
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

・5月の建築書月刊売上ベスト 10
・メディア掲載、重版速報
・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（　　　　　　       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

冊

コミュニティシップ

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

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

日本建築史講義

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

まちづくりの統計学

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

ゲストハウスがまちを変える

冊ISBN 978-4-7615-2814-0 gcode 5634 本体 2300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

一級建築士合格戦略　法規のウラ指導　２０２２年版

冊ISBN 978-4-7615-3278-9 gcode 6108 本体 3200円

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

交流まちづくり

冊ISBN 978-4-7615-2818-8 gcode 5622 本体 2500円
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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5月



学芸出版社 注文日 月 日

　ご発注者

あさみん　著

A5判・160ページ（オールカラー）・2200円

貴店印

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

　　　　　　　　様

返条付

商店街さんぽ　ビンテージなまち並み50

著　者

体裁等

冊

ＩＳＢＮ

学芸出版社からのお知らせ
（学芸通信）

978-4-7615-2813-3 ＧＣＯＤＥ 5627

書評掲載／好評既刊書

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

商店街さんぽ
ビンテージなまち並み５０

パネル展開催店舗募集中！

必要枚数（ 枚） サイズ（ ） ※A3-A5、B4-B5サイズまで対応可能です。

商店街の魅力が詰まった

写真パネルです！

6/12読売新聞に
書評掲載されました！

在庫のご確認
面出し・平積みでのご展開を

よろしくお願いいたします！

店先看板・アーケード・路地裏など

50の商店街の魅力を紹介！



二級建築士製図試験課題、発表！
今年の二級建築士製図試験の課題が発表されました！
課題名：「保育所（木造）」
課題対策に最適の２点をぜひご展開ください！

現代の保育施設の設計に
必要な基礎知識を厳選事例とともに解説！
多様な設計プロセスを学べる１冊！

二級建築士製図試験のノウハウを大公開！
この１冊で万全の対策を！



学芸出版社 注文日 月 日

　ご発注者

和田欣也・中川寛子　著

46判・192ページ・本体2000円＋税

貴店印

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

理工／都市・まちづくり

返条付

学芸出版社からのお知らせ
（学芸通信）

著　者

冊

　　　　　　　　様 ＩＳＢＮ

空き家再生でみんなが稼げる地元をつくる
　「がもよんモデル」の秘密

ＧＣＯＤＥ978-4-7615-2761-7 5599

体裁等

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

空き家再生でみんなが稼げる地元をつくる

「がもよんモデル」の秘密
著者・和田欣也さんおよび

「がもよんにぎわいプロジェクト」の活動が

・日経新聞・関西テレビ

・読売テレビ・日本テレビで紹介されます！

築百年以上の古民家が数多く残る大阪市城東

区蒲生4丁目、通称「がもよん」。ここ10余年で30

軒超が次々と再生され、空き家活用の先進地と

して注目を集めてきた。適度な耐震改修、有望な

店舗の誘致、飲食業態による収益確保、地主と

の協働、競合せず共存できる関係づくりなど、皆

が稼げるまちの仕組みを仕掛け人が明かす。

本書にも注目が集まると予想されますので、

ぜひ面出しや平積みでご展開ください！

メディア出演多数！



HOME

◎建築実務　必携！フェアのご案内
緑のデザイン　住まいと引き
立てあう設計手法
スケールを操り体験を埋め込む配植の一

工夫　　 ［3200円＋税］

'20-09　9784-7615-3263-5　G1068

　　　　　　冊 改訂版　イラストでわかる空
調の技術
空調設備の一番やさしい入門書。改訂版

出来。　　 ［3000円＋税］

'12-04　9784-7615-3198-0　G4526

　　　　　　冊

保育園・幼稚園・こども園の
設計手法
12事例で詳しく学ぶ基礎知識と設計プロ

セス　　 ［3800円＋税］

'19-07　9784-7615-3246-8　G1071

　　　　　　冊 改訂版　イラストでわかる給
排水・衛生設備の技術
一番わかりやすいと大好評。待望の改訂

新版　　 ［3000円＋税］

'12-08　9784-7615-3199-7　G4527

　　　　　　冊

クイックパース 名建築で学ぶ速描き

テクニック

ポイントをおさえることで、簡単に描け

る！　　 ［2300円＋税］

'21-09　9784-7615-2791-4　G1079

　　　　　　冊 現場写真でわかる！　建築
設備の設計・施工管理
一目瞭然！現場の基礎と、トラブル予防

の肝　　 ［3800円＋税］

'16-09　9784-7615-3223-9　G4532

　　　　　　冊

超建築パース　遠近法を自
在に操る２６の手描き術
臨場感や雰囲気を伝える図法の飽くなき

探究　　 ［3000円＋税］

'21-08　9784-7615-2780-8　G1082

　　　　　　冊 暮らしのシーン別　照明設計
の教科書
実例・図解満載！手に取るように光がわ

かる　　 ［3200円＋税］

'21-09　9784-7615-3275-8　G4544

　　　　　　冊

中村好文　百戦錬磨の台所　
ｖｏｌ．１
食いしん坊で料理好きの建築家のつくる

台所　　 ［2700円＋税］

'20-10　9784-7615-2753-2　G2292

　　　　　　冊 超図解！　建築施工現場
現場の疑問に答える！建築実務者必携

の１冊　　 ［3200円＋税］

'20-06　9784-7615-3259-8　G4546

　　　　　　冊

カフェの空間学　世界のデザ
イン手法 Ｓｉｔｅ　ｓｐｅｃｉ ｆｉｃ　ｃａｆｅ　ｄｅｓｉ

ｇｎ

カフェ空間の企画・設計に役立つ資料

集！　　 ［3000円＋税］

'19-09　9784-7615-3250-5　G2297

　　　　　　冊 図解　雨仕舞の名デザイン
国内外の事例でわかる雨仕舞デザインの

工夫　　 ［2800円＋税］

'20-09　9784-7615-2751-8　G4552

　　　　　　冊

中村好文　百戦錬磨の台所　
ｖｏｌ．２
住宅建築家が40年間作り続けた理想の

台所　　 ［2700円＋税］

'21-11　9784-7615-2798-3　G2317

　　　　　　冊 超図解！建築施工現場　
〈用途別〉
1000点超の図版で多様な施工要点を解

説　　 ［3500円＋税］

'22-03　9784-7615-3279-6　G4554

　　　　　　冊

建築模型アイデア図鑑 身近な

材料でつくる83の方法

表現と発想の幅を拡げるヒントとアイデア　　

［2400円＋税］

'21-07　9784-7615-2774-7　G2318

　　　　　　冊 直感で理解する！構造設計
の基本
実務の考え方と設計のセンスが身につく

一冊　　 ［2400円＋税］

'16-04　9784-7615-2619-1　G8259

　　　　　　冊

開放系の建築環境デザイン
自然を受け入れる設計手法

環境技術と建築デザインを結びつける事

例集　　 ［3200円＋税］

'22-06　9784-7615-3280-2　G2328

　　　　　　冊 図解　住まいの設備設計 暮ら

しやすさから考える家づくりのポイント

住宅設備の基本と設備設計の考え方が

わかる　　 ［2600円＋税］

'21-02　9784-7615-2764-8　G8267

　　　　　　冊

ディテールから考える構造デ
ザイン
多数の写真・詳細図・スケッチで知る41作

品　　 ［3800円＋税］

'21-04　9784-7615-3272-7　G4066

　　　　　　冊 直感で理解する！建築デザ
イナーのための構造技術の
基本
難しい数式は必要最小限！手描きイラス

トと文章でやさしく解説　　 ［2500円＋税］

'21-08　9784-7615-2785-3　G8268

　　　　　　冊



　指定配本 学芸出版社 注文日 月 日

　ご発注者 6/24 7/1 7/11

朴 賛弼　著

B5変判・224ページ・本体3000円＋税

貴店印

　ご発注者 定久　秀孝　著

B5変判・216頁・本体3800円＋税

貴店印

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

4532　　　　　　　　様
体裁等

ＩＳＢＮ 978-4-7615-3223-9 ＧＣＯＤＥ

返条付 学芸出版社　建築設備・環境　おすすめの１冊！

現場写真でわかる！　建築設備の設計・施工管理

冊
著　者

理工／建築設備・環境

7月新刊案内

著　者

体裁等

冊

　　　　　　　　様 ＩＳＢＮ

日　程

入門テキスト 建築環境・設備

本出来日 　 取次搬入

ＧＣＯＤＥ

初回委託出荷締切

978-4-7615-3282-6 4556

TEL 075-343-0811

事前受注〆切：6月24日

FAX 075-343-0810 学芸出版社

設備現場の基礎とトラブル予防の肝！

これ1冊で建築士対策も万全！

建築環境工学と設備のつながりがわかる！
環境工学・設備・省エネの総合的な理解が深められるように配慮

するとともに、カラー・２色の豊富な図版を用いて丁寧に解説。

建築士試験で出題される内容を網羅し、演習問題も多数掲載！

入門テキスト

建築環境・設備

現場写真でわかる！

建築設備の設計・施工管理

ロングセラー！

現場で役立つ知識の集大成! ! 

好評既刊書のご案内



HOME

◎月間学芸出版社通信　6月号　良好書
日本建築史講義 木造建築がひも

とく技術と社会

歴史の面白さを初学者に伝える渾身の一

冊！　　 ［3000円＋税］

'22-05　9784-7615-2816-4　G2305

　　　　　　冊 保育園・幼稚園・こども園の
設計手法
12事例で詳しく学ぶ基礎知識と設計プロ

セス　　 ［3800円＋税］

'19-07　9784-7615-3246-8　G1071

　　　　　　冊

コミュニティシップ 下北線路街プロ

ジェクト。挑戦する地域、応援する鉄道会社

先駆的プロジェクトの全貌を、当事者が語

る　　 ［2600円＋税］

'22-05　9784-7615-2815-7　G5637

　　　　　　冊 二級建築士設計製図試験　
最端エスキース・コード
資格学校にもだせない本当に欲しい情報

が満載　　 ［3200円＋税］

'13-05　9784-7615-3204-8　G6081

　　　　　　冊

カフェの空間学　世界のデザ
イン手法 Ｓｉｔｅ　ｓｐｅｃｉ ｆｉｃ　ｃａｆｅ　ｄｅｓｉ

ｇｎ

カフェ空間の企画・設計に役立つ資料

集！　　 ［3000円＋税］

'19-09　9784-7615-3250-5　G2297

　　　　　　冊 空き家再生でみんなが稼げ
る地元をつくる　「がもよんモ
デル」の秘密
仕掛け人が明かす、皆が稼げるまちの仕

組み　　 ［2000円＋税］

'21-02　9784-7615-2761-7　G5599

　　　　　　冊

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

根拠に基づく地域政策をつくるための手

引き　　 ［2500円＋税］

'22-02　9784-7615-2806-5　G5619

　　　　　　冊

ゲストハウスがまちを変える
エリアの価値を高めるローカルビジネス

宿泊業で街を面白くする！10年の実践を

凝縮　　 ［2300円＋税］

'22-04　9784-7615-2814-0　G5634

　　　　　　冊

二級建築士　はじめの一歩
学科対策テキスト

超入門図解！人には聞けない基本知識

を学ぶ　　 ［2200円＋税］

'16-12　9784-7615-2637-5　G6090

　　　　　　冊

まちの課題・資源を可視化す
る　ＱＧＩＳ活用ガイドブック 基

本操作から実践例まで

GIS活用のアイデアと手法を、プロが徹底

解説　　 ［3500円＋税］

'22-05　9784-7615-3281-9　G1084

　　　　　　冊

一級建築士合格戦略　法規
のウラ指導　２０２２年版
法規を完全攻略！大人気受験書の最新

版。　　 ［3200円＋税］

'22-01　9784-7615-3278-9　G6108

　　　　　　冊

改訂版　図説　やさしい構造
力学
イラストで誰でもわかる！練習問題も増補　　

［2700円＋税］

'17-09　9784-7615-2655-9　G4055

　　　　　　冊

交流まちづくり サステイナブルな地

域をつくる新しい観光

SDGs時代のコミュニティツーリズム実践

集　　 ［2500円＋税］

'22-05　9784-7615-2818-8　G5622

　　　　　　冊
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