初田、西洋を川向と吉田とで分担執筆した近代建築
史の労作。日本と西欧の近代建築の流れを追い、そこから現代建
築の行方を展望したいという共通認識で執筆された。図版が豊富、
参考文献、年表も充実。

図説 近代建築の系譜
日本と西欧の空間表現を読む
大川三雄・川向正人・初田亨・吉田鋼市　著

ISBN4-395-00470-9
A5・288 頁� （1997.6）
定価（本体価格 3,200 円＋税）

3-26

3-27

20 世紀の空間デザインに関するキーワード 108 個を、キーワー
ドが頻出した年代順に解説したもの。20 世紀の空間デザイン用
語事典としても、20 世紀のデザイン史を概観する歴史の本とし
ても使える。年表付き。

★日本図書館協会選定図書
マトリクスで読む
20世紀の空間デザイン
矢代眞己・田所辰之助・濱嵜良実　著

ISBN4-395-00539-X
A5・256 頁� （2003.11）
定価（本体価格 2,500 円＋税）

3-28

3-29

建築史に十分な時間がとれなくなった、1 冊で西洋建築、日本建
築、近代建築を網羅している本はないか、という強い要望に応え
た本。建物が視覚的に理解できるよう 3D を駆使。建築史の入門
書として最適の一冊。

コンパクト版建築史
日本・西洋
「建築史」編集委員会　編著

ISBN978-4-395-00876-6
B5・168 頁� （2009.1）
定価（本体価格 3,000 円＋税）

定番

３ 建築計画（5）建築史

日本建築史の概説書として 60 年以上親しまれている名著。「Ⅰ 
日本建築の特質」、「Ⅱ 日本建築史序説」、そして最後に資料編と
して「Ⅲ 日本建築史の文献」と続く 3 章立て。平易な文章でつ
づられ、一般の人でも読みやすい。

日本建築史序説　増補第三版
太田博太郎　著

ISBN978-4-395-01231-2
四六・378 頁� （2009.3）
定価（本体価格 2,800 円＋税）

3-21

3-22

3-23

3-24

3-25

西洋建築のダイナミックな変遷を、古代、中世、ルネサンス、バ
ロック、新古典主義・19 世紀の 5 つの章に分け、様式の発展史
として紹介。各章には 15 のテーマを設定し、既存の解説書には
ない面白い話も盛り込んでいる。

★日本図書館協会選定図書

図説 西洋建築史
陣内秀信・太記祐一・中島智章・星和彦・横手義洋・渡辺真弓・
渡邊道治　著

ISBN4-395-00648-5
B5・196 頁� （2005.4）
定価（本体価格 2,800 円＋税）

古代から近・現代までの西洋の住居の通史。ヨーロッパの住居の
源流を、ラテン系民族の「石の文化」とゲルマン系民族の「木の
文化」と位置づけ、その対比から西洋の住宅と住まい方の文化を
現代に至るまで論じた興味深い本。

★ 2007 年日本建築学会賞（論文）受賞
★日本図書館協会選定図書

西洋住居史　石の文化と木の文化
後藤久　著

ISBN4-395-00760-0
四六上製・282 頁� （2005.9）
定価（本体価格 2,600 円＋税）

「建築様式のディテール」と「建築様式の年表」の 2 部構成を採り、
それぞれが、エジプト、ギリシア、ローマ、ビザンティン、……
などの章に分かれる。「建築様式のディテール」では各時代の特
徴的な造形が図示される。

★日本図書館協会選定図書

図説年表　西洋建築の様式
鈴木博之　編／鈴木博之・伊藤大介・高原健一郎・鈴木哲威・
原口秀昭　著

ISBN4-395-00502-0
A4 変・208 頁� （1998.4）
定価（本体価格 4,200 円＋税）

定番

東洋を、西アジア・北アフリカ、南アジア、中央アジア、東アジ
ア、東南アジア・オセアニアの５つの地域に大別し、それぞれの
建築史を概観している。イスラム、ヒンドゥー、中国の建築など
が紹介されている。

東洋建築史図集
日本建築学会　編

ISBN4-395-00087-8
B5・214 頁� （1995.7）
定価（本体価格 3,100 円＋税）

世界各地の都市を歴史的、相対的に比較する資料として編集さ
れた本。58 人の執筆者が分担し、各地の都市の成り立ちと現状、
特徴、地域性などを平易で短い解説文と図版で紹介した労作。

都市史図集
都市史図集編集委員会　編

ISBN4-395-00489-X
B5・296 頁� （1999.9）
定価（本体価格 4,600 円＋税）

定番
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地球環境問題にどう対処するか、今日的な課題を掲げた建築書。
これから建築を学ぶ人は 20 世紀の巨匠に範をとった建築の考え
方では、21世紀の問題を解決できない。これまでの建築を根底
から考え直そうとする本。

シリーズ地球環境建築　入門編
地球環境建築のすすめ　第二版
日本建築学会　編

ISBN978-4-395-22146-2
B5・318 頁� （2009.9）
定価（本体価格 3,000 円＋税）

　�ISBN4-395-22148-6
B5・360 頁� （2010.10）
定価（本体価格 4,000 円＋税）

シリーズ地球環境建築
日本建築学会�編

● 地域環境デザインと継承 専門編 1 第二版 ①

4-6

　�ISBN4-395-22143-2
B5・376 頁� （2004.11）
定価（本体価格 4,600 円＋税）

● 資源・エネルギーと建築 専門編 2 ②
4-7

入門編に続き、地球環境と建築を体系的に理解するための 3 冊
からなる専門編。従来の建築単体のデザインから地域環境保全の
デザインへと読者の視野を広げるシリーズ。

　�ISBN4-395-22144-0
B5・352 頁＋ CD-ROM�（2004.1）
定価（本体価格 4,700 円＋税）

4-9

「その地域の自然に合致し、地球環境を維持できる、人間に快適
かつ悦びを与える建築デザイン」（バイオクライマティックデザ
イン）をどのように実現していくか。建築環境工学の基礎から具
体的な設計手法までを学ぶ実践的なテキストである。

大好評、ゼロからシリーズ第 12 弾。環境工学のそれぞれの分野
について、１ページごとに○×で答える１問１答形式にまとめて
あり、1、2 級建築士と同等レベルながら、わかりやすい。グラフ・
数式や抽象的な概念も、イラストと丁寧な解説で理解が深まる。

設計のための建築環境学
みつける・つくるバイオクライマティックデザイン
日本建築学会　編

ゼロからはじめる
［環境工学］入門
原口秀昭　著

ISBN978-4-395-00894-0
B5・128 頁� （2011.5）
定価（本体価格 2,400 円＋税）

ISBN978-4-395-32045-5
四六変・342 頁� （2015.7）
定価（本体価格 2,350 円＋税）

建築音響を原理と実際の両面から解説した設計指針。音響設計、
音の性質、測定と評価の 3 章からなり、詳細にまとめられている。
付録として、吸音率表、透過損失表、床衝撃音レベルをつけている。

日本建築学会設計計画パンフレット４
建築の音環境設計　新訂版
日本建築学会　編

ISBN4-395-22004-5
B5・88 頁� （1983.4）
定価（本体価格 1,980 円＋税）

４ 建築環境工学（2）

①

②

③

4-11

4-10

4-12

● 建築環境マネジメント　 専門編 3 ③
4-8

定番

４ 建築環境工学（1）

環境工学は、建築環境を扱うが、熱環境、光環境、空気環境、音
環境とその範囲は多岐にわたる。この本では総勢 31 人の各分野
の研究者が、建築系の学生を対象に、建築環境全般を平易に解説
している。

環境工学教科書　第二版
環境工学教科書研究会　編著

ISBN4-395-00516-0
B5・220 頁� （2000.8）
定価（本体価格 3,500 円＋税）

4-1

図を用い、初歩の物理や数学の知識で、環境工学が学べるよう工
夫している。「第 1 章　私たちを取りまく環境」「第 2 章　光の
美　光の機能」「第 3 章　熱と空気」「第 4 章　音を生かす　音
を防ぐ」からなる。

図説テキスト
建築環境工学　第二版
加藤信介・土田義郎・大岡龍三　著

ISBN978-4-395-22128-8
B5・122 頁� （2008.11）
定価（本体価格 2,400 円＋税）

4-2

本書は、とかく数式による演算と考えられがちな環境工学の基本
をわかりやすく解説し、実際の建築での目標とその実現手法まで
まとめたもので、計画・設計にも「つかえる」教科書である。基
本から応用まで、各章ごとに演習問題を付した。

しくみがわかる建築環境工学
基礎から計画・制御まで

上野佳奈子・鍵直樹・白石靖幸・高口洋人・中野淳太・望月悦子　著

ISBN978-4-395-32076-9
B5・218 頁� （2016.12）
定価（本体価格 3,000 円＋税）

4-3

初学者のための環境工学の教科書。授業の中ではふれない、中等
教育で学ぶ物理・化学・数学の内容まで踏み込み、問題の解決策
をどう導き出すのかを理解することを目指した。

はじめての建築環境工学
小林茂雄・中島裕輔・西村直也・古屋浩・吉永美香　�著

ISBN978-4-395-32023-3
B5・174 頁� （2014.9）
定価（本体価格 2,800 円 +税）

4-4

4-5

定番

新刊

膨大な環境工学の知識のなかから、住まいに関連する事項をまと
めた教科書。環境工学と住まいとの関わりを理解できるよう構成
した。インテリア学科や家政学部で住居を学ぶ学生に好適。

住まいと環境
住まいのつくりを環境から考える
大内孝子　著

ISBN978-4-395-00915-2
A5・200 頁� （2010.10）
定価（本体価格 2,400 円＋税）



24 25

この本では、建築構造力学の基本から順に 100 項目に分けてい
る。1 項目は 2 頁で、基本事項、解説問題、演習問題でできてい
る。この階段を一段ずつ上がっていけば、構造力学の基礎がマス
ターできる。

建築構造力学演習教科書　改訂第二版
谷�資信�監修
谷�資信・井口道雄・寺田貞一・永坂具也�著

ISBN4-395-00750-3
B5・236 頁� （2005.9）
定価（本体価格 3,905 円＋税）

6-1

超初歩から、無理なく理解できるようにマンガでわかりやすく解
説。身近に起こる例やモノに例えながら展開していくストーリー
は、構造力学が苦手な読者には心強い味方に、構造がわかる人に
も新たな発見が。

マンガでわかる構造力学
原作：原口秀昭／漫画：サノマリナ

ISBN4-395-00675-2
B6・256 頁� （2005.10）
定価（本体価格 1,524 円＋税）

6-2

建築学科ではじめて学ぶ「構造力学」のための教科書シリーズ。
豊富な例題と詳しい解説で、問題について考え・解くプロセスが
身につく。図解やイラストで、抽象的な計算式を具体的な事象と
してとらえられる。すぐに試せる構造の実験例なども収録。

考えるプロセスがわかる
小野里憲一・西村彰敏　著

● 力のつり合いを理解する構造力学 ①
● 変形を理解する構造力学 ②

② ISBN978-4-395-32012-7
B5・240 頁� （2014.4）
定価（本体価格 3,300 円 +税）

① ISBN978-4-395-02316-5
B5・192 頁� （2013.9）
定価（本体価格 2,800 円 +税）

① ISBN978-4-395-32011-0
A5・120 頁� （2014.8）
定価（本体価格 1,800 円 +税）

② ISBN978-4-395-32027-1
A5・144 頁� （2014.11）
定価（本体価格 1,800 円 +税）

③ ISBN978-4-395-32034-9
A5・168 頁� （2015.7）
定価（本体価格 2,000 円 +税）

6-3

筋道を立て、解き方のメソッドに従えば誰でも問題が解け、理解も
深まる、という考えから生まれた教科書シリーズ。章ごとのポイント
を理解し、問題を解きながら理解を確実なものにする構成。知らぬ
まに、一級建築士の問題が楽々解けるようになる！

くわしすぎる
構造力学演習Ⅰ　M・Q・N 図編 ①
構造力学演習Ⅱ　図解法と変形編 ②
構造力学演習Ⅲ　不静定構造編 ③
岡田章・宮里直也　著

６ 構造力学

6-8

『ゼロからはじめる』シリーズの第 10 弾。主に 1 級、2 級建築
士試験レベル相当の問題を解き、構造力学の基礎を学習する。問
題の解き方のコツをつかむことで、理解を深められる。直感的な
理解を助けるイラストと語呂合わせ付き。

ゼロからはじめる
［構造力学］演習
原口秀昭　著

ISBN978-4-395-32022-6
四六変・328 頁� （2014.8）
定価（本体価格 2,200 円＋税）

５ 建築設備

建築設備の技術を網羅的に述べた建築設備の入門書、定番教科書。
一口に設備と言っても電気設備、給排水・衛生設備、空気調和設
備、防災設備、情報設備まで多岐にわたるので、総勢 54 人の執
筆人が分担している。

建築設備学教科書　新訂第二版
建築設備学教科書研究会　編著

ISBN978-4-395-00853-7
�B5・272 頁� （2009.3）
定価（本体価格 3,600 円＋税）

5-1

定価（本体価格 3,000 ＋税）
建築計画と一体で建築設備を考えることを目指したのが本書の大きな特
色である。新訂第二版では、「建築物省エネ法」に関連する箇所を全面的
に改め、法規や基準の改定の反映を追補し、新しい流れや将来制度化が
見込まれる考え方の解説を加えた。

「建築の設備」入門　新訂第二版
空調・給排水衛生・防災・省エネルギー　新訂第二版

「建築の設備」入門編集委員会　編著

ISBN978-4-395-32095-0
B5・206 頁� （2017.8）

5-2

5-3

私たちの身近にある水回りと自然環境としての「水」の関係から
展開した教科書。最新の給排水設備の考え方と現象、住宅の給排
水設備の計画・設計までわかりやすくまとめた。項目ごとに演習
問題が付き、段階的に学べる。

基礎からわかる
給排水設備
坂上恭介・鎌田元康　編　石渡�博・市川憲良・大塚雅之・岡田誠之・
鎌田元康・坂上恭介・下田邦雄　著

ISBN978-4-395-00882-7
B5・248 頁� （2009.10）
定価（本体価格 3,300 円＋税）

5-4

5-5

一口に建築設備と言うけれど、どこから手をつけていいのかわか
らない。入門書は概論的で、設計の役に立つ知識が得られにくい。
そんな声に応える Q ＆ A の設備入門書。293 の Q ＆ A に、よく
わかるイラスト付き。

好評ゼロからシリーズの 14 冊目。建築設備の項目ごとに、要点
を○×で答えるという 1 問 1 答形式でまとめたもの。1、2 級建
築士の問題と同等のレベルである。直感的にわかりやすいイラス
トと、丁寧な解説で手早く要点をおさえられる。

ゼロからはじめる
建築の［設備］教室
原口秀昭　著

ゼロからはじめる
建築の［設備］演習
原口秀昭　著

ISBN978-4-395-01022-6
四六変・302 頁� （2010.3）
定価（本体価格 2,000 円＋税）

ISBN978-4-395-32077-6
四六変・350 頁� （2016.11）
定価（本体価格 2,400 円＋税）

定番

新刊

6-5
6-6
6-7

6-4



26 27

大好評『ゼロからはじめる』シリーズの木造建築、RC 造建築、S
造建築の入門書。直感的に理解できるイラストとわかりやすい文
章、Q ＆ A 形式の構成で学べる。建築の主要構造の理解は万全。

ゼロからはじめる
原口秀昭　著

●［木造 建築］入門 ①
●［ＲＣ造建築］入門 ②
●［Ｓ造建 築 ］入門 ③

① ISBN978-4-395-01014-1
四六変・296 頁� （2009.3）
定価（本体 1,905 円＋税）

7-6

② ISBN978-4-395-00792-9
四六変・228 頁� （2008.6）
定価（本体 1,905 円＋税）

7-7

大好評シリーズ新刊。１、２級建築士の問題と同等難易度の分野
ながら、○×形式の演習でわかりやすく学べる。直感的に理解で
きるイラストと、丁寧な解説で理解が深められる。建築を学ぶ学
部学科生はもちろん、建築士試験の受験書としても好適。

③ ISBN978-4-395-01026-4
四六変・288 頁� （2011.1）
定価（本体価格 1,905 円＋税）

ゼロからはじめる
［RC+S 構造］演習
原口秀昭　著

ISBN978-4-395-32030-1
四六変・304頁� （2014.11）
定価（本体価格 2,000 円＋税）

7-8

7-9

建築のスタンダードなディテールにひそむ原理と技術の歴史を、
52 のクイズを通して理解しよう。カテゴリー別でも機能別でも
部位別でも挑戦できる。クイズの解答と解説のあとには、必ずそ
のテーマに関するうんちく話がついている。

構法クイズで原理を学ぶ
建築ディテール「基本のき

・

」
真鍋恒博　著

ISBN978-4-395-01222-0
B6・260頁　　　　　　（2012.3）
定価（本体価格 2,200 円＋税）

７ 建築一般構造（2）

7-11

7-10

７ 建築一般構造（1）

この本は、構造システムの驚きや不思議を学生が実感できるテキ
ストを編もうという方針で編集された。構造の専門家にならない
学生も、構造嫌いにならず、広く浅く、楽しみながら建築の構造
を理解できる。このたび、待望の第二版を刊行。

図説テキスト　建築構造
構造システムを理解する　第二版
建築構造システム研究会　編

ISBN978-4-395-00897-1
A4・114 頁� （2011.9）
定価（本体価格 2,600 円＋税）

7-1

総勢 26 人の書き手がかかわった構造の教科書。建築の構造を、
材料・工法の視点と構成・形態の視点で取り上げる。前者は木造、
組積造、RC 造などであり、後者はアーチ、シェル、トラス、壁
式構造などを紹介している。

★日本図書館協会選定図書
ヴィジュアル版建築入門３
建築の構造
ヴィジュアル版建築入門編集委員会　編

ISBN4-395-22113-0
B5・240 頁� （2002.7）
定価（本体価格 3,400 円＋税）

7-2

建築の「かたち」に深く関わる「ちから」。本書はその「ちから
の流れ」をキーワードに古今の名建築物を豊富な図解をもちいて
解説。改訂にあたり「耐震・免震・制震」の章を増補。新たに加
えた事例にも緻密で繊細な線画を描きおろしている。

★全国学校図書館協議会選定図書
建築の絵本
建築構造のしくみ　力の流れとかたち　第二版
川口衛・阿部優・松谷宥彦・川﨑一雄　著

ISBN978-4-395-32015-8
A4・144 頁� （2014.6）
定価（本体価格 2,700 円＋税）

7-3

古代から現代までの空間構造の多様な展開と、エンジニアとアー
キテクトの実り多い協働作業、構造設計の可能性などを、構造物
を造ってきた人たちの物語を織り交ぜながら展開する。写真もカ
ラーで楽しい。

空間 構造 物語
ストラクチュラル・デザインのゆくえ
斎藤公男�著

ISBN4-395-00639-6
B5・272 頁� （2003.10）
定価（本体価格 3,600 円＋税）

7-4

好評『ゼロからはじめる』シリーズの第 9 弾。Q ＆Ａ方式の初学
者向け入門書。建築構造の成り立ちと種類、応力、材料特性、変形、
不静定構造の考え方など、構造設計・計算のベースとなる、建築
構造のポイントを解説。苦手な理屈をビジュアルで解説。

ゼロからはじめる
建築の［構造］入門
原口秀昭　著

ISBN978-4-395-01041-7
四六変・322 頁� （2013.8）
定価（本体価格 2,200 円＋税）

7-5

鉄筋コンクリート構造を初めて学ぶ、再学習したいという読者を
対象に、その基本を知り、部材の抵抗のしくみを理解したうえで、
設計応力の与えられた部材の設計ができることを目標にした教科
書。自習にも配慮した平易なまとめ。

鉄筋コンクリート構造の基本と部材の設計
永坂具也・柳澤学　編著

ISBN978-4-395-02303-5
B5・232 頁� （2012.10）
定価（本体価格 2,700 円＋税）
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9-1

9-2

『ゼロからはじめる』シリーズ第 8 弾。Q ＆ A 方式の、初学者向
け入門書。建築施工の多岐にわたる工事概要を、建物をつくる順
序に整理し、１問ごとに図解。工程表の読み方、機械の名前や機
能、地盤・躯体・内外装工事のポイントを網羅。

ゼロからはじめる
建築の［ 施工］入門
原口秀昭　著

ISBN978-4-395-01040-0
四六変・304 頁� （2013.3）
定価（本体価格 2,000 円＋税）

9-3

9-4

建築各部位にはどういった目的、性能があるのかを理解し、それ
を実現・担保するには、どのような構法を選択し、それはなぜな
のか？という理由を問いかけることが本書の意図。設計の実務者
の視点から、建築のつくり方と構法の関係を問い直す一冊。

考える建築構法
そのつくり方には理由がある
庫川尚益　著

ISBN978-4-395-32026-4
B5変・160 頁� （2014.10）
定価（本体価格 2,800 円 +税）

９ 建築生産

ものづくりの観点から建築全般の基礎を解説する建築学の入門
書。概論からはじまり、企画、設計、施工、運用、解体までの建
築のライフサイクルに沿って構成。豊富な写真とわかりやすいイ
ラストで建築のしくみを広く学ぶ。

建築生産
ものづくりから見た建築のしくみ
ものづくり研究会　編著

ISBN978-4-395-00868-1
B5・184 頁� （2012.11）
定価（本体価格 2,700 円＋税）

9-5

８ 建築材料

この本は「1 章　建築材料基礎」「2 章　構造用材料」「3 章　仕
上げ用材料」「4 章　防火性・耐火性材料」「5 章　機能性材料」「6
章　材料・耐久設計」「7 章　その他の材料」の 7 章立て。代表
的な材料の解説を主とした。

建築材料教科書　第六版
建築材料教科書研究会　編著

ISBN978-4-395-00887-2
B5・196 頁� （2010.4）
定価（本体価格 3,200 円＋税）

8-1

一から建築を学ぼうとする学生が、建築の素材にこだわり使いこ
なしていくための基本事項について解説した教科書。素材の科学
的知識から建築のデザインへとつながるように構成されている。

ベーシック建築材料
野口貴文・今本啓一・兼松学
小山明男・田村雅紀・馬場英実　著

ISBN978-4-395-00883-4
B5・178 頁� （2010.4）
定価（本体価格 3,000 円＋税）

8-2

建築の材料についての基本的な事項をカバー。材料の組合せで実
現する建築世界と、学ぶこととの間にリアリティを持たせるよう
配慮し、設計するときに、もう一度手に取りたくなる教科書。「絵
解き要素」を重視しており、住居系、インテリア系の学生に対応。

建築材料　新テキスト
朝吹香菜子・�佐藤幸惠・白井篤
松村光太郎・長尾亜子・冨永祥子・福島加津也　著

ISBN978-4-395-32007-3
B5・148 頁� （2014.12）
定価（本体価格 2,600 円＋税）

8-3

8-4

建築はさまざまな材料の集合体である。材料は美観的な要素から、
建築の機能にまで深くかかわる。本書は、選択にあたって必要な
多種多様な材料の特性、物性、成り立ち、機能、使用方法につい
て豊富な図版を用いて、見開き単位でまとめた。

若手技術者が建築の施工現場で行うべき施工管理について、工種
別に工事の進捗に合わせて解説した本。躯体工事については、ほ
とんどすべての工種を記載。また施工管理の概要がつかめるよう、
写真を併用。

考える建築材料
庫川尚益　著

写真でわかる
建築施工管理のチェックポイント
逸見義男・鈴木康夫・塚本正己　監修／建築施工管理研究会　著

ISBN978-4-395-32082-0
B5 変・168 頁� （2016.12）
定価（本体価格 2,800 円＋税）

ISBN978-4-395-00872-8
B5・124 頁� （2007.12）
定価（本体�2,600 円＋税）

9-6

施工管理全般と各種工事管理の要点をまとめた「建築施工」の教科書。各
種工事の工程フローを図示し、解説には図と写真を多用。現場を知らない
学生に建築施工をわかりやすく伝えることに留意した一冊。建築工事標準
仕様書（JASS）と「民間連合協定工事請負契約約款」の最新改定基準に対応。

誰でもわかる
建築施工　改訂版
雨宮幸蔵・新井一彦・池永博威・長内軍士・
河合弘泰・倉持幸由　著

ISBN978-4-395-32070-7
A4・384 頁� （2016.8）
定価（本体価格 3,500 円＋税）

目次は、序説、請負契約と積算、工事計画・管理、仮設工事、土
工事・地業工事、鉄筋コンクリート系工事、鉄骨系工事、木質系
工事、内外装仕上工事、設備工事、解体工事と建築廃棄物処理、
維持管理、施工機械からなる。

建築施工教科書　第五版
建築施工教科書研究会　編著

ISBN4-395-00886-5
B5・192 頁� （2010.3）
定価（本体価格 3,400 円＋税）

定番

新刊
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人間らしい暮らしのできる住まいの大切さをコンセプトにして、
暮らしの行為を 8 つのテーマに分け、住まいと環境を見直した
教科書。住まいを、気候風土、歴史、文化と密接に結びついた社
会的な存在としても捉えている。

★日本図書館協会選定図書
図説住まいの計画
住まい方から住空間をデザインする　新訂版
林知子・大井絢子・林屋雅江・前島諒子・塚原領子　著

ISBN978-4-395-00884-1
B5・166 頁� （2011.1）
定価（本体価格 2,600 円＋税）

統計資料を豊富に用いた住居学の本。「１　人と住まい」「２　住
まいと社会」「３　住空間の形態と構成」「４　住宅構造と室内環
境」「５　住まいと管理」「６　住環境教育」の 6 章立て。

住環境の計画シリーズ
豊かな住生活を考える――住居学　第三版
小澤紀美子　編
小澤紀美子・荒川千恵子・川島平七郎・渡辺彩子・妹尾理子　著

ISBN4-395-00625-6
B5・138 頁� （2002.4）
定価（本体価格 2,500 円＋税）

快適な住居環境をつくっていくうえで必要な知識や考え方、うち
と外の環境制御の方法などを、豊富な資料に基づいているが、数
式やむずかしい理論を極力使わず、平易に解説。住居学科の教科
書として好評。

住居環境学入門　第三版
藤井正一　著

ISBN4-395-00616-7
A5・232 頁� （2002.4）
定価（本体価格 2,850 円＋税）

家政学・生活科学・社会福祉学の学生を対象にした住居計画の教
材。第１部では住居計画の基本的な視点を解説、第２部では子育
てや少子高齢化、社会構造の変化など、今日の住居に関わる問題
点と新しい住まい方の実態・事例を紹介する。

私たちの住まいと生活
水村容子・井上由起子・渡邉美樹　著

ISBN978-4-395-02106-2
B5・130 頁� （2013.12）
定価（本体価格 2,400 円 +税）

本書は、家づくりのプロセスを、ひと目で理解してもらうための
手引書。イラストを多用した紙面構成で、家づくりの流れから
チェック項目までを解説。これから住まいづくりを学ぶ人の参考
書、設計に携わる人の計画チェックリストともなる内容。

★日本図書館協会選定図書
イラストによる
家づくり成功読本
丸谷博男・峯田　建・恩田恵以　著

ISBN978-4-395-00863-6
B5・170 頁� （2010.2）
定価（本体価格 2,700 円＋税）

１０ 住居（2）
10-7

10-8

10-9

10-10

10-11

１０ 住居（1）

図解住居学１

住まいと生活　第二版　②
図解住居学編集委員会　編
岸本幸臣・吉田高子・後藤久・渥美正子・大野治代・中林浩・高阪謙次・小倉育代　著

ISBN978-4-395-28041-4� （2011.3）
B5・144 頁・定価（本体価格 2,800 円＋税）

図解住居学２

住まいの空間構成　③
図解住居学編集委員会　編
田中勝・小川正光・村上良知・小林敬一郎・白砂伸夫・笠嶋泰・谷村留都　著
ISBN4-395-28032-3� （2000.9）
B5・144 頁・定価（本体価格 2,800 円＋税）

図解住居学シリーズの第５巻。光・音・熱・空気環境といった自
然環境と快適な居住空間のあり方を、図解中心で解説。6 章の「環
境共生」という考え方は今日ますます重要になってきている。

図解住居学５

住まいの環境　第二版　①
図解住居学編集委員会　編
大野治代・矢野隆・佐藤真奈美・山中俊夫・永村悦子・奥野芳弘　著
ISBN978-4-395-28045-2� （2011.4）
B5・164 頁・定価（本体価格 2,800 円＋税）

図解住居学６

住まいの管理　④
図解住居学編集委員会　編
一棟宏子・平田陽子・齋藤広子・松原小夜子・馬場昌子・藤田忍・梶浦恒男　著�

ISBN4-395-28036-6� （2003.12）
B5・136 頁・定価（本体価格 2,800 円＋税）

全 5 巻のシリーズの 1 冊。「１　住生活を考える」「２　日本の
住まい諸相とその変遷」「３　生活様式と住まいのかかわり」「４
　住まいの管理」「５　近隣の共同生活」「６　住まいをめぐる諸
問題」の 4 章立て。図や写真を多用した住居学入門。

★日本図書館協会選定図書

住環境の計画１　住まいを考える
住環境の計画編集委員会　編
扇田信・今井範子・疋田洋子・町田玲子・西村一朗　著

ISBN4-395-00261-7
A4 変・122 頁� （1992.12）
定価（本体価格 2,845 円＋税）

全 5 巻シリーズの 1 冊。「１　住宅計画とは何か」「２　住空間
の構成原理」「３　住宅各室と外まわりの計画」……「６　ハンディ
キャップ者配慮の住宅計画」「７　多様な住宅設計プロセス」「８
技術変化と住宅計画」の 8 章立て。

★日本図書館協会選定図書

住環境の計画２　住宅を計画する　第二版
住環境の計画編集委員会　編
巽和夫・小川正光・田代純・山内陸平・加藤力・野口美智子・小川裕子・髙田光雄・秋山哲一　著

ISBN4-395-27052-2
A4 変・136 頁� （1998.2）
定価（本体価格 2,800 円＋税）

10-1

10-2

10-3

10-4

10-5

10-6

① ②

④③

★日本図書館協会選定図書

★日本図書館協会選定図書
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わかり易い土木講座 10
新訂第七版　コンクリート工学（Ⅰ）施工
土木学会　編　國府勝郎・辻幸和・下山善秀　著　①
ISBN978-4-395-41096-5� （2010.1）
A5・334 頁・定価（本体価格 3,600 円＋税）
ロングセラーの教科書。2010 年 1 月新訂第七版を刊行。土木学
会で 2007 年に制定された後、大改訂された「コンクリート標
準示方書」やコンクリート関係の JIS 規格の改正などを第七版に
反映した。内容構成はオーソドックス。

わかり易い土木講座 15
新訂第三版　衛生工学　④
土木学会　編　合田健・津野洋・中西弘・藤原正弘　著
ISBN4-395-41065-0� （1992.5）
A5・410 頁・定価（本体価格 4,400 円＋税）

わかり易い土木講座 17
二訂版　海岸・港湾　②
土木学会　編　合田良實　著
ISBN4-395-41067-7� （1998.9）
A5・324 頁・定価（本体価格 4,000 円＋税）

「Ⅰ 海岸と港湾の水理」「Ⅱ 港湾施設および海岸保全」に分かれ、
Ⅰは、波の性質、波浪の発生・発達とその性質、潮汐・高潮・津波・
長周期波など、Ⅱは、港湾の施設、防波堤の設計、海岸の保全
などの内容が盛られている。

わかり易い土木講座 6
新訂第三版　土質工学　③
土木学会　編　箭内寛治・浅川美利　著
ISBN4-395-41046-4� （2001.9）
A5・356 頁・定価（本体価格 3,200 円＋税）

１２ 土木

本書は、大学の土木史の教科書として、また土木技術者の教養書
として長らく好評を博している。日本の土木の歴史を、江戸時代
まで、明治維新から第二次世界大戦まで、第二次世界大戦以降の
大きく 3 つに分け、その歩みとこれからの展望をつづる。

現代日本土木史　第二版
高橋裕　著

ISBN978-4-395-04031-5
A5・246 頁� （2007.7）
定価（本体価格 2,857 円＋税）

土木製図基準にもとづいて、図面の描き方の基本を詳細に解説し
た教科書。基本的な土木製図基準のほか、鋼構造物、コンクリー
ト構造物に関する製図と土木 CAD 製図基準を網羅している。

土木製図入門
基準からCAD 設計まで　第三版
清水泰弘　編著

ISBN978-4-395-04032-2
A4 変・106 頁� （2009.10）
定価（本体価格 2,400 円＋税）

① ②

④③

12-1

12-2

12-3

12-4

12-5

12-6

１１ インテリア

インテリア教育は、建築教育の焼き直しではない、という趣旨で
編まれたロングセラーの第二版。インテリア全般の基本的な考え
方は同じで、自然エネルギー活用の視点と、家族や社会の変化に
伴う生活の変化についての視点を新たに加えた。

インテリアデザイン教科書　第二版
インテリアデザイン教科書研究会　編著

ISBN978-4-395-00890-2
B5・170 頁� （2011.5）
定価（本体価格 2,800 円＋税）

ロングセラー。20 人の共著。「Ⅰインテリア計画の基礎」「Ⅱ住
空間の計画」「Ⅲ設計の技術」の 3 章立て。特に 1 章に頁が割かれ、
インテリア計画、人間工学、室内環境、設備、構法などが過不足
なく述べられている。

★日本図書館協会選定図書

インテリアの計画と設計　第二版
小原二郎・加藤力・安藤正雄　編

ISBN4-395-00519-5
A4 変・190 頁� （2000.10）
定価（本体価格 3,200 円＋税）

住まいとインテリアの計画・設計に必要な基礎知識を、大学のカ
リキュラムに合わせて 10 章でまとめた、初学者に最適な教科書。
基本的な知識は網羅しつつ、多様化する現代の生活の最新の事例
も紹介している。

図解　住まいとインテリアデザイン
住まいとインテリアデザイン研究会　編著

ISBN978-4-395-00857-5
B5・136 頁� （2007.9）
定価（本体価格 2,400 円＋税）

この本は、インテリアコーディネーターなどの資格取得も重要で
あるという教育ニーズを背景に編集された。「Ⅰ章　基礎知識」「Ⅱ
章　設計の知識」「Ⅲ章　表現・伝達の知識」「Ⅳ章　ワークブッ
ク」の 4 章立て。

インテリア計画の知識
渡辺秀俊　編
内田青藏・奥平与人・木村戦太郎・小原二郎・佐野友紀・谷口久
美子・土田義郎・鳥井貴正・九木章江・宮宇地一彦・柳澤要　著

ISBN978-4-395-00874-2
B5・168 頁� （2008.4）
定価（本体価格 2,500 円＋税）

読むと元気になる『ゼロからはじめる』シリーズ 7 冊目。本書では、
内装、家具、空間を含めたインテリア全体を扱う。充実した歴史
的実例と、材料、納まり、建具、建具金物、カーテンとブライン
ド、設備について、実践で役立つ知識をコンパクトに解説。

ゼロからはじめる
建築の［インテリア］入門
原口秀昭　著

ISBN978-4-395-01032-5
四六変・304 頁� （2012.8）
定価（本体価格 2,000 円＋税）

11-1

11-2

11-3

11-4

11-5

定番
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■目録掲載リスト

１２ 土木ほか

土の力学的挙動が生じる基本的な仕組みを体系的に理解するため
の本。そのために土質力学を連続体力学の枠組みで扱い、高校卒
業程度の微・積分の知識で理解できるように、大胆に噛み砕いて
説明している。

図説  土木工学基礎講座
土質力学
赤木寛一・小宮一仁　著

ISBN4-395-04023-3
B5・88 頁� （2000.10）
定価（本体価格 1,905 円＋税）

基礎から応用までカバーするために、「１ 先人の知恵や知識を学
ぶ」、「２ 数学の知識を使う」、「３ コンピュータを利用できるレ
ベルまで含める」、「４ 身近な例を上げ、図を用いる」、「５ 演習
問題で理解を深める」、という視点で執筆されている。

図説  土木工学基礎講座
構造力学
依田照彦・佐藤尚次・井浦雅司・臼木恒雄　著

ISBN4-395-04022-5
B5・200 頁� （1999.7）
定価（本体価格 3,600 円＋税）

ひとくちに造園と言っても守備範囲は広い。この本には、庭園の
歴史から、ガーデニング、都市の環境緑化から河川の造園、緑に
かかわる仕事まで、「造園」にかかわることが一通り網羅され、
その全体像が把握できる。

造園がわかる本
赤坂信　編
「造園がわかる」研究会　著

ISBN4-395-10033-3
A5・268 頁� （2006.12）
定価（本体価格 3,000 円＋税）

この書は、既往のものとまったく違う。実学の書でありながら、
植栽論の域を超え、生態学的見地を踏まえ、良質な植栽が生み出
す地域と融合した風景論までをも読み解くことができる。造園・
ランドスケープの領域に興味を抱く者にとり、必読の書である。

造園植栽術
山本紀久　著

ISBN978-4-395-00900-8
B5・200頁　　　　　　（2012.1）
定価（本体価格 4,200 円＋税）

12-7

12-8 

12-9

12-10

本目録に掲載した教科書を、ジャンル
ごとに一覧表にしました。
巻末の「2018 教科書採用見本申込書」
にご記入の際は、こちらからすばやく
書名や請求番号をご参照できます。
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■目録掲載リスト

ジャンル 請求番号 書名 参照頁
２ 建築設計製図 2 − 31 建築設計テキスト　集合住宅 14

2 − 32 建築設計テキスト　住宅 14
2 − 33 建築設計テキスト　事務所建築 14
2 − 34 建築設計テキスト　商業施設 14
2 − 35 建築設計テキスト　図書館 14
2 − 36 建築設計テキスト　併用住宅 14
2 − 37 建築設計テキスト　保育施設 14
2 − 38 五感のデザインワークブック 14
2 − 39 生活空間の体験ワークブック 14
2 − 40 Rhinoceros × Python コンピュテーショナル・デザイン入門 15
2 − 41 「境界」から考える住宅 15
2 − 42 空間練習帳 15
2 − 43 Rhinoceros+Grasshopper 建築デザイン実践ハンドブック 第 2 版 15
2 − 44 基礎から学ぶ　建築 CAD 15

３ 建築計画 3 − 1 建築計画教科書 16
3 − 2 住むための建築計画 16
3 − 3 事例で読む　建築計画 16
3 − 4 家具から発想する建築計画 16
3 − 5 生活の視点でとく　都市計画 16
3 − 6 都市計画教科書　第三版 17
3 − 7 都市をつくりかえるしくみ 17
3 − 8 建築・都市のユニバーサルデザイン 17
3 − 9 ゼロからはじめる　［建築計画］入門 17

3 − 10 都市計画とまちづくりがわかる本　第二版 17
3 − 11 建築空間計画 18
3 − 12 パブリック空間の本 18
3 − 13 建築の言語 18
3 − 14 住宅の空間原論 18
3 − 15 住環境のバリアフリー・ユニバーサルデザイン 18
3 − 16 建築のデザイン・コンセプト 19
3 − 17 利用者本位の建築デザイン 19
3 − 18 西洋建築史図集　三訂版 19
3 − 19 日本建築史図集　新訂第三版 19
3 − 20 近代建築史図集　新訂版 19
3 − 21 東洋建築史図集 20
3 − 22 都市史図集 20
3 − 23 図説 西洋建築史 20
3 − 24 西洋住居史　石の文化と木の文化 20
3 − 25 図説年表　西洋建築の様式 20
3 − 26 日本建築史序説　増補第三版 21
3 − 27 コンパクト版建築史　日本・西洋 21
3 − 28 20 世紀の空間デザイン 21
3 − 29 図説 近代建築の系譜 21

■目録掲載リスト

ジャンル 請求番号 書名 参照頁
１ 建築全般・共通 1 − 1 図解事典　建築のしくみ 6

1 − 2 図解　すまいの寸法・計画事典　第二版 6
1 − 3 景観用語事典　増補改訂版 6
1 − 4 造園用語辞典　第三版 6
1 − 5 建築のサプリメント 6
1 − 6 プロセスでわかる　住宅の設計・施工 7
1 − 7 図解テキスト　基本建築学　第三版 7
1 − 8 「建築学」の教科書 7
1 − 9 ゼロからはじめる　建築の［数学・物理］教室 7

1 − 10 建築測量 7
２ 建築設計製図 2 − 1 建築のかたちと空間をデザインする 8

2 − 2 インテリアの空間と要素をデザインする 8
2 − 3 建築製図の基本と描きかた 8
2 − 4 建築設計演習　基礎編 8
2 − 5 建築設計演習　応用編　第二版 8
2 − 6 建築設計教室　新訂二版 9
2 − 7 建築デザインの基礎 9
2 − 8 ステップ・バイ・ステップ 9
2 − 9 カタチから考える住宅発想法 9

2 − 10 篠原一男　住宅図面 10
2 − 11 眼を養い手を練れ 10
2 − 12 集まって住もう 10
2 − 13 手で練る建築デザイン 10
2 − 14 住宅の「居心地」 10
2 − 15 家具・インテリア・建築のデザイン基礎 10
2 − 16 アスプルンド／アールト／ヤコブセン 11
2 − 17 建築図学概論　改訂増補版 11
2 − 18 パースが描ける本 11
2 − 19 よくわかるパースの基本と実践テクニック 11
2 − 20 住宅プレゼンテーションテクニック 11
2 − 21 定番 建築製図入門 12
2 − 22 建築模型の本 12
2 − 23 模型づくりからはじめる建築製図の基礎 12
2 − 24 基本・建築製図と表現技法 12
2 − 25 イラストでわかる建築模型のつくり方 12
2 − 26 鉄筋コンクリート造入門　新訂第二版 13
2 − 27 鉄骨造入門　改訂第三版 13
2 − 28 木造の詳細　１構造編　新訂三版 13
2 − 29 木造住宅矩計図・詳細図の描き方 13
2 − 30 パッシブ建築設計手法事典　新訂版 13
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■目録掲載リスト

ジャンル 請求番号 書名 参照頁
８ 建築材料 8 − 1 建築材料教科書　第六版 28

8 − 2 ベーシック 建築材料 28
8 − 3 建築材料　新テキスト 28
8 − 4 考える建築材料 28

９ 建築生産 9 − 1 建築生産 29
9 − 2 建築施工教科書　第五版 29
9 − 3 誰でもわかる　建築施工　改訂版 29
9 − 4 ゼロからはじめる　建築の［施工］入門 29
9 − 5 考える建築構法 29
9 − 6 建築施工管理のチェックポイント 28

10 住居 10 − 1 図解住居学５　住まいの環境　第二版 30
10 − 2 図解住居学１　住まいと生活　第二版 30
10 − 3 図解住居学２　住まいの空間構成 30
10 − 4 図解住居学６　住まいの管理 30
10 − 5 住環境の計画１　住まいを考える 30
10 − 6 住環境の計画２　住宅を計画する　第二版 30
10 − 7 住まい方から住空間をデザインする　新訂版 31
10 − 8 豊かな住生活を考える――住居学　第三版 31
10 − 9 住居環境学入門　第三版 31

10 − 10 家づくり成功読本 31
10 − 11 私たちの住まいと生活 31

11 インテリア 11 − 1 インテリアデザイン教科書　第二版 32
11 − 2 インテリアの計画と設計　第二版 32
11 − 3 図解　住まいとインテリアデザイン 32
11 − 4 インテリア計画の知識 32
11 − 5 ゼロからはじめる　建築の［インテリア］入門 32

12 土木 12 − 1 新訂第七版　コンクリート工学（Ⅰ）施工 33
12 − 2 二訂版　海岸・港湾 33
12 − 3 新訂第三版　土質工学 33
12 − 4 新訂第三版　衛生工学 33
12 − 5 現代日本土木史　第二版 33
12 − 6 土木製図入門　第三版 33
12 − 7 図説　土木工学基礎講座　土質力学 34
12 − 8 図説　土木工学基礎講座　構造力学 34
12 − 9 造園がわかる本 34

12 − 10 造園植栽術 34

■目録掲載リスト

ジャンル 請求番号 書名 参照頁
４ 建築環境工学 4 − 1 環境工学教科書　第二版 22

4 − 2 建築環境工学　第二版 22
4 − 3 しくみがわかる建築環境工学 22
4 − 4 はじめての建築環境工学 22
4 − 5 住まいと環境 22
4 − 6 地球環境建築のすすめ　第二版 23
4 − 7 地域環境デザインと継承　専門編 1　第二版 23
4 − 8 資源・エネルギーと建築　専門編 2 23
4 − 9 建築環境マネジメント　専門編 3 23

4 − 10 建築の音環境設計　新訂版 23
4 − 11 ゼロからはじめる［環境工学］入門 23
4 − 12 設計のための建築環境学 23

５ 建築設備 5 − 1 建築設備学教科書　新訂第二版 24
5 − 2 「建築の設備」入門　新訂第二版 24
5 − 3 給排水設備 24
5 − 4 ゼロからはじめる　建築の［設備］教室 24
5 − 5 ゼロからはじめる　建築の［設備］演習 24

６ 構造力学 6 − 1 建築構造力学演習教科書　改訂第二版 25
6 − 2 マンガでわかる構造力学 25
6 − 3 力のつり合いを理解する構造力学 25
6 − 4 変形を理解する構造力学 25
6 − 5 くわしすぎる　構造力学演習Ⅰ 25
6 − 6 くわしすぎる　構造力学演習Ⅱ 25
6 − 7 くわしすぎる　構造力学演習Ⅲ 25
6 − 8 ゼロからはじめる［構造力学］演習 25

７ 建築一般構造 7 − 1 図説テキスト　建築構造　第二版 26
7 − 2 建築の構造 26
7 − 3 建築構造のしくみ　力の流れとかたち　第二版 26
7 − 4 空間 構造 物語 26
7 − 5 ゼロからはじめる　建築の［構造］入門 26
7 − 6 ゼロからはじめる　［木造建築］入門 27
7 − 7 ゼロからはじめる　［RC 造建築］入門 27
7 − 8 ゼロからはじめる　［Ｓ造建築］入門 27
7 − 9 ゼロからはじめる　［RC +Ｓ構造］演習 27

7 − 10 鉄筋コンクリート構造の基本と部材の設計 27
7 − 11 建築ディテール「基本のき」 27


