
■茶室

書名 著者 出版者 出版年 資料コード

吉岡徳仁 光庵-ガラスの茶室 吉岡徳仁／監修 求龍堂 2017.9 1110743380

にほんのあらたなてしごと 茶室編 橋口新一郎／著 ミヤオビパブリッシング 2017.8 1110860226

名茶室の工夫　茶室建築のアイデアを学ぶ 飯島照仁／著 淡交社 2016.4 1110565346

藤森先生茶室指南 藤森照信／編 彰国社 2016.3 1110469754

磯崎新と藤森照信の茶席建築談義 磯崎 新／著 六耀社 2015.4 1110432497

茶室がほしい。　茶室から入る茶の湯の愉しみ 永江 朗／著 六耀社 2014.11 1110407341

京都茶庭拝見 (SUIKO BOOKS 167) 水野 克比古／著 光村推古書院 2013.6 1110134416

藤森照信の茶室学 藤森 照信／著 六耀社 2012.4 1110034038

新・和風デザイン図鑑ハンドブック エクスナレッジ 2011.9 1108730027

近代の茶室と数寄屋　茶の湯空間の伝承と展開 桐浴 邦夫／著 淡交社 2004.6 1108226257

茶の匠　茶室建築三十六の技 飯島 照仁／文 淡交社 2002.7 1106997990

庭園と茶室 (文化財探訪クラブ 7) 毛利 和夫／執筆 山川出版社 2001.12 1106015371

茶室の解明　平面データ集成 根岸 照彦／著 建築資料研究社 2001.11 1106006958

美しい数寄屋　その雅びと透き 二村 和幸／著 丸善プラネット 1999.4 1101933982

京都茶の庭 (Suiko books) 水野 克比古／写真 光村推古書院 1996.2 1106190430

■モダニズム建築

アイリーン・グレイ　建築家・デザイナー ピーター・アダム／[著] みすず書房 2017.11 1110754924

モダニスト再考 日本編　建築の20世紀はここから始まった 彰国社／編 彰国社 2017.3 1110710769

京都和モダン庭園のひみつ 重森千青／著 ウェッジ 2017.1 1110750724

磯崎新と藤森照信のモダニズム建築談義 磯崎新／著 六耀社 2016.8 1110486196

モダニスト再考 海外編　建築の20世紀はここから始まった 彰国社／編 彰国社 2016.12 1110703525

応答漂うモダニズム 槇 文彦／編著 左右社 2015.7 1110541511

日本建築思想史 (atプラス叢書 10) 磯崎 新／著 太田出版 2015.4 1110427497

日本が世界に誇る名作モダン建築 伊藤 隆之／著 エムディエヌコーポレーション 2015.3 1110423470

磯崎新Interviews 磯崎 新／著 LIXIL出版 2014.8 1110392469

関西のモダニズム建築
1920年代～60年代、空間にあらわれた合理・抽象・改革

石田 潤一郎／監修 淡交社 2014.6 1110379219

残すべき建築　モダニズム建築は何を求めたのか 松隈 洋／著 誠文堂新光社 2013.1 1110098686

建築家坂倉準三 モダニズムを生きる|人間、都市、空間 パナソニック電工汐留ミュージアム／編集 Echelle‐1 2010.8 1108649318

建築家・本野精吾展  モダンデザインの先駆者 本野 精吾／[作] 京都工芸繊維大学美術工芸資料館 2010.1 1107908780

ミース・ファン・デル・ローエ (建築家の講義) ミース／[著] 丸善 2009.12 1108615699

近代建築世界一周 桜本 将樹／著・写真 ADP 2009.1 1108819309

Dreams of the Other-彼岸の夢
桂、バウハウス、ブルーノ・タウトから新しいエコロジーへ

神戸大学21世紀COEプログラム 2008.3 1107836593

ル・コルビュジエ全作品ガイドブック Deborah Gans／[著] 丸善 2008.2 1108537018

関西モダニズム再考 竹村 民郎／編 思文閣出版 2008.1 1108538602

モダニズム建築100+α 大川 三雄／著 河出書房新社 2006.1 1108511633

建築における「日本的なもの」 磯崎 新／著 新潮社 2003.4 1108134295

作家たちのモダニズム　建築・インテリアとその背景 黒田 智子／編 学芸出版社 2003.2 1108007889

モダニズム ナショナリズム　1930年代日本の芸術 五十殿 利治／編 せりか書房 2003.1 1108000710

近代建築の証言 ジョン・ピーター／著 TOTO出版 2001.4 1105581159

ミースという神話　ユニヴァーサル・スペースの起源 八束 はじめ／著 彰国社 2001.2 1106014242

ル・コルビュジエとはだれか 磯崎 新／著 王国社 2000.2 1106114737

モダニズムの建築・庭園をめぐる断章 新見 隆／著 淡交社 2000.12 1105944456
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■建築家

・武田五一
書名 著者 出版者 出版年 資料コード

武田五一的な装飾の極意
茶室からアール・ヌーヴォーをめぐる建築意匠

谷藤史彦／著 水声社 2017.5 1110730023

評伝武田五一　茶室からア-ル･ヌ-ヴォ-、スパニッシュ様式へ 谷藤 史彦／執筆 ふくやま美術館 2016.3 1110601034

フランク・ロイド・ライトと武田五一 ふくやま美術館／編集 ふくやま美術館 2007.1 1107436956

近代建築の好奇心　武田五一の軌跡 文京ふるさと歴史館／編集 文京区教育委員会 2005.1 1107155531

近代京都の生活デザイナー  建築家・武田五一展 武田五一記念展実行委員会／[編] [京都市文化観光資源保護財団] [2004] 1107104554

芝川邸と武田五一展  阪神大震災と文化財保護 竹中工務店／編 竹中工務店 1996 1101519765

武田五一・人と作品 博物館明治村／編集 名古屋鉄道 1987 1101518429

・藤井厚二
聴竹居 　藤井厚二の木造モダニズム建築 藤井 厚二／[作] 平凡社 2015.3 1110425434

「日本の住宅」という実験 (百の知恵双書 017) 小泉 和子／著 農山漁村文化協会 2008.1 1108488469

聴竹居に住む　モダニストの夢 高橋 功／著 産経新聞ニュースサービス 2004.1 1108488469

日本の住宅 藤井 厚二／著 岩波書店 1932 1103969349

・堀口捨己

表現者・堀口捨己　総合芸術の探求 藤岡 洋保／著 中央公論美術出版 2009.9 1108860907

茶室研究 堀口 捨己／著 鹿島出版会 1987 1105570145

桂離宮 堀口 捨巳／著 毎日新聞社 1957 1101336129

一住宅と其庭園 堀口 捨己／著 洪洋社 1936.1 1103130975

住宅双鐘居 堀口 捨己／編 洪洋社 1928.9 1103128508

現代オランダ建築 堀口 捨己／著 岩波書店 1924 1103963086

・岸田日出刀
縁 岸田日出刀／著 相模書房 1958 1103959753

京都御所 岸田日出刀／著 相模書房 1954 1101336152

過去の構成（改訂版） 岸田日出刀／著 相模書房 1951 1103966519

・ブルーノ・タウト
ブルーノ・タウト研究 世紀転換期ドイツのモダニズムと神秘主義 長谷川章／著 ブリュッケ 2017.1 1110749742

ブルーノ・タウトと建築・芸術・社会 田中 辰明／著 東海大学出版会 2014.2 1110360490

ニッポン  ヨーロッパ人の眼で観た ブルーノ・タウト／著 春秋社 2008.9 1108563550

忘れられた日本 ブルーノ・タウト／著 中央公論新社 2007.6 1108457894

タウトが撮ったニッポン タウト／[撮影] 武蔵野美術大学出版局 2007.3 1108400878

画帖桂離宮 ブルーノ・タウト／著 岩波書店 1981.3 1106400037

日本美の再発見 ブルーノ・タウト／著 岩波書店 1979 1102646468

■桂離宮

桂離宮・修学院離宮・仙洞御所 川瀬 昇作／著 学芸出版社 2014.12 1110408240

日本美を哲学する　あはれ・幽玄・さび・いき 田中 久文／著 青土社 2013.9 1110324868

桂離宮 石元 泰博／著 六耀社 2010.5 1108636489

月の桂離宮 三好 和義／著 小学館 2009.1 1108818665

終わらない庭　昭和の三大作家とめぐる「宮廷の庭」 三島 由紀夫ほか／著 淡交社 2007.6 1108420827

和辻哲郎の視圏　古寺巡礼・倫理学・桂離宮 市倉 宏祐／著 春秋社 2005.2 1108080126

つくられた桂離宮神話 井上 章一／著 弘文堂 1986.4 1100362472

桂離宮 (岩波グラフィックス 1) 石元 泰博／写真 岩波書店 1982.1 1107204164

桂離宮 様式の背後を探る 和辻 哲郎／著 中央公論社 1958 1106219718

■国立国会図書館デジタルコレクション　【「図書館送信」は府立図書館のカードがあれば館内閲覧できます】

タイトル 永続的識別子 　　　公開範囲

武田博士作品集 info:ndljp/pid/1124444 インターネット公開

武田五一博士論文選集. 上 (茶室建築について) info:ndljp/pid/1058789 図書館送信

聴竹居図案集 info:ndljp/pid/8311240 図書館送信

過去の構成【1938年改訂版】 info:ndljp/pid/1266123 図書館送信

紫烟荘図集 info:ndljp/pid/1189082 図書館送信

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


