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土質力学 第3版 （※） 石原 研而 著 2018年 9784621302347  ¥11,550 ¥17,325 1027296241 

四半世紀以上にわたり読み継がれる土質力学の定番教科書。著者自身が30年間、大学での講義と難解な学術書の購読に苦しんだ経験
を生かした滋味あふれる解説。16年ぶりの改訂となるこの第3版では、最新の知見をもとに砂質土の力学特性について新たに2章分を
書き下ろしている。大学生からプロフェッショナルまで、学びの土台となる一冊。 

本質を理解しながら学ぶ建築数理 （※） 

猪岡 達夫・ 
中村 研一・ 
石山 央樹・ 
片岡 靖夫 著 

2018年 9784621302118  ¥9,240 ¥13,860 1027116533 

小学校から大学までに習う算数・数学・物理の事項から一部大学で習う数学・材料力学までのテーマの中から建築の実務で必要な
テーマを、実務で活用することを目標に編纂した教科書。計算式の展開や式そのものの意味も丁寧に解説。 

続・図書館空間のデザイン  
―実践3事例とICT導入法― 

益子 一彦 著 2018年 9784621302231  ¥10,560 ¥15,840 1027296235 

本書は安城市中心拠点施設、野々市市文化交流拠点施設、玉野市立図書館、武蔵野市立吉祥寺図書館、砺波市立図書館といった５つ
の先進的な事例をもとに、ICTをうまく取り入れながら図書館機能の複合化を図り、自治体が抱える課題に応える実践的な方策を多
数の図版を通して紹介。 

ルネサンスの多面体百科（※） 
David Wade 著 
宮崎 興二 編訳 

2018年 9784621303115  ¥19,140 ¥28,710 1028506666 

本書ではルネサンス時代に描かれたユニークで著名な多面体のすべてをそれぞれの周辺の歴史的な流れとともに解説したものである。
著名な多面体を網羅した類書はないため、数学者のみならず、美術・インテリアデザイン・建築分野の関係者にとってもデザイン発
想のヒントを与えてくれる。 

47都道府県・国宝/重要文化財百科 森本 和男著 2018年 9784621302958  ¥12,540 ¥18,810 1028063243 

国宝とは、元来、数多くある文化財の中から政府が輸出を禁止したもので、近代の文化財保護制度の確立によって出現した。実際に
現地へ行って実物を見て、過去の歴史、社会、宗教、思想、美意識などに思いを馳せ、見識を磨くことができる。知りたい文化財が
調べやすい都道府県別の編集。国宝名と重要文化財名の区別が一目でわかる凡例付き。利便性の高い「美術品名索引」「建造物名索
引」も収録。 

新版 測量学（※） 
森 忠次校閲 
田村正行・須﨑純一著  

2016年 9784621087480  ¥12,540 ¥18,810 1023366620 

測量学の定番教科書の最新改訂版。 

例題で身につける構造力学（※） 車谷麻緒・樫山和男著 2017年 9784621302101  ¥9,900 ¥14,850 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。 

建築構造設計・解析入門  
Fortran 解析プログラム付（※） 

藤井大地・松本慎也著  2017年 9784621301876  ¥9,900 ¥14,850 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。 
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風景にさわる ランドスケープデザイン
の思考法 

長谷川浩己著 2017年 9784621302040  ¥8,580 ¥12,870 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。 

デザイナーのための建築環境計画  
―熱・日射・光・風― （※） 

猪岡達夫著  2015年 9784621086940  ¥11,880 ¥17,820 1018858777 

省エネ建築の基本（断熱・日射遮蔽・採光・自然換気）を徹底解説。PALチャートも必見！ 

現代住宅研究の変遷と展望 住宅総合研究財団編  2013年 9784621081761  ¥12,320 ¥18,480 1014015980 

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 

図書館空間のデザイン  
―デジタル化社会の知の蓄積― 

益子一彦著  2013年 9784621084274  ¥7,040 ¥10,560 1014015982 

デジタル化社会の図書館の空間設計を解説 

世界の名作椅子40選  
―うしろ姿から探る機能と美― 

寺原芳彦著  2013年 9784621086377  ¥6,160 ¥9,240 1013312286 

世界の名作椅子４０点について、うしろ姿に注目しながら、写真とスケッチを用いてその魅力を解説。 

タワーの文化史 河村英和著  2013年 9784621086995  ¥4,400 ¥6,600 1014015984 

世界中のあらゆるタワーの歴史を「展望」する 

aóre ―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― 

隈研吾・藤井保・ 
森本千絵著  

2013年 9784621087046  ¥6,160 ¥9,240 1014022187 

長岡の町と人をつなぐ場所、アオーレ長岡はいかにして作られたのか 

地盤耐震工学 濱田政則著  2013年 9784621086339  ¥12,760 ¥19,140 1012708626 

地盤耐震に関する調査・研究をまとめた貴重な一冊。 

インテリアデザイン  
―美しさを呼び覚ます思考と試行― 

藤原 敬介著  2013年 9784621087305  ¥4,180 ¥6,270 1015076049 

日本を代表する若手インテリアデザイナーの初の著書 

ペットと暮らす住まいのデザイン 廣瀬慶二著  2013年 9784621087404  ¥6,600 ¥9,900 1014446543 

ペットと暮らす家を「ほしい人」「つくる人」「知りたい人」のための本 

顔の百科事典 日本顔学会編 2015年 9784621089583  ¥82,500 ¥123,750 1022115554 

多様な分野を横断する「顔学」を体系化 

多角形百科 
細矢治夫・ 
宮崎興二編  

2015年 9784621089408  ¥19,140 ¥28,710 1019315071 

身の回りにあふれる「多角形」について興味深く解説します。 

多面体百科 宮崎興二著 2016年 9784621300442  ¥19,140 ¥28,710 1023846027 

おもしろくて不思議で魅力的な多面体を解説。 

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― 

杉野 格著  2013年 9784621086780  ¥6,600 ¥9,900 1013533782 

デザインをいかに生活や仕事に活用していくかを様々な事例を用いて解説。 


