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学術認証フェデレーションと連携
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鹿島出版会
2018年 新規配信タイトル！
―建築構造技術の基礎―
著編者名

¥9,240

同時1アクセス（本体）

建築設計のための構造力学

同時3アクセス（本体）

¥27,720

冊子版ISBN

9784306033856

高畠 秀雄

2018

発行年

商品コード 1028167122

本書は、従来の大学課程での構造力学のみにとどまらず、設計するための構造力学（建築家のための設
計力学）に主眼を置いて纏められている。内容は多岐にわたるが、本書一冊で構造計算法の大要が理解
でき、「理論および計算法・考え方」が構造設計に直結する実戦力となるように、適所に例題を設けて、各
段階での理解が設計にどのように結び付いているかを丁寧に説明している。

建築を見つめて、都市に見つめ
られて
著編者名

同時1アクセス（本体）

¥6,160

同時3アクセス（本体）

¥18,480

冊子版ISBN

9784306046627

石田 潤一郎

2018

発行年

商品コード 1028167123

「日本のモダン・ムーヴメント―《白い家》が見出されるとき」を含む、近代からモダニズム、同時代まで、建
築から都市、映画までと幅広いテーマからの名文を紡いだ論考集。
主要目次： 第一章 歴史を読み込む 第二章 建築家を語る
第四章 解釈から構築へ 第五章 建築と空間の息づかい

書名
鋼モルタル板を用いた座屈拘束ブレース
City with a Hidden Past
消えゆくアジアの水上居住文化
地すべり山くずれの実際 ―地形地質から土砂災害まで―

第三章 建築から都市へ

著編者

発行年

冊子版ISBN

岩田 衛
槇 文彦
畔柳 昭雄
高谷 精二

2018
2018
2018
2017

9784306033849
9784306046610
9784306073456
9784306024892

同時
１アクセス
（本体）

¥11,000
¥5,280
¥5,500
¥7,260

同時
３アクセス
（本体）

¥33,000
¥15,840
¥16,500
¥21,780

商品コード
1028167120
1028167121
1028167124
1028167119

好評配信中タイトル
書名

著編者

発行年

冊子版ISBN

同時
同時
１アクセス ３アクセス 商品コード
（本体） （本体）

インテリア・ガール ―今日もいんてりあがぁる―

水上 裕

2017

9784306046467 ¥3,960 ¥11,880 1025246415

まちづくり教書

佐藤 滋

2017

9784306073333 ¥7,040 ¥21,120 1025246416

不動産取引と土壌汚染のリスク

木暮 敬二

2017

9784306024885 ¥4,400 ¥13,200 1025246417

世界の橋並み ―地域景観をつくる橋―

松村 博

2017

9784306024854 ¥6,160 ¥18,480 1025246418

物語日本の治水史

竹林 征三

2017

9784306094475 ¥5,720 ¥17,160 1025246419

地域の足を支えるコミュニティーバス・デマンド交通

堀内 重人

2017

9784306073364 ¥5,060 ¥15,180 1025246420

まちづくり図解

佐藤 滋

2017

9784306073371 ¥5,500 ¥16,500 1025246421

ARCHICADでつくるBIM施工図入門

鈴木 裕二

2017

9784306033832 ¥8,140 ¥24,420 1025933995

事例からみた水害リスクの減災力

末次 忠司

2016

9784306094451 ¥3,960 ¥11,880 1025246413

日本の防災、世界の災害 ―日本の経験と知恵を世界の防災に生かす― 石渡 幹夫

2016

9784306094444 ¥3,960 ¥11,880 1025246414

● 表示価格は税抜きです。
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