
学芸出版社営業部からのお知らせ

株式会社　学芸出版社
〒 600-8216
京都市下京区木津屋橋通西洞院東入
℡075-343-0811　FAX075-343-0810

・6月の建築書月刊売上ベスト 10
・おススメフェアのご案内

新刊・良好書情報をまとめた「学芸出版社通信」です。
こちらをご覧いただくと学芸出版社の販売情報が分かります！
新刊発注や既刊書のご展開にお役立てください。

建築書ご担当者様へ

・これから出る新刊



今後は不要 今後はメール配信に（　　　　　　       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 
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改訂版　図説　やさしい構造力学

冊ISBN 978-4-7615-2655-9 gcode 4055 本体 2700円

滅びない商店街のつくりかた

冊ISBN 978-4-7615-2819-5 gcode 5635 本体 2200円

まちの課題・資源を可視化する　ＱＧＩＳ活用ガイドブック

冊ISBN 978-4-7615-3281-9 gcode 1084 本体 3500円

二級建築士　はじめの一歩

冊ISBN 978-4-7615-2637-5 gcode 6090 本体 2200円

まちづくりの統計学

冊ISBN 978-4-7615-2806-5 gcode 5619 本体 2500円

コミュニティシップ

冊ISBN 978-4-7615-2815-7 gcode 5637 本体 2600円

カフェの空間学　世界のデザイン手法

冊ISBN 978-4-7615-3250-5 gcode 2297 本体 3000円

開放系の建築環境デザイン

冊ISBN 978-4-7615-3280-2 gcode 2328 本体 3200円

冊

日本建築史講義

冊ISBN 978-4-7615-2816-4 gcode 2305 本体 3000円

978-4-7615-2813-3 gcode 5627 本体 2200円ISBN

商店街さんぽ　ビンテージなまち並み５０

学芸出版社 営業部
（Tel：075-343-0811）

Fax：075-343-0810

貴店印

ご担当者（ ）様

学芸出版社
建築・まちづくり書
売上ベスト10

POS成績ベスト10の

書籍です。

店頭在庫のご確認を

お願いします！

2022年6月



お問い合わせ

(株)学芸出版社 Tel:075-343-0811

FAX:075-343-0810

タイトルパネル： orA4  A3 or その他＿＿

ご担当者様名拡材

≪FAX番号はお間違いのないよう、いま一度お確かめください≫

展示期間(予定) 貴店番線印

月　　　　日 月　　　　日～

学芸出版社×TOTO出版
建築家ユニットSUEP. 新刊刊行記念フェア

自然と建築が共生する、新しい建築環境デザインを手掛けている
【建築家ユニット SUEP.】の新刊刊行を記念して、下記のフェアを
提案いたします。ぜひ開催をご検討ください。

いま、注目の建築家！

理工／建築
フェアのご案内

※学芸出版社・TOTO出版の書籍をご発注の際は、下記FAX番号に注文書をお送りください。
※『開放系の建築環境デザイン』の購入者特典として、限定のポストカードをお送りいたします。
　本書購入者にお渡しください。

書名冊数 版元ISBN-1 本体判型 3

冊

冊

冊

学芸出版社

学芸出版社

学芸出版社

B5変

A4 978-4-76152631-3

978-4-76153263-5

3200978-4-76153280-2開放系の建築環境デザイン　【新刊―6月発売】

シェア空間の設計手法

緑のデザイン　住まいと引き立てあう設計手法

3200

3200B5変

彰国社

建築資料研究社

LIXIL出版

B6

A5

2200978-4-39501208-4代謝建築論　か・かた・かたち

土中環境 忘れられた共生のまなざし、蘇る古の技

食と建築土木

2500

2300A5

978-4-86358700-7

978-4-86480007-5

講談社

山と渓谷社

鹿島出版会

新書 880978-4-06149891-4生物と無生物のあいだ (講談社現代新書) 

DRAWDOWNドローダウン― 地球温暖化を逆転させる100の方法

環境としての建築: 建築デザインと環境技術 (SD選書)

2800

2400B5変

978-4-63531043-7

978-4-30605260-4

青土社B6 2400978-4-79176485-3建築する動物たち ビーバーの水上邸宅からシロアリの超高層ビルまで

A5

※
著
者
選
書
の
７
点

　

各
版
元
様
に
ご
注
文
く
だ
さ
い

冊

冊

冊

TOTO出版A5変 3500978-4-88706397-6SUEP.10 Stories of Architecture on Earth　【新刊―6月発売】

TOTO出版伊東豊雄の建築２　2002-2014 4400B5変 978-4-88706346-4

彰国社B5 3500978-4-39532144-5環境シミュレーション建築デザイン実践ガイドブック関連新刊

TOTO出版伊東豊雄の建築1　1971-2001 4000B5変 978-4-88706337-2



　指定配本 学芸出版社 注文日 月 日

10のステップでつくる歩きたくなるまちなか

　ご発注者 8/19 8/26 9/7

ジェフ・スペック 著／松浦 健治郎　監訳

A5判・320ページ・本体2500円＋税

貴店印

　ご発注者 泉山 塁威・田村 康一郎・矢野 拓洋　他編著

A5判・256ページ・本体2700円＋税

貴店印

今後は不要 今後はメール配信に（　　　　　　　　                      ＠　　　　　　　　　　　　　　　                     ）

9月新刊案内

著　者

体裁等

冊

　　　　　　　　様 ＩＳＢＮ

日　程

ウォーカブルシティ入門

本出来日 　 取次搬入

ＧＣＯＤＥ

初回委託出荷締切

978-4-7615-2824-9 5641

返条付 　　　　学芸出版社の新刊『ウォーカブルシティ入門』のおすすめ関連書

著　者

冊

理工／都市・まちづくり

タクティカル・アーバニズム
小さなアクションから都市を大きく変える

5607　　　　　　　　様
体裁等

ＩＳＢＮ 978-4-7615-2769-3 ＧＣＯＤＥ

TEL 075-343-0811

事前受注〆切：8月19日

FAX 075-343-0810

都市をアップデートする「戦術」を実装する!

FAX 075-343-0810 学芸出版社

ウォーカブルシティ入門

ウォーカビリティ（歩行可能性）こそ、現代都市における経済・

健康・環境問題を解決するための重要な要素だ。

基本的な考え方を多様な事例を用いて解説した必携の１冊！

10のステップでつくる
歩きたくなるまちなか

社会問題解決のカギは

「歩きたくなるまちなか」にある！

『ウォーカブルシティ』の第一人者による名著

待望の翻訳書、出来！国交省も推進！



　指定配本 学芸出版社 注文日 月 日

　ご発注者 8/18 8/25 9/2

古谷 俊一 著

A5判・192ページ（オールカラー）・本体3000円＋税

貴店印

　ご発注者 加藤匡毅・Puddle　著

A5判・184ページ・本体3000円＋税

貴店印

今後は不要 今後はメール配信に（　　　　　　　　                      ＠　　　　　　　　　　　　　　　                     ）

9月新刊案内

著　者

体裁等

冊

　　　　　　　　様 ＩＳＢＮ

日　程

みどりの空間学　35のデザイン手法

本出来日 　 取次搬入

ＧＣＯＤＥ

初回委託出荷締切

978-4-7615-3284-0 2334

理工／建築設計・住宅建築

返条付 　　学芸出版社新刊『みどりの空間学　35のデザイン手法』のおすすめ関連書

著　者

冊

　　　　　　　　様

カフェの空間学　世界のデザイン手法

体裁等

ＩＳＢＮ 978-4-7615-3250-5 ＧＣＯＤＥ 2297

TEL 075-343-0811

事前受注〆切：8月18日

FAX 075-343-0810

ロングセラー！1.4万部突破！空間学シリーズ第１弾

FAX 075-343-0810 学芸出版社

みどりの空間学
35のデザイン手法

古谷俊一 著

みどり（植物）と建築が引き立てあう空間を

豊富な写真・スケッチ・図面から読みとく！

内と外の関係をつくるみどり、活動を誘

発するみどりなどの視点で建築・インテ

リアの企画・設計に使えるノウハウを解

説。テーマ別植物図鑑も掲載した

設計者・オーナー必携の1冊！



　指定配本 学芸出版社 注文日 月 日

　ご発注者 8/22 8/29 9/6

西村 博之・辰井 菜緒　著

B5変判・192ページ・本体2800円＋税

貴店印

　ご発注者 浅野清昭 著

B5変判・204頁・本体2700円＋税

貴店印

　ご発注者 浅野清昭 著

B5判・144頁・本体1400円＋税

貴店印

今後は不要 今後はメール配信に（　　　　　　　　                      ＠　　　　　　　　　　　　　　　                     ）

4059　　　　　　　　様
体裁等

ＩＳＢＮ 978-4-7615-1368-9 ＧＣＯＤＥ

返条付 学芸出版社『基礎講座建築構造力学』のおすすめ関連書　

やさしい　建築構造力学演習問題集

冊
著　者

9月新刊案内

著　者

体裁等

冊

　　　　　　　　様 ＩＳＢＮ

日　程

基礎講座　建築構造力学

本出来日 　 取次搬入

ＧＣＯＤＥ

初回委託出荷締切

978-4-7615-2831-7 4069

返条付 学芸出版社『基礎講座建築構造力学』のおすすめ関連書　

著　者

冊

理工／建築構造力学

　　　　　　　　様

改訂版　図説　やさしい構造力学

体裁等

ＩＳＢＮ 978-4-7615-2655－9 ＧＣＯＤＥ 4055

TEL 075-343-0811

事前受注〆切：8月22日

ロングセラー！年間POS、800冊越え！

FAX 075-343-0810 学芸出版社

「やさしい構造力学」対応の問題集！1.3万部突破！

二級建築士の問題が解けるようになる！

書き込み式ワークブック！

数式はできるだけ使わず、図式的に解く「ルーティンメソッド」で学

ぶ、わかりやすい建築構造力学の入門書。要点を箇条書きにし

た本文と図解がメインの2色刷り紙面で、多くの例題を収録。

基礎講座

建築構造力学

「基礎講座」シリーズ最新刊！



　指定配本 学芸出版社 注文日 月 日

　ご発注者 8/24 8/31 9/8

新保 奈穂美　著

46判・208ページ・本体2400円＋税

貴店印

ドイツ・ライプツィヒに学ぶ空き家と空き地のつかいかた

　ご発注者 大谷 悠 著

46判・240ページ・本体2200円＋税

貴店印

今後は不要 今後はメール配信に（　　　　　　　　                      ＠　　　　　　　　　　　　　　　                     ）

5591　　　　　　　　様
体裁等

ＩＳＢＮ 978-4-7615-2747-1 ＧＣＯＤＥ

返条付    学芸出版社「まちを変える都市型農園　コミュニティを育む空き地活用」のおすすめ関連書

都市の＜隙間＞からまちをつくろう

冊
著　者

理工／都市・まちづくり

9月新刊案内

著　者

体裁等

冊

　　　　　　　　様 ＩＳＢＮ

日　程

まちを変える都市型農園　コミュニティを育む空き地活用

本出来日 　 取次搬入

ＧＣＯＤＥ

初回委託出荷締切

978-4-7615-2821-8 5645

事前受注〆切：8月24日

まちを変える都市型農園

FAX 075-343-0810 TEL 075-343-0811 学芸出版社

コミュニティを育む空き地活用
都市公園の一角、商業ビルの屋上、団地の敷地など

クリエイティブな「農」で
まちのスキマを使いこなす！

まちなかの未活用空間に都市住民の参加する農園が増えてい

る。空き地利活用、コミュニティ再生、都市緑化等の課題解決

に貢献する都市型農園について解説した１冊。

国内・海外の先進地域の事例

行政・民間・市民らの実践ノウハウも収録！



　指定配本 学芸出版社 注文日 月 日

　ご発注者 8/26 9/2 9/12

そぞろ 著

A5判・256ページ・本体2800円＋税

貴店印

　ご発注者 佐久間　悠　著

A5判・220ページ・本体2500円＋税

貴店印

今後は不要 今後はメール配信に（　　　　　　　　                      ＠　　　　　　　　　　　　　　　                     ）

返条付 　　学芸出版社新刊 『用途と規模で逆引き！住宅設計のための建築法規』 のおすすめ関連書

著　者

冊

　　　　　　　　様

事例と図でわかる　建物改修・活用のための建築法規

体裁等

ＩＳＢＮ 978-4-7615-2687-0 ＧＣＯＤＥ 2289

9月新刊案内

著　者

体裁等

冊

　　　　　　　　様 ＩＳＢＮ

日　程

用途と規模で逆引き！住宅設計のための建築法規

本出来日 　 取次搬入

ＧＣＯＤＥ

初回委託出荷締切

978-4-7615-2829-4 2331

理工／建築法規

TEL 075-343-0811

事前受注〆切：8月26日

FAX075-343-0810

オーナー、テナント必読のリノベ法規入門！

FAX075-343-0810 学芸出版社

用途と規模で逆引き！
住宅設計のための建築法規
分かりやすいと評判の

ブロガーが丁寧に解説！

そぞろ 著

住宅設計者必携の１冊！

住宅の用途・規模から適用される法

規がすぐ調べられる「逆引き」構成
で、法適合の漏れを防ぐ。法適合の

コツも豊富に紹介。

確認検査機関で、過去に5000件以

上の物件の審査業務などを行ってい

た経験を生かし、ブログやSNSで建

築法規に関する発信を行っている。

2019年6月に立ち上げたブログが建

築関係者の間で好評を博す。

SNSフォロワー
合計３万人越え！



学芸出版社 注文日 月 日

　ご発注者 9/2 9/9 9/20

阿部 勤　著

A4変判・140ページ（カラー40ページ）・4000円

貴店印

今後は不要 今後はメール配信に（　　　　　　　　                      ＠　　　　　　　　　　　　　　　                     ）

指定配本

9月新刊案内

著　者

体裁等

冊

　　　　　　　　様 ＩＳＢＮ

日　程

中心のある家　建築家・阿部勤自邸の５０年

本出来日 　 取次搬入

ＧＣＯＤＥ

初回委託出荷締切

978-4-7615-4098-2 1069

理工／設計（日本建築家）

中心のある家

TEL 075-343-0811FAX 075-343-0810 学芸出版社

建築家・阿部勤自邸の50年

◆拡材ご提供できます！是非ご活用ください！

ポップ パネル
サイズ（ A3 ・ A4 ・ A5 ）
その他（ ）

事前受注〆切：9月2日

阿部勤さん

直筆スケッチ

50年目を迎えた今も、「毎日発見がある」という

〈中心のある家〉

日々繰り返される小さな改良や、庭とまちの関係。

図版・スケッチ（150点）、写真（133点）などで辿る

阿部 勤 著

建築家。1974年に自邸である

「中心のある家」を手掛ける。

日本建築家協会25年賞を6度受賞。

写真：藤塚光政
対談：塚本由晴

メディアの取材100件超！

建築家自邸の金字塔




