
〇ガウディの生涯
タイトル 著者名 出版社 出版年 資料バーコード

スペイン美術史入門　積層する美と歴史の物語 大高保二郎／監修・著 NHK出版 2018 1110901921

ガウディ完全ガイド ガウディ／[作] エクスナレッジ 2017 1110759915

僕はガウディ モリー・クレイプール／文 パイインターナショナル 2017 1110864004

天才たちのスペイン 谷口江里也／著 未知谷 2016 1110801501

もっと知りたいガウディ 入江 正之／著 東京美術 2014 1110382296

ガウディ・コード　ドラゴンの瞳 田中 裕也／著 ドレミファ 2013 1110306717

気になるガウディ 磯崎 新／著 新潮社 2012 1110041900

外尾悦郎、ガウディに挑む 星野 真澄／著 NHK出版 2012 1110033980

ガウディ伝　「時代の意志」を読む 田澤 耕／著 中央公論新社 2011 1108713577

ふしぎの国のガウディ X-Knowledge HOME／編 エクスナレッジ 2011 1108703859

建築家ガウディ全語録 鳥居 徳敏／編・訳・注解 中央公論美術出版 2007 1108765874

ガウディの伝言 外尾 悦郎／著 光文社 2006 1108362425

アントニ・ガウディとはだれか 磯崎 新／著 王国社 2004 1108054733

ガウディ　建築家の見た夢 フィリップ・ティエボー／著 創元社 2003 1108019363

伝記ガウディ ヘイス・ファン・ヘンスベルヘン／著 文芸春秋 2003 1108113745

ガウディ ガウディ／[作]ほか エーディーエー・エディタ・トーキョー 2003 1108165638

イメージとパトロン　美術史を学ぶための23章 浅井 和春／監修 ブリュッケ 2009 1108851179

ガウディの奇跡　評伝-建築家の愛と苦悩 北川 圭子／著 アートダイジェスト 2003 1108110543

建築家ガウディ 鳥居 徳敏／著 中央公論美術出版 2000 1105955445

アントニ・ガウディ展 アントニ ガウディ／[著] 総合美術研究所 1995 1105219578

ガウディ建築入門 赤地 経夫／[ほか]著 新潮社 1992 1100015765

ガウディの七つの主張 鳥居 徳敏／著 鹿島出版会 1990 1100015930

ガウディの夢 きたがわけいこ／文 金の星社 1989 1200310009

アントニオ・ガウディ イグナシ・デ・ソラ‐モラレス／著 美術出版社 1988 1100135696

アントニオ・ガウディ論 入江 正之／著 早稲田大学出版部 1985 1101519526

ガウディを〈読む〉 中山 公男／[ほか]著 現代企画室 1984 1106077769
アントニオ・ガウディ　その新しいヴィジョン エンリケ・カサネレス／著 相模書房 1978 1101238598

ガウディ 二川 幸夫／写真ほか 鹿島研究所出版会 1976 1103961304

〇ガウディの建築
タイトル 著者名 出版社 出版年 資料バーコード

名画を見上げる　美しき天井画・天井装飾の世界 Catherine McCormack／著 誠文堂新光社 2021 1111090047

一度見たら忘れない奇跡の建物 MdN編集部／編 エムディエヌコーポレーション 2017 1110709704

アールヌーヴォーの残照 小谷匡宏／著 創英社 2017 1110756606

世界の美しい窓 五十嵐太郎／編著 エクスナレッジ 2017 1110749700

西洋近代の都市と芸術　6　バルセロナ 竹林舎 2017 1110852678

世界のきらめくステンドグラス グラフィック社編集部／編 グラフィック社 2016 1110485339

十九世紀の建築著述家たち ニコラウス・ペヴスナー／[著] 中央公論美術出版 2016 1110482435

世界で一番美しい天井装飾 中島 智章／監修 エクスナレッジ 2015 1110436126

世界の絶景 教会&寺院 学研パブリッシング 2015 1110422563

ヨーロッパの素敵な家 和田 久士／著 講談社 2015 1110457213

建築モダニズム講義 三沢 浩／著 王国社 2014 1110378807

世界の不思議な家、楽しい家 エクスナレッジ 2014 1110500178

バルセロナのガウディ建築案内 丹下 敏明／著 平凡社 2014 1110404777

夢のすむ家 鈴木 博之／著 白揚社 2014 1110378666

世界のモザイク パイインターナショナル 2013 1110144175
世界遺産をもっと楽しむための西洋建築入門 鈴木 博之／著 JTBパブリッシング 2013 1110152020

実測図で読むガウディの建築 田中 裕也／著 彰国社 2012 1108790773

近現代建築 アンソニー・ハッセル／著 ゆまに書房 2011 1108739002

サグラダ・ファミリア 外尾 悦郎／著 原書房 2011 1108771799

モデルニスモ建築 ウリオール・ブイガス／[著] みすず書房 2011 1108685320

ふしぎの国のガウディ　建築図鑑 入江 正之／解説 エクスナレッジ 2011 1108703867

世界遺産の建築を見よう 古市 徹雄／著 岩波書店 2007 1108401165
写真でたどるヨーロッパ建築インテリア大事典 田島 恭子／著 柏書房 2007 1108398817

世紀末建築　2　モデルニスモと幻想の建築 田原 桂一／写真 文 ランダムハウス講談社 2007 1108464866

図説アール・ヌーヴォー建築 橋本 文隆／著 河出書房新社 2007 1108531334
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ゴシック・リバイバル マイケル・ルーイス／著 英宝社 2004 1107842872
世界の建築・街並みガイド 1 羽生 修二／編 ほか エクスナレッジ 2003 1108128529

作家たちのモダニズム 黒田 智子／編 学芸出版社 2003 1108007889

ガウディの装飾論 松倉 保夫／著 南風舎 2003 1108200823

アパートメント 植田 実／文 平凡社 2003 1108000363

バルセロナ散索 川成 洋／編 行路社 2001 1108215656

近代建築のコンテクスト 北村 隆夫／著 彰国社 1999 1106200155

ヨーロッパ建築案内　1 淵上 正幸／著 TOTO出版 1998 1101852976

スペイン美術の旅 毎日新聞社 1991 1100753100

スペイン・鉄の栄光 熊切 圭介／[撮影] [川崎製鉄] 1991 1100330537

ラスキンとヴィオレ・ル・デュク ニコラウス・ペヴスナー／著 中央公論美術出版 1990 1106129040

ガウディのデザインと空間 ガウディ／[作] 朝日新聞大阪本社企画部 1990 1105219586

ガウディのパルク・グエル E・アルバラン／著 東洋書店 1989 1100015716

陶芸の美24　特集;ガウディの街バルセローナ 京都書院 1988 1100289782

バルセロナ石彫り修業 外尾悦郎／著 筑摩書房 1985 1200190369

装飾タイル研究　第3巻 長谷川尭／編集企画 志野陶石出版部 1980 1105229841

世界の現代建築　9 猪野 勇一／編 彰国社 1953 1103957138

〇ガウディの生地“スペイン カタルーニャ”
タイトル 著者名 出版社 出版年 資料バーコード

歴史のなかのカタルーニャ 立石博高／著 山川出版社 2020 1110722699

情熱でたどるスペイン史 池上俊一／著 岩波書店 2019 1110905591

地域から国民国家を問い直す 奥野良知／編著 明石書店 2019 1111045579

物語カタルーニャの歴史 田澤耕／著 中央公論新社 2019 1111054845

地球の歩き方A22　バルセロナ&近郊の町 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 2018 1110884325

カタルーニャでいま起きていること エドゥアルド・メンドサ／著 明石書店 2018 1111010086

カタルーニャ建築探訪 入江正之／著 早稲田大学出版部 2017 1110721014

スペイン初期中世建築史論 伊藤喜彦／著 中央公論美術出版 2017 1110870852

世界の美しいモスク 深見奈緒子／文・監修 エクスナレッジ 2016 1110827951

スペイン修道院の食卓 スサエタ社／編 原書房 2016 1110472626

スペイン文化読本 川成 洋／編 丸善出版 2016 1110465877

スペインの歴史を知るための50章 立石博高／編著 明石書店 2016 1110582853

スペインとスペイン人 フアン・ゴイティソロ／著 水声社 2016 1110461827

世界の美しいモスク 深見奈緒子／文・監修 エクスナレッジ 2016 1110827951

カタルーニャ地方の家庭料理 丸山 久美／著 誠文堂新光社 2014 1110379938
イタリア人が教える日本人の知らない建築の見かた フランチェスカ・プリーナ／著 エクスナレッジ 2013 1110314463

カタルーニャを知るための50章 立石 博高／編著 明石書店 2013 1108977644

カザルスと国際政治 細田 晴子／著 吉田書店 2013 1110151535

カタルーニャを知る事典 田澤 耕／著 平凡社 2013 1110128327

イスラーム建築の世界史 深見 奈緒子／著 岩波書店 2013 1110141288

バルセロナ　地中海都市の歴史と文化 岡部 明子／著 中央公論新社 2010 1108650340

西洋建築様式史 熊倉 洋介／執筆 美術出版社 2010 1108627082

スペイン・ポルトガルの古城 太田 静六／著 吉川弘文館 2010 1108909209

イスラム建築がおもしろい! 深見 奈緒子／編 彰国社 2010 1108871680

近代都市バルセロナの形成 山道 佳子／著 慶應義塾大学出版会 2009 1108821818

現代アルハンブラ物語 大塚 勝弘／著 東京図書出版会 2008 1108449669

未知の国スペイン 大泉 陽一／著 原書房 2007 1108414390

スペインのロマネスク教会 桜井 義夫／文 鹿島出版会 2004 1108062371

イスラーム建築の見かた 深見 奈緒子／著 東京堂出版 2003 1108033414

スペイン歴史の旅 川成 洋／著 人間社 2002 1107042523

スペイン　世界歴史の旅 関 哲行／編 山川出版社 2002 1107038422

ヨーロッパの家 2 樺山 紘一／監修 講談社 2000 1105964850

図説スペインの歴史 川成 洋／著 河出書房新社 1999 1101888376

スペインの社会 寿里 順平／編 早稲田大学出版部 1998 1106168626

ヨーロッパの街並と屋根 向田 直幹／著 クレオ 1995 1106186453

カタルーニャ50のQ&A 田沢 耕／著 新潮社 1992 1100171337

スペイン・ヨーロッパの窓 栗田 勇／著 富士通経営研修所 1992 1100232345

世界の都市の物語 文芸春秋 1992 1100216843

スペインのカントリーサイド 増田 正／写真と文 集英社 1992 1105962847

陶芸の美 9　特集;アルハンブラ宮殿の装飾 京都書院 1985 1100289634
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