
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所蔵リスト 
『モダン建築の京都 100』（展覧会オフィシャルブック）の 

ブックガイド(ｐ32-39)から 

 
令和 4 年 9 月 1 日 

書名 著者 出版者 出版年 資料バーコード

◆京都のモダン建築

京都近現代建築ものがたり 倉方俊輔／著 平凡社 2021 1111252696

京都のモダニズム建築 河野良平／著 美学出版 2019 1110921234

京都の洋館 石川 祐一／著 光村推古書院 2016 1110608864

京都洋館ウォッチング 井上 章一／著 新潮社 2011 1110131172

京都モダン建築の発見 中川 理／文 淡交社 2002 1107014241

建築MAP京都 ギャラリー・間／編 TOTO出版 1998 1101753026

モダンシティーKyoto 京都建築倶楽部／編 淡交社 1989 1100362720

「京」まちかどの西洋館 ケイアソシエイツ／編 京都市交通事業振興公社 1983 1100362753

京都の近代化遺産 川上 貢／監修 淡交社 2007 1108532696

◆関西のモダン建築

発掘the OSAKA 酒井一光／著 青幻舎 2020 1111116735

神戸・大阪・京都レトロ建築さんぽ 倉方俊輔／著 エクスナレッジ 2019 1110957675

京都・大阪・神戸名建築さんぽマップ 円満字洋介／執筆・写真撮影 エクスナレッジ 2016 1110802525

関西のモダニズム建築 石田 潤一郎／監修 淡交社 2014 1110379219

聞き書き関西の建築 佐野 正一／著 日刊建設工業新聞社 1999 1101928594

関西の近代建築 石田 潤一郎／著 中央公論美術出版 1996 1100408648

近代建築ガイドブック 関西編 石田 潤一郎／[ほか]著 鹿島出版会 1984 1105750341

◆京都の近代史と都市・建築

仏具とノーベル賞京都・島津製作所創業伝 鵜飼秀徳／著 朝日新聞出版 2020 1111072581

地図で楽しむ京都の近代 上杉和央／編 風媒社 2019 1111020028

京都学び舎の建築史 大場修／[著] 京都新聞出版センター 2019 1110980347

「大京都」の誕生 伊藤之雄／著 ミネルヴァ書房 2018 1110769542

古都の占領 西川祐子／著 平凡社 2017 1110745542

京都観光基本データ帖 8　嵐の中、復興京都の行政・産

業・教育は ダイナミックな近代京都が時系列でわかる!
ユニプラン 2013 1110124961

京都の歴史を歩く 小林 丈広／著 岩波書店 2016 1110534425

京都と近代　せめぎ合う都市空間の歴史 中川 理／著 鹿島出版会 2015 1110440730

京都近代の記憶　場所・人・建築 中川 理／著 思文閣出版 2015 1110452347

水系都市京都　水インフラと都市拡張 小野 芳朗／編 思文閣出版 2015 1110453105

近代京都における小学校建築 川島 智生／著 ミネルヴァ書房 2015 1110510995

地図で読む京都・岡崎年代史 京都岡崎魅力づくり推進協議会／編 京都岡崎魅力づくり推進協議会 2012 1110210281

京都写真館　なつかしの昭和20年～40年代 白幡 洋三郎／監 淡交社 2010 1108924224

フランソア喫茶室　京都に残る豪華客船公室の面影 佐藤 裕一／著 北斗書房 2010 1107934067

京都学前衛都市モダニズムの京都展 京都国立近代美術館／編 京都新聞社 2009 1107855205

京都市政史 第1巻　市政の形成 京都市市政史編さん委員会／編 京都市 2009 1107844282

みやこの近代 丸山 宏／編 思文閣出版 2008 1108471671

近代京都研究 (京都大学人文科学研究所研究報告) 丸山 宏／編 思文閣出版 2008 1107824045

東山／京都風景論 加藤 哲弘／編 昭和堂 2006 1108109396

京・まちづくり史 高橋 康夫／編 昭和堂 2003 1108033380

明治維新と京都　公家社会の解体 小林 丈広／著 臨川書店 1998 1101836482

京都百年パノラマ館 白幡 洋三郎／ほか編 淡交社 1992 1100286325

【雑誌】建築文化568号　建都1200年の京都--日本の都市の伝統と未来<特集> 1994 1400102545



 

 

 

 

 

 

 

 

◆建築家

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 1110730023

武田五一の建築標本 　近代を語る材料とデザイン LIXIL出版 2017 1110845151

太田喜二郎と藤井厚二　日本の光を追い求めた画家と建築 太田喜二郎／[画] 青幻舎 2019 1111029326

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 1110425434

「日本の住宅」という実験　風土をデザインした藤井厚二 小泉 和子／著 農山漁村文化協会 2008 1108488469

信仰と建築の冒険　ヴォーリズと共鳴者たちの軌跡 吉田与志也／著 サンライズ出版 2019 1110967989

ウィリアム・メレル・ヴォーリズの建築 山形政昭／著 創元社 2018 1110796065

ヴォーリズ建築図面集 ヴォーリズ／[作] 創元社 2017 1110863048

ヴォーリズ建築の100年　恵みの居場所をつくる ヴォーリズ／[作] 創元社 2008 1108547520

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･本橋仁／編 朝日新聞社 2020 1111121958

上野伊三郎+リチコレクション 山野英嗣･池田裕子編 京都国立近代美術館 2009 1107957902

【雑誌】復刻版インターナショナル建築(底本:1～29巻) 日本インターナショナル建築會／編 国書刊行会 2009

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 1107908780

近代建築の夜明け　京都・熊倉工務店-洋風住宅建築 石川 祐一／著 淡交社 2006 1108504430

「建築論」の京都学派 　森田慶一と増田友也を中心として 市川 秀和／著 近代文藝社 2014 1110500475

◆美術工芸・デザイン

タイル建築探訪 酒井一光／著 青幻舎 2020 1111116743

近代京都の美術工芸 並木誠士／編 思文閣出版 2019 1110956669

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

図案からデザインへ 近代京都の図案教育 並木誠士／著 淡交社 2016 1110478011

関西モダンデザイン前史 宮島 久雄／著 中央公論美術出版 2003 1108011022

西洋家具ものがたり 小泉 和子／文 河出書房新社 2005 1108265230

◆近代和風・庭園

清風荘と近代の学知 松田文彦／編 京都大学学術出版会 2021 1111219943

和室学 　世界で日本にしかない空間 松村秀一／編 平凡社 2020 1111121503

庭師小川治兵衛とその時代 鈴木 博之／著 東京大学出版会 2013 1110310271

七代目小川治兵衛 　山紫水明の都にかへさねば 尼崎 博正／著 ミネルヴァ書房 2012 1108951425

日本近現代建築の歴史 　明治維新から現代まで 日埜直彦／著 講談社 2021 1111097349

モダンエイジの建築　『建築と社会』を再読する 日本建築協会／編 日本建築協会 2017 1110691357

近代日本の洋風建築 開化篇 藤森照信／著 筑摩書房 2017 1110711890

近代日本の洋風建築 栄華篇 藤森照信／著 筑摩書房 2017 1110714332

日本建築家山脈 村松 貞次郎／著 鹿島研究所出版会 1965 1103956627

近代日本の郊外住宅地 片木 篤／編 鹿島出版会 2000 1106237611

日本の近代建築 上　幕末・明治篇 藤森 照信／著 岩波書店 1993 1102646393

日本の近代建築 下 　大正・昭和篇 藤森 照信／著 岩波書店 1993 1102646401

悲喜劇 一九三〇年代の建築と文化 同時代建築研究会／編 現代企画室 1981 1101519484

日本の近代建築　その成立過程 稲垣 栄三／著 丸善 1959 1103967046

西洋建築史概説 森田慶一／著 彰国社 1962 1103962849

◆歴史的建築物の保存と活用

日本の歴史的建造物 　社寺・城郭・近代建築の保存と活用 光井渉／著 中央公論新社 2021 1111096812

建築と都市の保存再生デザイン　近代文化遺産の豊かな継

承のため
田原幸夫／編 鹿島出版会 2019 1111026355

建築の保存デザイン　豊かに使い続けるための理念と実践 田原 幸夫／著 学芸出版社 2003 1108030741

再生名建築 　時を超えるデザイン 足立 裕司／編 鹿島出版会 2009 1108607878

◆歴史的建築物の調査報告書

京都府の近代和風建築 京都府教育庁指導部文化財保護課／編 京都府教育委員会 2009 1107845586

京都市の近代化遺産 近代建築編 京都市文化市民局文化財保護課／編 京都市文化市民局文化財保護課 2006 1107177626

京都市の近代化遺産 産業遺産編 京都市文化市民局文化財保護課／編 京都市文化市民局文化財保護課 2005 1107154070


