
 ２０１７年１２月特集展示「いろんなおうち」

請求記号 書名 著者名 出版者名
281サ 家の履歴書　今は亡きあの人篇 斎藤　明美 キネマ旬報社
281サ 家の履歴書　男優・女優篇 斎藤　明美 キネマ旬報社
281サ 家の履歴書　文化人・芸術家篇 斎藤　明美 キネマ旬報社
318カ マンション計画を戸建て住宅にした 鎌谷　憲彦 築地書館

324.8ア 賃貸住宅のトラブルを解決するならこの１冊　２０１１全訂版 安西　勉 自由国民社
345.3オ 住宅ローン控除の徹底活用と申告のしかた　平成27年3月申告用 奥村　眞吾 清文社
365ア 賃貸生活Ａ　ｔｏ　Ｚ 秋津　智幸 アスペクト
365ア 「おひとりさま」の家づくり 天野　彰 新潮社
365ク 他人と暮らす若者たち 久保田　裕之 集英社
365コ シングル女性の得マンション選び 小島　ひろ美 講談社
365サ 年収３００万円でも家が買える！ 榊　淳司 ＷＡＶＥ出版
365シ 片付けられない女は卒業します 辛酸　なめ子 メディアファクトリー
365シ 事故物件サイト・大島てるの絶対に借りてはいけない物件 主婦の友インフォス情報社 主婦の友インフォス情報社

365タ 団地に住もう！東京Ｒ不動産 東京Ｒ不動産 日経ＢＰ社
365テ 定年後のリフォーム・住みかえ・田舎＆海外暮らし 齋藤　信義 自由国民社
365ト 週末移住からはじめよう 友枝　康二郎 草思社
365ト 都心の小さな家・マンションに住み替える ｓｕｍｉｃａ ダイヤモンド社
365ハ 団地の時代 原　武史 新潮社
365ハ 家を買いたくなったら　新版 長谷川　高 ＷＡＶＥ出版
365マ 空き家問題　１０００万戸の衝撃 牧野　知弘 祥伝社
365マ マンションの理事になったらこの１冊 マンションの管理と自治を研究する会 自由国民社
365ミ 東京高級住宅地探訪 三浦　展 晶文社
365ヨ 限界マンション 米山　秀隆 日本経済新聞出版社
365リ 両親の家の片付け方 古堅　純子 宝島社

367.7キ ルポゴミ屋敷に棲む人々 岸　恵美子 幻冬舎
369.2ウ 老人ホーム探し５０の法則 上岡　榮信 日経ＢＰ社
369.2オ 老人ホームをテストする 岡田　耕一郎 暮しの手帖社
369.2ク 「年金」だけで暮らせる終の棲家７８軒 栗原　道子 主婦と生活社
369.2ク グループホームをはじめよう！ 草地　真 ぱる出版
369.2コ 高齢者住宅職場トラブル対応術 小嶋　勝利 日経ＢＰ社
369.2ヤ 高齢者ホームの探し方 山崎　宏 ＷＡＶＥ出版
383.9ア 再現・昭和３０年代団地２ＤＫの暮らし 青木　俊也 河出書房新社
383.9オ 図説民居　イラストで見る中国の伝統住居 王　其鈞 科学出版社東京
383.9サ 世界のトイレ快道を行く 坂本　菜子 ＴＯＴＯ出版
383.9セ 世界のおもしろ住宅 松下電工コミュニケーションセンター

383.9ナ ダンボールハウス 長嶋　千聡 ポプラ社
486コ 虫のすみか　生きざまは巣にあらわれる 小松　貴 ベレ出版
486マ アリの巣をめぐる冒険 丸山　宗利 東海大学出版会
488コ 日本鳥の巣図鑑 小海途　銀次郎 東海大学出版会
488ス ぼくの鳥の巣コレクション 鈴木　まもる 岩崎書店
520オ よくわかる！建築 小見　康夫 ＰＨＰ研究所
520カ 大人が作る秘密基地 影山　裕樹 ＤＵ　ＢＯＯＫＳ
520ク 未来をつくる建築１００ マーク・クシュナー 朝日出版社
520ラ 有機的建築　オーガニックアーキテクチャー フランク・ロイド・ライト 筑摩書房
521サ 東京ノスタルジック 崎山　健一郎 岩波書店
521シ 京都御所・仙洞御所 庄司　成男 光村推古書院
521タ 民家　上 高井　潔 淡交社
521タ 日本の民家　美と伝統　東日本編 高井　潔 平凡社
521ニ 日本の別荘・別邸 平凡社
521ハ 江戸城の全貌 萩原　さちこ さくら舎
523イ いいビルの世界　東京ハンサム・イースト 東京ビルさんぽ 大福書林
523セ 世界の絶景　お城＆宮殿 学研パブリッシング
523タ 洋館 高井　潔 光村推古書院
523ヨ 図説イングランドのお屋敷 トレヴァー・ヨーク マール社
524シ 地震・災害にも負けない「強い家」の建て方とメンテナンス 関谷　真一 永岡書店
524シ 障子の本 同和製紙
524ナ なぜ新耐震住宅は倒れたか 日経ホームビルダー 日経ＢＰ社
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請求記号 書名 著者名 出版者名
524ナ シックハウスよ、さようなら 中野　博 ＴＢＳブリタニカ
524フ 地震に「強い家」に住む 船津　欣弘 日本経済新聞出版社
524ホ 住宅耐震リフォーム　決定版 保坂　貴司 エクスナレッジ
524マ 窓と扉と素敵な住まい 地球丸
525イ 家が動く！曳家の仕事 日本曳家協会 南風舎
526イ これからの高齢者住宅とグループホーム 井上　裕 学芸出版社
526ナ 南極建築１９５７－２０１６ ＬＩＸＩＬ出版
527ア ル・コルビュジエの勇気ある住宅 安藤　忠雄 新潮社
527ア ガン患者に学ぶ健康住宅 安保　徹 ＰＨＰ研究所
527イ 仮設のトリセツ 岩佐　明彦 主婦の友社
527オ 団地の見究 大山　顕 東京書籍
527カ 犬・猫の気持ちで住まいの工夫 金巻　とも子 彰国社
527キ 消えゆく同潤会アパートメント 橋本　文隆 河出書房新社
527コ これで完璧！マンション大規模修繕 マンション大規模修繕研究会 エクスナレッジ
527コ 小屋入門　建て方、買い方、楽しみ方 地球丸
527シ 世界の家 ベルンハルト　Ｍ．シュミッド ピエ・ブックス
527シ 死ぬまで住みたい家 日経ＢＰ社
527セ 世界１００００年の名作住宅 エクスナレッジ
527ツ ツリーハウスで夢をみる アラン・ロラン 二見書房
527ト ドーム住宅 ワールドフォトプレス
527ト トコトンやさしいエコハウスの本 鈴木　八十二 日刊工業新聞社
527ナ 世界のスローハウス探検隊 中山　繁信 エクスナレッジ
527ハ 団地ノ記憶 長谷　聰 洋泉社
527ハ はじめての家づくり基本レッスン 主婦の友社 主婦の友社
527マ 中古を買ってリノベーション 前田　政登己 ザメディアジョン
527ム 無印良品とみんなで考える住まいのかたち。 みんなで考える住まいのかたち研究会 エクスナレッジ
592イ オールドテイストの家具と庭 伊波　英吉 ＮＨＫ出版
592シ 自分でできる！玄関・外まわりの修理と庭の手入れマニュアル 主婦と生活社 主婦と生活社
592シ 週末田舎暮らし術 成美堂出版編集部 成美堂出版
592ス シェルフをつくろう！はじめてのＤＩＹ 末永　京 パッチワーク通信社
592テ ＤＩＹで作るナチュラル＆レトロな家具 主婦と生活社
597イ 家をカフェみたいなインテリアにする本 学研パブリッシング
597イ おうちのはなし 石川　新治 経済界
597シ 自分でできる！我が家を簡単リフォーム 学研パブリッシング
597タ 片づけられない親のための幸せの生前整理 辰巳　渚 家の光協会
597ヒ 平屋に暮らす ｔｕｔｔｏ 誠文堂新光社
597フ プロヴァンスの家 主婦の友社 主婦の友社
597マ 住宅・インテリアの解剖図鑑 松下　希和 エクスナレッジ
673ア 大家も住人もしあわせになる賃貸住宅のつくり方 青木　純 学研パブリッシング
723ス 鳥の巣のうた　詩画集 鈴木　まもる 岩崎書店
748コ 古民家 日本風景写真協会会員 光村推古書院
748セ 世界の絶景の家 エクスナレッジ
750ミ みんなでつくろう！大型クラフト　３　かんたんハウス 水谷　桃子 大月書店
759コ 想いを込めてドールハウスづくり 近藤　晴葉 文化出版局
U32チ ＜ＤＶＤ＞ちょっと待ったその契約 青柳文太郎 東京都消費生活総合センター

z 私のカントリー　１７年夏号＊１０１ 主婦と生活社
z ＰＬＵＳ　１　Ｌｉｖｉｎｇ 主婦の友社
z Ｓｕｍａｉ　住まいの設計　１７年７月－８月号 扶桑社

2 江戸川区立篠崎図書館


