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建築ディテール「基本のき」 ―構法クイズで原理を学ぶ― 

著編者名 真鍋 恒博 発行年 2012 冊子版ISBN 9784395012220  

同時1アクセス 
（本体） 

¥4,840 
同時3アクセス 

（本体） 
¥7,260 商品コード 1030988286 

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。 

マンガでわかる構造力学 

著編者名 原口 秀昭 発行年 2005 冊子版ISBN 9784395006755  

同時1アクセス 
（本体） 

¥3,352 
同時3アクセス 

（本体） 
¥5,029 商品コード 1030988279 

デザインは得意だが構造力学が苦手な大学生アキラが、構造力学が得意な女子学生キズクの特訓を
受けて、構造力学の基本をマスターしていくという筋立ての漫画。構造力学に頭をかかえる学生のため
のとっておきのバイブル。 

建築は詩 ―建築家吉村順三のことば１００― 

著編者名 吉村 順三 発行年 2005 冊子版ISBN 9784395007622  

同時1アクセス 
（本体） 

¥3,520 
同時3アクセス 

（本体） 
¥5,280 商品コード 1030988280 

吉村順三は、日本の自然と風土に培われてきた伝統的建築に魅力を覚え、人の生活と幸せを建築に具
体化することを実践してきた。本書は吉村順三が、生前に語った珠玉のことばを語録集としてまとめた。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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ゼロからはじめる〈ＲＣ造建築〉入門 

著編者名 原口 秀昭 発行年 2008 冊子版ISBN 9784395007929  

同時1アクセス 
（本体） 

¥4,191 
同時3アクセス 

（本体） 
¥6,286 商品コード 1030988281 

RC造建築のつくられ方や仕組みについての知識、設計や工事で最低限必要な知識を、278のQ＆Aで紹
介。内容の理解に役立つイラスト付き。学校では教わらないRC造建築の実学的基礎知識がトータルに身に
つく。 

ゼロからはじめる〈木造建築〉入門 

著編者名 原口 秀昭 発行年 2009 冊子版ISBN 9784395010141  

同時1アクセス 
（本体） 

¥4,191 
同時3アクセス 

（本体） 
¥6,286 商品コード 1030988282 

在来木造とツーバイフォーの基礎知識が1冊でわかる。寸法、構法、基礎・地盤、壁・軸組、１階床組、２階
床組、小屋組、屋根、外装、内装の順に、288のQ＆Aで解きほぐす。理解を深めるイラスト付き。 

ゼロからはじめる建築の〈設備〉教室 

著編者名 原口 秀昭 発行年 2010 冊子版ISBN 9784395010226  

同時1アクセス 
（本体） 

¥4,400 
同時3アクセス 

（本体） 
¥6,600 商品コード 1030988283 

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。 

ゼロからはじめる［Ｓ造建築］入門 

著編者名 原口  秀昭 発行年 2011 冊子版ISBN 9784395010264  

同時1アクセス 
（本体） 

¥4,191 
同時3アクセス 

（本体） 
¥6,286 商品コード 1030988284 

大好評「ゼロからはじめる」シリーズ5冊目。S造の基礎から実務につながる知識まで、280のQ＆Aで身につ
く。鋼の性質や溶接など、初心者には難しい内容もイラストやマンガでよくわかる。 

ゼロからはじめる建築の<インテリア>入門 

著編者名 原口 秀昭 発行年 2012 冊子版ISBN 9784395010325  

同時1アクセス 
（本体） 

¥4,400 
同時3アクセス 

（本体） 
¥6,600 商品コード 1030988285 

大好評「ゼロからはじめる」シリーズ7冊目。ライト、マッキントッシュ、ガウディなど歴史的建築家のインテリア
デザインの話題から、材料、納まり、金物など実践で役立つ基礎知識が、296のQ&Aでよくわかる。 
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  EPUBリフロー版コンテンツ 

コミュニケーションのアーキテクチャを設計する 
 ―藤村龍至×山崎亮対談集―（建築文化シナジー）  

著編者名 藤村 龍至 発行年 2012 

同時1アクセス（本体） ¥3,960 同時3アクセス（本体） ¥5,940 

冊子版ISBN 9784395241118  商品コード 1030988290 

建築家もランドスケープデザイナーも役割が問われる時代だが、教育現場の多くは旧態をひきずっている。
この本には、時代の転換期に生きる、悩める学生たちへのメッセージがつまっている。設計のスキルを生か
して、社会問題を解決するソーシャル・アーキテクトになろう！ 

建築学生のハローワーク 
 ―職種52―改訂増補版 （建築文化シナジー）  

著編者名 五十嵐 太郎 発行年 2012 

同時1アクセス（本体） ¥4,400 同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784395241187  商品コード 1030988289 

建築を学んだあとに進む道は、建築家だけではない。建築家は、数ある職業の１つでしかない。この増補
改訂版では、52の職種を紹介する。また、紛争地域で平和活動をしたり、スピリチュアリストに転進した人も
含め、国内外で活躍する建築出身29人にインタビュー。29の生の声は、自分がこれからやりたいことへのヒ
ントと生きる自信を与えてくれる。 

アーキテクト2.0 
 ―2011年以後の建築家像―  

著編者名 藤村 龍至 発行年 2011 

同時1アクセス（本体） ¥4,400 同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784395010295  商品コード 1030988288 

情報化、郊外化の著しい現代に必要とされる建築家像を探るべく、20人の建築家・社会学者らと対話した
藤村龍至／TEAM ROUNDABOUTのインタビュー集。 対話者は、磯崎新、濱野智史、伊東豊雄、古谷誠
章、小野田泰明、ヨコミゾマコト、難波和彦、山梨知彦、中山英之、田中浩也＋松川昌平、鈴木謙介、五十
嵐淳、小嶋一浩、梅林克＋宮本佳明、迫慶一郎、岡部明子、井手健一郎、井口勝文。 

宮大工西岡常一の遺言   

著編者名 山崎 佑次  発行年 2008 

同時1アクセス（本体） ¥3,960 同時3アクセス（本体） ¥5,940 

冊子版ISBN 9784395010073  商品コード 1030988287 

法隆寺の修復、薬師寺の金堂、西塔などの再建にたずさわった名棟梁、西岡常一の評伝。法隆寺に伝わ
る棟梁の口伝を生き方の核とし、効率主義に走らず仕事をした西岡常一の言動は、深い示唆に富んでいる。 
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1946年４月号の創刊から60年余、建築を文化としてとらえ、 

建築と社会の問題を追い続けた『建築文化』。 

建築のさまざまな局面を深く掘り下げてきた戦後を代表する建築雑誌である。 

バックナンバーセットの第二弾として、 

誌面が大きくなり海外建築の動向も取り上げるようになった66号から100号までを電子化。 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

建築文化 バックナンバーセット  第1号 ～第100号 揃価格  ¥737,000  ¥1,105,500  － 

  第一弾 第1号 ～第65号 （1946年～1952年、分売不可） ¥429,000  ¥643,500  1025641972 

  第二弾 第66号～第100号 （1952年～1955年、分売不可） ¥308,000  ¥462,000  1028391619 

バックナンバーセットの第二弾として、 
あらたに６６号から１００号までが電子化されました。 

  各巻の詳細はお問合せください。 
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