
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築金物 
関連所蔵資料 令和 3 年 8 月 3 日 

図書でみる建築金物 

雑誌でみる建築金物 

書名 著者名 出版者 出版年 資料バーコード

看板建築図鑑 宮下潤也／著 大福書林 2019 1110989306

和風金物の実際　デザインと使い方 稻上 文子／著 学芸出版社 2013 1110145289

朽ちる鉄の美　機能とカタチのデザイン 山本 剛史／著 淡交社 2012 1110043112

月刊ビル〔合綴〕 BMC／著 BMC [2010] 1111131957

図解でわかる木造建築の構造　材料・計画から施工まで 羽切 道雄／著 日本実業出版社 2004 1108059005

世界の鍵と錠 里文出版／編 里文出版 2001 1105998148

京の大工棟梁と七人の職人衆 笠井 一子／著 草思社 2000 1101947040

新道具曼陀羅 村松 貞次郎／文 毎日新聞社 1997 1110264478

錠と鍵の世界　その文化史とプラクティカル・テキスト 赤松 征夫／著 彰国社 1995 1105232225

住まいと暮らしの金物カタログ (生活便利手帳 ） 日本実業出版社 1992 1106985490

わたしは鍵師 杉山 章象／著 中央公論社 1988 1107288829

西洋館デザイン集成 2　（暖炉.飾り金具.扉.ベランダ） 増田 彰久／写真 講談社 1988 1105224396

建築金物の知識 (建築技術選書 28) 立野 一郎／著 学芸出版社 1982 1107412759

道具曼陀羅 続々 村松 貞次郎／文 毎日新聞社 1982 1105223380

道具曼陀羅 続 村松 貞次郎／文 毎日新聞社 1978 1101129631

道具曼陀羅 [正] 村松 貞次郎／文 毎日新聞社 1978 1105223364

建築工具史話 李家 正文／著 相模書房 1967 1103968192

鍵と錠 日本ロック研究会／編 井上書院 1963 1103678759

木構造の接合金具 相川 新一／著 鹿島建設技術研究所出版部 1962 1107625210

図解建築金物材料 山本 貞吉／著 成光館 1938 1103963789

建築金物 山本 貞吉／著 城南書院 1937 1103131163

新らしい建築の和洋建具（図案と附属金具 ） 佐藤 巳之吉／著 中央工学会 1930 1103128300

建築写真類聚 [第2期第22回]（建築金具 ） 建築写真類聚刊行会／編輯 洪洋社 [1920] 1102407440

記事タイトル 雑誌名（巻号等、該当頁） 刊行年月

香取屋工具店カタログより、香取屋商報（裏面）（香取屋金物店、

1941 年5 月）(<連載>近現代建築資料の世界(21))
建築雑誌 (1703), ｐ2-3, 2017.1

建て主にもわかる建築用語スクール 住宅ディテール編(第3回)開口部は

建具よりも引き手や金物で差

日経アーキテクチュア(1000)

【データベース「日経BP」】
2013.5

すまいのテクノロジー 建築金具の旅--伝統構法から金物多用へ二人の発

明家の足跡をたどる 
すまいろん (53), ｐ54-60 2000.1

建築金物の動向 特殊鋼 37(8), p57-58 1988.8

建築金物<特集> 建築と社会 61(2), p61-75 1980.2

補強金物の使用について (木造のデザインと構造安全性 (木構造) 建築雑誌 (1154), ｐ50 1979.8

建築金物の変遷と分類 (建具金物特集) 建築と社会 47(4), ｐ44-49 1966.4

扉金物考 ホトトギス12(6),ｐ56-63 1909

京都府立図書館改築 20 周年記念事業 エントランス展示用資料② 



 

 

 

建築金物小説 

書名 著者名 出版者 出版年 資料バーコード

来世の記憶（「鍵」  ） 藤野可織／著 KADOKAWA 2020 1111082853

三つの街の七つの物語（「鍵」） 澤井繁男／著 未知谷 2019 1111022602

本と鍵の季節 米澤穂信／著 集英社 2018 1110950712

エロシマ（「鍵穴から覗く聖ヨハネ」  ） ダニー・ラフェリエール／[著] 藤原書店 2018 1110795448

ヴォブルン風オムレツ（「鍵」） コストラーニ・デジェー／著 未知谷 2018 1110985858

火の後に（「鍵をかけて!」 ） 片山廣子／[訳]著 幻戯書房 2017 1110867155

谷崎潤一郎全集 第22巻（「鍵」） 谷崎潤一郎／著 中央公論新社 2017 1110588629

かがみの孤城 辻村深月／著 ポプラ社 2017 1110618210

ぼくの死体をよろしくたのむ（「鍵」） 川上弘美／著 小学館 2017 1110842638

きまぐれ星からの伝言（「鍵」） 星新一／著　牧眞司／編纂 徳間書店 2016 1110491899

珠玉の短編（「鍵と鍵穴」） 山田詠美／著 講談社 2016 1110804331

炎と苗木（「鍵を探す」） 田中慎弥／著 毎日新聞出版 2016 1110806823

メルヴィル“真実の語り手”になった鯨捕り （「鍵束」） 五十嵐博／著 国書刊行会 2016 1110811625

鍵の掛かった男 ([火村シリーズ]) 有栖川 有栖／著 幻冬舎 2015 1110296462

ブルース（「鍵」） 桜木 紫乃／著 文藝春秋 2014 1110407200

ソナチネ（「鍵」） 小池 真理子／著 文藝春秋 2014 1110370796

小川未明新収童話集 1　（「錆びた鍵」 ） 小川 未明／著 日外アソシエーツ 2014 1110355805

魔法の樽 (「ほら、鍵だ」 ) マラマッド／作 岩波書店 2013 1108975804

あなたにつながる記憶のすべて（「私の家の鍵」 ） 小手鞠 るい／著 実業之日本社 2013 1110331970

終の檻（「鍵束の館」） 藤田 傳／著 カモミール社 2012 1110061296

鍵のない夢を見る 辻村 深月／著 文藝春秋 2012 1110014618

罪悪（「鍵」） フェルディナント・フォン・シーラッハ／著 東京創元社 2012 1108788587

鍵のかかった部屋 貴志 祐介／著 角川書店 2011 1107942797

インカースロン　囚われの魔窟 キャサリン・フィッシャー／著 原書房 2011 1108683747

短篇で読むシチリア (「金の鍵」 ) 武谷 なおみ／編訳 みすず書房 2011 1108670827

サラの鍵 タチアナ・ド・ロネ／著 新潮社 2010 1108888965

壊れやすいもの（「髪と鍵」） ニール・ゲイマン／著 角川書店 2009 1108872464

アドルノ文学ノート 2（「取っ手、壺、若き日の経験」） テオドール・W.アドルノ／[著] みすず書房 2009 1108853845

野村胡堂伝奇幻想小説集成（「鍵」） 野村 胡堂／著 作品社 2009 1108849306

カフカの友と20の物語（「鍵」） アイザック・B.シンガー／著 彩流社 2006 1108504018

悪戯の愉しみ (「金物屋の店で」 ) アルフォンス・アレー／[著] みすず書房 2005 1108265362

ザ・ベストミステリーズ 2005（「二つの鍵」 ） 日本推理作家協会／編 講談社 2005 1108287598

津村節子自選作品集 6（「鍵」） 津村 節子／著 岩波書店 2005 1108277722

推理作家になりたくて 第5巻（「鍵」） 日本推理作家協会／編 文芸春秋 2004 1108170711

三島由紀夫全集 19（「鍵のかかる部屋」 ） 三島 由紀夫／著 新潮社 2002 1106966714

合鍵の森 末永 直海／著 光文社 2001 1106963471

江戸は廻灯篭 佐江 衆一／著 講談社 1997 1106859570

わが故郷は平野金物店 内藤 洋子／著 エフエー出版 1991 1100321890

日本プロレタリア文学集 22  (「大鋸屑」) 松田 解子／著 新日本出版社 1987 1102841473

伊藤整全集 2　（「青い鉄柵」） 伊藤 整／[著] 新潮社 1975 1102850953

光は大地を照らす(「電気溶接をする娘」) 胡 万春／著 新日本出版社 1963 1100761095

細工師 初代篇　足立屋五代物語 鈴志野 勤／著 建具工芸社 1962 1102818547

世界名作推理小説大系17巻（「皇帝のかぎ煙草入れ.曲った

蝶番」）
ディクスン・カー／著 創元社 1960 1100453776

中野重治全集 第1巻（「蝶つがい」） 中野 重治／著 筑摩書房 1959 1102858238

野（「換気筒の影」） 上林 暁／著 河出書房 1940 1101443537


