Maruzen eBook Libraryは、学術・研究機関の為の学術情報に特化した
電子書籍をご提供する丸善オリジナルのプラットフォームです

丸善の機関向け電子書籍提供サービス
No.2014-62

Kajima Institute Publishing Co.,Ltd.

土木・建築関連の技術書の品揃えで業界屈指の鹿島出版会から電子書籍の提供をスタート！
土木・建築関連の技術書の品揃えで業界屈指の鹿島出版会から電子書籍の提供をスタート！
新版 建築家
建築家のため
のための
のための
住宅設備設計ノート

技術者からみた
技術者からみた
日本列島の地震と
日本列島の地震と地盤
列島の地震と地盤

商品コード：1016218231
刊行年：2014 著者：知久 昭夫
eISBN：978-4-306-93001-8
底本ISBN：978-4-306-03373-3
同時アクセス数1： 本体 5,300円 +税
同時アクセス数3： 本体 15,900円 +税

商品コード：1016218236
刊行年：2014 著者：稲田 倍穂
eISBN：978-4-306-99003-6
底本ISBN：978-4-306-09432-1
同時アクセス数1： 本体 4,200円 +税
同時アクセス数3： 本体 12,600円 +税

記号と図の意味を知れば、設備図は描ける。
エコ対応の設備機器情報を増補した、好評
実用書の待望の新版。設備記号の意味や
使い方を理解しながら、設計のポイントをマ
スターできます。住宅設計に必携の1 冊。

日本列島の生い立ちや地殻の変動に関して、
地球科学・地形地質学分野の知見を踏まえ、
地盤技術者の視点で、地震による地盤沈下や
液状化と関連づけながら解説します。図を交え
て分かりやすく記述された興味深い読みもの。

復興の防災計画
―巨大災害に向けて
巨大災害に向けて―
巨大災害に向けて

巨大津波災害から学ぶ
巨大津波災害から学ぶ

商品コード：1016218234
刊行年：2013 著者：牧 紀男
eISBN：978-4-306-99001-2
底本ISBN：978-4-306-09428-4
同時アクセス数1： 本体 5,300円 +税
同時アクセス数3： 本体 15,900円 +税
巨大地震・巨大津波に立ち向かうために必要と
なる防災計画とは何か。東日本大震災の経験
を見直し、今後の災害復興に向けてのあり方を
含め、新たな先進国型の復興モデルへと詳しく
紐解きます。防災意識を育む貴重な読本。

近代日本土木人物事典
近代日本土木人物事典
―国土を築いた人々
国土を築いた人々―
国土を築いた人々
商品コード：1016218235
刊行年：2013 著者：高橋 裕 他
eISBN：978-4-306-99002-9
底本ISBN：978-4-306-09429-1
同時アクセス数1： 本体 11,000円 +税
同時アクセス数3： 本体 33,000円 +税
明治以降の土木人脈などを知ることができます。土木
史は、渦中にいて時代をリードした人物を切り離して
は論じられません。前半では、明治以降に輩出した土
木人の生きざまを年代を追って随想風に紹介。後半の
人物事典では、土木分野別に個々の業績情報を客観
的に紹介します。

世界のコンバージョン建築
商品コード：1016218240
刊行年：2008 著者：小林 克弘 他
eISBN：978-4-306-94004-8
底本ISBN：978-4-306-04498-2
同時アクセス数1： 本体 7,500円 +税
同時アクセス数3： 本体 22,500円 +税
世界のコンバージョン建築の秀作集。アメリカ、
イタリア、オーストラリア、ドイツ、フィンランド、フ
ランスにおける最新コンバージョン建築。「居
住・事務所系」「産業系」「公共・商業系」に分類
し、各国の秀作を豊富なヴィジュアルで紹介し
ます。

商品コード：1016218237
刊行年：2013 著者：赤塚 雄三
eISBN：978-4-306-99004-3
底本ISBN：978-4-306-09426-0
同時アクセス数1： 本体 4,200円 +税
同時アクセス数3： 本体 12,600円 +税
行政実務から学界まで多様な知識と経験を有
している著者が、東日本大震災の被災地沿岸
域を縦走して書き下ろした労作。復興に携わる
内外の関係者のみならず、次の時代を担う若
い世代の人々へ向けた、減災のための読本。

広告のなかの名建築
広告のなかの名建築（
名建築（関西篇）
商品コード：1016218233
刊行年：2013 著者：橋爪 紳也
eISBN：978-4-306-94002-4
底本ISBN：978-4-306-04586-6
同時アクセス数1： 本体 5,300円 +税
同時アクセス数3： 本体 15,900円 +税
チラシの中のモダニズム。明治末から昭和初
期、工業化社会と消費社会が産み出した、マッ
チラベルから絵葉書、パンフレットまで、魅力
的な広告媒体の数々。都市生活と建築の関係
をあらたに掘り起こします。

建築転生
世界のコンバージョン建築
世界のコンバージョン建築Ⅱ
のコンバージョン建築Ⅱ
商品コード：1016218241
刊行年：2013 著者：小林 克弘 他
eISBN：978-4-306-94005-5
底本ISBN：978-4-306-04589-7
同時アクセス数1： 本体 7,100円 +税
同時アクセス数3： 本体 21,200円 +税
約10年間におよぶ海外のコンバージョン建築
の調査からその実態を探ります。さまざまに展
開される「建築転生」の作品を分析・考察しなが
ら、その特徴、面白さ、奥深さを解説。世界10カ
国100余点の作品紹介。
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日本の曲木家具
その誕生から発展の系譜―
日本の曲木家具 ―その誕生から発展の系譜
その誕生から発展の系譜
明治後期から開始され、昭和初期まで発展を続けた日本の曲木家具史（デザインおよび材料と加工
法等）をアーカイブするとともに、魅力的な優雅な曲面を持つ曲木家具を今後も持続していくためのソ
リューションを提示します。

多摩ニュータウン物語
オールドタウンと呼ばせない―
多摩ニュータウン物語 ―オールドタウンと呼ばせない
オールドタウンと呼ばせない
都市計画、建築計画、住宅計画について約半世紀にかけて壮絶で壮大な実験を繰り返してきた極め
てユニークな「都市」といえる多摩ニュータウンの、40年を経たその全貌を解き明かします。

ヒマラヤの寺院
ネパール・北インド・中国の宗教建築―
ヒマラヤの寺院 ―ネパール・北インド・中国の宗教建築
ネパール・北インド・中国の宗教建築
ネパール主要都市の寺院を網羅。20余年の歳月をかけて実測したカトマンズ、パータン、バドガウン
の約250寺院の図面を掲載。独特の美的感覚をもつネパールの寺院建築の全貌に迫ります。

アジアの現代都市紀行

Coming Soon

活気に満ち大胆にその姿を変えているアジアの現代都市。そこには欧米に習うだけでない、独自の
都市文化を開花させようとしている姿が見えます。都市のポテンシャルを如何にして上げるのか、変
貌するアジアの都市を紹介します。

数と建築
古代建築技術を支えた数の世界―
数と建築 ―古代建築技術を支えた数の世界
古代建築技術を支えた数の世界
数学がなかった頃の、数と建築の関係。ウィトルウィウス以降、再三言及されてきた比例と美を巡る
議論、古典主義、コルビジュエ等西欧の伝統的視点を批判的に検討し、日本やアジアの建築技術と
の比較によって古代の設計技術の実相を明らかにする意欲的建築論です。

商品コード：1016218238
刊行年：2012 著者：石村 眞一
ｅＩＳＢＮ：978-4-306-98001-3
底本 ＩＳＢＮ：978-4-306-08535-0
同時アクセス数１： 本体 8,400円 +税
同時アクセス数３： 本体 25,100円 +税
商品コード：1016218239
刊行年：2012 著者：上野 淳 他
ｅＩＳＢＮ：978-4-306-94003-1
底本 ＩＳＢＮ：978-4-306-04581-1
同時アクセス数１： 本体 5,800円 +税
同時アクセス数３： 本体 17,200円 +税
商品コード：1016218242
刊行年：2012 著者：佐藤 正彦
ｅＩＳＢＮ：978-4-306-94006-2
底本 ＩＳＢＮ：978-4-306-04561-3
同時アクセス数１： 本体 9,300円 +税
同時アクセス数３： 本体 27,800円 +税
商品コード：
刊行年：2013 著者：樋口 正一郎
ｅＩＳＢＮ：978-4-306-97001-4
底本 ＩＳＢＮ：978-4-306-07299-2
同時アクセス数１： 本体 6,300円 +税
同時アクセス数３： 本体 16,500円 +税
商品コード：1015750430
刊行年：2007 著者：溝口 明則
ｅＩＳＢＮ： 978-4-306-94001-7
底本 ＩＳＢＮ： 978-4-306-04495-1
同時アクセス数１： 本体 6,200円 +税
同時アクセス数３： 本体 18,500円 +税

【建築・震災 関連書のご案内】
出版社：学芸出版社 著者：大水 敏弘
商品コード：1015127024 刊行年：2013
東日本大震災の被災地で仮設住宅建設の陣頭指揮をし、様々な問題に直面した著者が、当時の状況を振り返りな 底本 ＩＳＢＮ：9784761525569
がら、大規模な災害時の仮設住宅建設をめぐる課題を洗い出し、仮設住宅建設のあり方を考察します。
同時アクセス数１： 本体 8,300円 +税
同時アクセス数３： 本体 12,400円 +税
出版社：学芸出版社 著者：学芸出版社編集部
「東日本大震災・原発事故」復興まちづくりに向けて
「東日本大震災・原発事故」復興まちづくりに向けて
商品コード：1015127023 刊行年：2011
東日本大震災・原発事故からの復興に向けて、建築・都市計画・地域再生の専門家は何ができるのか。第一線の
底本 ＩＳＢＮ：9784761512897
研究者、実践者が復興支援への構えと基本的な視座を語る。
同時アクセス数１： 本体 6,000円 +税
同時アクセス数３： 本体 9,000円 +税
出版社：学芸出版社 著者：渋谷 五郎
日本建築 新訂
商品コード：1015127021 刊行年：2009
各種日本建築の計画・構造・施工を詳述した名著を、現代に合わせてリニューアル。第Ⅰ部では、実務者として身
底本 ＩＳＢＮ：9784761540883
につけておくべき伝統建築の諸知識を、第Ⅱ部では、在来工法の計画から施工までを１４００点の図表により解説し 同時アクセス数１： 本体 22,500円 +税
ます。
同時アクセス数３： 本体 33,700円 +税
出版社：学芸出版社 著者：西辻 一真
マイファーム荒地からの挑戦 ―農と人をつなぐビジネスで社会を変える―
農と人をつなぐビジネスで社会を変える―
商品コード：1015127022 刊行年：2012
耕作放棄地を有機無農薬の体験農園等に活用するビジネスを全国で展開する著者が、自らの歩んできた人生を書 底本 ＩＳＢＮ：9784761513061
き記す、情熱の起業物語。過去の苦労や困難、それらを乗り越えてきた過程についてもリアルに語る。
同時アクセス数１： 本体 5,300円 +税
同時アクセス数３： 本体 8,000円 +税
出版社：建築資料研究社
■建築設計資料・全110
■建築設計資料・全110巻
110巻セット ※個別カタログあります ※各巻分売可
商品コード：1013100596
日本の現代建築を用途別に分類し、各号全頁特集形式でその代表作品を収録しています。論考・設計計画の解説、
刊行年：1983～2008
実作品の豊富な図版、充実したデータなど、設計計画に、実務に、すぐに役立つ好個の設計マニュアルです。実作
同時アクセス数１： 本体 968,000円 +税
資料25題収録。
同時アクセス数３：本体1,452,000円 +税
出版社：かもがわ出版 著者：中部 剛
忍び寄る震災アスベスト ―阪神・淡路と東日本―
阪神・淡路と東日本―
商品コード：1015920243 刊行年：2014
『死の棘』が牙を剥き始めた。これは「復興災害」だ！阪神・淡路大震災から19年、アスベストによる肺がん・中皮腫
底本 ＩＳＢＮ： 9784780306835
患者が相次いでいる。復興災害を東日本で繰り返させてはならない！神戸、石巻、ニューヨーク...渾身のルポル
同時アクセス数１： 本体 3,600円 +税
タージュです。
同時アクセス数３： 本体 5,300円 +税
出版社：彰国社
建築大辞典 第2版 普及版
商品コード：1012938067 刊行年：1993
初版が出版されたのは1974年。その後の著しい科学技術の進歩･発展、また建築領域の深化･拡大を踏まえ、第一線の研究者･技術
底本 ＩＳＢＮ： 9784395100156
者による新しい編集･執筆陣によって大規模な改訂を施したのがこの第2版である。豊富な収録語彙数と相俟って、わが国で唯一の本
同時アクセス数１： 本体 35,200円 +税
格的な建築辞典。単なる建築用語の解説ではなく、建築に関連ある近隣分野の用語も積極的に収録。語彙数35000余語に加え、図
版･写真版を豊富（3000枚以上）に挿入している。
同時アクセス数３： 本体 52,800円 +税
出版社：早稲田大学出版部
■早稲田大学ブックレット＜「震災後」に考える＞ 第1巻-第32巻
32巻 セット
商品コード：1014015994
2011年3月に起きた東日本大震災は、巨大な地震・津波と原子力発電所の事故との複合により、まさしく想定外の甚大な被害をもたら
刊行年：2011～2013
し、その衝撃は世界を震撼させた。それは、わたしたちの思考や行動、そして制度の前提を問い直させるものであり、個人・組織・社会
同時アクセス数１： 本体 66,800円 +税
の全般にわたるあらたな研究と知識の創造を求める出来事でもあった。早稲田大学における復興支援のための様々な研究・支援プロ
ジェクトを通じて得た知見・思索・活動を親しみやすいブックレット・シリーズとして刊行。大人気シリーズが早くも搭載されました。
同時アクセス数３： 本体 100,200円 +税

実証・仮設住宅 ―東日本大震災の現場から―
東日本大震災の現場から―

※表示価格は税抜きです。
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