
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連所蔵資料 
令和 3 年 10月 5 日 

煉瓦 

■建築にみる煉瓦 

書　名 著者 出版者 出版年 資料バーコード

日本の歴史を原点から探る (「凌雲閣(浅草十二階)」の煉瓦 ) 地方史研究協議会／編 文学通信 2020 1111086185

江戸東京散歩　浮世絵と写真で歩く 鷹野晃／著 KADOKAWA 2019 1111023170

建築と都市の保存再生デザイン　近代文化遺産の豊かな継承

のために
田原幸夫／編 鹿島出版会 2019 1111026355

都市空間の明治維新 　江戸から東京への大転換 松山恵／著 筑摩書房 2019 1111016844

近代建築そもそも講義 藤森照信／著 新潮社 2019 1110986682

日本の最も美しい赤レンガの名建築 歴史的建物研究会／著 エクスナレッジ 2018 1111002265

煉瓦造建造物の保存と修復 国立文化財機構東京文化財研究所／編集 国立文化財機構東京文化財研究所 2017 1110644661

近代日本の洋風建築 開化篇 藤森照信／著 筑摩書房 2017 1110711890

煉瓦造 (遺したい日本の風景 8) 日本風景写真協会会員／写真 光村推古書院 2013 1108970763

建築家と小説家　近代文学の住まい 若山 滋／著 彰国社 2013 1110101159

東京駅の履歴書 赤煉瓦に刻まれた一世紀 辻 聡／著 交通新聞社 2012 1110064241

愛と戦いのイギリス文化史　1951-2010年 川端 康雄／編 慶應義塾大学出版会 2011 1108734821

赤レンガ近代建築　歴史を彩ったレンガに出会う旅 佐藤 啓子／編著 青幻舎 2009 1108829241

考古学が語る日本の近現代 (ものが語る歴史 14) 小川 望／編 同成社 2007 1108428523

銀座四百年 　都市空間の歴史 岡本 哲志／著 講談社 2006 1108514207

鉄道と煉瓦 　その歴史とデザイン 小野田 滋／著 鹿島出版会 2004 1108241322

京都洛中散歩21コース 京都史跡見学会／編 山川出版社 2004 1108064765

繁華街の近代　都市・東京の消費空間 初田 亨／著 東京大学出版会 2004 1108056597

赤煉瓦ネットワーク〈舞鶴・横浜〉物語 馬場 英男／[ほか]編著 公職研 2000 1106274853

明治初期の擬洋風建築の研究 近藤 豊／著 理工学社 1999 1106052424

日本煉瓦史の研究 水野 信太郎／著 法政大学出版局 1999 1101933917

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

ディテールがつくる風景 タイル・れんが・テラコッタ紀行 INAX出版 1997 1105112344

岡田煉瓦100年史 「岡田煉瓦100年史」編集委員会／編集 岡田煉瓦製造所 1997 1101741963

京都の赤レンガ 前 久夫／編 京都新聞社 1997 1106235235

英国のれんがとシャ-ロック・ホ-ムズ　企画展 舞鶴市立赤れんが博物館 1996 1101519609

西村勝三と明治の品川白煉瓦 碪 常和／著 [碪常和] 1993 1105229890

舞鶴の赤煉瓦　1889-1991 まいづる建築探偵団／編 まいづる建築探偵団 1991 1101337358

日本窯業史総説 第1巻   セメント・耐火煉瓦・硝子 [大日本窯業協会／編] 柏書房 1991 1106255092

耐火煉瓦の歴史　セラミックス史の一断面 竹内 清和／著 内田老鶴圃 1990 1105229908

れんがと建築 　積み重ねた美の表情 Inax 1989 1105222960

煉瓦塔　近代文学覚え書 柴田宵曲／著 日本古書通信社 1966 1102661780

銀座煉瓦街の建設 市区改正の端緒 東京都／編纂 東京都 1955 1104726938

煉瓦・瓦・タイル及耐火物 永井 彰一郎／著 共立社 1939 1102087911

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③ 



 

 

 

 

■煉瓦小説 

旧館時代使用の煉瓦 

書　名 著者 出版者 出版年 資料バーコード

サワー・ハート（なんであの子たちはレンガを投げていたんだっけ? ）ジェニー・ザン／著 河出書房新社 2021 1111244040

東京、はじまる 門井慶喜／著 文藝春秋 2020 1110922455

鯨 チョンミョングァン／著 晶文社 2018 1110786306

透明標本 (煉瓦塀) 吉村昭／著 中央公論新社 2018 1110939475

浅草 (十二階下の少年達 /十二階下のペアトリス） 福島泰樹／編 皓星社 2018 1110851431

横浜 (煉瓦女工 ) 八木澤高明／編 皓星社 2017 1110851449

煉瓦を運ぶ アレクサンダー・マクラウド／著 新潮社 2016 1110538640

白昼のスカイスクレエパア(煉瓦の家 ) 北園 克衛／著 幻戯書房 2016 1110462957

繭と絆(富岡製糸場ものがたり) 植松 三十里／著 文藝春秋 2015 1110553987

デイゴ・レッド（雪のなかのれんが積み工） ジョン・ファンテ／著 未知谷 2014 1110389184

明治・妖(あやかし)モダン 畠中 恵／著 朝日新聞出版 2013 1110217351

西南の嵐 (銀座開化おもかげ草紙) 松井 今朝子／著 新潮社 2010 1108655257

甘苦上海 3（東平路の古煉瓦） 高樹 のぶ子／著 日本経済新聞出版社 2009 1108897685

江戸川乱歩短篇集 (押絵と旅する男) 江戸川 乱歩／[著] 岩波書店 2009 1108480516

果ての花火（銀座開化おもかげ草紙 ） 松井 今朝子／著 新潮社 2007 1107563627

雪沼とその周辺（レンガを積む） 堀江 敏幸／著 新潮社 2003 1108167089

京都インクライン物語 (京都百年の計。難工事琵琶湖疏水) 田村 喜子／著 山海堂 2002 1106935511

近代女性作家精選集 037(耐火煉瓦 ) 尾形 明子／監修 ゆまに書房 2000 1105953135

山田風太郎明治小説全集 1（警視庁草紙 ） 山田 風太郎／著 筑摩書房 1997 1101762290

立原正秋全集 第2巻(赤煉瓦の家  ) 立原 正秋／著 角川書店 1997 1101772026

浅草紅団・浅草祭 川端 康成／著 講談社 1996 1111246508

鹿鳴館の肖像(銀座煉瓦街始末) 東 秀紀／著 新人物往来社 1996 1100042611

赤煉瓦の家 高橋 菊江／著 ドメス出版 1996 1100380730

煉瓦にしるした言葉 Daniel Calabrese／著 未踏社 1996 1102894035

荷風全集 第19巻（草紅葉） 永井 壮吉／著 岩波書店 1994 1108789403

東亰異聞 小野 不由美／著 新潮社 1994 1100380185

鰻のたたき(赤い煉瓦) 内海 隆一郎／著 光文社 1993 1100107398

開高健全集 第1巻(煉瓦色のモザイク) 開高 健／著 新潮社 1991 1100501970

職人 竹田米吉／著 中央公論社 1991 1111207799

小説琵琶湖疏水 松本 章男／著 京都書院 1990 1100651940

黒猫・黄金虫 エドガー・アラン・ポオ／著 新潮社 1981 1107622936

星と葬礼 (煉瓦塀 ) 吉村 昭／著 集英社 1978 1107325746

十二階崩壊 今 東光／著 中央公論社 1978 1102814272

平林たい子全集 2(煉瓦の破片 ) 平林 たい子／[著] 潮出版社 1976 1102847223

日本プロレタリア文学選 2(煉瓦女工 ) 蔵原 惟人／監修 新日本出版社 1974 1100541950

O・ヘンリ短編集 3 (煉瓦粉長屋 ) O・ヘンリ／[著] 新潮社 1969 1107282475

久保田万太郎全集第10巻（絵空事） 久保田 万太郎／著 中央公論社 1967 1102853502

黒煉瓦の家 桜井 忠温／作 丁未出版社 1925 1101606901

煉瓦の雨 沖野 岩三郎／著 福永書店 1918 1101604583


