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ユニバーサルデザインの考え方
No. タイトル 編著者 出版社 出版年月 所蔵場所 請求記号

1 共用品という思想 : デザインの標準化をめざして 後藤芳一, 星川安之著 岩波書店 2011年1月
田町開架
多図開架

369.2/GO

2 ユニバーサルサービス : すべての人が響きあう社会へ 井上滋樹著 岩波書店 2004年5月 多図開架 369.2/IN

3 バリアフリーからユニバーサル社会へ 盛山正仁著
創英社
三省堂書店 (発売)

2011年10月
田町開架
多図開架

369.2/MO

4 UD社会 : 3・11が問いかけるもの 安藤千賀著 リベルタ出版 2011年10月 多図開架 501/AN

5 万人のためのデザイン エレン・ラプトン著 ; 武舎るみ訳 ビー・エヌ・エヌ新社 2015年6月 田町開架 501/LU

6 ユニバーサルデザインの教科書 日経デザイン編
日経BP社
日経BP出版センター (発売)

2005年10月
多図開架
小図閉架

501/NI
501.8/N73-1a

7
ユニバーサル・デザインの仕組みをつくる : スパイラルアップを
実現するために

川内美彦著 学芸出版社 2007年8月
多図開架
小図開架

525/KA
525.1/Ka98//KAI

8
Q.O.L(クォリティオブライフ)のためのひとにやさしいものカタロ
グ : ユニバーサルデザインアイテム59+α

加藤久人共著 : 村石太郎共著 三修社 2004年3月 多図開架 675/KA

9
音のない世界と音のある世界をつなぐ : ユニバーサルデザイ
ンで世界をかえたい!

松森果林著 岩波書店 2014年6月 多図開架 /岩波J/776/S

1 / 3



2016年度第4回　市ヶ谷田町校舎閲覧室展示　展示リスト　

建築・都市のユニバーサルデザイン
No. タイトル 編著者 出版社 出版年月 所蔵場所 請求記号

1
サイン環境のユニバーサルデザイン : 計画・設計のための108
の視点

田中直人, 岩田三千子著 学芸出版社 1999年8月 多図閉架 369/635

2 道路の計画とデザイン : ユニバーサルデザインの道づくり 樗木武, 梶田佳孝著 共立出版 2004年10月 小図閉架 514.1/C48

3 川のユニバーサルデザイン : 社会を癒す川づくり
吉川勝秀編著 ; 川での福祉・医
療・教育研究会著

山海堂 2005年9月
田町開架
多図開架
小図閉架

517/YO
517/YO
517/Y89a

4
ユニバーサルデザインのまちづくり : みんなに優しいまちを目
指して

樗木武著 森北出版 2004年3月
多図開架
小図開架

518/CH
518.8/C48//KAI

5 共生のユニバーサルデザイン : 建築・交通・まちづくりをつなぐ 三星昭宏, 高橋儀平, 磯部友彦著 学芸出版社 2014年9月 田町開架 518/MI

6
建築・都市のユニバーサルデザイン : その考え方と実践手法
= Universal design for architecture and city environment

田中直人著 彰国社 2012年11月 田町開架 525/TA

7
住環境のバリアフリー・ユニバーサルデザイン : 福祉用具・機
器の選択から住まいの新築・改修まで

野村歓編著 ; 植田瑞昌 [ほか] 著 彰国社 2015年9月 田町開架 527/NO

8
近未来の交通・物流と都市生活 : ユニバーサルデザインとエ
コデザインの融合

西山敏樹編著 慶應義塾大学出版会 2016年3月 市図開架 681/NI

9
観光のユニバーサルデザイン : 歴史都市と世界遺産のバリア
フリー

秋山哲男 [ほか] 著 学芸出版社 2010年4月
市図開架
多図開架

689/AK

10 世界のサインとマーク 世界文化社 2002年4月
多図閉架
小図開架

727/98
727/Se22//KAI

11 Sign, icon and pictogram : 記号のデザイン
Rayan Abdullah, Roger Hübner著 ;
星屋雅博訳

ビー・エヌ・エヌ新社 2006年9月 田町開架 727/AB

12 ピクトグラム&アイコングラフィックス 高橋かおる, 及川さえ子[編集] ピエ・ブックス 2002年8月-
田町開架
多図閉架

727/PI/2
727/100
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その他
No. タイトル 編著者 出版社 出版年月 所蔵場所 請求記号

1
デザイニングWebアクセシビリティ : アクセシブルな設計やコン
テンツ制作のアプローチ

太田良典, 伊原力也著 ボーンデジタル 2015年7月 多図開架 2015.7

2 情報社会のユニバーサルデザイン 広瀬洋子, 関根千佳編著 放送大学教育振興会 2014年3月 多図開架 007.3/HI

3
ITのユニバーサルデザイン : ISO 13407、JIS X 8341などへの
対応

三樹弘之, 細野直恒編著 丸善 2005年8月 小図閉架 501.8/Mi24

4
グラフィックデザイナーのためのユニバーサルデザイン実践テ
クニック51

中川聰著 ワークスコーポレーション 2011年9月 田町開架 501/NA

5
色のユニバーサルデザイン : 誰もが見分けやすく美しい色の
選び方

日本色彩研究所著 グラフィック社 2012年3月
田町開架
多図開架

501/NI

6
人間工学とユニバーサルデザイン新潮流 : 実践ヒューマンセ
ンタードデザインのものづくりマニュアル

ユニバーサルデザイン研究会編 日本工業出版 2013年3月 田町開架 501/YU

7 カラーユニバーサルデザイン = Color universal design
カラーユニバーサルデザイン機構
著

ハート出版 2009年4月 田町開架 750/KA

3 / 3


