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1 つみきのいえ
加藤久仁生絵 ; 平田
研也文

白泉社 2008.2

2 箱の家 : エコハウスをめざして
難波和彦著 ; 坂口裕
康写真

NTT出版 2006.11

3 WOHA : Architektur atmet = WOHA : breathing architecture
[edited by] Michaela
Busenkell, Peter
Cachola Schmal

DAM, Deutsches
Architekturmuseum

c2011

4 New Monte Rosa Hut SAC : self-sufficient building in the high Alps ETH Zurich (ed.) GTA c2010

5 Greening Asia : emerging principles for sustainable architecture Nirmal Kishnani BCI Asia c2012

6 the sustainable Asian house : Thailand, Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore
Paul McGillick ;
photographs by
Masano Kawana

Periplus c2013

7 The green museum : a primer on environmental practice
Sarah S. Brophy and
Elizabeth Wylie

AltaMira Press c2008

8 沈黙の春. -- 62刷改版 (新潮文庫 ; カ-4-1).
レイチェル・カーソン
[著] ; 青樹簗一訳

新潮社 2004.6

9 沈黙の春.
レイチェル・カーソン
著 ; 青樹簗一訳

新潮社 2001.6

世界のデザイン : Designs Around the World
展示期間：2018年 10月 22日 (月)～ 10月 26日（金） 展示場所：1Fアメニティゾーン

KITインターナショナルウィーク期間中、附属図書館では特別企画展示「世界のデザイン:Designs Around the World」を開催します。

地球環境の配慮から、持続可能な社会を目指すサスティナブルデザイン周辺の資料を集めました。ぜひご覧ください。

https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00049015
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00048503
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00060709
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00081775
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00081830
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00081682
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00074660
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00047639
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00039433
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10 地球のためのデザイン : 建築とデザインにおける生態学と倫理学

ヴィクター・パパネッ
ク著 ; 大島俊三, 村
上太佳子, 城崎照彦
共訳

鹿島出版会 1998.3

11 チルチンびと : 季刊 : chil chin bito ; 91(1) 風土社

12 Inventions : the patented works of R. Buckminster Fuller St. Martin's Press c1983

13 宇宙船「地球」号 : フラー人類の行方を語る
R.バックミンスター・フ
ラー著 ; 東野芳明訳

ダイヤモンド社 1972

14 The Dymaxion world of Buckminster Fuller Reinhold Pub. Corp [1960]

15 Earth-friendly graphics lohas : Lifestyles of health and sustainability ピエ・ブックス 2006.9

16
Behind the green door : a critical look at sustainable architecture through 600
objects

by Rotor
Oslo Architecture
Triennale

2014

17 Sustainable timber design
Michael Dickson and
Dave Parker

Routledge 2015

18 サステイナブルなものづくり : ゆりかごからゆりかごへ

ウィリアム・マクダ
ナー, マイケル・ブラ
ウンガート著 ; 山本
聡, 山崎正人訳

人間と歴史社 2009.6

19 建築の四層構造 : サステイナブル・デザインをめぐる思考(10+1 series). 難波和彦[著] INAX出版 2009.3

20 The economy of sustainable construction
edited by Ilka &
Andreas Ruby,
Nathalie Janson

Ruby Press [2014]

21 Eco design : furniture, meubles, muebles, mobiliário [edited by Dopress] Promopress c2013

22 Eco design : lamps = lampes = lámparas = iluminaçao edited by Dopress Promopress c2013

23 生きのびるためのデザイン
ヴィクター・パパネッ
ク著 ; 阿部公正訳

晶文社 1974.8

https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW20007108
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB00038931
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00007827
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00017896
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TY10005214
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00045389
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00082663
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00082663
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00083628
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00071470
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00048250
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00082682
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00071706
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00071707
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00050030
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24 エコ・デザイン・ハンドブック

アラステア・ファード=
ルーク著 ; 飯泉恵美
子[ほか]訳監修 ; 青
木あきこ責任訳

六耀社 2003.7

25 Sustainable design : デザイナーと企業が取り組むべき環境問題
Aaris Sherin著 ; 石
原薫訳

ビー・エヌ・エヌ新社 2009.5

https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00040118
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00061727



