
タイトル 著者 出版社 出版年 資料コード

クラフツマン　作ることは考えることである リチャード・セネット／著　他 筑摩書房 2016 1110482997

わざ言語：感覚の共有を通しての「学び」へ 生田久美子／編著　他 慶応義塾大学出版会 2011 1111068860

悲しき熱帯Ⅰ レヴィ=ストロース／著 中央公論新社 2001 1111068845

生態学的視覚論 J.J.ギブソン／著 サイエンス社 1985 1111068878

タイトル 著者 出版社 出版年 資料コード

やきものバイリンガルガイド 澤田美恵子／著 小学館 2020 1111121818

やきものそして生きること　Ceramic Anthology in Kyoto 澤田美恵子／文　他 理論社 2018 1110886239

工芸バイリンガルガイド 澤田美恵子／著　他 小学館 2018 1111010508

京の工芸ものがたり１ 澤田美恵子／文　他 理論社 2015 1110458435

工芸の四季　愛しいものがある生活 澤田美恵子／著　他 京都新聞出版センター 2013 1110336854

工芸　愛しいものがある生活 澤田美恵子　ほか／編 京都工芸繊維大学 2012 1107988147

京　知美技　2011年度報告書 澤田美恵子　ほか／編 京都工芸繊維大学 2011 1107983700

シリーズ言語科学５　日本語教育 - 東京大学出版会 2002 1108003391

タイトル 著者 出版社 出版年 資料コード

知られざる日本工芸コレクション　ハンブルク美術工芸
博物館とユストゥス・ブリンクマン

水藤龍彦／著 三修社 2020 1110924956

最後の職人ものがたり　日本美のこころ 彬子女王／著 小学館 2019 1110957907

現代の職人　質を極める生き方、働き方 早坂隆／著 PHP研究所 2019 1110972922

工芸継承　東北発、日本インダストリアルデザインの原
点と現在

日高真吾／編　他 国立民族学博物館 2018 1110669064

MADE IN JAPAN　日本の匠：世界に誇る日本の伝統
工芸

前崎信也／編　他 IBCパブリッシング 2018 1111060578

「工芸」と「美術」のあいだ　明治中期の京都の産業美
術

平光睦子／著 晃洋書房 2017 1110843123

明治工芸入門　清水三年坂美術館村田理如コレクショ
ン

村田理如／著 古美術宝満堂 2017 1110845318

伝統工芸を継ぐ男たち 関根由子／著　他 論創社 2017 1110851266

技者（わざもん）　日本の伝統文化と文化を支える職人
たち

七田裕子／著 創藝社 2017 1110739768

驚きの明治工藝 東京藝術大学大学美術館　／編　他 美術出版社 2016 1110489869

現代工芸論 笹山央／著 蒼天社出版 2014 1110370689

工芸とナショナリズムの近代「日本的なもの」の創出 木田拓也／著 吉川弘文館 2014 1110386750

明治の細密工芸　驚異の超絶技巧! 山下裕二／監修 平凡社 2014 1110168539

伝統工芸を継ぐ女たち 関根由子／著　他 学芸書林 2013 1110322276

手仕事の日本 柳宗悦／著 岩波書店 2012 1108958495

工芸未来派 - 金沢21世紀美術館 2012 1110009824

近代工芸運動とデザイン史 デザイン史フォーラム／編 思文閣出版 2008 1108565753

近代工芸の華明治の七宝　世界を魅了した技と美 坪井則子／企画・監修 マリア書房 2008 1108552561

さまよえる工藝　柳宗悦と近代 土田眞紀／著 草風館 2007 1108431071

メイド・イン・ニッポン　日本の資産「技」を生かす 船曳鴻紅／編・著 デザインブックス 2006 1108396357

名工と若き職人がつなぐ心と技　京都伝統工芸 柴田　敦乙／著 現代書林 2005 1108095298

21世紀は工芸がおもしろい 復本繁樹／編著 求竜堂 2003 1108172790

工芸風土記２　木・竹・漆工の世界 - 宮内庁 2003 1107088435

工芸風土記１　諸国やきものめぐり - 宮内庁 2002 1106922386

工芸文化 柳宗悦／著 岩波書店 1985 1102682539

館長プロデュース　京都府立図書館連続講座

「工芸という文化-自然とモノからのメッセージの受容」京都工芸繊維大学　　教授　澤田美恵子氏

当館所蔵の関連図書リスト

講師おすすめの本

講師の編著作

日本の工芸
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タイトル 著者 出版社 出版年 資料コード

MADE IN KYOTO　京都の匠：世界を変える日本の伝
統工芸

前崎信也／編　他 IBCパブリッシング 2020 1110729330

京の工芸ものがたり　２ 中野仁人／文・写真　他 理論社 2019 1111037204

伝統+テクノロジーが生み出す新たな美　明治150年京
都工芸のモノがたり報告

野口祐子／編 野口祐子 2019 1110673462

京都近代美術工芸のネットワーク 並木誠士／編　他 思文閣出版 2017 1110716436

京の手仕事名人寄席 吉田敦／編 文理閣 2016 1110467584

京の遺伝子・職人２　暮らしに息づく手工芸 山本良介／著 淡交社 2016 1110474457

京都手仕事帖 暮らす旅舎／編 実業之日本社 2014 1110402839

京の遺伝子・職人１　数奇屋建築を支える 山本良介／著 淡交社 2014 1110356332

京都の伝統産業
京都府商工労働観光部染織・工芸課
／編

京都府商工労働観光部染
織・工芸課

2013 1110205299

京都伝統工芸の近代 並木誠士／編　他 思文閣出版 2012 1110055504

伝統工藝再考　京のうちそと　過去発掘・現状分析・将
来展望

稲賀繁美／編 思文閣出版 2007 1108526920

近世都の工芸　京の美意識と匠の世界 京都文化博物館学芸課／編 京都文化博物館 2007 1107822353

日本美術の新・古・今 太田垣實／著 淡交社 2006 1108364082

技を継ぐ　21世紀の匠たち 京都新聞社／編著　他 京都新聞出版センター 2001 1105599458

おとなの学校５　京都で伝統工芸を学ぶ - 平凡社 2001 1106977497

京の匠 淡交社編集局／編 淡交社 1999 1101896114

現代に生きる伝統工芸　伝統的工芸品読本 伝統的工芸品産業振興協会／編 ぎょうせい 1998 1101830741

京都工房めぐり　伝統工芸・体験と見学 当村まり／著 丸善メイツ 1998 1101848602

発動する現在の工芸1945-1970・京都　特別展 京都市美術館／編 京都市美術館 1991 1107151050

京の手わざ　匠たちの絵模様 松本章男／文　他 学芸書林 1988 1100379138

日本の伝統工芸７　京都 - ぎょうせい 1985 1100392008

京の伝統工芸 京美観光出版社／編 京美観光出版社 1984 1100379088

京都の美術工芸　その伝統と精粋 京都市美術館／編 京都市美術館 1970 1110239306

タイトル 著者 出版社 出版年 資料コード

世界の工芸と観光　手しごと・美しさ・豊かさ 山崎茂雄／編　他 晃洋書房 2020 1111060339

アーツ・アンド・クラフツと日本 デザイン史フォーラム／編 思文閣出版 2004 1108239599

韓国の手仕事 田代俊一郎／著 晩声社 2003 1108027770

イギリスの職人たち 浅岡敬史／文・写真 東京書籍 1996 1106126962

フランスの職人たち 浅岡敬史／文・写真 東京書籍 1995 1106184409

アメリカ現代工芸美術3 - 京都書院 1994 1100409679

イスラエルの工芸　アリックス・ド・ロスチャイルド財団に
よる

京都国立近代美術館／編 京都国立近代美術館 1994 1107084814

世界の工芸　所蔵作品による 京都国立近代美術館／編 京都国立近代美術館 1993 1100865243

アメリカ現代工芸美術２ ウィリアム・M・クラウス／編 京都書院 1993 1100409661

アメリカ現代工芸美術 ビル・クラウス／編 京都書院 1992 1100409653

アーツアンドクラフツ　ウィリアム・モリス以後の工芸美術スティーヴン・アダムス／著　他 美術出版社 1989 1100288891

現代イギリスの工芸 京都国立近代美術館／編 京都国立近代美術館 1988 1100288917

スカンディナビアの工芸　世界現代工芸展 京都国立近代美術館／編 京都国立近代美術館 1978 1107085415

中国の伝統工芸 日本国際貿易促進協会関西本部／編 日本国債貿易促進協会関西本部 1975 1110289632

京都の工芸

世界の工芸

〒606-8343 京都市左京区岡崎成勝寺町
TEL 075-762-4655  FAX 075-762-4653
ホームページ https://www.library.pref.kyoto.jp/


