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MeL分野別カタログ

No.2018-139

建築・土木、デザイン

●2017年～2018年 最新刊●

同時1アクセス（本体）
¥12,540
同時3アクセス（本体）
¥18,810
新版 測量学（※）
冊子版ISBN
9784621087480
著編者
森 忠次校閲 田村正行・須﨑純一
発行年
2016年 商品コード 1023366620
誤差および最小二乗法、距離測量、水準測量、角測量、平板測量と地形測量、そして写真測量に至るまで、近年の著しいディ
ジタル化に対応した好評教科書の最新改訂版。測量方法の基礎から応用を、平易かつ簡潔に解説。
同時1アクセス（本体）
¥9,900
同時3アクセス（本体）
¥14,850
例題で身につける構造力学（※）
冊子版ISBN
9784621302101
著編者
車谷麻緒・樫山和男
発行年
2017年 商品コード 1026634701
構造物に作用するさまざまな力を直観的に把握する力学的センスを磨く構造力学の教科書。全１１５題の例題・演習問題を適切
な手法を用いて解き進めることで、本質の理解と基礎の定着、そして応用力の向上を図る構成。
同時1アクセス（本体）
¥9,900
建築構造設計・解析入門
同時3アクセス（本体）
¥14,850
Fortran 解析プログラム付（※）
冊子版ISBN
9784621301876
著編者
藤井大地・松本慎也
発行年
2017年 商品コード 1025881786
建築を学ぶ学生に最低限これだけは知っておいてほしい構造設計や構造解析の基本的な内容をまとめた教科書。実際に建築
構造の模型を設計・制作して構造計算し、実験によって耐力を確かめるという実践的な構成。
同時1アクセス（本体）
¥8,580
風景にさわる ランド
同時3アクセス（本体）
¥12,870
スケープデザインの思考法
冊子版ISBN
9784621302040
著編者
長谷川浩己
発行年
2017年 商品コード 1026405283
数多くのランドスケープデザインを手掛けてきたなかで醸成された著者独自の思考をスケッチやイラスト、図面とともに紹介し、
読者に建築、風景、社会を考えるきっかけを与える設計手引き風読み物。
同時1アクセス（本体）
¥19,140
同時3アクセス（本体）
¥28,710
多面体百科
冊子版ISBN
9784621300442
著編者
宮崎興二
発行年
2016年 商品コード 1023846027
おもしろくて不思議で魅力的な多面体にまつわる、かたち･歴史･性質･種類などを、多面体研究の第一人者が、自然界や人工
界さらには芸術界や数学界など各分野から収集し、多くの図版を紹介しながら平易に解説。
● 表示価格は税抜きです。

● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。

2018年2月

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

MeL分野別カタログ

同時1アクセス（本体）

デザイナーのための建築環境計画
―熱・日射・光・風― （※）
著編者

建築・土木、デザイン

猪岡達夫

¥11,880

同時3アクセス（本体）

¥17,820

冊子版ISBN

9784621086940

発行年

2015年

商品コード

1018858777

各種ガラスや庇、断熱、換気などの効果を、ケーススタディを通じて学び、熱・日射・採光・換気の理論的背景や式の導出を丁寧に解説。
PAL＊・外気冷房・自然採光の３つの設計チャートの使い方と理論的根拠を解説。

現代住宅研究の変遷と展望

同時1アクセス（本体）

¥12,320

同時3アクセス（本体）

¥18,480

冊子版ISBN
著編者

住宅総合研究財団

発行年

9784621081761
2013年

商品コード

1014015980

わが国の住宅建設・整備に大きな影響を与えた主要な文献を、時代区分ごとに取り上げ、その論文テーマと時代背景を解説。今日までの日
本の住宅の課題を知るとともに、未来の住宅における研究テーマを展望できる書。
同時1アクセス（本体）

図書館空間のデザイン ―デジタル化社会の知の蓄積―
著編者

益子一彦

¥7,040

同時3アクセス（本体）

¥10,560

冊子版ISBN

9784621084274

発行年

2013年

商品コード

1014015982

少子高齢社会、デジタル化などの時代の波に晒されていく中で、知を蓄え公開する場としての図書館の空間デザインについて建築家の立
場から、変化するもの／しないものを解説。

世界の名作椅子40選 ―うしろ姿から探る機能と美―

同時1アクセス（本体）

¥6,160

同時3アクセス（本体）

¥9,240

冊子版ISBN
著編者

寺原芳彦

発行年

9784621086377
2013年

商品コード

1013312286

椅子の構造性、機能性、安定性、デザイン性に関する工夫や配慮といった本来の美しさは後ろ姿を見ることで理解できることはあまり知られ
ていない。名作椅子40作品の後ろ姿に着目し、各々の魅力に迫り、解説する。
同時1アクセス（本体）

タワーの文化史
著編者

河村英和

¥4,400

同時3アクセス（本体）

¥6,600

冊子版ISBN

9784621086995

発行年

2013年

商品コード

1014015984

世界中で様々な用途や意味合いを持つタワーが思い描かれ、建てられてきた。それらの歴史をたどりつつ、社会・体制の変化や技術の進
歩とともにどのような変遷を経てきたかを、豊富な図版を交えながら検証する。

Aóre

同時1アクセス（本体）

¥6,160

―アオーレで、会おうれ。"会えるところ"を建築する。
: シティホールプラザアオーレ長岡―

同時3アクセス（本体）

¥9,240

著編者

冊子版ISBN

隈研吾・藤井保・森本千絵

発行年

9784621087046
2013年

商品コード

1014022187

人が集い、つながり、会える建築、複合型シティーホール「アオーレ長岡」を題材に、長岡の風土と市民の姿、設計図、写真、絵、言葉を織り
交ぜて展開します。
同時1アクセス（本体）

地盤耐震工学
著編者

濱田政則

¥12,760

同時3アクセス（本体）

¥19,140

冊子版ISBN

9784621086339

発行年

2013年

商品コード

1012708626

地震と地盤というテーマに対して、工学的なアプローチからその理論と現地調査に即した検証が体系的に記述されている。世界と日本の地
震・津波被害の整理、地中構造物の動的挙動と耐震設計について解説。
● 表示価格は税抜きです。

● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。

2018年2月

丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く）

MeL分野別カタログ

インテリアデザイン ―美しさを呼び覚ます思考と試行―

建築・土木、デザイン

同時1アクセス（本体）

¥4,180

同時3アクセス（本体）

¥6,270

冊子版ISBN
著編者

藤原 敬介

発行年

9784621087305
2013年

商品コード

1015076049

日本を代表するインテリアデザイナーの一人、藤原敬介の主要な28作品を取り上げ、自身の思考と試行の経験を振り返ることにより、人々
に必要とされる美しさとはいかなるものかの追及の過程を綴っている。
同時1アクセス（本体）

ペットと暮らす住まいのデザイン
著編者

廣瀬慶二

¥6,600

同時3アクセス（本体）

¥9,900

冊子版ISBN

9784621087404

発行年

2013年

商品コード

1014446543

住まいとペットの幸せな関係を提案する書籍。動物行動学の知識を交えながら問題を解決する住宅設計ノウハウを10年以上の試行錯誤の
末にたどり着いたディテールとともに紹介する。

人工環境デザインハンドブック

同時1アクセス（本体）

¥66,000

同時3アクセス（本体）

¥99,000

冊子版ISBN
著編者

人工環境デザインハンドブック編集委員会・栃原 裕

発行年

9784621079218
2007年

商品コード

1008954407

人工環境の各種環境因子、複合環境および実環境について「生理的評価」「心理的評価」「デザイン展開」および「基準値・標準値」を記載し、
幼児、高齢者、障がい者にも配慮した人工環境のデザイン指針を提示。
同時1アクセス（本体）

よみがえる蔵 ―全国再生事例44選―
著編者

日本民家再生協会

¥7,040

同時3アクセス（本体）

¥10,560

冊子版ISBN

9784621085158

発行年

2012年

商品コード

1011492083

蔵には民家の場合と同様に、歴史のなかで培われてきたすぐれた技術・機能が蓄積されています。蔵の再生事例を基に、住宅等と店舗等
全44事例で構成。蔵再生に取り組む建築家・施工者に、活用いただきたい一冊。

民家再生の実例

―全国事例50選―

同時1アクセス（本体）

¥7,700

同時3アクセス（本体）

¥11,550

冊子版ISBN
著編者

特定非営利活動法人 日本民家再生協会

発行年

9784621080818
2009年

商品コード

1011492085

現代の暮らしに合った民家再生の最新事例集。耐震上の工夫、開放的な空間構成、コストに応じた工夫など安全で快適な生活を保障する
様々な建築技術上の工夫、アイデアを凝縮。
同時1アクセス（本体）

民家再生の技術
著編者

日本民家再生リサイクル協会

¥9,240

同時3アクセス（本体）

¥13,860

冊子版ISBN

9784621084533

発行年

2007年

商品コード

1011492084

日本の民家はその多くが取り壊されたり廃屋となるが、民家をあらゆる観点から再生し、住み続けようとする動きが試みられている。現代の
法律に則り民家を再生し使い続けるための手続きや建築技術をまとめた一冊。

顔の百科事典
著編者

日本顔学会

同時1アクセス（本体）

¥82,500

同時3アクセス（本体）

¥123,750

冊子版ISBN

9784621089583

発行年

2015年

商品コード

1022115554

私達と切り離すことのできない「顔」の、歴史的・文化的・社会的・科学的側面を中項目の事典としてまとめた。多様な分野を横断する知識に
容易にアクセスが可能。
● 表示価格は税抜きです。

2018年2月
丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く）

MeL分野別カタログ

多角形百科
著編者

細矢治夫・宮崎興二

建築・土木、デザイン

同時1アクセス（本体）

¥19,140

同時3アクセス（本体）

¥28,710

冊子版ISBN

9784621089408

発行年

2015年

商品コード 1019315071

おもしろく不思議で魅力的な多角形にまつわる、かたち･歴史･性質･種類などを、自然界や人工界さらには芸術界や数学界など
各分野から収集して解説するユニークな事典。

デザインマネジメント
―事例で学ぶデザインの効果と活用術 = Design management―
著編者

杉野 格

同時1アクセス（本体）

¥6,600

同時3アクセス（本体）

¥9,900

冊子版ISBN
発行年

9784621086780
2013年

商品コード 1013533782

デザインとは芸術や感覚の領域のものだが、企画者自身もデザインの意図を伝えるための理論を理解しておく必要がある。
デザインを理解し、デザインの専門家との共同作業での活用を、事例を紹介しわかりやすく解説。

かたち創造の百科事典
著編者

岩田修一 ・河口洋一郎監修
かたち創造の百科事典編集委員会編

同時1アクセス（本体）

¥44,000

同時3アクセス（本体）

¥66,000

冊子版ISBN

9784621085554

発行年

2012年

商品コード 1012109791

科学から芸術に至るあらゆる分野で、｢新しいかたちの創造｣に欠かせない形の基本パターンについて、図形科学データ･応用
例･描くためのCGデータを解説する。デザイン創造の参考書として最適。

タイムアクシス・デザインの時代
―世界一やさしい国のモノ・コトづくり―
著編者

松岡由幸

同時1アクセス（本体）

¥4,180

同時3アクセス（本体）

¥6,270

冊子版ISBN

9784621085714

発行年

2012年

商品コード 1011227120

タイムアクシス・デザインは、時間軸をデザインすることであり、日本再生や持続的社会に向けたモノ・コトづくりのための新たな
方法論であり、思想でもある。日本の独自性と価値観を活かすデザインとして期待される。

呪物のかたちと謎
著編者

（魔よけ百科 世界編）

岡田保造

同時1アクセス（本体）

¥4,180

同時3アクセス（本体）

¥6,270

冊子版ISBN

9784621080269

発行年

2008年

商品コード 1008060872

海外は韓国やメキシコの15カ国、国内は北海道から沖縄まで魔よけの数々のかたちと歴史の謎に迫る。悪霊や邪鬼を退散させ
て福を招く呪物の図像学。オールカラー見開き２ページ構成で、初公開写真多数。

かたちの謎を解く （魔よけ百科）
著編者

岡田保造

同時1アクセス（本体）

¥4,180

同時3アクセス（本体）

¥6,270

冊子版ISBN

9784621078761

発行年

2007年

商品コード 1008060870

悪霊や邪鬼を退散させて福を招く呪物の図像学。右に解説文・左にカラー写真を入れて各地の魔よけの図柄の謎解きをする。
コンパクトな体裁で50話完結のため読みやすい構成。
● 表示価格は税抜きです。

2018年2月
丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く）

