
2018年度第3回　市ヶ谷田町校舎閲覧室展示　展示リスト　

宮崎晃吉

No. 編著者 出版年月 所蔵場所 請求記号

1 饗庭伸, 小泉瑛一, 山崎亮編著 2016.9
田町開架
市図開架

518/AI

No. タイトル 出版社 内容紹介 巻次 ページ 出版年月 所蔵場所 請求記号

2 新建築 新建築社
HAGISO/hanare(丸越荘) : 設計
宮崎晃吉/HAGI STUDIO

91(2)
114-121
196-197

2016.1 市図逐刊 A7h/229

3 JA : The Japan architect 新建築社
at Yanaka : Mitsuyosi Miyazaki/
宮崎晃吉 (Beginning of the town)

103 4-13 2016 田町逐刊 A7h/249

岸井隆幸

No. 編著者 出版年月 所蔵場所 請求記号

1 新谷洋二, 高橋洋二, 岸井隆幸著 2007.4 小図閉架 510/D81/17

2 大西隆編著 ; 明石達生 [ほか] 著 2011.3
市図開架
多図閉架

518/ON
318.7/141

3
都心のあたらしい街づくりを考え
る会都市構造検討委員会編

2017.4
田町開架
市図開架

518/TO

4
和泉洋人, 城所哲夫, 瀬田史彦
編著; 野田由美子［ほか］著

2017.3 小図閉架 518.8/I99

5 大西隆編著 ; 明石達生 [ほか] 著 2011.3
市図開架
多図閉架

518/ON
318.7/141

No. タイトル 出版社 内容紹介 巻次 ページ 出版年月 所蔵場所 請求記号

6 新建築 新建築社 東京150プロジェクト
90(7) 別冊
「東京150

プロジェクト」
- 2015.6

田町逐刊
市図逐刊

A7h/273
A7h/229

タイトル 出版社

まちづくりの仕事ガイドブック :
  まちの未来をつくる63の働き方

学芸出版社

人口減少時代の都市計画 : まちづくりの制度と戦略 (東大
まちづくり大学院シリーズ)

学芸出版社
サステイナブル都市の輸出 : 戦略と展望(東大まちづくり大
学院シリーズ)

学芸出版社

人口減少時代の都市計画 : まちづくりの制度と戦略 学芸出版社

かえよう東京 : 世界に比類のない国際新都心の形成 鹿島出版会

タイトル 出版社

都市計画 コロナ社
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中川敬文

No. タイトル 出版社 内容紹介 巻次 ページ 出版年月 所蔵場所 請求記号

1 商店建築 : syohten kentiku 商店建築社
インバウンド需要に応える空間デ
ザインのアプローチ

62（8）776 112-113 2017.8 田町逐刊 A7h/266

2 商店建築 : syohten kentiku 商店建築社
心も体も健康になる、設計事務所
が街に開く”社食”

62（7）775 39 2017.7 田町逐刊 A7h/266

3
日経アーキテクチュア = Nikkei
architecture

日経マグロウヒル社
交流促す新型学生寮を事業化
　USDが学生のリアルな声を
共用部に反映

1118
（2018/4/26）

14 2018.4 田町逐刊 A7h/242

4 月刊レジャー産業資料 綜合ユニコム
MUJI HOTELの2号店が中国・北
京中心街にオープン

51(8) 623 26 2018.8 田町逐刊 A7g/1029

5
Casa brutus : life design magazine
= 月刊「カーサ・ブルータス」

マガジンハウス HOTEL ANTEROOM KYOTO 17(10) 199 78-79 2016.10 田町逐刊 A7h/264

6
Casa brutus : life design magazine
= 月刊「カーサ・ブルータス」

マガジンハウス
CATALOG40 今訪れるべきライフ
スタイルホテル

19(9)222 107 2018.9 田町逐刊 A7h/264

田中亙

No. 編著者 出版年月 所蔵場所 請求記号

1 饗庭伸, 小泉瑛一, 山崎亮編著 2016.9
田町開架
市図開架

518/AI

No. タイトル 出版社 内容紹介 巻次 ページ 出版年月 所蔵場所 請求記号

2 新建築 新建築社
シンガポール・レールコリドー・マ
スタープラン

91(10) 54-59 2016.6
田町逐刊
市図逐刊

A7h/273
A7h/229

まちづくりの仕事ガイドブック :
  まちの未来をつくる63の働き方

学芸出版社

タイトル 出版社
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織山和久

No. 編著者 出版年月 所蔵場所 請求記号

1 大前研一, 織山和久著 1995.11 多図閉架 332.2/334

2 饗庭伸, 小泉瑛一, 山崎亮編著 2016.9
田町開架
市図開架

518/AI

No. タイトル 出版社 内容紹介 巻次 ページ 出版年月 所蔵場所 請求記号

3 日本建築学会環境系論文集 日本建築学会
木造密集地域における共同建替
えへの合意形成の阻害要因と
促進施策

82(735) 395-405 2017.5 田町逐刊 A7h/248

4 日本建築学会環境系論文集 日本建築学会

延焼過程ネットワークのスケール
フリー性に着目した木造密集地
域における延焼危険建物の選択
的除去効果の実証

80(711) 389-396 2015.5 田町逐刊 A7h/248

5 日本建築学会計画系論文集 日本建築学会
建設組合方式における業務委託
に関する制度について

82(732) 477-483 2017.2 田町逐刊 A7h/247

6 日本建築学会計画系論文集 日本建築学会
木造密集地域の共同建替えに
係る委託型組合方式の事業性に
関する研究

80(718) 2743-2752 2015.12 田町逐刊 A7h/247

7 日本建築学会計画系論文集 日本建築学会
木造密集地域の共同建替えにお
けるデザインコードについて

80(710) 863-872 2015.4 田町逐刊 A7h/247

8 建築雑誌 造家學會
対談 今、住むことが変わる (特集
住むことから考える)

129(1653) 12-17 2014.1 田町逐刊 A7h/265

9 日経アーキテクチュア 日経BP社
「RC+鉄骨柱」で自由なプラン :
代々木テラス(東京都渋谷区)

（1092） 38-42 2017.3 田町逐刊 A7h/242

10 新建築 新建築社 目白下落合ハウス 93(8) 154-161 2018.8
田町逐刊
市図逐刊

A7h/273
A7h/229

まちづくりの仕事ガイドブック :
  まちの未来をつくる63の働き方

学芸出版社

タイトル 出版社

アジア合州国の誕生 :
  世界経済に地殻変動を起こす新しい力学

 ダイヤモンド社
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馬場正尊

No. 編著者 出版年月 所蔵場所 請求記号

1
馬場正尊+Open A編著 ; 明石卓
巳 [ほか] 著

2016.5 市図閉架 518/430

2 竹内昌義 [ほか] 著 2009.9 田町開架 527/TA

3 竹内昌義 [ほか] 著 2014.8 多図開架 304/TA

4 馬場正尊著 2011.5 田町開架 518/BA

5 馬場正尊, Open A著 2013.9 田町開架 518/BA

6 CET(Central East Tokyo)編 2004.9
田町開架
小図閉架

518/SE
518.8/C29

六鹿正治

No. 編著者 出版年月 所蔵場所 請求記号

1
ジム・マクラスキー著 ; 六鹿正治
訳

1984.4 小図閉架 519.84/Ma21

2 R.ルイス著 ; 六鹿正治訳 1990.9
市図閉架
小図閉架

520/71
 520.7/L59

3 W.W.コーディル他著 六鹿正治訳 1979.5 多図閉架 520/26

No. タイトル 出版社 内容紹介 巻次 ページ 出版年月 所蔵場所 請求記号

4 新建築 新建築社
建築論壇 建築の社会性と建築家
の役割

 91(6)  47-51 2016.3
田町逐刊
市図逐刊

A7h/273
A7h/229

日本のカタチ2050 : 「こうなったらいい未来」の描き方  晶文社

タイトル 出版社

未来の住宅 : カーボンニュートラルハウスの教科書  バジリコ

アーキテクト : 建築家とは何か

建築鑑賞入門

タイトル

変化の構造とローカライズ 学芸出版社

都市をリノベーション : The city conversion

RePublic : 公共空間のリノベーション

鹿島出版会

鹿島出版会

NTT出版

学芸出版社

出版社

鹿島出版会

街並をつくる道路

東京R計画 晶文社
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赤松佳珠子

No. 編著者 出版年月 所蔵場所 請求記号

1 小嶋一浩, 赤松佳珠子著 2016.1 田町開架  520/KO

2 小嶋一浩, 赤松佳珠子著 2007.9
田町開架
小図開架

520/KO
520.8/Ko39:KAI

北山恒

No. 編著者 出版年月 所蔵場所 請求記号

1 北山恒著 2015.8 田町開架 518/KI

2 北山恒著 2017.8 田町開架 523/KI

3 山本理顕 [ほか] 著 2007.4 小図閉架 520.4/Y31

4
Koh Kitayama, Yoshiharu
Tsukamoto, Ryue Nishizawa

2010.7 田町開架 518/KI

下吹越武人

No. 編著者 出版年月 所蔵場所 請求記号

1 渡辺真理, 下吹越武人編著 2012.7
市図開架
多図開架
小図閉架

527/WA
527/WA

527.8/W46

2 遠藤政樹 [ほか] 著 2011.10 田町開架 527/EN住宅の空間原論 彰国社

タイトル 出版社

小嶋一浩+赤松佳珠子/CAt : 背後にあるもの先にあるもの LIXIL出版

タイトル 出版社

Cultivate TOTO出版

都市のエージェントはだれなのか : 近世/近代/現代 : パリ/
ニューヨーク/東京

TOTO出版

タイトル 出版社

小さなコミュニティ : 住む・集まる・つながること 彰国社

モダニズムの臨界 : 都市と建築のゆくえ NTT出版

建築をつくることは未来をつくることである TOTO出版

TOTO出版Tokyo Metabolizing
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渡辺真理

No. 編著者 出版年月 所蔵場所 請求記号

1 栗生明, 渡辺真理編 2009.12 田町開架 523/KU

2 渡辺真理解説 ; 宮本和義撮影 2011.12 田町開架 527/LE

3 C.ロウ, F.コッター著 ; 渡辺真理訳 1992.4
田町開架
小図閉架

518/RO
518.8/R78

4 渡辺真理, 木下庸子著 2006.4 小図閉架 527.8/W46

5 渡辺真理, 木下庸子著 1998.5 小図閉架 527.8/W46

6

東京エコシティ展「Future Vision
の系譜」実行委員会, 法政大学
大学院エコ地域デザイン研究所,
東京キャナル・プロジェクト実行
委員会編著

2006.3
市図開架
多図閉架
小図閉架

518/TO
518/523

518.8/To46-3a

7
石堂威, 小巻哲監修 ; ギャラリー・
間編

2005.12 小図閉架 527/G17-1

Future Visionの系譜 : 水の都市の未来像 鹿島出版会

TOTO出版日本の現代住宅 : 1985-2005

ユニテ・ダビタシオン : ル・コルビュジエ : マルセイユ1945-
1952

バナナブックス

コラージュ・シティ 鹿島出版会

集合住宅をユニットから考える 新建築社

孤の集住体 住まいの図書館出版局

タイトル 出版社

現代建築ガイドブック : 千葉市 建築資料研究社
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