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◆ 都市計画、都市に関する事典類 ◆
タイトル 著者 出版者 出版年月日等 請求記号

日本都市史・建築史事典 = Encyclopedia of Urban & Territorial
and Architectural History of Japan

都市史学会 編 丸善出版 2018.11 GB8-L74

都市科学事典 = Urban science encyclopedia 横浜国立大学都市科学部 編 春風社 2021.2 NA2-M35

近代日本土木人物事典 = Biographical Dictionary of Civil
Engineers in Modern Japan : 国土を築いた人々

高橋裕, 藤井肇男 共著 鹿島出版会 2013.6 YU7-L375

世界都市史事典 = Encyclopedia of Global History of Cities 布野修司 編 昭和堂 2019.11 G63-M2
環境都市計画事典 丸田頼一 編 朝倉書店 2005.6 KA2-H10
建築・都市計画のための空間学事典 増補改訂版 日本建築学会 編 井上書院 2016.10 KA2-L4
日本まちづくり事典 井上繁 著 丸善 2010.6 A112-J209

◆ 法律解説 ◆
タイトル 著者 出版者 出版年月日等 請求記号

まちづくりの法律がわかる本 坂和章平 著 学芸出版社 2017.6 AZ-453-L44
よくわかる都市計画法 第2次改訂版 都市計画法制研究会 編著 ぎょうせい 2018.12 AZ-453-M1
自治体の都市計画担当になったら読む本 橋本隆 著 学陽書房 2022.4 AZ-453-M23

◆ 都市をデザインする ◆
タイトル 著者 出版者 出版年月日等 請求記号

建築・まちづくりプロジェクトのマネジメント = Management of
Community-Based Architecture and Landscape Projects : 持続可
能な価値創造のために

野城智也, 德永哲, 飯田智彦
著

東京大学出版会 2022.7 KA164-M13

よくわかる最新都市計画の基本と仕組み : 新しい「都市計画とま
ちづくり」の教科書

五十畑弘 著 秀和システム 2020.6 DD77-M12

都市計画学 : 変化に対応するプランニング
中島直人, 村山顕人, 髙見淳
史, 樋野公宏, 寺田徹, 廣井
悠, 瀬田史彦 著

学芸出版社 2018.9 DD77-L71

アーバンデザイン講座 = URBAN DESIGN TEXTBOOK
前田英寿, 遠藤新, 野原卓,
阿部大輔, 黒瀬武史 著

彰国社 2018.5 KA421-L218

空間五感 = Through Five Senses : 世界の建築・都市デザイン 日本建築学会 編 井上書院 2021.3 KA21-M41

図説都市空間の構想力
東京大学都市デザイン研究
室 編

学芸出版社 2015.9 KA421-L131

ヨーロッパの町と村 : そのデザイン、アメニティ、プランニング 井上裕, 井上浩子 著 グラフィック社 2006.6 KA421-H201

和のランドスケープ : 美しい街づくりのための景観読本 藤原宣夫 編 , 増田元邦 著
大阪公立大学共同
出版会

2018.9 KA421-L237

日本の都市から学ぶこと : 西洋から見た日本の都市デザイン
バリー・シェルトン 著 , 片
木篤 訳

鹿島出版会 2014.4 KA421-L66

We Own The City : 世界に学ぶ「ボトムアップ型の都市」のつくり
方

フランチェスカ・ミアッ
ツォ, トリス・キー 編 , 石
原薫 訳

フィルムアート社 2015.9 DD77-L42

空間から読み解く環境デザイン入門 菅野博貢 著 彰国社 2021.5 KA421-M76

都市イノベーション = Urban Innovation : 都市生活学の視点
東京都市大学都市生活学部
編

朝倉書店 2019.12 EC121-M10

緑のランドスケープデザイン : 正しい植栽計画に基づく景観設計
改訂2版

山﨑誠子 著 オーム社 2021.8 KA421-M85

ランドスケープ作品選集 = JILA selected works of landscape
architecture no. 15 (2020)

日本造園学会 2020.3 KA444-M9

パブリックスペース : 公共空間のデザインとマネジメント

マシュー・カーモナ, クラ
ウディオ・デ・マガリャエ
ス, レオ・ハモンド 著 , 北
原理雄 訳

鹿島出版会 2020.1 NA214-M16

福祉のまちづくりその思想と展開 : 障害当事者との共生に向けて 髙橋儀平 著 彰国社 2019.8 NA214-M6

グローバル時代のアジア都市論 : 持続可能な都市をどうつくるか
松行美帆子, 志摩憲寿, 城所
哲夫 編

丸善出版 2016.1 DD84-L9
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まちづくりの統計学 : 政策づくりのためのデータの見方・使い方

宇都宮浄人, 多田実 編著, 芦
谷恒憲, 髙橋愛典, 大内秀二
郎, 曽田英夫, 大井達雄, 足
立基浩, 長谷川普一 著

学芸出版社 2022.2 DD81-M59

◆ 街を見る ◆
タイトル 著者 出版者 出版年月日等 請求記号

県都物語 = A Story of Prefectural Capitals : 47都心空間の近代を
あるく

西村幸夫 著 有斐閣 2018.3 DD81-L85

まちを読み解く : 景観・歴史・地域づくり 西村幸夫, 野澤康 編 朝倉書店 2017.10 EC63-L100
歴史は景観から読み解ける : はじめての歴史地理学 上杉和央 著 ベレ出版 2020.10 G87-M2
景観からよむ日本の歴史 金田章裕 著 岩波書店 2020.7 GB71-M108

地域のみかた : 文化的景観学のすすめ 文化的景観学検討会 編著
国立文化財機構奈
良文化財研究所

2016.3 KA411-L17

生きた景観マネジメント
日本建築学会 編 , 嘉名光市,
大影佳史, 栗山尚子 編著 ,
阿久井康平 [ほか] 執筆

鹿島出版会 2021.2 KA421-M73

最高の休日世界の美しい都市
髙作自子, 片山美佳子, 小野
智子, 山根麻子 訳

日経ナショナルジ
オグラフィック社

2014.5 G94-L10

366日の美しい都市 = 366 days of Beautiful city : 1日1ページで探
る世界の街の秘密

小林克己 著 三才ブックス 2021.4 G94-M5

パリ地下都市の歴史
ギュンター・リアー, オリ
ヴィエ・ファイ 著, 古川ま
り 訳

東洋書林 2009.9 GG355-J32

美しい色の町なみ : Colorful Journey around the World 淡野明彦 [文] エクスナレッジ 2017.3 KA421-L174

名景世界遺産 街並み編 アフロ 写真
パイインターナ
ショナル

2013.9 K275-L70

日本の町並み : 歴史文化遺産 下巻 苅谷勇雅, 西村幸夫 編著 山川出版社 2016.3 KA237-L125

リビング・ヘリテージの国際協力 : 町並み保存の現在と未来
文化遺産国際協力コンソー
シアム 編

文化遺産国際協力
コンソーシアム

2008.3 KA421-J54

ヘリテージマネジメント = HERITAGE MANAGEMENT : 地域を変
える文化遺産の活かし方

松本茂章 編著, 中川幾郎, 南
博史, 髙岡伸一, 朝倉由希,
信藤勇一, 高島知佐子, 森屋
雅幸, 西村仁志, 石本東生,
藤野一夫 著

学芸出版社 2022.5 K275-M257

月刊文化財 (673):2019.10
文化的景観制度創設15年

文化庁 監修 第一法規 2019.10 Z11-57

◆ 復興・防災まちづくり ◆
タイトル 著者 出版者 出版年月日等 請求記号

大災害と復旧・復興計画 越澤明 著 岩波書店 2012.3 DD81-J126
自然と歴史を活かした震災復興 : 持続可能性とレジリエンスを高
める景観再生

原慶太郎, 菊池慶子, 平吹喜
彦 編

東京大学出版会 2021.11 EG77-M720

復興まちづくりの伝承 : 取組から得られた教訓 大規模災害に備え
る自治体に向けて

宮城県土木部都市計画課 編
集

宮城県土木部都市
計画課

2022.3 EG77-M805

復興デザインスタジオ : 災害復興の提案と実践
東京大学復興デザイン研究
体 編

東京大学出版会 2017.10 NA214-L33

造景 (2019)
特集 巨大災害／都市縮小とまちづくり

クッド研究所, 建築資料研
究社 企画・編集

建築資料研究社 2019 Z16-B370

大都市災害と防災福祉コミュニティ : 東京圏、大阪圏、名古屋圏 川村匡由 著 大学教育出版 2018.9 EG77-L2003

木造防災都市 : 鉄・コンクリートの限界を乗り越える 長谷見雄二 著 早稲田大学出版部 2019.9 NA214-M11

防災まちづくり大賞受賞事例集 第26回 (令和3年度) 消防庁 2022.3 Y111-M2621
地域づくりの基礎知識 4 : 災害から一人ひとりを守る 神戸大学出版会 2019.3 EC111-M30

地域と都市の防災 目黒公郎, 村尾修 編著
放送大学教育振興
会

2016.3 EG77-L1385
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逃げないですむ建物とまちをつくる : 大都市を襲う地震等の自然
災害とその対策

日本建築学会 編 技報堂出版 2015.9 NA214-L19

◆ 都市と環境 ◆
タイトル 著者 出版者 出版年月日等 請求記号

エコまち塾

伊藤滋, 尾島俊雄, 江守正多,
中上英俊, 末吉竹二郎, 佐土
原聡, 村上公哉, 髙口洋人,
川瀬貴晴, 小林光, 小澤一郎,
吉見俊哉 著 , エコまち
フォーラム 編

鹿島出版会 2016.5 DD77-L49

エコまち塾 2 鹿島出版会 2018.5 DD77-L66
都市環境論 花木啓祐 著 岩波書店 2004.5 EG281-H239

都市環境学 = Urban Environment 第2版
都市環境学教材編集委員会
編

森北出版 2016.6 NA211-L10

都市の環境設備計画 日本建築学会 編 森北出版 2020.4 NA211-M4
世界のコンパクトシティ = COMPACT CITY : 都市を賢く縮退する
しくみと効果

谷口守 編著 学芸出版社 2019.12 EG281-M85

SDGsとまちづくり : 持続可能な地域と学びづくり
田中治彦, 枝廣淳子, 久保田
崇 編著

学文社 2019.3 DD34-M8

都市計画 71(1)=354:2022.1.15
特集：都市計画における持続可能性の再定義

日本都市計画学会 編 日本都市計画学会 2022.1 Z16-158

都市計画・まちづくりに関する本は
棚59b「地域開発」、棚8b「景観」
にもあります
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