
住まいについて考える

タイトル 著者 出版者 出版年月 当館請求記号

住まいのデザイン
北村薫子, 牧野唯, 梶木典子, 齋藤功子, 宮川
博恵, 藤居由香, 大谷由紀子, 中村久美, 光田

朝倉書店 2015.3 EF29-L30

住まいの冒険 : 生きる場所をつくるということ (住総研住まい読本)
住総研主体性のある住まいづくり実態調査委
員会 編著

萌文社 2015.4 EF52-L175

HOUSE VISION 2 原研哉, HOUSE VISION実行委員会 編著 美術出版社 2016.7 NA241-L204

すまい再発見 : 世界と日本の珠玉の住宅76 住総研 編 建築資料研究社 2017.2 KA221-L39

Cabin Porn : 小屋に暮らす、自然と生きる ザック・クライン 編 グラフィック社 2017.8 NA241-L264

縁側のある家と暮らし エクスナレッジ 2016.11 EF11-L220

マイクロシェルター : 自分で作れる快適な小屋、ツリーハウス、トレーラーハウス Derek Diedricksen 著 , 金井哲夫 訳 オライリー・ジャパン 2017.5 NA241-L251

小さな平屋に暮らす。 山田きみえ 編 , 雨宮秀也 写真 平凡社 2017.1 NA241-L273

FLAT HOUSE LIFE 1+2 : 米軍ハウス、文化住宅、古民家……古くて新しい「平屋暮らし」のすすめ アラタ・クールハンド 著 トゥーヴァージンズ 2017.4 Y74-L726

本音のエコハウス 鎌田紀彦 著 エクスナレッジ 2018.7 NA241-L327

小さなエネルギーで豊かに暮らせる住まいをつくる : エネルギー半減をめざす1985アクション 野池政宏 著 学芸出版社 2018.5 NA241-L309

すまいろん 住総研 半年刊 Z16-1458

住む 泰文館 季刊 Z71-H21

リフォーム・リノベーション

タイトル 著者 出版者 出版年月 当館請求記号

リフォーム業務が一番わかる : 住まいを快適に有効活用するための技術 小垣外明子 著 , 佐川旭 監修 技術評論社 2016.7 NA241-L202

新リフォーム見積り+工事管理マニュアル : 122の事例ですぐわかる 菅沼悟朗 監修 建築資料研究社 2017.12 NA241-L291

これからのリノベーション 断熱・気密編 伊藤菜衣子, 竹内昌義, 松尾和也 [著] 新建新聞社 2018.7 NA241-L324

リノベーションでつくるこだわりヴィンテージハウス = vintage style renovation 主婦と生活社 2018.1 Y94-L42334

中古を買ってリノベーション 2018Autumn & Winter suumo [編] リクルート 2018.8発売 Y94-L47228

住宅リノベーション図集 = HOUSING/RENOVATION/DRAWINGS : 住み継ぐ家づくり 魚谷繁礼建築研究所 著 オーム社 2016.8 NA241-L216

人生が変わるリフォームの教科書 : 片づけなくても片づく住まいに 水越美枝子 著 講談社 2017.1 Y74-L805

建てる

タイトル 著者 出版者 出版年月 当館請求記号

上質に暮らすおもてなし住宅のつくり方 関本竜太 著 エクスナレッジ 2017.9 NA241-L271

COOL WOOD JAPAN : 木材がつくる居心地の良い空間 日本木材青壮年団体連合会 編 リーフ・パブリケーションズ2017.6 NA241-L274

オークヴィレッジに学ぶ住宅の美しいディテール = Oak Village Beautiful Detail of the House オークヴィレッジ木造建築研究所 著 エクスナレッジ 2017.6 NA241-L254

荻野寿也の「美しい住まいの緑」85のレシピ 荻野寿也 著 エクスナレッジ 2017.4 NA241-L250

なるほど住宅デザイン エクスナレッジ 2017.1 NA241-L281

木を魅せる住まい : 自然のぬくもり素材へのこだわり ニューハウス出版株式会社 編集 ニューハウス出版 2016.3 NA241-L184

読んで楽しい家づくりのなるほどディテール。 島田貴史, 徳田英和 共著 オーム社 2016.11 NA241-L233

あたらしい家づくりの教科書 伊藤菜衣子 編集 新建新聞社 2016.10 (2刷) NA241-L237

家づくりの常識 = Common Sense in Building a House : 「理想の家」を建てるには 兼坂亮一 著 現代書林 2016.1 NA241-L227

家づくりの基礎知識 : これ1冊ですべてが分かる! 2014・2015年版 中村義平二 監修 建築資料研究社 2014.5 NA241-L101

住宅デザインの実際 : 進化する間取り/外断熱住宅 黒澤和隆 編著 共立出版 2018.5 NA241-L316

ワンランク上の上質な住まいをつくる方法 = How to make the high quality design of house エクスナレッジ 2016.12 NA241-L236

カタチから考える住宅発想法 = House Design Inspirations from Form and Living Style 大塚篤 著 彰国社 2016.10. NA241-L225

はじめての家づくり : 小さくても「暮らしやすい家」ベスト58 特装版 主婦の友社 2016.1 Y94-L32637

家づくり大百科 = The photographs encyclopedia of HOUSE BUILDING : 写真と図説でわかる「いい家づくり」のコツ、すべ
て

主婦の友社 編 主婦の友社 2018.1 Y74-L838

家は自分の手でつくる。 : 自然素材を使って 主婦の友社 編 主婦の友社 2017.9 Y74-L783

図解住まいの寸法 : 暮らしから考える設計のポイント 堀野和人, 黑田吏香 著 学芸出版社 2017.7 NA241-L257

早く家に帰りたくなる!最高にハッピーな間取り タブチキヨシ 著 KADOKAWA 2017.6 Y74-L769

暮らしやすい家づくりのアイデア100 : 建築家と建てる家で自分らしさが必ず見つかる : 参考になる間取りとデザインが満
載

R+houseネットワーク 著 エクスナレッジ 2017.2 Y94-L39127

住まいのアイデア図鑑 = ENCYCLOPEDIA OF HOUSE IDEAS 住友不動産 監修 宝島社 2015.9 Y74-L432

室内

タイトル 著者 出版者 出版年月 当館請求記号

自分で造る秘密基地DIY STYLE : こだわりのオシャレ部屋! 三栄書房 2018.7 Y94-L45118

真上から見た狭くて素敵な部屋カタログ = ROOM CATALOG VIEW FROM THE TOP : goodroomで出会った goodroom, 大山顕 著 宝島社 2018.5 Y74-L904

ホームセンターマニアがつくるおしゃれな雑貨とインテリア : HOME CENTER INTERIOR 主婦と生活社 2017.7 Y94-L38344

DIYで楽しむ海外インテリア : CATCH A NEW WAVE OF INTERIOR 主婦と生活社 2017.7 Y94-L38378

セルフリノベーションの教科書 = The Self Renovation Text : 「塗る・貼る・つける・飾る」でちょっと内装に手を入れるだけ 坂田夏水 著 誠文堂新光社 2017.7 Y74-L771

かっこいい部屋をつくるためのインテリアDIY = Bitter Style INTERIOR DIY : 失敗ナシ653テク 学研プラス 2017.6 Y94-L39109

大人スタイルのインテリア = INTERIOR STYLE For Home : 113の実例でわかる素敵な住まいのルール エクスナレッジ 2017.5 xxx

部屋作り最強バイブル : 呼べる・片付く!快適部屋作りの実例アイディアを集めました! 晋遊舎 2017.5 Y94-L36447

スタイルのある暮らしと家 : 間取り・収納・インテリア-豊かな住まいのヒント集 エクスナレッジ 2016.4 Y94-L33192

ふつうの住まいでかなえる外国スタイルの部屋づくり : インテリア垢抜けテクニック50 ヘザー ブラッキン 著 文藝春秋 2016.11 Y74-L647

小さな家を素敵に変えるアイディア : 予算をかけずに部屋をおしゃれに! 渡辺ゆり子 著 講談社 2016.1 Y74-L636

DIYでできる!壁・床リフォーム&メンテナンス百科 : 決定版 学研プラス 2017.6 Y74-L750

エクステリア

タイトル 著者 出版者 出版年月 当館請求記号

ガーデンリフォーム百科 : お庭や外構の悩みを一挙に解決!驚異のビフォー・アフター : 全400例 (ブティック・ムック ; 1397) 木村博明 ブティック社 2018.1 Y94-L42587

木村博明の10万円でできるDIY庭づくり : はじめてでもすぐできる超かんたんDIYエクステリア (ブティック・ムック ; 1436) ブティック社 2018.10. Y94-L48032

※ 総合閲覧室　棚8b「建築コーナー」、棚51b「住まい・ライフスタイルコーナー」、棚1,2「雑誌コーナー」にも、関連雑誌があります。


