
                        

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

    展示中のミニ展示 
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新着図書コーナーができました！       田町所蔵 DVD をご利用ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

   図書のご紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

模型には、学問や産業の各分野において用いられる実用的なものや 

鑑賞・製作過程を楽しむ人々の趣味の対象となるものがあります。 

今回の展示では、建築模型・飛行機模型・プラモデルに関する本をご紹介します。 

模型を通じて「ものづくり」の楽しさを学びましょう。 

※月－土曜日 9:00～22:00 日曜日 10:00～17:00 詳細は図書館 HP 上の開館日程をご確認ください。 

 

田町校舎閲覧室では、最新版『ゼンリン住宅地図』

東京都 23 区 23 冊、東京都市町村 33 冊の合計

56 冊を所蔵しています。 

新着図書を手に取って 

ご覧いただけるよう、 

入口奥の雑誌棚横に 

「新着図書コーナー」 

を設けました。 

どうぞご利用ください。 

一軒一軒、一戸一戸の建物名称・居住者名や番地を大縮尺

の地図上に詳しく表示。アパート・マンションの入居者名

やビルのテナント名は巻末に一覧表で表示。 

バス停、信号機、交差点名、一方通行などの道路交通情報

も表示。 

地図の索引には、索引図（収録地域の全体図に掲載ページ

毎の区分をメッシュで表示）と、町名索引（町丁目名称索

引）、主要目標物索引（公共施設などの掲載ページ、座標

を一覧表示）を用意。  

田町校舎閲覧室で DVD を所蔵していることはご存知ですか？ 

閲覧室では、建築系の下記タイトルを所蔵しています。 

室内の専用端末で視聴できますので、ご希望の方はカウンター

までお申し出ください。 

 ミース・ファン・デル・ローエ 

 壺中：北欧建築と日本のフォルム 

 世界の建築鑑賞[1]～[5] 

【タイトル】 

閲覧室に入って左手にある低書架の下段にあります。 

是非、ご利用ください。 

【書名】ゼンリン住宅地図 

【請求記号】291.3/ZE/2010～2011 



 

タイトル 著者名 内容紹介 請求記号 

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 これまでプロダクトデザイン分野で語られることの多かったユニバーサルデ

ザインの考え方をグラフィックデザイン分野で実践できる形まで展開した一

冊。著者が、実験と検証を重ねた実践例は、どれも Web や印刷物で今日から

使えるものばかり。 

501/NA 

交路からみる古代ローマ繁栄史 

 : 陸の道・河の道・海の道が古代ロ

ーマの繁栄をつくった 

中川良隆著 交易路がなければローマ帝国は成り立たなかった。古代ローマにおいて、陸と

水の交易路とはどのようなもので、いつ、どうしてつくられ、そしてその繁栄

にどのように結び付いたかという疑問を解明する。 

514/NA 

ダムと堤防 

 : 治水・現場からの検証 

竹林征三著 ダムは本当に不要なのか？ダムに代わる治水の堤防論や水利権に関する疑問

点について、技術的検証に基づく理論で、本当の真実はどうなのかを、多角的

な視点・様々な側面から検証。現場目線からの総合治水論。 

517/TA 

実践・建築の企画営業 秋山英樹著 建築企画のバイブル。新章「建物の構造知識のポイント」を追加。土地の読み

方からビル・マンションの建築企画・事業収支計算までを網羅。 

520/AK 

Stone arks in oblivion 

 : 東アナトリアの歴史建築 

篠野志郎編著 5 世紀の柱上苦行僧・聖シメオンが最期に目にしたヴィジョンとは？東アナト

リアの荒野に漂着した「石の方舟」が忘却の淵から謳い上げる豊潤なカンター

タ。東アナトリアに遺る夥しいキリスト教・イスラーム教の歴史建築の全貌。 

523/SA 

設計の設計 

 : 「建築・空間・情報」制作の方法 

柄沢祐輔[ほか]

著 

建築、技術開発、情報工学のイノベーターである若き 5 人、柄沢祐輔、田中

浩也、ドミニク・チェン、藤村龍至、松川昌平の理論と実践に注目し、建築、

空間、情報環境のこれからの設計の方法を探っていく。 

525/KA 

安藤忠雄の美術館・博物館へ。  世界的な建築家・安藤忠雄が設計した美術館、博物館を一挙に紹介。各美術館・

博物館の展示概要や特徴も併せて詳細に説明し、ガイドとしても重宝する構成

になっている。 

526/AN 

ローコストリフォームで心地のいい

住まいを実現する! 

 お金をかけずに、自分たちらしい住まいを手に入れたい。本書では、そんな願

いを叶えるローコストのリフォームを大特集する。総工費 1000 万円以内限

定で、満足のいく住まいを手に入れた実例と、予算内で賢くリフォームするコ

ツ、施主支給とＤＩＹリフォームのポイントを紹介。 

527/HA/2 

新・和風デザイン図鑑ハンドブック 

 : 造作から仕上げ、庭、茶室まで「和

風住宅」にまつわるすべてを集結 

 2001 年に刊行され好評を博していた「和風デザイン図鑑」を 10 年ぶりに

内容を改訂。本書では、「和風住宅」をデザインする際に知っておくべき知識

について、造作から内装、建具、玄関廻り、庭や茶室まで余すところなく解説。 

527/SH 

ヨーロッパの住宅広告 森井ユカ著 『スーパーマーケットマニア』シリーズの森井ユカが贈る、妄想的住宅広告の

楽しみ方。集めに集めたヨーロッパ 6 カ国＋5 カ国の住宅広告の数々。各国

広告の読み方＆解説あり。 

674/MO 

タイトル 巻号 特集記事 

a+u 第 495 号（2011 年 12 月号） 祈りの空間 

Casa BRUTUS 第 12 巻第 12号（2011 年 12月号） 日本のパンは世界一！ おいしいパン、理想のパン屋。 他 

建築雑誌 第 126 集 1624 号（2011 年 11 月号） 国・人・土のデザインⅠ――アーカイブとしての東北 

GA JAPAN 第 113 号（2011 年 11-12月号） 現代建築家のデビュー作 

住宅建築 第 430 号（2011 年 12 月号） 木造住宅の＜意匠・性能・技法＞ 

商店建築 第 56 巻第 12号（2011 年 12月号） ブティック 他 

新建築 第 86 巻第 13号（2011 年 12月別冊） 都市（まち）に森をつくる──KES 構法の大規模木造建築 

日経アーキテクチュア 第 964 号（2011 年 11/25 号） 現場改革に ITを 

アイデア idea 第 59 巻第 6 号（2011 年 11月号） 松田行正デザイン図鑑 

AXIS 第 154 号（2011 年 12 月号） リサーチの力 

md 第 11 号（2011 年 11 月号） licht im außenraum 他 

日経ものづくり 第 686 号（2011 年 11 月号） 医療機器への挑戦 

BIO City ビオシティ 第 48 号（2011 年 9 月） 大震災像と復興再生シナリオ 

ブレーン 第 51 巻第 12号（2011 年 12月号） 生活環境に溶けこむアイデア広告 他 

河川 第 67 巻第 10号（2011 年 10月号） 被災地の復興に向けてⅠ 

橋梁と基礎 第 45 巻第 11号（2011 年 11月号） 連載企画 日本橋の保存と管理：第 5 回 日本橋のこれから 

月刊レジャー産業資料 第 44 巻第 12号（2011 年 12月号） キッズ市場で拡大する“エデュテインメント”と事業戦略 他 

GIS NEXT 第 37 号（2011 年 10 月号） データをわれらに！――全国に広がる草の根データの活用 

地盤工学会誌 第 59 巻第 11号（2011 年 11月号） 地盤災害と復旧 

測量 第 61 巻第 11号（2011 年 11月号） 連載企画「G空間」 災害対応における時空間情報 

地域開発 第 567 号（2011 年 12 月号） 東日本大震災からの産業復興 

地図中心 第 471 号（2011 年 12 月号） 横浜中華街 多様化するエスニックタウン 

地理 第 56 巻第 12号（2011 年 12月号） 東日本大震災 地震と津波・地盤災害 

都市問題 第 102 巻第 11 号（2011 年 11 月号） 放射線測定とその評価をめぐって 他 

土木学会誌 第 96 巻第 11号（2011 年 11月号） 社会基盤設備における地震防災上の課題と展望 

ナショナルジオグラフィック日本版 第 17 巻第 11号（2011 年 11月号） アイスマン再び現わる 他 

日経コンストラクション 第 532 号（2011 年 11/28 号） 受注を左右する対話力 

ランドスケープデザイン 第 81 号（2011 年 12 月号） 安全で心地よい公園のランドスケープ 


