
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築からみた階段 

階段 
関連所蔵図書 

令和 3 年 6 月 1 日 

書名 著者名 出版者 出版年 所蔵情報

現代住宅の納まり手帖（住宅ディテール100） 伊藤博之／編著 彰国社 2019 1110984810

近世城郭の謎を解く (歴史史料に学ぶ 2) 城郭史料研究会／編 戎光祥出版 2019 1110964606

ディテールで語る建築 内田祥哉／著 彰国社 2018 1111008304

階段空間の解体新書 田中智之／著 彰国社 2018 1110790423

藤本壮介建築作品集 藤本壮介／[作] エクスナレッジ 2018 1110781117

図解住まいの寸法（暮らしから考える設計のポイント） 堀野和人／著 学芸出版社 2017 1110737473

建築への旅 建築からの旅 エーディーエー・エディタ・トーキョー 2017 1110856851

世界の美しい階段 エクスナレッジ 2015 1110542642

住宅デザインが劇的に向上するディテール エクスナレッジ 2014 1110528815

寝そべる建築 鈴木 了二／[著] みすず書房 2014 1110381835

住宅の階段  (大好評「至高の階段」住宅編!) 彰国社／編 彰国社 2014 1110172929

いい階段の写真集 BMC／[編] パイインターナショナル 2014 1110353115

梯子・階段の文化史 稲田 愿／著 井上書院 2013 1110098694

いいビルの写真集 west BMC／著 パイインターナショナル 2012 1110050349

新・和風デザイン図鑑ハンドブック（造作から仕上げ、

庭、茶室まで<和風住宅>にまつわるすべてを集結 ）
エクスナレッジ 2011 1108730027

最高の階段をデザインする方法 前田 篤伸／著 エクスナレッジ 2010 1108924026

土木遺産 3（世紀を越えて生きる叡智の結晶）
建設コンサルタンツ協会

『Consultant』編集部／編
ダイヤモンド社 2010 1107922021

階段がわかる本 中山 繁信／著 彰国社 2010 1108895069

ディテールから探るル・コルビュジエの建築思想 Flora Samuel／[著] 丸善 2009 1108859800

ガラス建築(意匠と機能の知識) 日本建築学会／編著 学芸出版社 2009 1108598028

空間要素(世界の建築・都市デザイン) 日本建築学会／編 井上書院 2003 1108031897

階段 (空間のメタモルフォーゼ) エヴリーヌ・ペレ=クリスタン／著 白揚社 2003 1108033422

現代建築家による階段のデザイン キャサリン・スレッサー／著 産調出版 2001 1105587750

村野藤吾のデザイン・エッセンス 2（動線の美学 /階段・

手摺・通路）
村野 藤吾／[作] 建築資料研究社 2000 1106261165

西洋館デザイン集成 3（階段.窓.壁） 増田 彰久／写真 講談社 1988 1105224404

玄関・ホール・階段 (ニューハウス写真双書 5) 星野 秀／共著 ニューハウス出版 1980 1107585802

階段 (建築写真文庫 第1期 第19)2版 彰国社 1956 1103958607

建築写真類聚 第8期第4輯 （新しき階段の構成 巻1） 建築写真類聚刊行会／編輯 洪洋社 1932 1102408679

建築の細部参考写真集 第6輯 （階段） 創生社 1927 1103959522

建築写真類聚 第3期第7回（階段 巻2） 建築写真類聚刊行会／編輯 洪洋社 1921 1102407531

建築写真類聚 第2期第9輯（階段 ） 建築写真類聚刊行会／編輯 洪洋社 1918 1103957310

建築写真類聚 第2期第9回（階段 巻1） 建築写真類聚刊行会／編輯 洪洋社 [1918] 1102407317



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

階段小説 

書名 著者名 出版者 出版年 所蔵情報

祝祭と予感（鈴蘭と階段 ） 恩田陸／著 幻冬舎 2019 1111045439

つかこうへいの世界（インテリ映画青年ヤスの<階段落ち>  ） 日本近代演劇史研究会／編 社会評論社 2019 1111019863

そんなことよりキスだった（屋上への階段 ） 佐藤文香／著 左右社 2018 1110964820

宮部みゆき全一冊（階段の途中に ） 宮部みゆき／著 新潮社 2018 1111005011

ザ・ベストミステリーズ 2018（階段室の女王） 日本推理作家協会／編 講談社 2018 1110598917

階段を下りる女 ベルンハルト・シュリンク／著 新潮社 2017 1110590344

建築文学傑作選 （日は階段なり） 青木淳／選 講談社 2017 1110851498

後藤明生コレクション 1（階段） 後藤明生／著 国書刊行会 2016 1110824693

わらしべ集 坤の巻（非常階段と再試験） 室井光広／著 深夜叢書社 2016 1110826748

何様（水曜日の南階段はきれい   ） 朝井リョウ／著 新潮社 2016 1110829684

小島信夫短篇集成 5（階段のあがりはな ） 小島 信夫／著 水声社 2015 1108992866

鬼談百景 (増える階段  /K階段) 小野 不由美／著 メディアファクトリー 2012 1110050448

隠居志願（男が階段を下りるとき） 玉村 豊男／著 東京書籍 2012 1110001367

財務省の階段 幸田 真音／著 角川書店 2011 1107942961

空の冒険（女が階段を上る時） 吉田 修一／著 木楽舎 2010 1108652171

いちばんここに似合う人 (階段の男） ミランダ・ジュライ／著 新潮社 2010 1108902907

アイソパラメトリック (階段) 森 博嗣／[著] 講談社 2006 1107149914

宙ぶらん（階段） 伊集院 静／著 集英社 2006 1108355593

コーネル・ウールリッチ傑作短篇集 別巻（非常階段  ） コーネル・ウールリッチ／著 白亜書房 2003 1107058768

山田風太郎コレクション 3（十三の階段 ） 山田 風太郎／著 出版芸術社 2003 1108148758

秋元松代全集 第5巻（氷の階段） 秋元 松代／著 筑摩書房 2002 1107033159

日影丈吉全集 1（非常階段 ） 日影 丈吉／著 国書刊行会 2002 1108184035

牧野信一全集 第4巻（階段） 牧野 信一／著 筑摩書房 2002 1108131234

貴族の階段 武田 泰淳／著 岩波書店 2000 1105930265

埴谷雄高全集 4 （階段と自動車） 埴谷 雄高／著 講談社 1998 1105142804

彼岸酒（透明階段 ） 嶋岡 晨／著 朝日書林 1996 1100167871

はるさきのへび（階段の上の海） 椎名 誠／著 集英社 1994 1107125278

心の旅路 (らせん階段 ) 阿刀田 高／[著] 角川書店 1993 1106027798

階段の家 バーバラ・ヴァイン／[著] 角川書店 1990 1107284026

真夏の犬（階段 ） 宮本 輝／著 文芸春秋 1990 1106865403

銀座物語（階段の人 ） 黒井 千次／著 文芸春秋 1989 1106853110

チェーホフ全集 4（ 階段を上へ） [チェーホフ／著] 中央公論社 1988 1100833449

鉄道ミステリ傑作選 (階段) 鮎川 哲也／編 双葉社 1987 1106285586

階段のある空 日野 啓三／著 文芸春秋 1987 1106293648

手榴弾を持つ少年（十三階段の女部屋） 夏堀 正元／著 実業之日本社 1987 1106318254

黒マントの女 （いつも夢で階段に足音が聞こえる ） アルベルト・モラヴィア／著 集英社 1983 1106284688

共生空間（螺旋階段 ） 高橋 たか子／[著] 新潮社 1977 1100746732

竜馬暗殺異聞 （長い階段） 三好 徹／著 文芸春秋 1969 1107485250

大仏次郎作品集 第6巻（氷の階段） 大仏 次郎／著 文芸春秋新社 1951 1100633997

トルストイ全集 13（第一階段 ） トルストイ／[著] 春秋社 1935 1103201248

夜光虫（氷の階段） 織田 作之助／著 弘文社 --- 1101471751


