
BOOK CATALOG 2010
TOTO出版図書目録

建築ガイド 1

建築家・建築作品 5

建築（読み物） 16

デザイン・インテリア 22

暮らし・教養 25

水と環境／水まわりの専門書 31

ビデオ 33



BOOK CATALOG 2010

建築ガイド

書名【叢書名】 書籍詳細

建築MAP東京mini ギャラリー・間＝編

『建築ＭＡＰ東京［改訂版］』の携帯版。1980年以降から90年代初期に竣工した都内の現代建築534作
品をオールカラーの写真／データ／解説付きで紹介。MAP全面改訂版（2003年発行）のミニ版。スケー
ル1：15,000。便利なルーペ付き。
2004.09　168×100mm　並製　360ページ
ISBN978-4-88706-244-3　定価1,050円（本体1,000円＋税）

建築MAP東京［改訂版］ ギャラリー・間＝編

1980年以降から1990年代初期に竣工した都内の現代建築534作品を、オールカラーの写真／データ／解
説で紹介し、地図122点の上に正確にプロット。スケール1:10,000。2003年MAP全面改訂版。
2003.01　B5判変型　並製　360ページ
ISBN978-4-88706-220-7　定価1,680円（本体1,600円＋税）

建築MAP東京・2mini ギャラリー・間＝編　五十嵐太郎、乾久美子、小川次郎、藤本壮介、吉村靖孝＝監修

『建築MAP東京・2』の携帯版。1990年代後半から2003年までに竣工した現代建築をメインに東京都内
の建築404作品を正確なMAPと写真／解説／データで紹介。パート1と合わせて東京の20余年の建築がわ
かる。
2005.11　168×100mm　並製　364ページ
ISBN978-4-88706-261-0　定価1,050円（本体1,000円＋税）

建築MAP東京・2 ギャラリー・間＝編　五十嵐太郎、乾久美子、小川次郎、藤本壮介、吉村靖孝＝監修

『建築MAP』東京編のパート2。1990年代後半から2003年までに竣工した現代建築をメインに東京都内
の建築404作品を正確なMAPと写真／解説／データで紹介した必携の建築ガイドブック。パート1と合わ
せて東京の20余年の建築がわかる。
2003.08　B5判変型　並製　364ページ
ISBN978-4-88706-226-9　定価1,890円（本体1,800円＋税）

建築MAP横浜・鎌倉 ギャラリー・間＝編　小沢朝江、吉松秀樹、米山勇＝監修

近代建築と現代建築の宝庫・横浜、襞深い谷戸にひっそりと残された古都・鎌倉、近代リゾートの先駆け
の地・箱根など、特色豊な街を抱える神奈川全域の建築321作品を収録。建築を知ると街がもっと見えて
くる！
2002.09　B5判変型　並製　296ページ
ISBN978-4-88706-215-3　定価1,600円（本体1,524円＋税）

建築MAP京都mini ギャラリー・間＝編

『建築ＭＡＰ京都』の携帯版。内容はそのまま、歴史的建造物から現代建築まで、378作品をMAPにプ
ロット、写真／データ／解説で紹介。古典から現代まで京都の建築を徹底的にガイドした京都巡りの必携
本！便利なルーペ付き。スケール1:15,000。
2004.09　168×100mm　並製　292ページ
ISBN978-4-88706-245-0　定価998円（本体950円＋税）

TOTO出版　TOTO株式会社
〒107-0062 東京都港区南青山1-24-3 ＴＯＴＯ乃木坂ビル2F 1
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建築ガイド

書名【叢書名】 書籍詳細

建築MAP京都 ギャラリー・間＝編

国宝・重文をはじめとする歴史的建造物から現代建築まで、378作品を紹介。京都建築を古典から現代ま
で徹底的にガイドした京都散策には絶好の手引書。スケール1:10,000。
1998.01　B5判変型　並製　292ページ
ISBN978-4-88706-164-4　定価1,600円（本体1,524円＋税）

建築MAP大阪／神戸 ギャラリー・間＝編

大阪府・兵庫県の現代建築373件、近代建築89件、古建築76件を写真／データ／解説で紹介するととも
に、関西建築を語る多彩なコラムも多数収録した『建築MAP』シリーズ第3弾。
1999.06　B5判変型　並製　440ページ
ISBN978-4-88706-178-1　定価1,800円（本体1,714円＋税）

建築MAP九州／沖縄 TOTO出版＝編

福岡から沖縄まで8県の660作品を紹介。世界遺産や軍事・産業遺産、あの巨匠の名作、話題の最新作まで
一挙に掲載。カラー写真や図面、コラムも満載。徒歩と車でアクセスしやすい2種類のMAPも付いた、親
切設計の建築ガイドブック。
2008.03　B5判変型　並製　420ページ
ISBN978-4-88706-291-7　定価2,100円（本体2,000円＋税）

村野藤吾建築案内 村野藤吾研究会＝編

この1 冊で村野建築がわかる！ 行ける！　世界中のあらゆる建築様式を柔軟に取り込み、独特の世界観を
構築した偉才、村野藤吾。本書では、主要135作品を用途別13 タイプに分類して掲載。見学可能な81 作
品にはマップ付き。建築家作品集とガイドブックが融合した個人版「建築案内」の第一弾。
2009.11　B5判変型　並製　344ページ
ISBN978-4-88706-306-8　定価2,100円（本体2,000円＋税）

中国歴史建築案内 楼慶西＝著　高村雅彦＝日本語版監修

華麗で荘厳な皇帝建築、人智を尽くしてつくられた宗教建築、風土と民族の誇りを映し出した民居のほ
か、中国ならではの装飾、風水、色彩など。20のテーマで中国建築の歴史的背景、意義、デザインの本質
を解説。中国古建築を理解するためのすべてが詰まっている。豊富なビジュアルと案内マップ付。
2008.11　B5判変型　並製　406ページ
ISBN978-4-88706-295-5　定価3,150円（本体3,000円＋税）

ロシア建築案内 リシャット・ムラギルディン＝著・写真　ギャラリー・間＝編

ロシア建築のすべてを収めた世界初のガイドブック。圧倒的なビジュアルとテキストで未知なるワンダー
ランド、ロシアの全貌に迫る。建築史、文化、政治的背景までを膨大な写真と資料にてオールカラーで紹
介。
2002.01　B5判変型　並製　448ページ
ISBN978-4-88706-216-0　定価3,500円（本体3,333円＋税）

TOTO出版　TOTO株式会社
〒107-0062 東京都港区南青山1-24-3 ＴＯＴＯ乃木坂ビル2F 2
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建築ガイド

書名【叢書名】 書籍詳細

ヨーロッパ建築案内1 淵上正幸＝著　ギャラリー・間＝編

ヨーロッパ全土を3つに分け、1970年以降に竣工した現代建築に焦点を当てて紹介するシリーズの第1
巻。フランス・イタリア・マルタ・スペイン・ポルトガルの現代建築を豊富な写真／図面／解説で紹介し
た充実のガイドブック。
1998.11　B5判変型　並製　328ページ
ISBN978-4-88706-175-0　定価2,500円（本体2,381円＋税）

ヨーロッパ建築案内2 淵上正幸＝著　ギャラリー・間＝編

好評のヨーロッパ建築ガイドシリーズの中欧編。オランダ・ドイツ・スイス・オーストリア等、計7か国
1970年以降に竣工した現代建築181作品を豊富な写真／図面／解説で紹介。
1999.12　B5判変型　並製　384ページ
ISBN978-4-88706-184-2　定価2,800円（本体2,667円＋税）

ヨーロッパ建築案内3 淵上正幸＝著　ギャラリー・間＝編

好評シリーズ第3巻。イギリス・北欧・東欧編。イギリス・アイルランド・フィンランド・スウェーデ
ン・デンマーク・ノルウェー・ハンガリー・チェコ・アイスランドの現代建築164作品を詳細に紹介。
2001.02　B5判変型　並製　408ページ
ISBN978-4-88706-194-1　定価3,100円（本体2,952円＋税）

インド建築案内 神谷武夫＝著・写真

悠久の歴史を誇るインド建築の、287都市612の作品を、1,800枚におよぶ写真と解説／MAP／図面によ
り紹介した世界に類を見ない充実のガイドブック。
1996.09　B5判変型　並製　576ページ
ISBN978-4-88706-141-5　定価2,854円（本体2,718円＋税）

アメリカ建築案内1 淵上正幸＝著

アメリカ合衆国の近・現代建築作品を紹介する「アメリカ建築案内」シリーズ。第1巻となる本書は、西
海岸を中心に西部10州に焦点を当て、名作から最新作まで全248作品を豊富な写真／解説／地図／図面と
ともに紹介。
2005.02　B5判変型　並製　320ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-248-1　定価2,520円（本体2,400円＋税）

アメリカ建築案内2 淵上正幸＝著

『アメリカ建築案内』シリーズ第2巻は、ニューヨーク州、マサチューセッツ州、ペンシルヴァニア州な
どの東海岸9州と首都ワシントンDCの306作品を網羅。ニューヨークやボストンなどの主要都市地図、4
大学のキャンパスマップ、豊富な写真と解説付き。
2006.12　B5判変型　並製　352ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-276-4　定価2,625円（本体2,500円＋税）

TOTO出版　TOTO株式会社
〒107-0062 東京都港区南青山1-24-3 ＴＯＴＯ乃木坂ビル2F 3
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書名【叢書名】 書籍詳細

世界の建築家581人 ギャラリー・間＝編

世界各国で活躍している個々の建築家581人を通して、これまで情報の少ない地域も併せて多様な現代建
築を紹介。
1995.12　B5判変型　並製　650ページ
ISBN978-4-88706-129-3　定価2,957円（本体2,816円＋税）

TOTO出版　TOTO株式会社
〒107-0062 東京都港区南青山1-24-3 ＴＯＴＯ乃木坂ビル2F 4
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建築家・建築作品

書名【叢書名】 書籍詳細

YET HIROSHI HARA 原広司＝著

原広司の壮大な構想力は、未完の建築につまっている！「広島市新球場コンペ案」や「北京オリンピック
スタジアムコンペ案」など、実現には至っていないYET（イェット）な建築40作品のビジュアルと、原広
司の構想の原点となっている現代幾何学や哲学にもとづく100のキーワードが交錯した全く新しいタイプ
の建築作品集。
2009.12　B5判変型　並製　336ページ　和英西併記
ISBN978-4-88706-307-5　定価2,100円（本体2,000円＋税）

スタディーズ・イン・
オーガニック

隈研吾建築都市設計事務所＝著

ここ数年、「有機的な建築」への関心が高まっているという隈研吾。本書では、初期の代表作から最新プ
ロジェクトまで36作品を「有機的」という観点から編集し、隈研吾の現在形をビジュアルに描き出しま
す。書き下ろしエッセイ「消去から有機体へ」も掲載。斬新なブックデザインも必見。
2009.10　四六判　並製　368ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-305-1　定価1,680円（本体1,600円＋税）

アルベルト・カンポ・バエザ
光の建築
ALBERTO CAMPO BAEZA
Idea,Light and Gravity

アルベルト・カンポ・バエザ＝著

一切の無駄がない、本質のみの空間をつくり出すスペインのモダニスト、アルベルト・カンポ･バエザの作
品集。主要23作品をスケッチ、図面、そして写真で紹介。さらに重力と光について考え続けてきた氏の建
築に関する思考を綴ったエッセイ｢on architecture｣全文を収録。
2009.06　A5判　並製　368ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-301-3　定価2,940円（本体2,800円＋税）

-FUL フル
クライン ダイサム アーキテクツ

クライン　ダイサム　アーキテクツ＝著

KDa初の書き下ろし、語り下ろし。しかも日本語！ 20のキーワードに沿って主要プロジェクトもカラフ
ルに紹介。東京を感じて突き進む、今、日本で一番おしゃれな建築家KDaは、既存の価値観にこだわら
ず、柔軟なアイディアで次々に新しい視点と価値観を与えてくれる。
2009.04　四六判　並製　316ページ
ISBN978-4-88706-300-6　定価2,310円（本体2,200円＋税）

手塚貴晴＋手塚由比
建築カタログ

手塚貴晴＋手塚由比＝著

夫婦で活動している建築家ユニット手塚貴晴＋手塚由比。住宅関係の雑誌には毎回といっていいほど２人
の設計した家が紹介されている。おなじみの「屋根の家」から公共建築、最新作の幼稚園舎のプロジェク
トまで38の大小さまざまな作品をビジュアル中心に紹介。
2006.03　A5判　並製　344ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-267-2　定価2,520円（本体2,400円＋税）

手塚貴晴＋手塚由比
建築カタログ2

手塚貴晴＋手塚由比＝著　木田勝久＝写真

人気の若手建築家ユニット、手塚貴晴＋手塚由比の作品集の第2弾。日本建築学会賞を受賞した「ふじよ
うちえん」から「箱根彫刻の森 ネットの森」まで最新19作品を収録する。施主の潜在的な願望を大胆なア
イデアで実現した作品を、豊富な写真やドローイングで紹介。建築家の姿勢を熱く語るエッセイ「懐かし
い未来」も収録。
2009.03　A5判　並製　296ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-299-3　定価2,310円（本体2,200円＋税）

TOTO出版　TOTO株式会社
〒107-0062 東京都港区南青山1-24-3 ＴＯＴＯ乃木坂ビル2F 5
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建築家・建築作品

書名【叢書名】 書籍詳細

リートフェルトの建築 奥佳弥＝著　キム・ズワルツ＝写真

オランダの建築家・デザイナーのヘリット・トーマス・リートフェルト。彼の名を世界に知らしめた処女
作『シュレーダー邸』（現在世界遺産に登録）をはじめ、初期の住宅から晩年の公共建築まで、今まであ
まり紹介されてこなかったリートフェルトの建築作品を網羅した、世界初の決定版。
2009.02　B5判変型　上製　312ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-298-6　定価4,200円（本体4,000円＋税）

AALTO 10：Selected Houses
アールトの住宅

齋藤 裕＝著・写真

北欧モダンデザインの父、アルヴァ・アールトの住宅の代表作10作品を紹介。「ヴィラ・マイレア」
「アールト自邸とスタジオ」「アールト夏の家」をはじめ、長い間神秘のヴェールに隠されていた後期の
代表作「メゾン・カレ」や最初期の小住宅など、ファン垂涎の作品を収録した美しい作品集。
2008.03　B5判変型　上製　396ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-290-0　定価4,935円（本体4,700円＋税）

安藤忠雄の建築1
Houses&Housing

安藤忠雄＝著

建築家・安藤忠雄の作品集（全３巻）。住宅作品のみを集めた第１巻では、安藤の名を一躍世間に知らし
め、自ら＜私の原点＞と呼ぶ「住吉の長屋」や、「小篠邸」、「六甲の集合住宅」、「４×４の住宅」の
ほか海外の邸宅などを収録。処女作から最新作まで、住宅設計における安藤のあくなき挑戦の数々を丁寧
に追う。
2007.03　B5判変型　上製　400ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-277-1　定価4,935円（本体4,700円＋税）

安藤忠雄の建築2　Outside
Japan

安藤忠雄＝著

安藤忠雄作品集の第２巻は〈海外の仕事〉がテーマ。「フォートワース現代美術館」「ホンブロイッヒ／
ランゲン美術館」など計26作品を収録する。独学で建築を学んだ安藤忠雄が世界のトップ企業や財団の建
築を設計していく軌跡が見える。エッセイや寄稿も多数収録し、安藤の魅力を日本の外側からの視点で紹
介した一冊。
2008.01　B5判変型　上製　408ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-286-3　定価4,935円（本体4,700円＋税）

安藤忠雄の建築3
Ｉｎside Japan

安藤忠雄＝著

3巻構成の安藤作品集。第３巻.のテーマは〈日本〉。国内の美術館・博物館をはじめ、宗教建築、商業建
築、学校、図書館、駅など31作品を収録。新しい公共建築のあり方を切り拓いてきた安藤の苦闘の軌跡が
見える。建築史家・鈴木博之氏による長編論文や、安藤氏自身がこれまでの足跡を振り返るエッセイも収
録。
2008.10　B5判変型　上製　482ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-296-2　定価4,935円（本体4,700円＋税）

藤森照信建築 藤森照信＝著　増田彰久＝写真

処女作の「神長官守矢史料館」から最新作の「ねむの木こども美術館」「焼杉ハウス」まで、藤森建築20
作品を網羅した決定版。歴史家から建築家へと活動の幅を広げた藤森の建築的興味は縄文時代、原始時代
にまで遡り、人類にとって豊かな建築を追求する。書き下ろし論文「人類の建築をめざして」も掲載。
2007.08　B5判変型　上製　392ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-283-2　定価4,935円（本体4,700円＋税）

TOTO出版　TOTO株式会社
〒107-0062 東京都港区南青山1-24-3 ＴＯＴＯ乃木坂ビル2F 6
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グレン・マーカットの建築 グレン・マーカット＝監修協力　マリアム・グーシェ、トム・ヘネガン、キャサリン・ラッセン、勢山詔
子＝著

オーストラリアを代表する建築家グレン・マーカットの日本初の作品集。自然環境から導かれた美しい解
答＝グレン・マーカットの建築は、サスティナビリティをデザインの核とした稀有な実例として、現代建
築を牽引し続けています。本書では、マーカット建築の本質を美しく捉えた写真によって、代表作13作品
を紹介。
2008.06　B5判変型　上製　328ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-293-1　定価4,200円（本体4,000円＋税）

グレン・マーカット：
シンキング・ドローイング／
ワーキング・ドローイング

グレン・マーカット＝監修協力　マリアム・グーシェ、トム・ヘネガン、キャサリン・ラッセン、勢山詔
子＝著

オーストラリアを代表する建築家グレン・マーカットの日本初の図面集。マーカットは模型をつくらず図
面のみで建築を思考し、ほとんどの図面を自らの手で作図します。本書では、代表作13作品の初期段階の
スケッチから施工段階のディテール図に至る多様な図面によって、マーカットの建築的発見の道程を紹
介。
2008.06　B5判変型　上製　248ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-294-8　定価3,150円（本体3000円＋税）

堀部安嗣の建築
form and imagination

堀部安嗣＝著・写真

質の高い家づくりに定評のある建築家、堀部安嗣。処女作「南の家」「ある町医者の記念館」から近作ま
で、13年間の軌跡をたどる初の作品集。時を重ねるごとに、四季折々の風景の中でますます美しさを増す
氏の建築の魅力を存分に伝える、清涼感あふれる一冊。
2007.11　190×190mm　上製　348ページ
ISBN978-4-88706-287-0　定価2,730円（本体2,600円＋税）

アルヴァロ・シザの建築 TOTO出版＝編

ポルトガルのポルトを拠点に半世紀以上も活動を続けている建築家アルヴァロ・シザの作品集。出世作
「レサのスイミング・プール」や代表作「サンタ・マリア教会」から最新作「イベレ・カマルゴ美術館」
までの主要15作品を豊富なビジュアルで紹介。空間に戯れる光と影、美しく静かな佇まいを堪能できる一
冊。
2007.06　B5判変型　上製　360ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-280-1　定価4,725円（本体4,500円＋税）

図解　アトリエ・ワン アトリエ・ワン＝著

住宅を中心に数々の作品を手掛け、海外での知名度も高いアトリエ・ワン。代表作から最新作までの29作
品を独自のパース図面を中心に詳細に紹介。その「図解」の手法は、建築を学ぶ学生には参考書となるこ
とはもとより、一般の読者にも、その建築の魅力を十分わかり易く伝えてくれる。
2007.03　260×260mm　並製　156ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-278-8　定価2,730円（本体2,600円＋税）

rule　of　the　site
そこにしかない形式

千葉学＝著

敷地の形、周辺環境、気候や植生、クライアント、プログラムといった様々な異なる条件のもとで生み出
される建築。この一度限りの条件でしか成立しない“形式”を執拗なまでに追い求める建築家・千葉学。
彼の作品と思想を豊富な写真とエッセイにて紹介する待望の初の作品集。
2006.12　A5判　並製　256ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-275-7　定価2,520円（本体2,400円＋税）

TOTO出版　TOTO株式会社
〒107-0062 東京都港区南青山1-24-3 ＴＯＴＯ乃木坂ビル2F 7
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日本の現代住宅　1985-2005 石堂威、小巻哲＝監修

バブル経済とその崩壊、阪神・淡路大震災、インターネットの登場、そして21世紀へと、社会的に劇的な
変貌を遂げたこの20年。この間、日本の住宅はどのようにつくられてきたのか。今なおその存在を示し続
ける秀作から、新しい構造・素材を取り入れた近作・最新作まで、127の作品を写真・図面・作品解説に
より紹介。
2005.12　B5判変型　並製　500ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-263-4　定価3,990円（本体3,800円＋税）

KAZUYO　SEJIMA＋RYUE
NISHIZAWA/
SANAA　WORKS　1995-2003

妹島和世＋西沢立衛／SANAA＝著

日本そして海外で活躍している建築家、妹島和世と西沢立衛による建築設計事務所SANAAの、実作から
進行中のプロジェクト、コンペ案、プロダクトデザイン、展覧会デザインにおよぶ全活動を紹介する作品
集。作品集という枠を超えた“SANAAワールド”を堪能できる一冊。
2003.06　菊判　並製　326ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-224-5　定価3,150円（本体3,000円＋税）

ルイス・カーンの全住宅：
1940-1974

齋藤裕＝著・写真

戦後のアメリカを代表する建築家・ルイスＩ.カーンの全住宅作品を写真と図面によって紹介した貴重な一
冊。リチャーズ医学研究所、ソーク生物学研究所など数多くの大規模傑作を設計する一方で、生涯住宅設
計に力を注ぎ続けたカーンの魅力を、撮り下ろしの写真と貴重な資料をもとに紹介。
2003.01　B5判変型　上製　316ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-228-3　定価4,935円（本体4,700円＋税）

カーサ・バラガン 齋藤裕＝著・写真

メキシコを代表する建築家であるルイス・バラガンの住宅の魅力をあますところなく紹介。ピンクや赤の
鮮やかな色づかい、彫刻的な壁、水を駆使した建築で知られるバラガン作品について、齋藤裕が解説。バ
ラガン邸、プリエト邸などのカラー写真多数収録。英文併記。
2002.04　B5判変型　上製　240ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-211-5　定価3,800円（本体3,619円＋税）

ル・コルビュジエの全住宅 東京大学工学部建築学科　安藤忠雄研究室＝編

近代建築の巨匠、ル・コルビュジエを住宅という視点からまとめ解読する。全住宅106プロジェクト、
210案すべてを紹介する世界で初めての試み。また、序文に建築家・安藤忠雄、論文に加藤道夫東京大学
教授、建築家・富永讓と妹島和世による対談を収録。
2001.04　菊判　上製　416ページ
ISBN978-4-88706-198-9　定価3,500円（本体3,333円＋税）

Shuffled　古谷誠章の建築ノート 古谷誠章＝著

さまざまな経験を通して得た多くの持ち札をシャッフルしながら思考するスタイルそのままに、11のキー
ワードにそったテキストによって、作品がどのように生まれたのか、そのプロセスを開示する。
2002.05　菊判　並製　232ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-213-9　定価2,500円（本体2,381円＋税）

TOTO出版　TOTO株式会社
〒107-0062 東京都港区南青山1-24-3 ＴＯＴＯ乃木坂ビル2F 8
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坂本一成　住宅－日常の詩学 坂本一成＝著

坂本一成の全16作品とプロジェクト13作品を写真・図面・書き下ろしの解説文で紹介するとともに、思考
の展開と構築が読み取れる主要11論文を収録し、プロフェッサー・アーキテクトでもある坂本の理論と実
践をあますところなく紹介。
2001.11　菊判　上製　280ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-204-7　定価3,000円（本体2,857円＋税）

Bath Views
6組の建築家による　新しいお風
呂視点

Bath Views Project＝編

藤森照信、乾久美子、藤本壮介、石上純也、トラフ、永山祐子の6組の建築家が、「お風呂」について考
察し、お風呂生活のあたらしいかたちを、個性あふれる楽しく美しいプレゼンテーションで展開する。お
風呂を巡るさまざまなストーリーが展開する楽しく美しい本。
2009.03　B5判変型　上製　194ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-302-0　定価2,625円（本体2,500円＋税）

28の主題　迫慶一郎の建築 迫慶一郎＝著

巨大プロジェクトが急速に実現される中国に魅了された若き建築家・迫慶一郎。本書では、中国を足がか
りに、日本、韓国、スペインにまで〈実現〉している迫の多彩な建築を堪能できる。
2007.12　A5判　並製　160ページ
ISBN978-4-88706-288-7　定価1,470円（本体1,400円＋税）

中国でつくる　松原弘典の建築 松原弘典＝著

中国を「現代建築の実験場」だと直感した若き建築家・松原弘典。本書では、氏の作品紹介だけでなく、
中国で「つくる」ための設計思想が語られた11本のエッセイを掲載。建築を立脚点としながら、現代中国
の分析書としても読み応えのある一冊。
2007.12　A5判　並製　160ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-289-4　定価1,470円（本体1,400円＋税）

CULTIVATE 小嶋一浩＋赤松佳珠子／CAt＝著

キルギス共和国の中央アジア大学ナリンキャンパス／東京、武蔵村山市の聖地／ベトナムのホーチミン郊
外のホーチミン建築大学。設計段階の3プロジェクトを豊富なビジュアルとテキストで紹介。CAtの設計手
法〈耕すように建築する＝カルティベイト〉の核心に迫る。
2007.09　190×190mm　並製　510ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-284-9　定価2,980円（本体2,800円＋税）

ルミノシティ／ポロシティ スティーヴン・ホール＝著

アメリカを代表する建築家、スティーヴン・ホール。彼の建築概念である、ルミノシティ＜光＞／ポロシ
ティ＜孔＞は光と影が織りなす美しい空間として作品の中にあらわれている。その概念を代表作・近作か
ら最新作までの21作品の写真・ドローイングとともに紹介。
2006.06　A5判　並製　248ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-270-2　定価2,520円（本体2,400円＋税）

TOTO出版　TOTO株式会社
〒107-0062 東京都港区南青山1-24-3 ＴＯＴＯ乃木坂ビル2F 9
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ヴィラ・マイレア
アルヴァ・アールト

齋藤裕＝著・写真

北欧モダニズムを代表する建築家アルヴァ・アールトの初期の名作「マイレア邸」。完成後60年余を経た
今もなお、変わらぬクオリティと美しさで多くの人々を魅了し続けているこの住宅の全貌を伝える写真
集。
2005.09　300×300mm　上製　240ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-259-7　定価8,190円（本体7,800円＋税）

アスプルンドの建築　1885-
1940

川島洋一＝文　吉村行雄＝写真

20世紀初頭、スウェーデンで活躍した建築家E.G.アスプルンドの作品を紹介。世界遺産に登録されている
「森の火葬場」をはじめ「ストックホルム市立図書館」「スカンディア・シネマ」の代表作のほか全11作
品を鮮明な写真と図版で紹介。
2005.08　B5判変型　上製　272ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-257-3　定価4,200円（本体4,000円＋税）

FLUX　STRUCTURE 佐々木睦朗＝著

「せんだいメディアテーク」「金沢21世紀美術館」などの話題作のほか、近年、新しい構造理論で注目を
集める構造家・佐々木睦朗の近作・論文を掲載。構造理論と実践を論述するとともに、国内外の話題作か
らコンペ案・最新作までを構造的側面から紹介。
2005.06　A5判変型　並製　224ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-255-9　定価2,520円（本体2,400円＋税）

阿部仁史　FLICKER 阿部仁史＝著

斬新なアイデアで大胆に構成された作品を発表し続けている気鋭の建築家・阿部仁史の初の作品集。初期
の代表作から近作まで21作品を紹介。空気感漂う写真と複雑な計算から導かれた図面により、不思議にゆ
らぐABE WORLDを描く。
2005.03　菊判　並製　280ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-250-4　定価2,520円（本体2,400円＋税）

ジャン・プルーヴェ カトリーヌ・デュモン・ダヨ、ブルーノ・ライシュリン＝監修　山名善之＝日本語版監修

20世紀デザインの異才ジャン・プルーヴェの全貌をアーカイヴ保管の多くの資料と研究者による論文に
よって紹介した“プルーヴェ事典”ともいえる大著。
2004.12　286×235mm　上製　400ページ
ISBN978-4-88706-246-7　定価5,880円（本体5,600円＋税）

世界の美術館　未来への架け橋 ヴィットリオ・マニャーゴ・ランプニャーニ、アンジェリ・サックス＝監修　太田泰人＝日本語版監修

美術館は、われらの時代の“大聖堂”となるのか？　現代建築の新しい歴史を刻む、21世紀の美術館を総
覧する。安藤忠雄「フォートワース現代美術館」、ゲーリー「グッゲンハイム美術館ビルバオ」をはじ
め、美術館建築の存在を問う25作品を収録。
2004.09　300×220mm　並製　232ページ
ISBN978-4-88706-239-9　定価3,675円（本体3,500円＋税）

TOTO出版　TOTO株式会社
〒107-0062 東京都港区南青山1-24-3 ＴＯＴＯ乃木坂ビル2F 10
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ルイス・バラガンの建築
［改訂版］

齋藤裕＝著・写真

メキシコの鮮やかな色と水を巧みに取りいれた作品で知られるバラガンの13作品と実測図を掲載。世界に
衝撃を与えた感動の写真集。撮り下ろし写真80点を入れ替え1996年改訂。
1996.12　300×300mm　並製　260ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-143-9　定価9,991円（本体9,515円＋税）

建築の詩人　カルロ・スカルパ
CARLO　SCARPA

齋藤裕＝著・写真

必見の8作品を、撮り下ろし写真228点、オリジナル・ドローイング18点で紹介する、スカルパ建築の美
しさの本質を探る一冊。
1997.07　300×300mm　上製　264ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-153-8　定価10,000円（本体9,524円＋税）

妹島和世＋西沢立衛／SANAA
金沢21世紀美術館

長谷川祐子、鷲田めるろ＝執筆

今世界でもっとも注目を集める妹島和世＋西沢立衛／SANAAの代表作金沢21世紀美術館を、これまた世
界的に活躍する3人のフォトグラファーが撮り下ろした貴重な写真集。SANAAが描き下ろした詳細な施工
図面も収録。
2005.05　240×297mm　　上製　128ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-253-5　定価2,520円（本体2,400円＋税）

HIROSHI　HARA　DISCRETE
CITY

原広司＝著

集落調査から導かれた独自の都市論を書き下ろしの論文で展開。その実践記録としての南米での実験住宅
建設の記録、直筆のドローイング集、インタビューとともに4分冊で構成される貴重な一冊。原広司が提
案する壮大な都市モデルのイメージを浮き彫りにする。
2004.12　255×155mm　並製　218ページ（4分冊・分売不可）　和英西併記
ISBN978-4-88706-247-4　定価3,150円（本体3,000円＋税）

西沢大良　1994-2004 西沢大良＝著

ひとつひとつの作品に深い考察を重ね、印象に強く残る空間をつくりあげる西沢大良が、この10年間に考
えたこと、現在考えつつあることをまとめた。コンペ案、住宅作品、全19作品をカラー写真と詳細設計図
で紹介。エッセイ「立体とアクティビティ」を収録。
2004.05　菊判　上製　132ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-237-5　定価1,890円（本体1,800円＋税）

承孝相・張永和　Works：10×2 村松伸＝監修

韓国の承孝相（スン・ヒョサン）と中国の張永和（チャン・ユンホー）。韓国、中国、日本、そして世界
へと国境を越えて活躍する二人の作品集。新しい「東アジア建築人」としてのモデルを提示する。
2004.03　菊判　並製　276ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-234-4　定価3,360円（本体3,200円＋税）

TOTO出版　TOTO株式会社
〒107-0062 東京都港区南青山1-24-3 ＴＯＴＯ乃木坂ビル2F 11
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ON　THE　SITUATION　KOH
KITAYAMA　1993/95-2002
北山恒の建築

北山恒＝著　ギャラリー・間＝編

北山恒が学生時代から共同してきた事務所ワークショップの解散後、あらたに設立したarchitecture
WORKSHOPで計画・設計してきた全34作品を紹介。8年という時間軸のなかで、いくつもの作品が交差
しながら進行していくさまをとらえる。
2002.03　菊判　並製　424ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-209-2　定価3,200円（本体3,048円＋税）

磯崎新　UNBUILT／反建築史 磯崎新＝著　ギャラリー・間＝編

4つの「アンビルト」プロジェクトについて、それぞれの作品をビジュアルに紹介し、磯崎アトリエ出身
の建築家による作品論評を掲載。さらに各プロジェクトおよびその時代をめぐり、芸術家や美術評論家ら
と対談を試みる2分冊形式。
2001.01　菊判　並製　512ページ（2分冊・分売不可）　和英併記
ISBN978-4-88706-195-8　定価4,200円（本体4,000円＋税）

岸和郎　プロジェクティド・
リアリティーズ

岸和郎＝著　ギャラリー・間＝編

岸和郎の20年の軌跡を模型写真・ドローイング・CGを中心に満載。自身が考える建築や作品、展望など
を語った対談も収録。英訳付。
2000.08　菊判　並製　232ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-190-3　定価2,000円（本体1,905円＋税）

齋藤裕の建築 齋藤裕＝著・写真

「蕣居」を含む15作品を豊富な写真と図面により紹介。建築思想を読み解く論文と詳細図面、ドローイン
グを掲載。卓越した素材感覚、融通無碍な着想が生み出す、多様なシークエンスをもった建築空間を堪能
できる作品集。
1998.09　300×300mm　上製　264ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-174-3　定価11,500円（本体10,952円＋税）

航海日誌 レンゾ・ピアノ＝著　石田俊二＝日本版監修

次世代の若者たちに建築の本質を伝えたいと願ったピアノが、自ら執筆・編集・デザインまですべてを手
掛けた作品集。
1998.05　230×230mm　並製　296ページ
ISBN978-4-88706-170-5　定価4,800円（本体4,571円＋税）

エジプト　砂の楽園－
コプトの僧院世界
【異界の小都市2　エジプト】

三宅理一＝文　平剛＝写真

ファラオの時代とアラブの時代の隙間に花開いた砂漠の文化、キリストが住んだ洞窟から始まり今も生き
続けるコプトの僧院の空間に拡がる世界を紹介。
1996.01　B4判変型　上製　284ページ
ISBN978-4-88706-137-8　定価15,087円（本体14,369円＋税）

TOTO出版　TOTO株式会社
〒107-0062 東京都港区南青山1-24-3 ＴＯＴＯ乃木坂ビル2F 12
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Felix Candela 齋藤裕＝著

ＨＰシェル構造の探究で知られるキャンデラ。その建築は構造と表現の融合から息を呑むような豊饒な空
間の拡がりを見せる。キャンデラ巡礼の旅が今、始まる。
1995.08　300×300mm　上製　241ページ
ISBN978-4-88706-123-1　定価9,991円（本体9,515円＋税）

八代市立博物館・
未来の森ミュージアム
【建築リフル－003】

藤塚光政＝写真　隈研吾＝文

伊東豊雄＝設計。風の建築家、伊東。自邸「シルバーハット」以来の手法による公共建築。
1992.11　200×200mm　上製　36ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-062-3　定価2,039円（本体1,942円＋税）

冬山河親水公園
【建築リフル－009】

藤塚光政＝写真　隈研吾＝文

象設計集団＋TEAM ZOO＝設計。人と風土を強く意識した建築で知られる象設計集団の台湾でのプロジェ
クト。
1993.11　200×200mm　上製　44ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-091-3　定価2,039円（本体1,942円＋税）

場の変様
GALLERY･MA　1985-1995
【ギャラリｰ･間叢書00】

ギャラリー・間＝編

東京・乃木坂にある建築・デザインの専門ギャラリー『ギャラリー・間』10年間のあゆみ。
1995.12　280×220mm　並製　111ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-131-6　定価1,223円（本体1,165円＋税）

パブリック・ボディ・イン・
クライシス
ミラノ・トリエンナーレ1996
【ギャラリｰ･間叢書03】

ギャラリー・間＝編

1996年春に開催されたミラノ・トリエンナーレ1996に参加した若き日本の建築家10名が提起する。
1996.07　280×220mm　並製　96ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-138-5　定価1,529円（本体1,456円＋税）

オスカー・ニーマイヤー
1937-1997
【ギャラリｰ･間叢書07】

ギャラリー・間＝編

モダニズムの巨匠、そしてブラジル最大の建築家としてその名を知られるオスカー・ニーマイヤーの60年
にわたる創作活動の中から主要35作品を紹介。
1997.04　280×220mm　並製　112ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-151-4　定価2,000円（本体1,905円＋税）

TOTO出版　TOTO株式会社
〒107-0062 東京都港区南青山1-24-3 ＴＯＴＯ乃木坂ビル2F 13
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藤江和子の形象－
風景へのまなざし
【ギャラリｰ･間叢書08】

ギャラリー・間＝編

〈くじらシリーズ〉や〈モルフェシリーズ〉など、ものづくりの姿勢を紹介した初の作品集。
1997.06　280×220mm　並製　88ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-155-2　定価1,500円（本体1,429円＋税）

エットーレ・ソットサス
151ドローイングス
【ギャラリｰ･間叢書09】

ギャラリー・間＝編

30年間に及ぶ活動の原動力ともいうべきドローイングからエットーレ・ソットサスの全貌を明らかにす
る。
1997.09　280×220mm　並製　176ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-158-3　定価2,800円（本体2,667円＋税）

藤森照信　野蛮ギャルド建築
【ギャラリｰ･間叢書10】

ギャラリー・間＝編

建築史家・建築探偵として知られる藤森照信。デビュー作から未発表の最新作まで5つの建築をまとめ
た、初の作品集。
1998.02　280×220mm　並製　104ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-167-5　定価1,800円（本体1,714円＋税）

ヤン・ケルサレ，リュミエール・
マチエール
【ギャラリｰ･間叢書11】

ギャラリー・間＝編

ジャン・ヌーヴェルとのコラボレーションによる「リヨン・オペラ座」をはじめ、光と闇をデザインする
ヤン・ケルサレ日本初の作品集。
1998.12　280×220mm　並製　80ページ　和仏併記
ISBN978-4-88706-176-7　定価1,800円（本体1,714円＋税）

新居千秋　喚起／歓喜する建築
【ギャラリｰ･間叢書13】

ギャラリー・間＝編

日本建築学会賞を受賞した「黒部市国際文化センター」など、各作品を多面的なテーマで紹介。
1999.07　280×220mm　並製　112ページ
ISBN978-4-88706-180-4　定価1,901円（本体1,810円＋税）

青木淳　Atmospherics
【ギャラリｰ･間叢書15】

ギャラリー・間＝編

「B」と「雪のまちみらい館」の2作品を取り上げ、青木が追求する建築固有の「その場の質」をダブル
トーンの写真と図面で紹介。
2000.03　280×220mm　並製　96ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-186-6　定価1,800円（本体1,714円＋税）

TOTO出版　TOTO株式会社
〒107-0062 東京都港区南青山1-24-3 ＴＯＴＯ乃木坂ビル2F 14
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宮脇檀の住宅　1964-2000
【ギャラリｰ･間叢書16】

ギャラリー・間＝編

宮脇檀の幅広い活動の中で、生涯にわたりその中心であった住宅設計に焦点をしぼり9つの住宅を中心
に、手掛けた全住宅の年譜と、残した言説を掲載。
2000.05　280×220mm　並製　144ページ
ISBN978-4-88706-188-0　定価2,000円（本体1,905円＋税）

場の変様2
GALLERY･MA　1996-2000
【ギャラリｰ･間叢書17】

ギャラリー・間＝編

ギャラリー・間の活動記録の第2弾として、1996年から15周年にあたる2000年までに開催された24の展
覧会を収録。
2001.04　280×220mm　並製　104ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-197-2　定価1,500円（本体1,429円＋税）

難波和彦「箱」の構築
【ギャラリｰ･間叢書18】

ギャラリー・間＝編

1995年の第1作から脚光を浴びた「箱の家」シリーズ初期50作品を総覧する。
2001.06　280×220mm　並製　112ページ
ISBN978-4-88706-199-6　定価2,000円（本体1,905円＋税）

コンスタンティン・メーリニコフ
の建築　1920s-1930s
【ギャラリｰ･間叢書19】

リシャット・ムラギルディン＝監修　ギャラリー・間＝編

1920年代から30年代という短い期間に、数々の画期的な建築プロジェクトを提案したロシアの天才建築
家の斬新なアイデアの数々を、オリジナル・ドローイングと豊富な設計論で紹介。
2002.01　280×220mm　並製　120ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-217-7　定価2,000円（本体1,905円＋税）

場の変様3
GALLERY・MA　2001-2005
【ギャラリｰ･間叢書20】

ギャラリー・間＝編

ギャラリー・間活動記録集『場の変様』の第3弾。2001年～2005年に開催した磯崎新展、SANAA展、ア
ンジェロ・マンジャロッティ展、原広司展など全19回の展覧会を、会場写真と出展者らによるコンセプト
文で紹介。安藤忠雄らのメッセージも掲載。
2005.12　A4判変型280×220mm　並製　88ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-262-7　定価1,575円（本体1,500円＋税）

TOTO出版　TOTO株式会社
〒107-0062 東京都港区南青山1-24-3 ＴＯＴＯ乃木坂ビル2F 15
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未完の建築家
フランク・ロイド・ライト

エイダ・ルイーズ・ハクスタブル＝著　三輪直美＝訳

アメリカ近代の巨匠建築家フランク・ロイド・ライトの波乱に富んだ生涯を、ピュリッツァー賞作家が描
いた伝記。「落水荘」「帝国ホテル」「グッゲンハイム美術館」など数々の名作建築は、どんな人間の手
から生まれたのか。数々の困難を乗り越え不屈の精神で世界の頂点に上り詰めたライト。その少年時代か
ら最晩年までを創造の過程と人間性を通してリアルに描く、ライト伝記の決定版。
2007.05　四六判　上製　360ページ
ISBN978-4-88706-281-8　定価2,100円（本体2,000円＋税）

建築をつくることは
未来をつくることである

山本理顕、北山 恒、飯田善彦、西沢立衛＝著

今なお建築が秘めている大きな可能性について、山本理顕、北山恒、飯田善彦、西沢立衛が熱く語り合
う。現状に追随することなく、新たな未来を切り拓く建築をつくることこそ建築家の本来の役割であるこ
とを、今ここに高らかに宣言する。
2007.04　190×190mm　並製　256ページ
ISBN978-4-88706-279-5　定価2,520円（本体2,400円＋税）

住宅の射程 磯崎新、安藤忠雄、藤森照信、伊東豊雄＝著

ギャラリー・間20周年記念展「日本の現代住宅 1985-2005」に併せて開催された連続講演会の記録。磯
崎新・安藤忠雄・藤森照信・伊東豊雄という、日本建築界をリードしてきた4氏が語る「21世紀の住宅
論」。そこに紡ぎだされる言葉の数々は、建築家を志す人たちへの強くて熱いメッセージだった。
2006.11　四六判　上製　276ページ
ISBN978-4-88706-274-0　定価1,680円（本体1,600円＋税）

サイドウェイ　建築への旅 廣部剛司＝著

建築家としてスタート地点に立った若き作者が、「創り手として」生きる基準を探すために、世界の名作
建築を求めて旅立った。さまざまな建築との出会いを映画や音楽などの話題とともに描き、美しい写真や
スケッチとともに綴る、爽やかなエッセイ。
2006.07　四六判　並製　288ページ
ISBN978-4-88706-268-9　定価1,890円（本体1,800円＋税）

藤森照信の原・現代住宅再見 藤森照信＝著　下村純一＝写真

現代の住宅はモダンデザインの歩みを、その原理を反復しているのではないか―。建築家・建築史家の藤
森照信が、1920年代から現在に至る日本の輝けるモダニズムの小住宅16作品を訪ね歩き、現代住宅の源
流を探るべく独自の視点で鑑定する。
2002.12　菊判　並製　256ページ
ISBN978-4-88706-218-4　定価2,400円（本体2,286円＋税）

藤森照信の原・現代住宅再見2 藤森照信＝著　下村純一＝写真

『藤森照信の原・現代住宅再見』の第2弾。本書では1970年以降の現代住宅14作品を紹介。やさしい語り
口と豊富なカラー写真で、現代住宅に秘められた設計の真実を読み解く。
2003.04　菊判　上製　236ページ
ISBN978-4-88706-222-1　定価2,400円（本体2,286円＋税）

藤森照信の原・現代住宅再見3 藤森照信＝著　下村純一＝写真

藤森照信の住宅訪問記第3弾。今回のキーワードは「アナーキズム」。近代の名作、前川國男「自邸」か
ら、伊東豊雄「アルミの家」、原広司「自邸」、岸和郎「日本橋の家」など20世紀の名住宅を経て、つい
に現代に突入！　藤本壮介「T House」、西沢立衛「森山邸」など若手の近作も交えた住宅の「今」を探
る。
2006.09　菊判　上製　232ページ
ISBN978-4-88706-272-6　定価2,520円（本体2,400円＋税）

TOTO出版　TOTO株式会社
〒107-0062 東京都港区南青山1-24-3 ＴＯＴＯ乃木坂ビル2F 16
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にほんの建築家
伊東豊雄・観察記

瀧口範子＝著

今や世界中で活躍する建築家・伊東豊雄。その彼を、ジャーナリストの瀧口範子が１年半の歳月をかけて
“追っかけ取材”。何が伊東を突き動かしているのか。臨場感溢れるリポートで、進化し続ける建築家の
実像に迫っていく。スタッフやコラボレーターたちのインタビュー、写真約70点も収録した、伊東解読に
欠かせない一冊。
2006.03　四六判　並製　432ページ
ISBN978-4-88706-264-1　定価1,890円（本体1,800円＋税）

WHAT　IS　OMA
レム・コールハースと
OMAについての考察

ヴェロニク・パテヴ（オランダ建築博物館出版）＝編　橋本啓子＝訳

OMAとは何か？ レム・コールハースとは何者なのか？ 今、彼のプロジェクトを語らずして建築を語るこ
とができないと思えるのはなぜか？ ベルリンを皮切りに始まったOMAの展覧会「コンテンツ」にあわせ
てオランダ建築博物館出版にて編纂された評論集。多分野の評論家たちが社会的･経済的な視点よりOMA
の仕事を分析。
2005.05　四六判　並製　292ページ
ISBN978-4-88706-254-2　定価2,310円（本体2,200円＋税）

インフォーマル セシル・バルモンド＝著　金田充弘＝日本語版監修　山形浩生＝訳

インフォーマル――それは既成概念にとらわれない自由な発想から生まれる革新的な構造システム。話題
の建築家と斬新なデザインをともに作り上げる技術家集団オーヴ・アラップの構造エンジニア、セシル・
バルモンドのアイデアを説いた話題の本。
2005.04　192×120mm　上製　400ページ
ISBN978-4-88706-249-8　定価3,780円（本体3,600円＋税）

僕らはこうして建築家になった。 国広ジョージ＝編

気鋭の建築家、塚本由晴、マニュエル・タルディッツ、阿部仁史、古谷誠章、手塚貴晴、乾久美子、金田
充弘の7人が、建築家を目指した動機～学生時代～修業時代、そして現在までを自ら語った貴重なトーク
の記録。世代や国境を越えてボーダレスに活躍する彼らは、何を想い、いかに学んできたのか？
2005.03　四六判　並製　272ページ
ISBN978-4-88706-251-1　定価1,575円（本体1,500円＋税）

藤森照信の特選美術館三昧 藤森照信＝著　藤塚光政＝写真

建築探偵・藤森照信が日本全国２７件の美術館を訪れ独自の視点でその魅力を鑑定。本書では特に建築を
主役とし、それぞれの美術館空間の楽しみ方、見所を紹介。美術品展示空間を建築家がどのように考え、
設計したのか。豊富な写真と、美術館情報、アクセスMAPもついた充実の一冊。
2004.06　菊判　並製　312ページ
ISBN978-4-88706-236-8　定価2,625円（本体2,500円＋税）

行動主義　レム・コールハース
ドキュメント

瀧口範子＝著

ジャーナリスト・瀧口範子が、次々と斬新なアイデアを生み出す、オランダの建築家レム・コールハース
の姿を追った取材記録。多くのプロジェクトを抱え、世界中を駆け巡り、さまざまな分野をクロスオー
バーしながら思考しつづけるコールハースが挑む知的挑戦の姿が浮かび上がる。
2004.03　四六判　並製　440ページ
ISBN978-4-88706-233-7　定価1,890円（本体1,800円＋税）

建築を思考するディメンション－
坂本一成との対話

ギャラリー・間＝編　岩岡竜夫、奥山信一、曽我部昌史＝監修

いま「建築の思考」がいかなる水準で可能なのか。監修者により選出された「制度」「構成」「架構」と
いったキーワードのもと、建築を思考の体系として研鑚をつづける坂本一成と、現在アクティブに活躍
し、かつ明晰な理論を掲げる6人の建築家のスリリングな対談。
2002.08　B5判変型　並製　290ページ
ISBN978-4-88706-214-6　定価2,400円（本体2,286円＋税）
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日本の家　空間・記憶・言葉 中川武＝著

大黒柱、縁側など日本住宅から消えつつある伝統的な住まいの言葉を集め、その歴史と変遷を紐解きなが
ら日本住宅建築の原風景を描いたエッセイ。
2002.06　菊判　上製　272ページ
ISBN978-4-88706-212-2　定価3,000円（本体2,857円＋税）

近代建築の証言 ジョン・ピーター＝著　小川次郎、小山光、繁昌朗＝訳

近代建築を築いてきた世界を代表する建築家、ル・コルビュジエ、ミース、ライトなど59名への40年間に
わたるインタビューを収録した貴重な歴史書。16人のインタビューの一部音声を収録したCD-Rも付属。
あの建築家の肉声を聞くことができる！
2001.04　菊判　上製　432ページ
ISBN978-4-88706-196-5　定価3,500円（本体3,333円＋税）

建築家たちの20代 東京大学工学部建築学科　安藤忠雄研究室＝編

Ｒ．ピアノ、Ｊ．ヌーヴェル、Ｒ．レゴレッタ、Ｆ．Ｏ．ゲーリー、Ｉ．Ｍ．ペイ、Ｄ．ペロー。現在最
も活躍している建築家6人が建築家になるまでの軌跡を熱く語った講演会記録。世界の建築家から学生た
ちへのメッセージ。
1999.04　菊判　並製　240ページ
ISBN978-4-88706-177-4　定価1,450円（本体1,381円＋税）

建築家への道 吉田研介＝編

内藤廣・北山恒・新井清一・妹島和世・小嶋一浩・鈴木了二・坂茂。注目の建築家7人が自分自身を振り
返り「建築をつくりたい」という夢を実現してきた過程を熱く語る。
1997.03　菊判　並製　200ページ
ISBN978-4-88706-147-7　定価1,325円（本体1,262円＋税）

吉阪隆正の迷宮 2004吉阪隆正展実行委員会＝編

人間、建築、まち、都市、地球。巨大な思想をもったモダニズムの建築家・吉阪隆正の熱い想いが伝わっ
てくる。没後四半世紀を経て開催された回顧展「2004吉阪隆正展」と、これに併催された記念シンポジウ
ム・夜話などの講演録をまとめた本。
2005.12　菊判　並製　344ページ
ISBN978-4-88706-265-8　定価1,890円（本体1,800円＋税）

学校をつくろう！　子どもの心が
はずむ空間

工藤和美＝著

小学校の空間は子どもたちの心を育てる大切な場所。だから、もっと元気いっぱいにいきいきと過ごせる
学校があったら……。従来の枠組みを超えて「自分の家と同じくらい居心地がいい！」小学校を実現し
た、女性建築家の奮闘記。
2004.07　四六判　並製　256ページ
ISBN978-4-88706-240-5　定価1,575円（本体1,500円＋税）

建築の向こう側
ARCHITECTURE OF
TOMORROW-2
FROM DIFFERENT FIELDS

田尻裕彦、石堂威、小巻哲、寺田真理子、馬場正尊＝監修

『この先の建築』第2弾。イームズ、フラー、プル－ヴェに学ぶこと、『カーサ・ブルータス』のミーハ
－的建築論、映画とアニメに見る架空の東京・アジアなど、建築の領域の内側と外側が交錯する講演会
録。
2003.11　菊判　並製　256ページ
ISBN978-4-88706-229-0　定価2,310円（本体2,200円＋税）
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この先の建築
ARCHITECTURE OF
TOMORROW

田尻裕彦、石堂威、小巻哲、寺田真理子、馬場正尊＝監修

ギャラリー・間の100回目の記念展覧会ならびに同時に開催された同題のシンポジウムを収録した記録
集。世界的に建築界をリードする著名建築家から気鋭の新進建築家まで、5世代25人が描く建築の未来像
を、作品と言葉によって提案する。
2003.07　菊判　並製　364ページ
ISBN978-4-88706-225-2　定価3,150円（本体3,000円＋税）

建築の終わり
70年代に建築を始めた3人の
建築談義

岸和郎、北山恒、内藤廣＝著

1950年生まれの建築家、北山恒、岸和郎、内藤廣による連続セッションの記録集。お互いに話を引き出し
ながら、建築や社会に対しての考え、建築家としての姿勢などを語りつくした渾身の対話記録。
2003.05　B5判変型　並製　216ページ
ISBN978-4-88706-221-4　定価2,310円（本体2,200円＋税）

つくりながら考える／
使いながらつくる

山本理顕＋山本理顕設計工場＝著

山本理顕の建築完成までのプロセスを、事務所内でのディスカッションから浮き彫りにした「記録ノー
ト」。「邑楽町役場庁舎等」「北京建外SOHO」などを掲載。
2003.02　菊判　並製　192ページ　和英併記
ISBN978-4-88706-223-8　定価1,680円（本体1,600円＋税）

もっと知りたい建築家　淵上正幸
の
アーキテクト訪問記

淵上正幸＝著

「建築家ってどんな仕事？」建築家になりたい人や建築家に設計を依頼したい人が聞きたい話題を、現在
活躍中の9人に徹底的に聞きだしたインタビュー集。
2002.12　菊判　並製　200ページ
ISBN978-4-88706-219-1　定価1,995円（本体1,900円＋税）

アーキトラベル－建築をめぐる旅 中谷俊治＝著

10年間建築設計事務所に勤めた著者がロンドンにわたり２年におよぶ「建築」をキーにした「自分さが
し」の旅をみずみずしい文体で綴った建築・旅行記。これから社会に出ようという学生のみならず、建築
実務渦中の方にもおすすめの好著。
2002.04　菊判　並製　320ページ
ISBN978-4-88706-210-8　定価1,800円（本体1,714円＋税）

夢のまにまに夢を見る 高松伸＝著

世界を舞台に活躍する建築家・高松伸がさまざまな事柄を広い視点で見つめ、紡ぎ、綴った夢の数々をま
とめた一冊。夢と現実との間をたゆたいながらも、夢を実現しようとするすべての人を覚醒させる待望の
エッセイ。
2002.03　菊判　上製　228ページ
ISBN978-4-88706-205-4　定価1,800円（本体1,714円＋税）

建築家と家をつくる愉しみ
設計コンペで家をつくった
建て主たち－
10のサクセスストーリー

坂本徹也＝著

同じ条件、同じ予算で複数の建築家たちがインターネット上で設計プランを競う設計コンペで家をつくっ
た素人の建て主と、そこに参加した建築家たちの家づくりストーリー。
2002.02　菊判　並製　304ページ
ISBN978-4-88706-208-5　定価1,500円（本体1,429円＋税）
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リアリテ　ル・コルビュジエ
「建築の枠組（フレーム）」と
「身体の枠組（フレーム）」

富永讓＝ナビゲーター　中村好文、鈴木了二、鈴木恂、八束はじめ、伊東豊雄、富永讓＝著

コルビュジエがさまざまな創作を通して何を語っていたのかをテーマに、6人の建築家が「住宅」を起点
としてル・コルビュジエを鮮やかに語った全記録。
2002.02　B5判変型　並製　304ページ
ISBN978-4-88706-206-1　定価2,000円（本体1,905円＋税）

テクトニック・カルチャー
19-20世紀建築の構法の詩学

ケネス・フランプトン＝著　松畑強＋山本想太郎＝訳

建築史家・ケネス・フランプトンが、建築をつくる、あるいは建物を建てるということの本質的な意味を
根源的・言語学的に溯り、Tectonic（結構）という視点を通して、ヴィオレ＝ル＝デュク、ゴットフリー
ト・ゼンパーから現代に至るまでの流れをひも解く。
2002.01　菊判　上製　642ページ
ISBN978-4-88706-207-8　定価4,800円（本体4,571円＋税）

空間から状況へ
10 City Profiles from
10 Young Architects

五十嵐太郎＝ナビゲーター　ギャラリー・間＝編

10組の若手建築家が、十人十色の建築・都市へのアプローチを語った。2000年秋にギャラリー・間で開
催され好評を博した、建築と都市をテーマにした展覧会「空間から状況へ」展および併催の連続講義の全
記録。建築の新たな可能性を確認できる一冊。
2001.07　B5判変型　並製　240ページ
ISBN978-4-88706-200-9　定価2,200円（本体2,095円＋税）

住宅という場所で ギャラリー・間＝編　植田実、内藤廣、中村好文＝監修

ギャラリー・間の「宮脇檀の住宅」展に併催されたシンポジウムと連続レクチャーを収録。11人の建築家
たちが「住宅という場所で」考えていることを、熱く語りあった。
2000.12　B5判変型　並製　248ページ
ISBN978-4-88706-192-7　定価2,000円（本体1,905円＋税）

早稲田バウハウス・
スクールの実験
学校をいかに暮らすか→
佐賀での試み

早稲田バウハウス・スクール＝編

建築家・石山修武が開校する、建築やデザインに興味をもつあらゆる人を対象にした「早稲田バウハウ
ス・スクール」。本書ではこのスクールで行われた貴重なレクチャー16本を収録。
2000.11　菊判　並製　248ページ
ISBN978-4-88706-193-4　定価1,800円（本体1,714円＋税）

見る測る建築 遠藤勝勧＝著

30年にもわたって書き留めた、著名建築の実測スケッチの数々。実測という行為、実測しそれをスケッチ
する重要性などを語る。
2000.04　菊判　並製　176ページ
ISBN978-4-88706-187-3　定価1,500円（本体1,429円＋税）

石山修武
考える、動く、建築が変わる

石山修武＝著　ギャラリー・間＝編

「ひろしまハウス」「世田谷村」からその先のプロジェクト、教育論、そして21世紀の建築家像まで、石
山修武がその発想と実践について語りつくした。
1999.12　菊判　並製　224ページ
ISBN978-4-88706-185-9　定価1,500円（本体1,429円＋税）
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建築の地球学 石井和紘＝著

建築家という立場で「地球学」に関わっている石井和紘が、これまでの自身の建築を「地球史」の目次で
著そうと試みた意欲作。
1997.07　菊判　並製　384ページ
ISBN978-4-88706-154-5　定価3,800円（本体3,619円＋税）

磯崎新の革命遊戯 磯崎新＝著

建築と革命をめぐる磯崎新と4人の若手批評家・建築家との対話、多彩な執筆陣による論考を収録。建築
史という暗箱（カメラ・オブスキュラ）には何が映し出されるのか？
1996.12　菊判　並製　328ページ
ISBN978-4-88706-145-3　定価2,039円（本体1,942円＋税）

これが建築なのだ
大竹康市番外地講座

OJ会＝編

象設計集団の創設者の一人、大竹康市のことばと絵を編集した建築の原点。
1995.09　菊判　並製　320ページ
ISBN978-4-88706-125-5　定価1,529円（本体1,456円＋税）
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デリシャスライティング 東海林弘靖＝著

「フンワリ」「ワクワク」「ニンマリ」……、７つの光の感覚を切り口に、40の“光の演出”を“料理”
にたとえ、そのレシピを公開。ライティングデザイナーである著者ならではのエッセイと美しい写真で、
光の美しさや楽しさを伝えるとともに、イラスト付きの丁寧な解説でそのつくり方を紹介するライティン
グ・インテリア書。
2007.11　225×188　並製　216ページ
ISBN978-4-88706-285-6　定価2,310円（本体2,200円＋税）

タッチストン　大橋晃朗の家具 多木浩二、伊東豊雄、坂本一成＝監修　藤塚光政＝写真

数々の斬新な作品を手掛けつつも1992年に若くして急逝した家具デザイナー大橋晃朗。代表作「ハンナ
ン･チェア」、遺作となった「カフェ・チェア」をはじめ、今も色あせることなく輝いている彼の作品を
“タッチストン（試金石）”と題した本書で、写真・図面とともに紹介。
2006.09　A5判　並製　320ページ
ISBN978-4-88706-273-3　定価2,940円（本体2,800円＋税）

TSUTOMU　KUROKAWA
黒川勉のデザイン

「TSUTOMU KUROKAWA」実行委員会＝編

2005年に急逝したデザイナー・黒川勉。アートでもなくファッションでもなく、かと言って機能一辺倒で
もない独自の表現世界を感じさせる彼の活動を総括する貴重な作品集。
2006.08　A4判変型　上製　240ページ
ISBN978-4-88706-271-9　定価3,360円（本体3,200円＋税）

POST-OFFICE
ワークスペース改造計画

岸本章弘、仲隆介、中西泰人、馬場正尊、みかんぐみ＝著

多様な職種が生まれ「働く」こと自体の概念が揺らいでいるこの時代、我々の居場所であるワークスペー
スを、多様な働き方にあわせてダイナミックに変えてみよう！　みかんぐみなど活躍中の建築家をはじ
め、ワークデザインの達人たちが提案する「働く場」のアイデア集。
2006.02　四六判　並製　344ページ
ISBN978-4-88706-266-5　定価1,890円（本体1,800円＋税）

デザインの輪郭 深澤直人＝著

数々のヒット商品を生み出しているトップデザイナー深澤直人の初の書き下ろしエッセイ集。デザイナー
としての自身の歩み、学んだこと、親しい人たちとの会話など、さまざまな視点を通して「デザインと
は」という根本的な問いに答えようとする意欲作。
2005.11　四六判　上製　296ページ
ISBN978-4-88706-260-3　定価1,890円（本体1,800円＋税）

と／to 小泉誠＝著

生活用品から、家具・空間・建築にいたるまで、生活に関わるすべてのデザインを手掛ける小泉誠を浅生
ハルミンのかわいいイラストを交え絵本仕立てで紹介する。子供から大人まで多くの人に伝わること、そ
してデザインに興味が湧くことを願ってつくった一冊。
2005.09　160×160mm　並製　96ページ
ISBN978-4-88706-258-0　定価1,050円（本体1,000円＋税）
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「光の家具」照明 坂川栄治＝著

ベストセラーを多数手掛け“フムフムおじさん”を名乗る好奇心旺盛な人気装丁家が、プロとはひと味
違ったユニークな照明観を、実例写真やオリジナルのノウハウを豊富に交えながら、新鮮な視点と独自の
文体で綴る。日本人の照明感覚にちょっぴり皮肉を交えた、写真家の戸田嘉昭、文筆家の吉本由美との軽
妙な対談は必読。
2005.07　A5判　並製　172ページ
ISBN978-4-88706-252-8　定価1,575円（本体1,500円＋税）

MOD　EAST コモエスタ八重樫＝文　伊藤愼一＝写真

1960年代～70年代の日本のモダン建築をめぐった写真集。ユル～い文章、ナイスな写真、ポップなデザ
イン。10曲入りオリジナルCDを聴きながらページを開けば、懐かしくも新しい、とびっきりモダンな街
へひとっ飛び！　インテリア愛好家にはたまらないアーティスティックなくつろぎの一冊。
2004.04　B5判変型　並製　236ページ
ISBN978-4-88706-235-1　定価3,360円（本体3,200円＋税）

Realising　Design 川上典李子＝著

黒川勉、岩崎一郎、グエナエル・ニコラ、西堀晋、吉岡徳仁。今もっともスピード感溢れるデザイナー5
人。彼らの出発点から現在までの道程、思想、代表的なプロジェクトまでを徹底取材したルポルター
ジュ。オールカラー、内容充実のデザイン書。
2004.02　210×165mm　並製　232ページ
ISBN978-4-88706-232-0　定価3,150円（本体3,000円＋税）

デザインの未来考古学 黒川雅之＝監修　物学研究会＝編著

「スーパー・カブ」「スウォッチ」「キティちゃん」「i-Mac」等、20世紀のデザインの中から21世紀を
示唆するもの約100点を選定し、それらが生み出された背景や意味を読み解く。
2000.07　188×128mm　並製　216ページ
ISBN978-4-88706-189-7　定価1,950円（本体1,857円＋税）

反対称の物学 黒川雅之＝著

建築、プロダクト・デザインの分野で活躍中の黒川雅之が一連のデザインワークを改めて振り返りなが
ら、これからのデザインのあり方をまとめた一冊。
1998.05　菊判　上製　168ページ
ISBN978-4-88706-171-2　定価2,000円（本体1,905円＋税）

タイルの美［イスラーム編］ 岡野智彦・高橋忠之＝著

イラン・トルコを中心に中近東で生まれ、イスラーム文化の中で育てられたタイルの歴史。時を超えて今
なお輝き続ける絢爛たるタイル装飾の数々を紹介。
1994.08　菊判　上製　204ページ
ISBN978-4-88706-100-2　定価3,059円（本体2,913円＋税）
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詠み人知らずのデザイン 藤塚光政＝写真　毛綱毅曠＝文

油ぎったエネルギーを発散しながら、饒舌に猥雑に迫ってくるノンデザインの遺物。藤塚と毛綱が地球を
かけめぐってえぐりだした、驚天動地の世界。
1993.08　250×250mm　並製　342ページ
ISBN978-4-88706-075-3　定価9,991円（本体9,515円＋税）
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地球の食卓
世界24か国の家族のごはん

ピーター・メンツェル、フェイス・ダルージオ＝著

大好評『地球家族』第3弾！世界の人々はいま何を食べているのか？　米国家庭の皿に山盛りのファスト
フード、貧困にあえぐ家族が分け合う食事、祝い事の食事……。世界24か国30家族の食卓を取材し1週間
分の食材とともにポートレートにおさめた、壮大なプロジェクト。各家庭のオリジナル料理のレシピ付
き。
2006.05　224×304mm　上製　288ページ
ISBN978-4-88706-269-6　定価2,940円（本体2,800円＋税）

地球家族
世界30か国のふつうの暮らし

マテリアルワールド・プロジェクト 代表 ピーター・メンツェル＝著

「申し訳ありませんが、家の中のものを全部、家の前に出して写真を撮らせて下さい」　戦禍のサラエボ
からモノがあふれる日本まで、世界の平均的家族の持ち物と暮らしを写真で紹介。
1994.11　300×228mm　並製　176ページ
ISBN978-4-88706-105-7　定価1,988円（本体1,893円＋税）

続・地球家族
世界20か国の女性の暮らし

ピーター・メンツェル、フェイス・ダルージオ＝著

大好評『地球家族』第２弾。「母親」をテーマに世界各国の家族を再び紹介。20か国21人の女性にインタ
ビューを敢行。取材という枠を越えた女性同士の率直な語り合いから幸福な家族とは、母親とは何かを考
えさせられる。
1997.12　300×228mm　並製　257ページ
ISBN978-4-88706-163-7　定価2,600円（本体2,476円＋税）

北欧のノーマライゼーション
エイジレス社会の暮らしと
住まいを訪ねて

田中一正＝著　川口政則＝写真

グループホーム発祥の国、スウェーデン。ノーマライゼーションという理念を提唱したデンマーク。高齢
者福祉の分野でもっとも進んでいるといわれているふたつの国への旅を通して、北欧のクオリティー・オ
ブ・ライフを考える。
2008.09　A5判　並製　136ページ
ISBN978-4-88706-297-9　定価1,470円（本体1,400円＋税）

日本の庭　ことはじめ 岡田憲久＝著

日本の庭園デザインに影響を与えてきた数々のテーマを採り上げ、庭園がどのような背景によって生ま
れ、そして現代に生きているかを分かりやすく解説。ありそうでなかった、日本の庭園の変遷と空間構成
を説いた、まさに「日本の庭の入門書」ともいえる一冊。
2008.05　菊判　上製　328ページ
ISBN978-4-88706-292-4　定価2,625円（本体2,500円＋税）

木洩れ日の庭で 中谷耿一郎＝著

便利な都会生活を捨て、八ヶ岳のふもとの小さな家で生活を始めたランドスケープ・デザイナー。野菜や
草花を育て、四季折々の自然とともに暮らすシンプルかつ大らかな「小さな暮らし」の様子と、長い経験
に培われた「風景と調和する庭づくり」の思想を、ユーモラスで切れ味のよい文章で綴る。
2005.07　186×186mm　上製　184ページ
ISBN978-4-88706-256-6　定価1,995円（本体1,900円＋税）
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庭の旅 白井隆＝著　白井温紀＝デザイン画　小林庸浩＝写真

イギリスでガーデンデザインを学んだ造園家夫妻が、さまざまな庭を訪ねるなかで見いだした、人と自然
がともに生きる生活とは。幸福な暮らしとは何か、豊かさとは何か。その答えを、美しい写真とともに、
旅をして探してみよう。
2004.06　四六判　上製　256ページ
ISBN978-4-88706-238-2　定価1,890円（本体1,800円＋税）

イギリスの住まいとガーデン
暮らしを楽しむエッセンス

川井俊弘＝著

住宅の平均寿命、日本26年、イギリス75年―。建築家がイギリス留学、イギリス住宅の歴史をひも解きな
がら一般住宅を訪ね歩いた。さまざまな工夫を加えながら住宅に愛情をそそぎ、裏庭でのガーデニングや
アフタヌーン・ティーで、日々の生活を豊かに楽しむイギリス人の暮らしぶりを紹介。
2003.12　四六判　上製　240ページ
ISBN978-4-88706-230-6　定価1,575円（本体1,500円＋税）

裏庭 津田晴美＝著

人気インテリアプランナー・津田晴美が、自身の転居を機に日々の暮らしの中でおこったさまざまな出来
事を綴った書き下ろしエッセイ。「暮らしの庭」と位置付ける裏庭での四季の移ろいを中心に、インテリ
アやガーデニング、料理、ファッションまで、やさしいタッチで綴る。
2003.09　四六判　上製　236ページ
ISBN978-4-88706-227-6　定価1,575円（本体1,500円＋税）

GOOD　LOOKING　LIFE
“いい感じ生活”をして
いる人の43の行動

津田晴美＝著

気持ちいいってどういう感じ？　美味しいこととはどんな感じ？　インテリアプランナー・津田晴美が、
生活本来のわくわくするような楽しみを実感し、理想の“いい感じ生活”を実現できる43＋12の具体的な
“ing（行動）”を提案する。
2001.08　菊判　並製　220ページ
ISBN978-4-88706-202-3　定価1,600円（本体1,524円＋税）

住まいのことのは手帖 木山悳世＝著

家はなぜ住まい？　切妻屋根…妻を切る？　押して入れるから押入れ？　目からウロコの新発見。摩訶不
思議な住まいに関する建築用語の成り立ちや音の意味を解剖し、その裏に潜む考え方や感性をウラ読みす
る、ケンチクうんちく本。お手頃サイズお手頃価格で、通勤のお供にもオススメ。
2004.09　170×107mm　並製　192ページ
ISBN978-4-88706-242-9　定価998円（本体950円＋税）

ピカピカキッチン大好き 沖幸子＝著

キッチンケアを切り口に、季節感あふれる心豊かなライフスタイルを提案するエッセイ。ドイツの美味し
い料理やお菓子のレシピ約20種を美しい写真とともに紹介。
2001.08　菊判　並製　152ページ
ISBN978-4-88706-201-6　定価1,200円（本体1,143円＋税）

TOTO出版　TOTO株式会社
〒107-0062 東京都港区南青山1-24-3 ＴＯＴＯ乃木坂ビル2F 26



BOOK CATALOG 2010

暮らし・教養

書名【叢書名】 書籍詳細

イタリア
出会いの街、思い出のレシピ

渡辺怜子＝著

イタリアの素顔の魅力とそこに暮す人びとの日常を、おいしい郷土料理を添えて綴った紀行エッセイ。
1998.02　四六判　上製　209ページ
ISBN978-4-88706-166-8　定価1,400円（本体1,333円＋税）

野菜物語
大地のおいしい贈りもの

吉田よし子＝著

様々な国の市場や台所、そして食卓を見て歩いている著者が、世界の畑や市場からおくる野菜たちの新鮮
ストーリー。これを読めばあなたも野菜通！！
1998.01　四六判　上製　336ページ
ISBN978-4-88706-165-1　定価1,901円（本体1,810円＋税）

旅好き、もの好き、暮らし好き－
savor　of　living－

津田晴美＝著

旅先で出会う人、もの、出来事は旅の思い出として終わることなく、普段の生活や心の中にアクセントを
与えてくれる。そうした気持ちを忘れずにいたいとする著者の様々な実感にあふれた一冊。
1997.11　四六判　上製　216ページ
ISBN978-4-88706-162-0　定価1,300円（本体1,238円＋税）

お風呂考現学
日本人はいかに湯と
なごんできたか

江夏弘＝著

古来より続く日本人の風呂との関りをひもときながら、風呂の近代化の歴史を多数の図版とともに解説。
1997.05　四六判　上製　208ページ
ISBN978-4-88706-152-1　定価2,500円（本体2,381円＋税）

暮らしの歴史散歩　生き生き平安
京

藤川桂介＝著

長い作家生活の中で収集した歴史上の隠れたエピソードを、現代生活と比較しながら紹介する歴史エッセ
イ。
1997.05　四六判　上製　272ページ
ISBN978-4-88706-150-7　定価1,400円（本体1,333円＋税）

人生をたがやす週末農園
土に親しみ、土に酔う

小川節子＝著

土と暮らすと人生は豊かになる－そんな畑作りの醍醐味とこれから畑作りを始めようとする人達のための
実践編を紹介。
1997.01　四六判　並製　208ページ
ISBN978-4-88706-161-3　定価1,400円（本体1,333円＋税）
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宇宙生活への招待状 中冨信夫＝著

宇宙空間ではフロ・トイレはどうなるのか。NASA発最新のデータと150点の写真を一挙公開する宇宙生
活の入門書。
1991.02　240×240mm　上製　204ページ
ISBN978-4-88706-021-0　定価2,650円（本体2,524円＋税）

やんごとなき姫君たちのトイレ
西洋かわや物語
【TOTO BOOKS 001】

桐生操＝著

ヴェルサイユ宮殿のトイレ作法は？　ナポレオンの妻のあそこの匂いは？　ベールに隠された華麗なる
方々の身の下事情102編。桐生操の大好評シリーズ。
1992.01　四六判　並製　224ページ
ISBN978-4-88706-060-9　定価1,020円（本体971円＋税）

長生きは家づくりから
プラス思考でいきいきライフ
【TOTO BOOKS 004】

林玉子＝著

足が不自由でありながらも身障者や老人のための住宅、生活環境に携わってきた著者。人生80年時代に真
価を発揮する、住宅づくりのソフトとハ－ド。
1992.12　四六判　並製　208ページ
ISBN978-4-88706-068-5　定価1,020円（本体971円＋税）

こころとからだの悲鳴が聞こえる
心療内科の現場から
【TOTO BOOKS 005】

鴨下一郎＝著

食欲・性欲・排泄・睡眠……生活の基本が壊れつつある。過食症、過敏性腸症候群、睡眠障害等の原因・
治療法を、心療内科医がトイレの視点から。
1993.01　四六判　並製　184ページ
ISBN978-4-88706-069-2　定価1,020円（本体971円＋税）

からだによい水、地球によい水
飲み水から環境を考える
【TOTO BOOKS 008】

鴨下一郎＝著

水環境の汚染が深刻になっている現在、祖先が培ってきた水を守る英知を蘇らせられるのか。医学を下敷
きに、水と生き物の関わりを再考する。
1993.07　四六判　並製　152ページ
ISBN978-4-88706-078-4　定価866円（本体825円＋税）

やんごとなき姫君たちの寝室
西洋おもしろ風俗習慣
【TOTO BOOKS 012】

桐生操＝著

大好評『やんごとなき姫君たちシリーズ』の第2弾。神秘のベールに閉ざされた姫君たちの夜の生活、グ
ルメ、社交と日常生活の秘密を暴くエピソード集。
1994.02　四六判　並製　232ページ
ISBN978-4-88706-092-0　定価1,020円（本体971円＋税）
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江戸の女たちのグルメ事情
絵図と川柳にみる食文化
【TOTO BOOKS 015】

渡辺信一郎＝著

粗食の中にも自然食の旨みを摂取し、季節毎の食品に一喜一憂して日々を生きた江戸の女たち。珍しい画
と川柳で、江戸の台所、食生活、排泄の実態を描く。
1994.01　四六判　並製　260ページ
ISBN978-4-88706-106-4　定価1,121円（本体1,068円＋税）

住まいが決める日本の家族
住まいはライフスタイル
【TOTO BOOKS 016】

袖井孝子＝著

家族問題の専門家である著者が、家族と住まいの変化について考え、生活者、女性の立場から新しい住ま
いづくりを提案する。
1994.11　四六判　並製　224ページ
ISBN978-4-88706-107-1　定価1,020円（本体971円＋税）

マッターホルンの空中トイレ
女性登山家が語る山・旅・トイレ
【TOTO BOOKS 017】

今井通子＝著

登山家であり泌尿器科医でもある著者が、数々の登山で体験したトイレにまつわるエピソード集。トイレ
を通して自然に対する考え方を見直した一冊。
1995.02　四六判　並製　200ページ
ISBN978-4-88706-114-9　定価1,020円（本体971円＋税）

お湯まわりのはなし
お湯と愉しくつき合うために
【TOTO BOOKS 019】

鎌田元康＝編著

毎日の暮らしに欠かせない「お湯」について、身近なテーマからアプローチする。「お湯」の不思議、そ
の効果からエネルギー問題までをやさしくまとめた一冊。
1996.01　四六判　並製　244ページ
ISBN978-4-88706-128-6　定価1,020円（本体971円＋税）

昭和生活文化年代記1　戦前 三國一郎＝編　木村伊兵衛＝写真

モボ・モガにエログロナンセンス。昭和の始まりは驚く程明るい。大宅壮一＋山田風太郎＋池波正太郎＋
獅子文六＋太宰治＋五木寛之＋向田邦子ほか著。
1991.06　A5判　並製　272ページ
ISBN978-4-88706-030-2　定価1,835円（本体1,748円＋税）

昭和生活文化年代記2　20年代 川本三郎＝編　木村伊兵衛＝写真

焼け跡、闇市、引き揚げ、進駐軍……まさにゼロからの再出発。桑原武夫＋大宅壮一＋加藤秀俊＋山本夏
彦＋森繁久弥＋野坂昭如＋小沢昭一＋鈴木博之ほか著。
1991.08　A5判　並製　288ページ
ISBN978-4-88706-032-6　定価1,835円（本体1,748円＋税）
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書名【叢書名】 書籍詳細

昭和生活文化年代記3　30年代 諸井薫＝編　木村伊兵衛＝写真

テレビ、マイカー、Ｇパン、団地……「現在」の生活の原点がある。多田道太郎＋北杜夫開高健＋池田弥
三郎＋重兼芳子＋小松左京＋玉村豊男＋吉岡忍ほか著。
1991.03　A5判　並製　280ページ
ISBN978-4-88706-025-8　定価1,835円（本体1,748円＋税）

昭和生活文化年代記4　40年代 村松友視＝編　木村伊兵衛＝写真

高度成長、万博、ビートルズ、ミニスカート、オイルショック……「現代」の予兆。東海林さだお＋吉行
淳之介＋團伊玖磨＋寺山修司＋鷲津美栄子ほか著。
1991.01　A5判　並製　272ページ
ISBN978-4-88706-038-8　定価1,835円（本体1,748円＋税）

昭和生活文化年代記5　50･60年
代

泉麻人＝編　田沼武能＝写真

省エネ、おしん、経済大国、TDL……消費社会の成熟と昭和の終焉。筒井康隆＋林真理子＋群ようこ＋竹
内宏＋ねじめ正一＋井上章一＋塩田丸男ほか著。
1991.11　A5判　並製　272ページ
ISBN978-4-88706-041-8　定価1,835円（本体1,748円＋税）
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水と環境／水まわりの専門書

書名【叢書名】 書籍詳細

新装改訂　水とごみの環境問題 岡田誠之＝監修　伊与 亨、小川雄比古、田所正晴、森田 昭、吉野常夫＝著

水が、その水源から海に流れていくまでの一連の営みのなかで、私たちはどのように水と関わっているの
か、私たちは日々排出している“ごみ”はどのように処理され、それはどう環境に関わっているのか…
…。それぞれの分野の専門家が分かりやすく解説。環境について、統合的に学ぼうとする人への入門書と
して最適な一冊。
2007.07　A5判　並製　288ページ
ISBN978-4-88706-282-5　定価2,310円（本体2,200円＋税）

水の原風景
自然と心をつなぐもの

福井勝義＝編著

古来から人は見ずにさまざまなイメージを映し、自然のパワーを感じてきた。人類学、宗教学、考古学等
の視点から、人間の心の中の水の意味を求める。
1996.03　A5判　並製　295ページ
ISBN978-4-88706-132-3　定価2,345円（本体2,233円＋税）

水と暮らしの文化史 榮森康治郎＝著

私たちの暮らしに欠くことのできない水。本書は人々の「暮らし」と「住まいの水まわり」という視点か
ら、その変遷を平易に解説。
1994.12　四六判　上製　248ページ
ISBN978-4-88706-108-8　定価1,835円（本体1,748円＋税）

改訂新版　給排水衛生設備学
中級編－水まわりの実務

紀谷文樹＝総合監修　深井英一＝編

設計実務者を対象に、新しい施工技術・維持管理技術などをとりあげて、平易に解説した一冊。給排水衛
生設備の実務面を幅広く取り上げた、建築設計者必携の書。
2000.09　B5判　並製　320ページ
ISBN978-4-88706-191-0　定価4,100円（本体3,905円＋税）

わが家は快適お風呂
浴室実例と快適お風呂づくりの
ポイント27

ＴＯＴＯ出版＝編

オールカラーで紹介された豊富な浴室実例と、シルバーやお風呂の悩み解決法など、お風呂づくりのため
のノウハウ満載。
1996.06　A4判変型　並製　135ページ
ISBN978-4-88706-133-0　定価1,529円（本体1,456円＋税）

住まいの水まわり学入門 泉忠之＝編著

水・建築・設備の基礎知識。給排水衛生設備計画。衛生機器の説明・施工・計画・搬入・組み立て・維持
管理。トラブルと解決。住宅及び設備関係者必携。
1995.11　B5判　並製　246ページ
ISBN978-4-88706-126-2　定価2,548円（本体2,427円＋税）
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水と環境／水まわりの専門書

書名【叢書名】 書籍詳細

給湯設備のABC　住まいと湯 鎌田元康＝編著

住宅用給湯設備最新研究データに基づき、急速に進歩している機器、配管情報を整理。設計に必要な基礎
知識や計画上重要な検討事項、設計例。
1993.05　B5判　並製　112ページ
ISBN978-4-88706-073-9　定価2,548円（本体2,427円＋税）
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ビデオ

書名【叢書名】 書籍詳細

少年野球教室1
ストレッチング編

王貞治＝監修　阿野鉱二＝解説

ケガや故障を防ぐために絶対欠かせない「ストレッチング」。元巨人軍トレーニングコーチの阿野鉱二
が、正しいストレッチング法をわかりやすく解説。
1993.01　VHSビデオ　　30分
ISBN978-4-88706-094-4　定価2,039円（本体1,942円＋税）

少年野球教室2
筋力トレーニング編

王貞治＝監修　阿野鉱二＝解説

野球はとくにパワーが必要。そのためには全身の筋肉をバランスよく鍛えなければならない。効果的な筋
肉トレーニングの方法をわかりやすく解説。
1993.01　VHSビデオ　　30分
ISBN978-4-88706-095-1　定価2,039円（本体1,942円＋税）

少年野球教室5
キャッチャー編

王貞治＝監修　阿野鉱二＝解説

強いチームには必ずいいキャッチャーがいる。広島カープで数多くの優勝に貢献した達川光男が実例を交
えながら上達のポイントをわかりやすく解説する。
1994.07　VHSビデオ　　30分
ISBN978-4-88706-102-6　定価2,039円（本体1,942円＋税）

少年野球教室6
バッテリー・指導者編

王貞治＝監修　関本四十四・達川光男＝解説

バッテリーの育成上大切なことは、ケガや故障を防ぐ技術と精神面の指導。過度の練習でバッテリーの負
担を増やさぬよう、関本・達川両氏が解説する。
1994.07　VHSビデオ　　30分
ISBN978-4-88706-103-3　定価2,039円（本体1,942円＋税）

少年野球教室8
バッティング・実践編

王貞治＝監修・解説

基礎編をさらに発展させ、実戦に役立つ技術を平易に解説。
1994.12　VHSビデオ　　30分
ISBN978-4-88706-110-1　定価2,039円（本体1,942円＋税）

少年野球教室9
バッティング・指導者編

王貞治＝監修・解説

王貞治が直接、少年野球指導者の悩みに答える形で解説。
1994.12　VHSビデオ　　30分
ISBN978-4-88706-111-8　定価2,039円（本体1,942円＋税）
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