
2022年第2回市ケ谷田町校舎閲覧室展示 ブックリスト

No. タイトル 編著者 出版者 出版年 請求記号

1 デザインを学び始めた人のためのデザインの製図 青木英明 [ほか] ボーンデジタル 2016 501/AO

2 家具・インテリア・建築のデザイン基礎 : 北欧の巨匠に学ぶ図法 鈴木敏彦 [ほか] 彰国社 2012 501/SU

3 観察スケッチ : 気になるモノを描いて楽しむ 檜垣万里子 ホビージャパン 2019 501.8/H55

4
スケッチで学ぶ名ディテール : 遠藤勝勧が実測した有名建築の「寸
法」

遠藤勝勧スケッチ
日経アーキテクチュア編

日経BP社
日経BP出版センター (発売)

2009 524/EN

5 図面でひもとく名建築
五十嵐太郎, 菊地尊也, 東北大学五十
嵐太郎研究室編著

丸善出版 2016 525/IG

6 建築デザイン製図
松本正富編著
政木哲也, 半海宏一, 鯵坂誠之著

学芸出版社 2018 525/MA

7 建築家の自邸に学ぶ設計製図 水谷俊博, 水谷玲子 彰国社 2018 525/MI

8 建築デザインの基礎 : 製図法から生活デザインまで 本杉省三 [ほか] 彰国社 2010 525/MO

9 だれでもできる「超簡単」建築パース 村山隆司 エクスナレッジ 2017 525/MU

10 手描きで映える【簡単】プレゼンスケッチ 村山隆司 エクスナレッジ 2011 525/MU

11 スケッチ感覚でインテリアパースが描ける本 中山繁信 彰国社 2019 525/NA

12
用具選びからはじまる製図のキホン : ル・コルビュジエに学ぶ建築
表現

内田青蔵 [ほか] 柏書房 2016 525/UC

13 超建築パース : 遠近法を自在に操る26の手描き術 田中智之  学芸出版社 2021 525.1/Ta84

1

http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/1400352116
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/1400086757
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/1400467620
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/1020190150
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/1020190150
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/1400356771
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/1400449940
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/1400449941
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/1020228829
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/1400403332
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/1400351668
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/1400458824
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/1400350364
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/1400350364
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/1400498937
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14 安藤忠雄のディテール : 原図集六甲の集合住宅・住吉の長屋 安藤忠雄 彰国社 1984 527/AN

15 デザイン・メイキング152 : デザイナーのラフスケッチ実例集 MdN書籍編集部編
エムディエヌコーポレーション

インプレス (発売)
2018 674/MD

16
デザイナーのアイデア戦略 : 発想を生み出すデザインのスケッチ
実例集

MdN書籍編集部編
エムディエヌコーポレーション

インプレス (発売)
2017 674.3/Ma99

17
誰でも30分で絵が描けるようになる本 : たった「4つのステップ」で、
驚くほど絵が上手くなる!

マーク・キスラー著
井上麻衣訳

東洋経済新報社 2021 725/Ki59

18
スコット・ロバートソンのHow to draw : オブジェクトに構造を与え実
現可能なモデルとして描く方法

スコット・ロバートソン, トマス・バートリン
グ著 Bスプラウト訳

ボーンデジタル 2014 725/RO

19 スケッチパースの教室 : 直感的にイラストで理解する遠近法
ルザイミ・マット・ラニ, エジハスリンダ・
ガー著 手嶋由美子, トランネット翻訳

ビー・エヌ・エヌ新社 2013 725/RU

20
「キャラクター」のデザイン&描き方 : カラフルポップで魅せるイラスト
技巧 : プロの考えが丸見え!「キャラデザ」の極意

くるみつ ホビージャパン 2021 726.5/Ku79

21 イラスト、漫画のための構図の描画教室 松岡伸治
エムディエヌ

コーポレーション
2018 726.5/Ma86  

22 世界的な有名デザイナーたちのアイデア・スケッチ
ティモシー・オドネル著
尾原美保訳

グラフィック社 2009 750/OD

No. タイトル 編著者 出版者 出版年 収録DB

1 わかりやすい図学と製図 住野和男 オーム社 2011
【電子ブック】

KinoDen
EBSCO

2 家具設計 増補改訂カラー版 和田浩一 エクスナレッジ 2013
【電子ブック】

Maruzen
ebook Library

3 機械製図入門 林洋次 実教出版 2014
【電子ブック】

KinoDen

4 プロの現場で使われているIllustratorの「超速」テクニック
高橋としゆき, ヤマダジュンヤ, 大賀
葉子, 三浦悟, 鈴木貴子 

インプレス 2015
【電子ブック】

KinoDen

5
なぞってカンタン！パースグリッドスケッチ練習ノート：図法に基づく
立体フォルムの描き方

染森健一, 吉村伸  オーム社 2016
【電子ブック】

KinoDen

6 背景CG上達講座  ゲームに使えるパーツ＆シーンの描き方 酒井達也 翔泳社 2017
【電子ブック】

KinoDen

2

http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/1100206711
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/1400445986
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/1400499979
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/1400499979
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/1400498529
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/1400498529
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/1400337698
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/1400337698
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/1400180980
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/1400498528
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/1400498528
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/1400498926
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/1020214351
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/EB00078244
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/EB00733630
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/EB01106631
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/EB00831736
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/EB00772885
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/EB00772885
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/EB00426864
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7
へたっぴさんのためのお絵描き入門　なんでお前は絵が描けない
んだ!?

森永みぐ  インプレス 2018
【電子ブック】

KinoDen

8 線一本からはじめる伝わる絵の描き方　　ロジカルデッサンの技法 OCHABI Institute  インプレス 2018
【電子ブック】

KinoDen

9 できる　イラストで学ぶ Jw_cad ObraClub&できるシリーズ編集部 インプレス 2018
【電子ブック】

KinoDen

10 できる　AutoCAD  2019/2018/2017/2016/2015対応 矢野悦子&できるシリーズ編集部  インプレス 2018
【電子ブック】

KinoDen

11 鉛筆一本ではじめる光と影の描き方　ロジカルデッサンの技法 OCHABI Institute  インプレス 2019
【電子ブック】

KinoDen

12
へたっぴさんのための身体の描き方入門　なんでお前は絵が描け
ないんだ!?　アタリの取り方編

森永みぐ  インプレス 2019
【電子ブック】

KinoDen

13 図解SOLIDWORKS実習　第3版 3次元CAD完全マスター プラーナー編 森北出版 2019
【電子ブック】

KinoDen

14 鉛筆一本ではじめる人物の描き方　ロジカルデッサンの技法 OCHABI Institute  インプレス 2020
【電子ブック】

KinoDen

15
イラスト映えBook  ちょっとしたコツであなたの絵が見違える 魅せる
イラストのアイデア65

田村桂一, 山口真理子 翔泳社 2020
【電子ブック】

KinoDen

16 ○△□でゆるっと描けちゃう Eriyのおでかけスケッチ Eriy  インプレス 2021
【電子ブック】

KinoDen

17
へたっぴさんのための背景の描き方入門　なんで毎日見ているの
に描けないんだ!?　パースの取り方編

森永みぐ  インプレス 2021
【電子ブック】

KinoDen

18
3ステップでらしく描ける 伝わる絵の見本帖  ロジカルデッサンの技
法

OCHABI Institute  インプレス 2021
【電子ブック】

KinoDen

19 Rhinoで学ぶ建築モデリング入門 中島淳雄ほか ラトルズ 2021
【電子ブック】

KinoDen

3

http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/EB00772963
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/EB00772963
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/EB00388308
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/EB00387749
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/EB00387742
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/EB00772719
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/EB00772964
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/EB00772964
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/EB00831721
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/EB00772718
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/EB01109497
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/EB01109497
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/EB01109563
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/EB01109562
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/EB01109562
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/EB01107792
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/EB01107792
http://opac.lib.hosei.ac.jp/opac/opac_link/bibid/EB01109568

