
 

   

 

   

 

 

 

 

 
                 

 
 
 

                    
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

令和 3年 1月 5日 

分離派建築会 
関連図書リスト 

書名 著者 出版者 出版年 資料バーコード

　　分離派建築会
分離派建築会　日本のモダニズム建築誕生 田路貴浩／編 京都大学学術出版会 2020 1111066393

分離派建築会100年 建築は芸術か? 大村 理恵子／他 編 朝日新聞社 2020 1111121958

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 1110710769

美術批評家著作選集 第18巻(分離派建築会展所感) 五十殿利治／監修 ゆまに書房 2016 1110829312

叢書・近代日本のデザイン 28 民俗と建築 森 仁史／監修 ゆまに書房 2009 1108832161

叢書・近代日本のデザイン 25 分離派建築会宣言と作品 森 仁史／監修 ゆまに書房 2009 1108832138

日本科学技術史大系 第17巻 （「分離派建築会」から「青年
建築家クラブ」まで）

日本科学史学会／編 第一法規 1970 1100934759

明治の建築 建築百年のあゆみ （後藤慶二から分離派建築
会まで）

桐敷 真次郎／著 日本経済新聞社 1966 1103962963

建築・住宅・都市計画　（分離派建築会の通った道） 高橋寿男／著 相模書房 1962 1103959845

分離派建築会の作品 第3 分離派建築会／著 岩波書店 1924 1103128417

平和記念東京博覧会画帖 洪洋社 1922.6 1102063441

　　堀口捨己
藤森先生茶室指南 藤森照信／編 彰国社 2016 1110469754

磯崎新Interviews 磯崎 新／著 LIXIL出版 2014 1110392469

磯崎新建築論集 1　散種されたモダニズム
「日本」という問題構制

磯崎 新／著 岩波書店 2013 1108967298

叢書・近代日本のデザイン 56 紫烟荘図集 森 仁史／監修 ゆまに書房 2013 1110152947

有楽苑築造記　国宝茶室「如庵」移築と堀口捨己 金子 曉男／著 風媒社 2012 1110084447

表現者・堀口捨己 藤岡 洋保／著 中央公論美術出版 2009 1108860907

近代日本の作家たち　建築をめぐる空間表現 黒田 智子／編 学芸出版社 2006 1108352749

素顔の大建築家たち 01　弟子の見た巨匠の世界 日本建築家協会／企画・監修 建築資料研究社 2001 1105587156

利休の茶室 堀口 捨己／著 鹿島出版会 1987 1105565962

茶室研究 堀口 捨己／著 鹿島出版会 1987 1105570145

建築史 堀口 捨己／[ほか]共著 オーム社 1982 1105218968

書院造りと数寄屋造りの研究 堀口 捨己／著 鹿島出版会 1978 1105570152

現代日本建築家全集 4　　堀口捨己 三一書房 1976 1105222366

図説茶道大系 4　（茶の建築と庭） 角川書店 1974 1110634241

講座禅 第5巻　（禅と庭園） 西谷 啓治／編 筑摩書房 1974 1107641951

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 1103130975

住宅双鐘居 堀口 捨己／編 洪洋社 1928 1103128508

アルス建築講座 第3巻（ホテル建築 ） アルス [1926] 1103961254

現代オランダ建築 堀口 捨己／著 岩波書店 1924 1103963086

　  森田 慶一
「建築論」の京都学派 (近代文藝社新書) 市川 秀和／著 近代文藝社 2014 1110500475

西洋建築史概説 森田 慶一／著 彰国社 1989 1101519641

西洋建築思潮史 森田 慶一／著 中央図書 1974 1101239836

ウィトルウィウス研究 (建築文庫 36) 森田慶一／著 彰国社 1962 1102646260

建築紀行 (建築文庫 16) 森田 慶一／著 彰国社 1957 1102646310

古典建築について (建築文庫 13) 森田 慶一／著 彰国社 1957 1102646492

建築における構造と美と用 (建築文庫 3) 森田 慶一／著 彰国社 1957 1102646328



 書名 著者 出版者 出版年 資料バーコード

    蔵田周忠
老建築稼の歩んだ道 松村正恒／著 鹿島出版会 2018 1110770938

叢書・近代日本のデザイン 68　論文選 昭和篇 森仁史／監修 ゆまに書房 2015 1110840459

叢書・近代日本のデザイン 54　多摩川原遊園京王閣図集 森 仁史／監修 ゆまに書房 2013 1110152954

叢書・近代日本のデザイン 43　型而工房ラポルト 森 仁史／監修 ゆまに書房 2012 1110086186

美術批評家著作選集 第13巻　（構造社所感 ） 五十殿 利治／監修 ゆまに書房 2011 1108782663

コレクション・モダン都市文化 44　デザインとバウハウス 和田 博文／監修 ゆまに書房 2009 1108778687

コレクション・モダン都市文化 37　紀伊國屋書店と新宿 和田 博文／監修 ゆまに書房 2008 1108778612

近代庶民生活誌 6　（小住宅厨房の研究 ） 南 博／責任編集 三一書房 1987 1101066478

生活空間の創造 ワルター・グロピウス／著 彰国社 1976 1103956304

近代建築史　国際環境における日本近代建築の史的考察 蔵田周忠／著 相模書房 1965 1105222747

民家　（武蔵野民家の採集プロット） 竹内芳太郎／編 相模書房 1959 1103959852

小住宅の設計 蔵田 周忠／著 主婦の友社 1956 1101716270

民家帖 (民俗選書) 蔵田 周忠／著 古今書院 1955 1101133252

明日の住宅と都市 建設省／編 彰国社 1949 1103969612

ブルーノ・タウト (建築新書 5) 蔵田 周忠／著 相模書房 1942 1104801624

陸屋根 蔵田 周忠／著 相模書房 1940 1103131569

実用建築講座 3（現代建築） 東学社 1935 1103131221

実用建築講座 1（現代建築 ） 東学社 1935 1103132328

最新建築工学 5（現代建築） 東学社 1935 1103130686

近代的角度 蔵田 周忠／著 信友堂書店 1933 1103130090

現代芸術の展望 (現代芸術叢書 1) 六文館 1932 1102312434

欧洲都市の近代相 蔵田 周忠／著 六文館 1932 1103009161

新興芸術研究 第3輯（ベルリンの映画館 ） 刀江書院 1931 1103191647

建築・造園・工芸 第2輯　特輯住生活の新方針 西川 友孝／編輯 金星堂 1931 1103127971

銀行の平面計画 (建築資料叢書 10) 関根 要太郎／共著 洪洋社 1929 1103128805

ルネッサンス文化と建築 下 (建築文化叢書 第11編) 蔵田 周忠／編 洪洋社 1927 1102409800

ルネッサンス文化と建築 上 (建築文化叢書 第10編) 蔵田 周忠／編 洪洋社 1926 1102409792

ロダン以後 蔵田 周忠／著 中央美術社 1926 1103167266

   石本 喜久治
叢書・近代日本のデザイン 28　民俗と建築 森 仁史／監修 ゆまに書房 2009 1108832161

アルス建築講座 第1巻（最近建築様式論 ） アルス [1926] 1103961239

   山田 守
コレクション・モダン都市文化 42（ジードルンク ） 和田 博文／監修 ゆまに書房 2009 1108778661

建築家山田守作品集 山田 守／[作] 東海大学出版会 2006 1110169958

    大内 秀一郎
コレクション・モダン都市文化 42　（建築と社会 ） 和田 博文／監修 ゆまに書房 2009 1108778661

近代の欧洲建築 (建築資料叢書 6) 大内 秀一郎／著 洪洋社 1926 1103128771

   山口文象
疾風のごとく駆け抜けたRIAの住宅づくり RIA住宅の会／編 彰国社 2013 1110332531

建築の出自　長谷川堯建築家論考集 長谷川 堯／著 鹿島出版会 2008 1108546498

近代日本の作家たち　建築をめぐる空間表現 黒田 智子／編 学芸出版社 2006 1108352749

現代日本建築家全集 11　坂倉準三 山口文象とRIA 三一書房 1976 1101238812

    瀧澤真弓
建築写真類聚第7期 第8輯　　商店建築 建築写真類聚刊行会／編輯 洪洋社 1930 1102408489


