
入学前に読んでほしい本 著者 内容
1 くらしとデザインの本　１～３　■ 日本デザイン機構 デザインへの本気が詰まった絵本
2 デザインの教科書 柏木博 近現代のデザインの話題
3 ユニバーサルデザインの教科書 日経デザイン インダストリアルデザインとUD
4 14歳からのケンチク学 五十嵐太郎編 高校までの科目とデザインの関係
5 考えの整頓 佐藤雅彦 日常を違うやりかたで捉える
6 音楽の聴き方 岡田暁生 モノの理解のしかたを分かち合う
7 デザイン工学の世界 芝浦工業大学 デザイン全体の見取り図と技術
8 デザインの教室 佐藤好彦 レイアウトの基礎トレーニング
9 考えなしの行動？ ジェーン・フルトン・スーリ 無意識の行動を観察する写真たち
10 それでも建てたい家 宮脇檀 生活から見た住宅への疑問
11 建築家、走る 隈研吾 超有名建築家の葛藤と日常
12 ルビィのぼうけん リンダ・リウカス プログラミング思考を絵本で説明
13 TED TALKS クリス・アンダーソン 考えを伝えるプレゼンテーション
14 あなたの話はなぜ「通じない」のか 山田ズーニー 言葉に自分の思いを乗せるには
15 13日間で「名文」を書けるようになる方法 高橋源一郎 自己を言葉で伝える
16 20歳の時に知っておきたかったこと ティナ・シーリグ 自分から周囲に働きかける
入学後も読み続けてほしい本
17 脳の右側で描け ベティ・エドワーズ 形やイメージで考えるために
18 形の美とは何か 三井秀樹 自然とつながった人間の造形
19 脳は美をいかに感じるか セミール・ゼキ 脳科学からみた「美しさ」
20 脳の人間科学 内山兄人 人間の行動と脳の関係
21 音響メディア史 谷口文和ほか 複製技術の発展と生活の変化
22 コミュニケーションのデザイン史 高橋裕行 コミュニケーションを大きく捉える
23 フォークの歯はなぜ四本になったか ヘンリー・ペトロスキー 改良の経緯から観察眼を養う
24 誰のためのデザイン？ ドナルド・A・ノーマン 認知科学からデザインへの注文
25 壊れた脳　生存する知 山田規畝子 高次脳機能障害の体験記
26 自閉症の僕が跳びはねる理由 東田直樹 自閉症者13歳の世界
27 現代建築に関する16章　■ 五十嵐太郎 近現代の建築を見るための枠組み
28 ようこそ建築学科へ！　■ 五十嵐太郎監修 全国毎年1万人の建築学生たちへ
29 見立ての手法 磯崎新 空間の構成から日本文化論へ
30 陰翳礼賛 谷崎潤一郎 空間の明暗から日本文化論へ
31 ふすま──文化のランドスケープ 向井一太郎，向井周太郎 建具から日本文化論へ
32 「建築」で日本を変える 伊東豊雄 日本の「地方」に未来を託す
33 倉俣史朗のデザイン 川崎和男 デザイナーによるデザイナー論
34 住宅論 篠原一男 「住宅は芸術である」とは？
35 測って描く旅 浦一也 寸法を測ってものの見方を養う
36 集落への旅 原広司 風土に根ざした世界の集落
37 世界を変えるデザイン シンシア・スミス 世界の「その他90％」のために
38 クリエイティブリユース 大月ヒロ子 脱近代の新しいデザインの一端
39 生きのびるためのデザイン ヴィクター・パパネック デザインの予言書
40 はじめてのデザイン思考　■ 伊豆裕一 デザイナーの頭のはたらかせ方
41 アイデアを実現させる建築的思考術 西沢明洋 デザインするための仕組み
42 地域を変えるデザイン 筧裕介 国内各地域の実践とデザイン
43 自分の仕事をつくる 西村佳哲 仕事を自分のものにするために
44 まちへのラブレター 山崎亮，乾久美子 コミュニティをデザインするとは
45 ピーター・ライス自伝 ピーター・ライス 構造設計とデザインの過程
46 いきるためのメディア 渡邊淳司 情報技術が世界をどう変えるのか
47 創るセンス　工作の思考 森博嗣 試しにつくってみることが大事

学校推薦型選抜公募制／特別選抜　合格者のみなさん 
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48 センスは知識から始まる 水野学 センスは勉強すれば磨ける
49 デザイン知 松岡正剛 「千夜千冊」から出たブックガイド
50 柳宗理エッセイ 柳宗理 「用と美」のデザイン論
51 デザインと死 黒川雅之 デザイナーの人生論
52 デザインのデザイン 原研哉 デザイン史から「リ・デザイン」へ
53 その絵、いくら？ 小山登美夫 現代アートビジネス論
54 現代社会の理論 見田宗介 デザインが解決したい世界の課題
デザインの勉強を始める──浜松へ、浜松から世界へ

55 ゆりの木の情景（ニューショップ
浜松，ダイジェスト版1’23”）　■

https://
www.youtube.com/
watch?v=ttlIvFeyO7I

ゆりの木商店街（旧東海道）の服
屋・レコード店などを音楽で彩り
ます．本編が3本あります

56
もしあなたもデザインを学んだら | 
勝野美葉子（TEDxHamamatsu，
16’43”）　■

https://www.ted.com/
talks/
miyoko_katsuno_let_de
sign_open_your_mind

文芸大で学び，卒業制作から修善
寺で活動を始めた勝野さんが，デ
ザインを学ぶことの価値を語りま
す

57
ハンバート ハンバート "どこにい
てもおなじさ" (Official Music 
Video)　（humbertchannel，
4’30”）　■

https://
www.youtube.com/
watch?v=TgEaEJt1LvY

映像を制作したのも，卓上に出て
くる花を活けたボトルをデザイン
したのも卒業生です

58
佐久間ダム建設記録　第一部　英
映画社製作（NPO法人科学映像
館，45’06"）

https://
www.youtube.com/
watch?
v=PwcSdsmT2Vg

モノクロームですが天竜川の巨大ダ
ム建設という戦後の勇ましい記
録．岩波映画制作のカラー版もほ
かにあります

59
生活と寸法　東京シネマ1962年製
作（NPO法人科学映像館，
23’06"）

https://
www.youtube.com/
watch?
v=bCom11D_0qs

古いけど近現代のものづくりはそ
もそもどういうものか，あらため
てよく分かる動画です

60 おうちでミュージアム（竹中大工
道具館）

https://
www.dougukan.jp/
special_exhibition/
ouchi-museum

日本伝統の大工技術を記録・保存
している，竹中工務店の博物館

61 Musashino Art University 
Museum & Library

https://
apps.apple.com/jp/
developer/
id545593253

博物図譜，陶磁器，近代の椅子を
鑑賞できるアプリ．iPhoneからは
App Storeで検索して下さい

62 復元建造物360度パノラマビュー
（江戸東京たてもの園）

https://
www.tatemonoen.jp/
restore/intro/

東京・小金井の江戸東京たてもの
園の保存建造物をウェブで体験で
きます

63
Building the 7FT GUNDAM 
Ultimate Papercraft
（VisualSpicer，2’45”）

https://
www.youtube.com/
watch?v=-g9_BQtB1h8

2メートル越えの「機動戦士ガンダ
ム」ペーパークラフトを作ります

64
Sword Impulse Gundam Paper 
Model Part 4ARM（Hobby & 
Paper，14’59”）

https://
www.youtube.com/
watch?v=-HtR4dObud0

同じガンダムですが，ペーパークラ
フト制作の過程を詳細に辿りま
す．おうちライフ向き

65
The Woman Who Built The 
Brooklyn Bridge（The B1M，
5’04”）

https://
www.youtube.com/
watch?
v=Rm0kSZRrLzw

ケーソン（橋梁の土台）建設で水
圧に体を痛めた技師の仕事を継い
だ女性

66
bauhaus modern school of 
design（Bauhaus Movement，
2’03”）

https://
www.youtube.com/
watch?
v=mpVT4JFUWE0

デザインとアートを繋いで近代デザ
インを定着させたバウハウスにつ
いての入門編

67
Architecture, art and design - 
100 years of the Bauhaus (1/3)
（DW Documentary，42’31”）

https://
www.youtube.com/
watch?v=rg3X1vZN5TA

ドイツ国営国際放送のドキュメン
タリー．3本あり．日本からも天内
の元同僚が出てます

68
Frank Lloyd Wright: The Lost 
Works ‒ The Imperial Hotel（ 
Frank Lloyd Wright Trust，
13’26”）

https://
www.youtube.com/
watch?v=pZ9phSrQcgo

かつて東京にあり，一部が愛知・
犬山の明治村に保存された，フラ
ンク・ロイド・ライト設計の帝国
ホテル

69
RONCHAMP I LE CORBUSIER I 
A WALK THROUGH IN 4K
（Fourth Wall，10’46”）

https://
www.youtube.com/
watch?v=hEkQvR-el3M

ル・コルビュジエ設計のフラン
ス・ロンシャン礼拝堂を4K動画で

70 テクネ　映像の教室（NHK） https://www.nhk.or.jp/
techne/

映像の作り方を綿密に追いかけま
す．常時放送はされていないようで
すがアーカイヴや新作をチェック
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