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明治・大正の建築 
～武田五一をはじめとする関西の近代建築～ 

     

明治時代には、近代都市を築くため、多くの人びとが欧米に派遣

されました。アールヌーボー、セセッション、スパニッシュ・・・。 

当時、欧米で生み出された様式を見聞した建築家達が、どのような建物を造ったのでしょうか。 

京都府立図書館の設計者であり、後に「関西建築界の父」と言われる武田五一が活躍を始めた明治・大正の建築に関連する

本を中心にご紹介します。 

        

武田五一に関連する本 

タイトル 著者／出版者 請求記号 資料コード 

１９０２年の好奇心  ｢京都高等工芸学校」美術研究会 編 光村推古書院 2003 K/ 787.7/ Ky6 1108153014 

関西モダンデザイン前史  宮島久雄 著  中央公論美術出版 2003 727.02/Mi75 1108011022 

近代京都の生活デザイナー 建築家・武田五一展 武田五一記念展実行委員会 編 2004 K/523.1/Ta59 1107104547 

武田五一の軌跡  文京ふるさと歴史館 編  2005 521.6/B89 1107155531 

フランク・ロイド・ライトと武田五一  ふくやま美術館 編  2007 523.53/F85 1107436956 

求道学舎再生  近角ヨウ子 著  学芸出版社 2008 527.8/C44 1108550110 

図案文字大観  矢島周一 著 武田五一 校閲  ｸﾞﾗﾌｨｯｸ社 2009 727.8/Y16 1108716430 

武田五一・人と作品  博物館明治村 編集  名古屋鉄道 1987 521/ME/3 1101518411 

芝川邸と武田五一展  竹中工務店 編  1996 E/523/TA 1101519765 

京都府立図書館建物記録調査報告書  京都府教育委員会 編 1997 KE/521/KY 1101726881 

「近代建築」としての京町家  京都の近代建築を考える会 編 1998 K/521.86/Ky6 1107658336 

アルス建築講座  第 4 巻  意匠及装飾論 武田五一 著  アルス 1926 520.8/A/4 1103961262 

住宅建築要義  武田五一 著  文献書院 1926 527/TA59 1103970073 

耐震及耐火建築構造  武田五一 他共著  大阪毎日新聞社 1927 ヨ/584/149 1103128904 

建築装飾及意匠の理論並沿革  武田五一 著  誠文堂工学全集刊行会 1932 ヨ/580/56/52 1102393749 

武田博士之横顔  武田五一 画  武田博士還暦記念事業会 1932 ヨ/722/333 1103164719 

武田博士作品集  武田五一 著  武田博士還暦記念事業会 1933 E/520.38/TA59 1103959605 

武田五一博士論文選集  下  武田五一 他編  高桐書院 1946 ヨ/584/501        1103132096 

武田五一の建築の復元をめぐって (p190～p193) 新建築  第 78巻3号  2003 

近角真一 著  

雑誌  

武田五一と同時代の建築家に関する本 

辰野金吾   :工学博士辰野金吾伝  白鳥省吾 編輯 辰野葛西事務所 1926                         ヨ /943/537 1103370332 

片岡 安   :都市と建築  片岡  安 著 市民叢書刊行会 1923   ヨ/460/74 1103008882 

 :都市計画  片岡  安 他著 誠文堂新光社工学全集刊行会 1935   ヨ/580/56/47 1102393723 

 :現代都市之研究  片岡  安 著 一声舎 1916 318.7/Ka83 1102259668 

塚本 靖   :天目茶碗考  塚本  靖 著 学芸書院 1935 ヨ/794/52 1103188759 

松室重光   :海を渡った日本人建築家    西沢泰彦 著 彰国社 1996 523.22/N87 1106126269 

藤井厚二  :16 人の建築家  石田潤一郎 他著 井上書院 2010 520.67/J97 1108932698 

 :｢日本の住宅｣という実験  小泉和子 著 農山漁村文化協会 2008 527/Ko38 1108488469 

  :聴竹居に住む  高橋  功 著 日本工業新聞社 2004 K/527/Ta33 1108050178 

 :｢聴竹居」実測図集  竹中工務店設計部 編 彰国社 2001 K/527.1/Ta64 1105568891 

伊東忠太  : 伊東忠太建築文献  全 6 巻  伊東忠太 著 竜吟社 1936～1937 ヨ/584/361/1～6 1103130991他 

片山東熊  : 明治洋風宮廷建築  小野木重勝 著 相模書房 1983 E/521.6/O67 1105221079 

近代建築の黎明 明治・大正を建てた人びと 神代雄一郎 著 美術出版社 1963    520.28/KO39 1103956577 

日本建築協会 80 年史  日本建築協会 編著 1999  520.6/N71 1105447153 

 



  

京都の近代建築に関連する本 

日本の美術  No.474 古都の近代と景観保存  苅谷勇雅 編著 至文堂 2005 K/518.8/ Ka67 1108320035 

建築 MAP 京都  ギャラリー・間 編 TOTO出版 1998 K/520.21/ G17 1101753026 

近代、あるいは建築のゆくえ 呉谷充利 著 創元社 2007 520.4/ Ku59 1107198226 

京都市の近代化遺産  京都市文化市民局文化財保護課 編 2006 K/521.6/ Ky 6 1107177626 

京都の近代建築 35 のお話  京都の近代建築を考える会 編 2004 K/523.16/ Ky 6 1107658294 

京都府の近代和風建築  京都府教育庁指導部文化財保護課 編 京都府教育委員会 2009 K/521.6/ Ky6 1107845578 

近代名建築京都写真館  福島明博 著 日本機関紙出版センター 1995 K/523.16/F84 1100362738 

「京」まちかどの西洋館  ケイアソシエイツ 編 京都市交通事業振興公社 1983 K/523/KY 1100362753 

近代京都の名建築  京都市文化観光資源保護財団 編 同朋舎出版 1994 K/523.16/Ky6 1100362746 

京都の赤レンガ  近代化の遺産  前 久夫 他編 京都新聞社 1997 K/523.16/MA26 1106235235 

京都モダン建築の発見  中川  理 文  淡交社 2002 K/523.16/N32 1108690544 

京都府の近代化遺産  京都府教育庁指導部文化財保護課 編 京都府教育委員会 2000 K/602.16/Ky6 1106952144 

京都の近代化遺産  川上  貢 監修 淡交社 2007 K/602.16/Ky6 1108532696 

建築とは何か  

西洋建築とモダニズムが壊したもの(p192～ｐ195) 

藤森照信 著 エクスナレッジ  2011 

井上章一 著  

520.4/F62 1108672070 

もうひとつの京都  

近代建築を探訪する (p40～ｐ 52) 

文芸春秋 4月臨時増刊号 2008 

井上章一 著  

雑誌  

  関西の近代建築に関連する本 

近代土木遺産ウォーク関西  JTBパブリッシング関西編集部 編 2007 510.21/J86 1107198705 

近代建築画譜  近畿篇  近代建築画譜刊行会 編 1936 E/520.38/KI44 1103957203 

関西の近代建築  石田潤一郎 著 中央公論美術出版 1996 E/521.6/I72 1105221038 

近代建築ガイドブック 関西編  石田潤一郎 他著 鹿島出版会 1984 523.1/Ki42 1105750341 

水都の風景と記憶  大阪近代建築ガイド編集委員会 編 日本建築家協会近畿支部 2004 521.6/N71 1107105528 

日本近代建築総覧各地に遺る明治大正昭和の建物 日本建築学会 編 技報堂出版 1983 E/521.6/N71 1105221061 

図面でみる都市建築の明治  鈴木 博之 他編集 柏書房 1990 E/521.6/Su96 1105222101 

和歌山県の近代和風建築  和歌山県教育委員会 編 2010 521.6/W28 1107916791 

近代建築散歩 京都・大阪・神戸編  宮本和儀 他著 小学館  2007 523.1/Mi77/1 1108532589 

日本近代建築大全  西日本篇  米山  勇 監修 講談社 2010 523.1/N77   1108646579 

窓から読みとく近代建築  酒井一光 著 学芸出版社 2006 523.1/Sa29 1108350834 

聞き書き関西の建築  佐野正一 他著 相模書房 1999 523.16/SA66 1106034984 

赤レンガ近代建築  佐藤啓子 編著 青幻舎 2009 523.1/Sa85 1108829241 

西洋建築慕情  島口暉生 作  星雲社 2008 E/523.1/Sh37 1108542992 

近代建築再見  山口  廣 文 エクスナレッジ 2010 E/523.1/Y24 1108909373 

れんが・街ものがたり  安田泰幸 著 駿台曜曜社 1999 523.1/Y62 1106060450 

近代建築さんぽ  阪神間モダニズム  藤村郁雄 文 神戸新聞総合出版ｾﾝﾀｰ 2011 523.16/F63 1108708056 

神戸のハイカラ建築  石戸信也 著 神戸新聞総合出版センター 2003 523.16/I72 1108166636 

異人館のある町並み北野・山本  神戸市教育委員会事務局社会教育部文化財課 編 2000 523.16/Ko13 1105572372 

湖国のモダン建築  石田潤一郎 他著  京都新聞出版センター 2009 523.16/Ko44 1108586940 

民都大阪の建築力  大阪歴史博物館 編 2011 523.16/O73 1107947390 

大阪の近代建築と企業文化  橋爪紳也 他講話  ブレーンセンター 2009 S/523.16/O73 1108814573 

明治の学舎  中村哲夫 編 小学館 1997 526.37/N37 1106126848 

明治の洋館 100 選 今見ておきたい、全国に残る名建築 鈴木博之 文  講談社  1992 52/ス 3 1106754169 

写真集成日本の近代化遺産  3 増田彰久 編著  日本図書センター 2000 E/602.1/MA66/3 1106245820 

明治・大正に流行った欧米の様式など 

世紀末建築 1 ｱｰﾙﾇｰﾎﾞｰ 田原桂一 写真 文 ランダムハウス講談社 2007 S/523.06/Ta19/ 1 1108465871 

世紀末建築 4 分離派運動の転回  田原桂一 写真 文 ランダムハウス講談社 2008 S/523.06/Ta19/ 4 1108464882 

世紀末建築 5 ｱｰﾂ･ｱﾝﾄﾞ･ｸﾗﾌﾂと田園調布  田原桂一 写真 文 ランダムハウス講談社 2008 S/523.06/Ta19/ 5 1108472158 

ヨーロッパのアール・ヌーボー建築を巡る 堀本洋一  文  角川 SS コミュニケーションズ 2009 S/523.3/H89 1108586957 

アーツ・アンド・クラフツの建築  片木  篤 著 鹿島出版会  2006 523.33/Ka81 1108101310 

マッキントッシュの世界  木村博昭 著 平凡社 2002  523.33/Ki39 1108242247 

ウィーン  知られざる世紀末  河野純一 文 京都書院 1989 E/523.34/KO76 1105717597 
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