
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆建築関連の展覧会出品資料（図書は館内閲覧、家具 は毎週第 3 水曜館内見学会でご覧いただけます） 

◆電子書籍（府立図書館カードでログインしてください。詳細は当館ホームページをご覧ください） 

京都モダン建築祭 

令和 4 年 9 月 1 日 

関連所蔵リスト 

＊ 

＊ 

＊ 

タイトル 著者 出版者・出版年月

建築用語図鑑　西洋篇 杉本龍彦【著】越井隆【イラスト】 オーム社(2020/9)

建築用語図鑑　日本篇 中山繁信ほか【著】越井隆【イラスト】 オーム社(2019/4)

［新］建築設計資料　ー地域交流・市民交流施設 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社(2019/12)

公園の誕生 小野良平　 吉川弘文館(2019/09)

黄金比　美の数学的言語 F・コルバラン【著】柳井浩【訳】　 近代科学社(2019/08)

今和次郎　思い出の品の整理学 今和次郎 平凡社(2019/8)

Contempoary Japanese Architects: Profiles in Design

英文版：現代日本建築家列伝

五十嵐太郎【著】　David NOBLE【訳】 出版文化産業振興財団

 (JPIC)(2018/3)

登録有形文化財　保存と活用からみえる新たな地域のすがた 佐滝剛弘　 勁草書房（2017/10）

民家のデザイン　日本編/海外編 川島宙次　 水曜社（ 2016/09）

カラー版　図説　建築の歴史　西洋・日本・近代 西田雅嗣　矢ヶ崎善太郎【編】 学芸出版社(2013/12)

西洋文化の鼓動と近代京都　蘇った古都の開化伝 志村和次郎 大学教育出版(2011/11)

和の庭図案集 建築資料研究社出版部【編】　 建築資料研究社(2011/08）

建築の絵本　日本の生活環境文化大事典　受け継がれる暮らしと景観 日本民俗建築学会【編】　 柏書房(2010/06)

日本の都市環境デザイン第2巻　北陸・中部・関西編 都市環境デザイン会議【編著】　 建築資料研究社(2002/11）

素顔の大建築家たち 1　弟子の見た巨匠の世界

（吉阪隆正、大江宏、アントニン・レーモンド、今井兼次、坂倉準三、

堀口捨己、村野藤吾）

日本建築家協会【企画・監修】

都市建築編集研究所【編】

建築資料研究社(2001/6)

素顔の大建築家たち 2　弟子の見た巨匠の世界

（谷口吉郎、池辺陽、竹腰健造、久米権九郎、佐藤武夫、吉田五十八、

吉村順三、前川國男）

日本建築家協会【企画・監修】

都市建築編集研究所【編】

建築資料研究社(2001/6)

公共茶室　中村昌生の仕事 中村昌生　 建築資料研究社(1994/07)

建築大辞典　第２版 彰国社【編】　 彰国社（ 1993/06）

日本の町並み探求　伝統・保存とまちづくり 吉田桂二 彰国社(1988/12)

数寄屋詳細図譜　改訂新版 北尾春道【編】　 彰国社(1969/02)

議院建築意匠設計競技図集 洪洋社/1919年
分離派建築会100年 建築は芸術か？展

（京都国立近代美術館/2020年）

多摩川原遊園京王閣図集 洪洋社/1927年 　　　　　　　〃

一住宅と其庭園 堀口 捨己/洪洋社/1936年 　　　　　　　〃

椅子（旧京都府立図書館貴賓室で使用）、両そで机 武田五一 　　　　　　　〃

建築時代16　バウハウス・デッサウ篇 洪洋社/1931年 バウハウスへの応答展（京都国立近代美術館/2018年）

過去の構成 岸田日出刀/構成社書房/1929年
モダニストの日本美―石元泰博「桂」の系譜展

（三重県立美術館/2018年）

椅子（上記と同じ）、帽子掛け（陳列室で使用） 武田五一
近代京都の生活デザイナー 建築家・武田五一展

（京都芸術センター/2004年）



 

 

 

 

 

◆DVD「建築文化」 no.651～668 vol.56～59（館内視聴、2 階カウンターでお申込みください） 

◆雑誌（館内閲覧、地下カウンターでお申込みください） 

no.651 vol.56  むいかいち温泉「ゆ・ら・ら」 新居千秋都市建築設計/設計、鴨川シーワールドトロピカルアイランド 日建設計/設計ほか

no.652 vol.56  せんだいメディアテーク 伊東豊雄建築設計事務所/設計、紫野の家 長坂 大,Mega/設計ほか

no.653 vol.56  毎日新聞京都ビル 若林広幸建築研究所/設計、マンガ家のいえ 椎名英三建築設計事務所/設計ほか

no.654 vol.56  札幌ドーム 原 広司+アトリエ・ファイ建築研究所,アトリエブンク/設計、宝珍楼 納谷建築設計事務所/設計ほか

no.655 vol.56 メゾンエルメス レンゾ・ピアノ・ビルディング・ワークショップ/設計、Hut T 2001 坂本一成研究室/設計ほか

no.656 vol.56  大阪府立狭山池博物館 安藤忠雄建築研究所/設計、Ca 長田 直之,ICU/設計ほか

no.657 vol.57  群馬県立館林美術館 第一工房/設計、A_residence+studio A_studio/設計ほか

no.658 vol.57 構造ヌーヴェル・ヴァーグ、M歯科医院 阿部仁史アトリエ/設計ほか

no.659 vol.57  アトリエ派のミニマル・プレゼンテーション、手塚建築研究所のプレゼン手法 手塚 貴晴+手塚 由比,手塚建築研究所ほか

no.660 vol.57  White Cube 千葉学建築計画事務所、ナチュラルスラット 遠藤 政樹+池田 昌弘,EDH遠藤設計室+池田昌弘建築研究所ほか

no.661 vol.57  Case Study House-12 竹の家具の家 坂茂建築設計、オーベルジュのための「小さな家」 横河 健,横河設計工房ほか

no.662 vol.57  PLASTIC HOUSE 隈研吾建築都市設計事務所、ルイ・ヴィトン表参道ビル 青木淳建築計画事務所ほか

no.663 vol.58  cafe Sanche 岡村 裕次+北山 修+谷川 寛,TKO.A.Lab、アルプスハウス 松本 正+キアラほか

no.665 vol.58  特集 スペース・ファニチュア、お台場のワッフルハウス 田井 幹夫,アーキテクト・カフェ/設計ほか

no.666 vol.58  特集 U-35のポテンシャル、フォレスト益子 内藤廣建築設計事務所/設計ほか

no.667 vol.58 アトリエ 青木 淳、ヴトフの強制収容所博物館 フェリックス・クラウス(クラウス・エン・カーン)/設計ほか

no.668 vol.59 ONE表参道 隈研吾建築都市設計事務所/設計、bservatory 有馬 裕之+Urban Fourth/設計ほか

雑誌名 出版者 巻号情報（「継続中」以外は受入れ停止）

建築雑誌 日本建築学会 26輯305号(1912.5)～継続中 (欠号多)

関西建築協会雑誌 関西建築協会 1輯1号(1917.9)

新建築【復刻版】 不二出版 底本：1925.8-1944.12　(欠号多)

工事画報 土木建築工事画報 工事画報社 2巻(1926)1～5巻(1929)1～9号 (欠号多)

インターナショナル建築【復刻版】 国書刊行会 底本：通巻1号(1929.8)～通巻29号(1933.5)

住宅 住宅改良会 16巻7号(1931)～24巻7号(1939)(欠号多)

新建築 新建築社 9巻1号(1933)～継続中　(欠号多)

建築と社会 日本建築協会 17輯11号(1934)～79輯12  (欠号多);80集～継続中

建築史 【復刻版】 ロゴス出版 底本：1巻(1939)1～6巻(1944)4号,欠:4巻6号

建築文化 彰国社 1(1946.4)～59巻674号(2004.12)(欠号多)

建築学研究 京都大学工学部建築学研究会 137(1947)～152号(1949),欠:140,141号

建築士 日本建築士会連合会 1号(1952)～継続中 (欠号多)

国際建築 美術出版社 19巻(1952)4～33巻(1966)3号 (欠号多)

建築史研究 彰国社 29(1961)～40号(1976)

新建築住宅特集 新建築社 9(1962)～11,13～32号(1988)

近代建築 近代建築社 17巻(1963)8.20巻4,10.22巻7.27巻(1973)6月号

建具工芸 建具工芸研究所 36巻1号(1965)～60巻3号(1989.3);60巻5号

住まいの画報（改題前誌：すまいと暮しの画報 →住宅画報） 住宅新報社 6巻1号～12号(1966),7巻1号～26(2)(欠号多)

建築知識 エクスナレッジ 8巻(1966)1号～39巻(1997)4号,欠:15巻5,7号.25巻9号

建具工芸 建具工芸研究所 36巻1号(1965)～60巻3号(1989.3);60巻5号

建築家 日本建築家協会 1号(1968)～40号(1985)

建築と工作 全日本建築士会 103(1969.1)～307号(昭61.4)

都市計画 日本都市計画学会 57号(1969)～継続中

建築知識 別冊  建築ノート 建知出版 第1(1979.10)～14集(1984.2)

新建築別冊日本現代建築家シリーズ 新建築社 1号(1980)～19号(1998)

博物館だより 家具の博物館 1号(1981)～,欠:47号

明治村だより 博物館明治村 Vol.10(1998.1)～継続中　(欠号多)

竹中大工道具館NEWS  未来へつなぐ、匠の技と心 竹中大工道具館 6号(2001.9)～継続中

住まいの設計 （改題前誌：新しい住まいの設計） 扶桑社 通巻617号(2009.6)～継続中（改題前誌：1960.9～2009.3）

すみごこち FPコーポレーション広報企画課 Vol.1(2014)～継続中


