
「おうちのはなし」バックナンバー 正会員価格（＠80円）→ 0

準会員価格（＠100円）→ 0

注文数

メインテーマ サブタイトル Ｈ＆Ｓ 文化の栞 合計 0

000 緑 住宅建設の担い手は誰？ ＬＯＨＡＳ　ＰＥＯＰＬＥ 屋根が人の住まいのはじまり在庫切れ

001 緑 失敗しないすまいづくりの手順 サスティナビリティ 楼と閣 在庫切れ

002 赤 2012年の得する家の建て方 景色をつくる ファッション・グルメ・・・ 在庫切れ

003 青 進化する工業化住宅の今 サスティナブル・デザイン玄妙なるところへの関門 在庫切れ

004 黄 どんな家に住もうか？ プランニングの楽しみ 日本という健康 （休み） 在庫切れ

005 茶 家はこんなに変えられる！ リフォームをたのしむ住まい方 カーボン・ニュートラル ハーフ・バス・ルーム 在庫切れ

006 緑 家をつくるということ もっと「おうちのはなし」をしよう 家は第２の森 日本へのあこがれ　ギャンブル在庫切れ

007 黄 建てるなら、やっぱり木の家 木を大切に使おう 住まい文化の価値　津波石碑残少量

008 茶 「家歴書」を活用しよう 住宅履歴情報の活用 年輪のサスティナビリティ大黒柱　竪穴住居 在庫切れ

009 黄 マドリの意味を考える マドリを理解するほど、家は使いこな明暗双双 囲炉裏の大発明 在庫切れ

010 赤 家の工事費ってどんなもの？ 住宅価格の見極め方 お風呂と脳の関係 祇園精舎と切妻屋根 在庫切れ

011 青 今、なぜ、長期優良住宅なのか？ 家は樹木の高さを越えな窓の明かりよりも大切なこと 在庫切れ

012 黄 ホームデザイン 我が家のコーディネートをどうします五感では足りない 行儀のよい人 在庫切れ

013 茶 快適さをプラスにするリフォーム［増改築］ 自分の脳に聞いてみる 几帳面な人 在庫切れ

014 緑 アメリカの住まいづくりに学ぶこと 死ぬことが持続すること うだつが上がらない人 在庫切れ

015 青 太陽光を利用しませんか？ 自立するエネルギー 結界の以心伝心 在庫切れ

016 黄 壁の仕上げ 壁紙から漆喰まで 至るところに、発電所 芸術品か、技術品か 在庫切れ

017 赤 住まいづくりにかかる経費 エネルギー・ファーム 夏あたたかく、冬すずしい 在庫切れ

018 青 木のことをもっと知っておこう 木は理想の建材　-木材の技術- 眠れる家① きる・わる・さく 在庫切れ

019 緑 建築工事スケジュール 家ができるまで 眠れる家② 木材に刻まれた文化 在庫切れ

020 緑 住まいづくりの楽しみ方 ゆっくり家をつくろう 眠れる家③ 住宅と民主主義 在庫切れ

021 青 安心できる住まいづくりは地盤から 眠れる家④ クラシックの文化 在庫切れ

022 黄 新しいリビング 家族のカタチが見える場所 眠れる家⑤ 絵心がみがいた家 在庫切れ

023 緑 建てた方が得か、借りるのが得か？ あなたはどちらを選びますか？ 眠れる家⑥ 水煙・相輪への願い 在庫切れ

024 茶 愛着がわいてくる家 オーダーメイドの楽しみ ゆたかさの奥にあるゆた傷があるからこその名器 在庫切れ

025 緑 住まいづくりを支える人たち 日本の職人の技と心 ＪＵＳＴ　ＥＮＯＵＧＨ 門を忘れていませんか 在庫切れ

026 赤 2013年の住まいづくり 今のタイミングを活かす 木材は使ってこそ環境貢都市と田園の迷い 在庫切れ

027 緑 日本の木で家をつくる 森林の価値　７０兆円 ５００年前のモダンデザイン 在庫切れ

028 黄 ペットと暮らす家 本当にリサイクルできるも土間から生み出されたもの 在庫切れ

029 青 住まいの地震対策 基本からわかる住宅の強度 空気は大丈夫ですか？ 切り取られたものへの美意識在庫切れ

030 黄 住まいの収納術 収納は足りていますか？ 空気を捨てる 「さくら」の名の由来 残少量 0

031 緑 土地のかしこい選び方 ここが、私の住むまち イヤシロチとケガレチ 針葉樹と広葉樹の文化 在庫切れ

032 赤 アベノミクスで住宅はどうなる？ 消費増税カウントダウン 快適さを知る心 日本人の「巣まい」観 在庫切れ

033 黄 香りと住まい 安らぎの瞬間 間取りとこころの健康 オランダ人の「巣まい」観 在庫切れ

034 茶 リフォームと新築 住宅との永いつきあい 間取りと家族の健康 フランス人の「巣まい」観 在庫切れ

035 青 安全が守られる家 本当は恐い家庭内の事故 日本の資源を活かせるかフランス人の「巣まい」観② 在庫切れ

036 黄 心地良く眠れる家 眠りの家学 アルミニウム製と木製のアメリカ人の「巣まい」観 在庫切れ

037 緑 資産価値のある家 住宅は財産になるのか？ 木造住宅の環境貢献 通し柱の今昔考 在庫切れ

038 黄 庭があってこその家 家に庭ができて初めて家庭になる セカンドオピニオン 作庭記 残少量

039 赤 住まいと保険 安心して暮らすために 長生きするための教育と（休み） 在庫切れ

040 黄 プランニングに挑戦！ 自分でつくるキニナルマドリ 遺伝子と健康と住まい①石を立つること 在庫切れ

041 青 ティンバライズ□木造の時代 ほんとうは火にも強い木 遺伝子と健康と住まい②発掘された住宅 在庫切れ

042 緑 子育ての住まい どんな子どもに育つのか？ 肌が合う家 炉をつくったのはなぜ？ 残少量

043 黄 サスティナブルデザイン 古材を使ってみませんか？ 姿勢を正すこと 絵をかざること 在庫切れ

044 緑 マンションか、一戸建てか？ 住まいづくりの迷いを解決 人工林のサスティナビリテ文化としての家 残少量

045 黄 グリーン・インテリア ともに暮らすなかまとして 森を守ることは文明を守月見台からみえる月 残少量

046 青 住宅とエネルギー 改正省エネルギー基準 低酸素への道は険しい・家族のしるし 在庫切れ

047 黄 キッチン 使い方と選び方 住宅の消化器系と循環器世界無形文化遺産の台所 在庫切れ

048 緑 お客さまを守るために 消費者の４つの権利 姿勢の正しい家 男と女と食事の風景 残少量

049 黄 和室をどうしますか？ 日本人の心の空間 省エネルギーの国 庭訓往来 残少量

050 緑 お父さんの家づくり 男が家づくりを決意するとき Green Health　植物は健扉の開き勝手のちがい 残少量

051 茶 文化リフォームのススメ 庭のリフォームをしませんか サスティナビリティと反応鉄は国家なり 残少量

052 黄 音のインテリア 戸建て住宅の楽しみ 音楽が癒してくれるもの 日本の原風景を奏でる音 残少量

053 緑 床に座るか、椅子にかけるか？ 日本人のリビング 生まれてくるストレス 色気のない建物 在庫切れ

054 赤 おうちのニュース 住まいに関わる報道 どんな家を食べてますか歴史と伝統の国 在庫切れ

055 青 鉄よりも強い木 木材の意外な強さ 日本の風呂が日本をつくひと手間の美学

056 黄 明かりと暮らし 住まいの照明計画 里山と里海 陰翳あってこその明るさ 残少量

057 緑 家は第２の森 地球環境に貢献する住宅 樹木の新しい生 技術を極めたもの 残少量

058 黄 和と洋のデザイン考 住まいに活かす日本と西洋の意匠 ランニング・ハイ 四神に守られて 残少量

059 青 長く使うもの、変えるもの 住宅のスケルトン・インフィル 共感覚の家とは？ 間面記法の家 残少量

060 緑 みんな、どんな家を建てているの？ 木造？鉄骨？それともプレハブ 人か、車か、それともスギ「えぇ？五間二面の家？」

061 黄 自然素材の家 文化を感じる暮らし ストレスという薬 紙の家

062 青 新の省エネルギー機器 地球環境のための住宅設備 日本人のお風呂好き 温度を忘れていた時代 残少量

063 黄 高さのデザイン 豊かさを感じる空間づくり かたさとしなやかさ 住まい文化で解決すること 残少量

064 緑 おうちの勉強会 住まいに関わる話し パニックシステムの平和渡米した日本のデザインと文 在庫切れ

065 青 近隣で、建設現場を見かけたら・・・ 建設会社の力がわかる情報の宝庫住まいの環境と健康 歌というマニュアル

066 赤 住宅ローンの基礎 住宅取得の大事なツール 岩盤とのおつきあい 縄文の時間 残少量

067 黄 佇まいを感じる家 高級な家をつくりませんか 木を植えてきた人 庶民の暮らしぶり 残少量

068 青 住まいと健康 元気を生み出す家 日本の家は、心が健康の仕草とすまい

069 黄 インテリア上達のコツ！ インテリア・コーディネート術 安政の価値 ガンギとジェッティ 在庫切れ

070 赤 住宅と経済 どうして家を建てるのか？ 畳の上で終える 民族大移動と家①プロローグ在庫切れ

071 緑 古民家に学ぶ 残される家のお手本 無災の家 民族大移動と家②壊された絆残少量

072 黄 外壁材の種類とポイント 家のデザインを決めるもの 完璧なものが完璧でもな民族大移動と家③男の居所

073 緑 住宅の近未来 住宅はどのように進化するか ローテクのストーブの暖か民族大移動と家⑤ニュータウ 残少量

074 緑 日本の木の文化と家 世界遺産を感じて暮らす 齢級で見る資源大国日本民族大移動と家⑥現代の大移残少量

075 黄 家族をつくる部屋 主寝室から主室へ 自分へのご褒美 民族大移動と家⑦シェアハウ残少量

076 青 呼吸する家 湿度を味方にする環境づくり 人の順応性 民族大移動と家⑧ゆるい関係

077 黄 インテリアカラーコーディネート 自分に合った色づかい 子ども達へ受け継ぐこと 『方丈記』①古典から学ぶ 残少量

078 赤 住宅という資本 ピケティ『21世紀の資本』から 病いと健康 『方丈記』②災害の記録 在庫切れ

079 黄 外観デザインのポイント 家の価値を高めるために プライバシーの生きた街『方丈記』③プレハブのよう？在庫切れ

080 緑 ヒューマン・スケール 住まいに関わる寸法 神が宿るプロポーション 『方丈記』④楽器のための部屋

081 青 快適さの家学 暮らしやすさを求めて 谷スギ・尾根マツ・中ヒノ 『徒然草』①家は人の鏡

082 青 防犯を考えた家 もうひとつの安全対策 永く住める理想の家（隣人『徒然草』②神のいどころ

083 緑 五感を育てる家 ゆらぎを感じる空間づくり 不健康をどこで感じるの 『徒然草』③新築完成検査

084 黄 家族の絆と家のかたち これからの家へのヒント 人間の身体は不思議？ 『徒然草』④のぞき見

085 緑 失敗に学ぶ家づくり 家は3度建てなければわからない 永く住める理想の家（木材『徒然草』⑤夏を旨とすべしは在庫切れ

086 茶 掃除と手入れ きれいに住まい続けるために 空気の汚れが集まる場所『徒然草』⑥みんなで決めたこと

087 緑 住まいづくりのすすめ方 失敗しない住まいづくりのプロセス エイジングの楽しみ 『徒然草』⑦不完全の美学

088 黄 テレビと家 現代家庭に忘れられないもの 光の恩恵と戦い 『徒然草』⑧家にネズミ 在庫切れ

089 青 外断熱のこと教えてください ちょっとくわしい、断熱材のしくみ 風もあなどれない曲者 『徒然草』⑨文学よりも建築

090 黄 小屋裏活用術 未来を生み出す空間づくり 敵の水と、味方の水 『徒然草』⑩男女密会の場 在庫切れ

091 緑 ビバリーヒルズにマンションは建たない 住宅の資産価値をつくる街 樹木の生存戦略 『徒然草』⑪人の営みに欠かせ在庫切れ

092 茶 性能向上リフォーム より快適な家に変身 人間の生存戦略 『徒然草』⑫どちらを向いて寝てますか？

093 緑 建設会社の選び方 良し悪しを見抜くポイントとは？ スローライフは忙しい 『徒然草』⑬室礼のありかた

094 黄 どんな木を植えようか？ 庭木の選び方 木々が育つは平和の証 『徒然草』⑭庭にありたき木 在庫切れ

095 青 地盤が心配なら・・・ 地盤の強さと、その対策 スモールハウスの健康 『徒然草』⑮故実をしっている 残少量

096 緑 住宅トレンド2016 ホームショーに見える新しい家 街並みのスマイル 『徒然草』⑯主人あってこその在庫切れ

097 緑 建て替え読本 家を建て直すという選択 孫リターン おうちの中の干支①

098 黄 良い間取り、悪い間取り 間取りで後悔しないための収納計画空き家の問題 おうちの中の干支②

099 青 災害対策マニュアル いつ起こるかわからない災害 安全と安心 ねずみ

100 黄 インテリア写真術 マイホームアルバムを作くろう サスティナブルの森 うし

101 緑 炎のある暮らし 心にしみる、くつろぎの瞬間 長伐期化した木 とら 在庫切れ

102 青 耐震安全の家 家の強度はどう決まるのか？ 鉄と木材 うさぎ

103 赤 気になる金利のはなし マイナス金利時代の住宅ローン オーガニックな香り たつ 在庫切れ

104 緑 木造住宅・木材のはなし 知るほど魅力的な木 歴史というエビデンス へび

105 黄 ダイニング 家族力を測る場所 手と口のカタチ うま 残少量

106 茶 日本の既存住宅 ストック型住宅政策と空き家問題 新の健康診断 さる１

107 黄 おうちの設計室 我が家のデザインしてみませんか？人工知能とマドリ さる２

108 緑 日本の美しい町並 住まい文化、守ること、学ぶこと 伝統というデザイン とり１

109 緑 ムクの木、集成の木 構造材としての木材について 平衡含水率 とり２

110 黄 ガーデンセラピー 健康になる家と庭 レジリエンス 緑を取り込む

111 黄 2階リビング・「休日の家」 光と風にあふれたリビング 練ることは、起きること ゐ

112 赤 インカム・ハウス 収入を生み出す家 心の恐怖システム ねこ

113 青 紫外線・赤外線 良い光と悪い光 塗料と刃物 きつねとたぬき

114 緑 借りるのが得か、建てるのが得か？ 健康の食卓風景 クジラ・シャチ・カツオ

115 黄 ガレージ＆カーポート こだわりの見えるところ バランスの中にある健康日本の木①マキ

116 黄 おもてなしの家 来客の空間／客間考 不満を楽しむ心 日本の木②スギ

117 緑 引越しの手引き 新居までのスマートな引越し 馴染む能力 日本の木③ヒノキ

118 赤 坪単価いくらでできるの？ 工事価格の見極め方 満月の時には地震に注意日本の木④クスノキ

119 緑 ロクマルハウス 家を知る人の家・平屋 弱いところを知ること 日本の木⑤マツ

120 茶 ＤＩＹ・自分の住まい も手軽な塗装の楽しみ お隣さんとの関係 日本の木⑥キリ

121 緑 木って、すごい！ 木造の隠れた力 菌を殺す木 日本の木⑦クリ

122 赤 住宅と相続税 見えてきた新相続税の実情 家は祈りの場所 日本の木⑧サクラ

123 黄 匂いがもたらす安らぎの時 大切にしたい家の匂い 他ｔ身の上で終える １００年の働きを終えて

124 緑 いい家の条件 長期優良住宅の活用法 ターニングポイント 我が仏隣の宝

125 黄 家のデザイン 暮し方で楽しむ家 社会人の自然人 本物の価値

126 緑 風水とホルムアルデヒド 信じることと感じること 文明半分、文化半分 不連続の家学

127 青 地震に強い家・弱い家 安全な家はどのようにつくる？ 足らざるは、及ばざる 手間をかけて築くこと

128 緑 地球環境に貢献する家 住宅は第２の森 ２００年住宅 神社と教会

129 黄 玄妙なるところへの関門 玄関の使いこなし方 緑のカーテン 岡倉天心『茶の本』

130 青 ほんとうの家の安全 知られていない家庭内事故の怖さ 自己の責任はどこにある消費者の4つの権利

131 緑 家を建ててくれる人たち 地味だけどすごい家づくりの職人 かかりつけの医者 縄文の住まい

132 緑 二世帯・三世代住宅 同居型住宅のメリットとデメリット マルチファミリー住宅の価家族の暮す家

133 黄 おそら’を手に入れませんか 技術力が可能にした屋根の革命 コンクリートの爪痕 男蔵と女蔵

134 赤 家づくり、はじめの一歩 自分で計算する、自分の住宅資金力街路樹の植え替え 「家は肉体の仮の宿」

135 黄 緑の同居パートナー グリーンインテリアの魅力 植物のコミュニケーション人の手と盆栽

136 緑 住宅市場と工務店 データから見える意外な真実 全体子と遺伝子 折り紙と大和比

137 青 住宅とスケルトン 価値の上がる家とは・・・ AIと身体性 心か？面か？

138 緑 「家をつくる」ということ 「おうちのはなし」しませんか 子どもの心を育てる 家居とことざま

139 黄 目地・・・いい仕事していますね 設計力と施工力の指標 体調の兆し 目地の職人技

140 緑 家と太陽 日当たりのよさを求めて 日光浴がもたらす健康 遺跡に刻まれた方位

141 黄 モノを収めるコツ 収納のつくり方とつかい方 ホテル業界からの逆輸入忘れてしまった宝物

142 黄 窓が家を決める 窓の役割を知っていますか？ おうちの食の健康 窓をつくった人

143 赤 消費税を住宅税制 いつ建てるのが得か？ つながりの家 失われてゆく実家

144 黄 住まいは巣まい 子どものための環境づくり 地域サスティナブル 住まいは、住まい

145 青 木造住宅の効用 木の家に住むということ サスティナブルデザイン House～Home～Habitation

146 黄 水周り考 利便性を決める場所 生活痕 シンプル・イズ・ベース

147 黄 日本の家と和室 自由空間のあるゆとり 「CHINA」と「JAPAN」 畳の神域

148 茶 古民家の再生と魅力 古民家は街の宝になる 住宅の微分積分 無災の家

149 緑 自由設計と企画住宅 あなたはどちらを選びますか？ 変わること、変わらないこ世界共通の家

150 緑 ゆっくり家をつくろう ほんとうの住まいづくりのコツ ＬＯＨＡＳとスローライフ 日本から、日本へ

151 青 おいしい家 人生の３分の２は家で過ごす 自分のいどころ 揃えないデザイン

152 青 近隣で建設現場を見かけたら 良い建設会社を見抜く方法 もぐもぐタイム 職人を大切にする国

153 緑 家づくりの物語story 共感する話はありますか？ 眠れる場所 早いか遅いか
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