
No. タイトル 著者 出版社

1 図解 建築プレゼンのグラフィックデザイン 坂牛卓ほか 鹿島出版会

2
ほんとに、フォント。フォントを活かした

デザインレイアウトの本
ingectar-e ソシム

3
配色アイデア手帖 めくって見つける

新しいデザインの本
桜井輝子 SBクリエイティブ

4 建築認証事業本部;確認申請マニュアル
ビューローベリタスジャパン株式会

社
x-knowledge

5 建築の設計力 坂牛卓 彰国社

6 建築のデザイン・コンセプト 今井公太郎ほか 彰国社

7 ルイス・バラガン 空間の読解 大河内 学ほか 彰国社

8 名建築は体験が9割 ロバート・マッカーター x-knowledge

9 人間主義の建築:趣味の歴史をめぐる一考察 ジェフリー・スコット 鹿島出版会

10 空間としての建築 ブルーノ・ゼーヴィ 鹿島出版会

11 住宅論 篠原一男 鹿島出版会

12 ヨコとタテの建築論 青井哲人 慶應義塾大学出版会

13
建築学科のための不動産学基礎

そこにある価値を見つける不動産思考術
高橋寿太郎ほか 学芸出版社

14 建築家のためのウェブ発信講義 後藤連平 学芸出版社

15 子育てしながら建築を仕事にする 成瀬友梨ほか 学芸出版社

16 これが建築なのだ―大竹康市番外地講座 大竹康市 TOTO出版

17 空間の詩学 ガストン・バシュラール ちくま学芸文庫

18 陰翳礼讃 谷崎潤一郎 パイインターナショナル

19 見立ての手法―日本的空間の読解 磯崎新 鹿島出版会

20 空間へ 磯崎新 鹿島出版会

21 粗い石 ル・トロネ修道院工事監督の日記 フェルナン・プイヨン 形文社

22 古寺巡礼 和辻哲郎 岩波文庫

23 イタリア古寺巡礼 和辻哲郎 岩波文庫

24 風土 和辻哲郎 岩波文庫

25 考現象学入門 今和次郎 岩波文庫

26 日本の民家 今和次郎 岩波文庫

27 吉阪隆正の迷宮 2004吉阪隆正展実行委員会 TOTO出版

28 火と水と木の詩 私はなぜ建築家になったのか 吉村順三 新潮社

29 ルイス・カーン建築論集 ルイス・カーン 鹿島出版会

30 ルイス・カーン 光と空間 ウルス・ビュッティカー 鹿島出版会

31 ハイデッカーの建築論 中村貴志 中央公論美術出版

32 建築意匠講義 香山壽夫 東京大学出版会

33 建築の多様性と対立性 R・ヴェンチュリー 鹿島出版会

34 建築をめざして ル・コルビュジェ 鹿島出版会

35 日本建築の空間 井上充夫 鹿島出版会

36 立原道造詩集 立原道造 ハルキ文庫

37 パタンランゲージ C・アレグザンダー 鹿島出版社

38 時を超えた建設の道 C・アレグザンダー 鹿島出版社

39 林檎の礼拝堂 田窪恭治 集英社

40 もうひとつのデザイン ナガオカケンメイ D&DEPARTMENT PROJECT

41 ふつう 深澤直人 D&DEPARTMENT PROJECT

42 ワークショップデザイン 堀 公俊、加藤 彰 日本経済新聞出版社

43 私から始まるまち育て 延藤安弘とまちづくり大楽 風媒社

44
つくること、つくらないこと

～ 町を面白くする11人の会話
⾧谷川浩己、山崎亮 学芸出版社

45
対話する力

～ ファシリテーター23の問い ～
中野民夫、堀 公俊 日本経済新聞出版社

46 ドイツの地方都市はなぜクリエイティブなのか 高松平蔵 日本経済新聞出版社



No. タイトル 著者 出版社

47
稼ぐまちが地方を変える

～ 誰も言わなかった10の鉄則
木下斉 NHK出版新書

48 武器としての国際人権 藤田早苗

49 人新生の資本論 斎藤幸平

50 こんな家に住みたいナ 延藤安弘

51 建築家なしの建築 B・ルドフスキー 鹿島出版社

52 集落の教え100 原広司

53 建築の解体-一九六八年の建築状況 磯崎新

54 街の歴史建築を訪ねて 瀬口哲夫 ぐんbooks

55 新版 ヨーロッパ建築序説 ニコラウス ペヴスナー

56 自然界における左と右 マーチン・ガードナー

57 3･11後の建築と社会デザイン 三浦展、 藤村龍至 平凡社新書

58
NHKブックス別巻 現在知vol.1

郊外 その危機と再生
三浦展、 藤村龍至

59 新書３４５ 第四の消費 三浦展 朝日新書

60
リアル・アノニマスデザイン:

ネットワーク時代の建築・デザイン・メディア
柳原 照弘、 貝島 桃代ほか

61

定点観測 新型コロナウイルスと

私たちの社会 2020年前半

(論創ノンフィクション 005)

雨宮処凛、上野千鶴子ほか

62 宝島 真藤 順丈

63 パンとサーカス 島田 雅彦

64 深夜特急 沢木耕太郎 新潮文庫

65 大地 パール・バック 新潮文庫

66 『河童がのぞいた』シリーズ 妹尾河童 新潮文庫ほか

67 日曜日の住居学 宮脇檀 河出文庫

68 佐藤可士和の超整理術 佐藤可士和 日経ビジネス文庫

69 眼を養い手を練れ 宮脇檀住宅設計塾 彰国社

70 宮脇檀の住宅設計テキスト 宮脇檀住宅設計塾 丸善

71 宮脇檀の住宅－1964-2000 ギャラリー間 TOTO出版

72 銭湯図解 塩谷歩波 中央公論社

73
読みたいことを、書けばいい。

 人生が変わるシンプルな文章術
田中 泰延 ダイヤモンド社

74 西沢立衛建築設計事務所ディテール集 西沢立衛建築設計事務所 彰国社

75 論語と算盤 渋沢栄一 角川ソフィア文庫

76 バーバパパのいえさがし Ａ・チゾン、Ｔ・ティラ－ 講談社

77 構造学再入門〈1〉デザイナーも構造に強くなろう 海野哲夫 彰国社


