書名等
世界の図書館 : 美しい知の遺産 / ジェームズ・W.P.キャンベル著 ; ウィル・プラ
イス写真 ; 野中邦子, 高橋早苗訳. -- 河出書房新社, 2014.10.
世界の不思議な図書館 / アレックス・ジョンソン著 ; 北川玲訳. -- 創元社,
2016.4.
世界の夢の図書館. -- エクスナレッジ, 2014.1.
世界の美しい書店 : We love bookstore / 今井栄一著. -- 宝島社, 2014.7.

配架場所

請求記号

3F開架大型本 L010.2//C14//5691
3F開架新体系 010.2//J64//2088
3F開架大型本 L010.2//SE22//7045
2F学生選書

L024//I43//7110

世界の夢の本屋さん. -- [1], 2. -- エクスナレッジ, 2011.7-.

3F開架大型本 L024//SE22//8678

平成の大阪 / 産経新聞社写真. -- 光村推古書院, 2019.3.

3F開架新体系 216.3//SA63//3845

昭和の大阪 / 産経新聞社写真 ; 1. -- 光村推古書院, 2012.8-2014.4.

3F開架新体系 216.3//SA65//3710

昭和の大阪 / 産経新聞社写真 ; 2. -- 光村推古書院, 2012.8-2014.4.

3F開架新体系 216.3//SA65//0629

東京さんぽ図鑑 : 町や建物の"新しい見方"を超図解! / スタジオワーク著. -- 朝日
新聞出版, 2017.11.
みんなの建築ミニチュア : 子供も大人も楽しめる世界の建造物1000 / 橋爪紳也,
遠藤秀平編. -- 芸術新聞社, 2017.9.

2F学生選書

291.361//SU83//1212

3F開架新体系 507.9//H38//3983

廃墟遺産 : 失敗に終わったプロジェクトの物語 : archiflop storie di progetti finiti
male : 建築における過ちと失敗と不運のなかでも注目を集めた事例を紹介するお
かしなガイド / アレッサンドロ・ビアモンティ著 ; 高沢亜砂代訳. -- エクスナ

3F開架新体系 520//B41//9414

レッジ, 2017.3.
世界歴史建築大図鑑 / ドーリング・キンダースリー編 ; 坂崎竜訳. -- 原書房,
2013.5.
誰も知らない「建築の見方」 / フィリップ・ウィルキンソン著 ; 清宮真理訳. -エクスナレッジ, 2013.6.
世界の建築様式 : 歴史的古代建造物750の建築ディテール / エミリー・コール編
著 ; 乙須敏紀翻訳. -- ガイアブックス.
おかしな建築の歴史 : Architectural Keyword 125 / 五十嵐太郎編著. -- エクスナ
レッジ, 2013.9. -- (エクスナレッジムック).
建築美の世界 : 鑑賞・分析・比較 / 井上充夫著. -- 鹿島出版会, 2014.9. -- (SD選
書 ; 264).
死ぬまでに見たい世界の名建築1001 / マーク・アーヴィング編集. -- エクスナ
レッジ, 2008.8.
すべてわかる世界の建築 : ピラミッドから最新環境建築まで / 劉松茯著. -- エク
スナレッジ, 2012.8.
図説建築の歴史 : カラー版 : 西洋・日本・近代 / 西田雅嗣, 矢ケ崎善太郎編. -- 学
芸出版社, 2013.12.
ドイツ/スイス/オランダ/ベルギー / 田所辰之助, 濱嵜良実, 矢代眞己編. -- エクス
ナレッジ, 2004.2. -- (世界の建築・街並みガイド ; 4).
アメリカ/カナダ/メキシコ / 黒川直樹, 田中厚子, 楠原生雄編. -- エクスナレッジ,
2004.2. -- (世界の建築・街並みガイド ; 6).

3F開架新体系 L520//D87//6751
3F開架新体系 L520//W73//0301
3F開架新体系 520.2//C84//7197
3F開架新体系 520.2//I23//5254
3F開架新体系 520.2//I57//5897
3F開架新体系 520.2//I67//0404
3F開架新体系 L520.2//R98//0220
3F開架新体系 520.2//N81//5377
3F開架新体系 520.2//SE22//1338
3F開架新体系 520.2//SE22//1340

書名等
フランス/スペイン/ポルトガル / 羽生修二, 入江正之, 西山マルセーロ編. -- エク
スナレッジ, 2003.4. -- (世界の建築・街並みガイド ; 1).
イタリア/ギリシア / 鵜沢隆, 伊藤重剛編. -- エクスナレッジ, 2003.5. -- (世界の
建築・街並みガイド ; 3).

配架場所

請求記号

3F開架新体系 520.2//SE22//6474
3F開架新体系 520.2//SE22//6751

オーストリア|ポーランド|チェコ|スロヴァキア|ハンガリー|ルーマニア / 海老澤
模奈人 [ほか] 編 ; : 新装版. -- エクスナレッジ, 2012.2. -- (世界の建築・街並みガ

2F学生選書

520.2//SE22//7230

2F学生選書

520.2//SE22//7229

イド ; 5).
イギリス|アイルランド|北欧4国 / 渡邉研司 [ほか] 編 ; : 新装版. -- エクスナレッ
ジ, 2012.1. -- (世界の建築・街並みガイド ; 2).
NHK夢の美術館 : 世界の名建築100選 / 新建築社編集. -- 新建築社, 2008.12.
世界の城の歴史文化図鑑 : ビジュアル版 / チャールズ・スティーヴンソン編 ; 村
田綾子訳. -- 柊風舎, 2012.12.
奇想遺産 : 世界のふしぎ建築物語 / 鈴木博之 [ほか] 著. -- 新潮社, 2007.9.
世界の建築家図鑑 / ケネス・パウエル編 ; 井上廣美訳. -- 原書房, 2012.10. -(ヴィジュアル歴史人物シリーズ).
現代建築家ガイド111人 : 安藤からズントーまで / Kester Rattenbury, Robert
Bevan, Kieran Long [著] ; 岸田麻矢, 高橋正明訳. -- 丸善, 2004.8.
天才建築家の成功するデザインの法則 : 企画・コンセプト・ルール : アイデアの
源. -- エクスナレッジ, 2015.11. -- (エクスナレッジムック).
光と影で見る近代建築 / 近藤存志著. -- KADOKAWA, 2015.6. -- (角川選書 ; 558).
死ぬまでに見たい名建築家のドローイング300 / ニール・ビンガム著 ; 谷本開作
訳. -- エクスナレッジ, 2014.1.
ガウディ完全ガイド / オーローラ・クイート, クリスティーナ・モンテス編 ; 西森
睦雄, 安藤宗一郎, 根本玲子訳. -- エクスナレッジ, 2017.12.
藤本壮介建築作品集 / 藤本壮介著. -- TOTO出版, 2015.4.
妹島和世+西沢立衛読本 / 妹島和世, 西沢立衛 [述] ; 二川幸夫企画・編集. -2005, 2013. -- エーディーエー・エディタ・トーキョー, 2005.1-.
ザハ・ハディド全仕事 / ザハ・ハディド著 ; 田辺晴美訳. -- エクスナレッジ,
2018.3.
Akihisa HIRATA Discovering new / 平田晃久著. -- TOTO出版, 2018.5.
セルフビルドの世界 : 家やまちは自分で作る / 石山修武文 ; 中里和人写真. -- 筑
摩書房, 2017.4. -- (ちくま文庫 ; [い-33-2]).
Aren Jacobsen : ヤコブセンの建築とデザイン / 吉村行雄写真 ; 鈴木敏彦文. -TOTO出版, 2014.6.
WARO KISHI : 岸和郎の建築 / 岸和郎著. -- TOTO出版, 2016.1.
死ぬまでに見たい世界の名建築なんでもベスト10 / 光嶋裕介著. -- エクスナレッ
ジ, 2014.6.
サイト : 建築の配置図集 / 松岡聡, 田村裕希著 = SITES : Architectural workbook
of disposition / Satoshi Matsuoka, Yuki Tamura. -- 学芸出版社, 2013.2.
世界の建築1000の偉業 / クリストファー・E.M.ピアソン著 ; 籾山昌夫日本語版監
修・訳. -- 二玄社, 2011.6.
世界の名建築 = Architectual masterpieces in the world. -- パイインターナショ
ナル, 2014.5.

3F開架新体系 520.2//SH64//4152
3F開架新体系 520.2//ST5//3639
3F開架新体系 520.2//SU96//7187
3F開架新体系 520.28//P87//8159
3F開架新体系 520.28//R17//0083
3F開架新体系 520.28//TE37//8417
3F開架新体系 520.4//KO73//4141
3F開架新体系 L520.87//B44//0135
3F開架新体系 L520.87//C95//5803
3F開架新体系 520.87//F62//3075
3F開架新体系 520.87//F97//0573
3F開架新体系 520.87//H11//7244
3F開架新体系 L520.87//H68//8908
3F文庫版

520.87//I83//9554

3F開架新体系 520.87//J12//2386
3F開架新体系 520.87//KI56//8977
3F開架新体系 520.87//KO86//2463
3F開架新体系 520.87//MA86//2124
3F開架新体系 520.87//P31//7725
3F開架新体系 520.87//SE22//0736

書名等
ヴォーリズ建築の100年 : 恵みの居場所をつくる = 100 Years of W.M. Vories'
works / William Merrell Vories [作] ; 山形政昭監修. -- 創元社, 2008.2.

配架場所

請求記号

3F開架新体系 L520.87//V91//1722

日本建築の形 / 齋藤裕著・写真 ; 1, 2. -- TOTO出版, 2016.9-.

3F開架大型本 L521//SA25//4006

日本建築の形 / 齋藤裕著・写真 ; 1, 2. -- TOTO出版, 2016.9-.

3F開架大型本 L521//SA25//4007

日本美を訪ねる関西4都市の旅 : 古建築から近代建築まで日本人ならこれだけは
見ておきたい / 大川三雄 [ほか] 著. -- エクスナレッジ, 2014.3.
名所・旧跡の解剖図鑑 : 見かたを知れば旅はもっと楽しくなる / スタジオワーク
著. -- エクスナレッジ, 2014.11.
失われた近代建築 / 増田彰久写真 ; 藤森照信文. -- 1 都市施設編, 2 文化施設編. -講談社, 2009.12-2010.5.
和風モダン : 増田彰久写真集 / 増田彰久著. -- エディシオン・トレヴィル.
失われた近代建築 / 増田彰久写真 ; 藤森照信文. -- 1 都市施設編, 2 文化施設編. -講談社, 2009.12-2010.5.
時代の地図で巡る東京建築マップ / 米山勇著 ; 伊藤隆之写真著. -- エクスナレッ
ジ, 2013.7. -- (エクスナレッジムック).
日本建築集中講義 / 藤森照信, 山口晃著. -- 淡交社, 2013.8.
日本木造遺産 : 千年の建築を旅する / 藤森照信, 藤塚光政著. -- 世界文化社,
2014.12.
日本の建築遺産12選 : 語りなおし日本建築史 / 磯崎新著. -- 新潮社, 2011.6. -(とんぼの本).
入門日本の名建築 / 松崎照明監修・執筆. -- 洋泉社, 2013.7. -- (洋泉社mook).
大坂城 : 天下一の名城 / 宮上茂隆著 ; 穂積和夫イラストレーション ; : 新装版. -草思社, 2014.9. -- (日本人はどのように建造物をつくってきたか).
日本の城郭鑑賞のコツ65 / 中井均著. -- メイツ出版, [2009.6]. -- (コツがわかる
本).
日本の名城解剖図鑑 / 米澤貴紀著. -- エクスナレッジ, 2015.1.
日本の町並み250 : 重要伝統的建造物群保存地区をすべて収録 / ウエスト・パブ
リッシング著. -- 山と溪谷社, 2013.7.
韓国の民家 / 申栄勲著 ; 金大璧写真 ; 李終姫, 市岡実幸訳. -- 法政大学出版局,
2005.3. -- (韓国の学術と文化 ; 20).
図説民居 : イラストで見る中国の伝統住居 / 王其鈞著 ; 押川雄孝, 郭雅坤訳. -- 科
学出版社東京.

2F学生選書

521//O46//6983

2F学生選書

521//ST9//6985

3F開架新体系 L521.6//MA66//2584
3F開架新体系 L521.6//MA66//3714
3F開架新体系 L521.6//MA66//7397
3F開架新体系 521.6//Y84//0248
7F新体系

521.8//F62//3997

3F開架新体系 521.8//F62//9096
3F開架新体系 521.8//I85//7724
2F学生選書

L521.8//MA92//6987

2F学生選書

521.823//MI76//6986

3F開架新体系 521.823//N34//8267
3F開架新体系 521.823//Y84//9028
3F開架新体系 521.86//U47//9618
3F開架新体系 522.1//SI8//5872
3F開架新体系 522.2//O11//2791

チベット寺院・建築巡礼 / 大岩昭之著. -- 東京堂出版, 2005.9.

3F開架新体系 522.29//O35//2680

フエ : ベトナム都城と建築 / 伊藤毅編. -- 中央公論美術出版, 2018.3.

3F開架新体系 522.3//I89//6145

バンコクの高床式住宅 : 住宅に刻まれた歴史と環境 / 岩城考信著. -- 風響社,
2008.11. -- (ブックレット《アジアを学ぼう》 ; 9).
インド建築案内 / 神谷武夫著・写真. -- TOTO出版, 1996.9.
Taj Mahal / photography by Jean-Louis Nou ; text by Amina Okada and M.C.
Joshi. -- Abbeville Press, 1993.
イスラム建築がおもしろい! / 深見奈緒子編 ; 新井勇治 [ほか] 著. -- 彰国社,
2010.1.
トルコ・イスラム建築紀行 / 飯島英夫写真・文. -- 彩流社, 2013.10.
現代建築のトリセツ : 摩天楼世界一競争から新国立競技場問題まで / 松葉一清著.
-- PHP研究所, 2016.5. -- (PHP新書 ; 1044).

3F開架新体系 522.3//I93//5681
3F開架新体系 522.5//KA39//1553
3F開架大型本 L522.5//TA26//3980
3F開架新体系 522.7//F72//6530
3F開架新体系 522.7//I29//3232
4F新書版

523.07//MA73//1502

書名等

配架場所

請求記号

コンクリートのデザイン : 世界の現代建築家「4人×4作品」の地域的感性 / キャ
サリン・スレッサー著 ; アントワン・プレドック [ほか作] ; 宮田攝子訳. -- 産調

3F開架新体系 523.07//SL//7301

出版, 2001.11.
21世紀世界の名建築1088 / 豊田正弘編 ; ホジソンますみ [ほか] 訳. -- エクスナ
レッジ, 2012.8.
こんな建物だれがどうしてつくったの? : 現代建築100の読み解き / ジョン・ズコ
ウスキー著 ; 藤村奈緒美訳. -- 東京美術, 2017.8.
安藤忠雄建築家と建築作品 = Ando architect and architecture / 安藤忠雄, 松葉
一清共著. -- 鹿島出版会, 2017.10.
紙の建築行動する : 建築家は社会のために何ができるか / 坂茂著. -- 岩波書店,
2016.6. -- (岩波現代文庫 ; 社会 ; 299).
いい階段の写真集 / BMC著 ; 西岡潔写真. -- パイインターナショナル, 2014.1.
いいビルの写真集 : west / BMC著 ; 西岡潔写真. -- パイインターナショナル,
2012.7.
広告のなかの名建築 / 橋爪紳也著. -- 関西篇. -- 鹿島出版会, 2013.1.
ライト式建築 : Frank Lloyd Wright style architecture / 井上祐一, 小野吉彦著. -柏書房, 2017.7.
もう二度と見ることができない幻の名作レトロ建築 / 伊藤隆之著・写真. -- 地球
丸, 2016.3.
安藤忠雄 / フィリップ・ジョディディオ著 ; [Shoko Yamashita訳]. -- タッシェ
ン・ジャパン. -- (タッシェン・建築デザインシリーズ).
ドコノモン / 倉方俊輔文・写真. -- 日経BP社.
村野藤吾とクライアント : 「近鉄」の建築と図面資料 / 京都工芸繊維大学美術工
芸資料館, 村野藤吾の設計研究会編. -- 国書刊行会, 2017.3.
ぼくらの近代建築デラックス! / 万城目学, 門井慶喜著. -- 文藝春秋, 2015.5. -- (文
春文庫 ; [ま-24-3]).
村野藤吾建築案内 / 村野藤吾研究会編. -- TOTO出版, 2009.11.
日本の名建築167 : 日本建築学会賞受賞建築作品集1950-2013 / 日本建築学会編.
-- 技報堂出版, 2014.4.
日本のテラコッタ建築 : 昭和・震災復興期の装飾. -- LIXIL出版, 2012.4.
日本近代建築大全 / 米山勇監修 ; 伊藤隆之撮影. -- 東日本篇, 西日本篇. -- 講談社,
2010.
日本近代建築大全 / 米山勇監修 ; 伊藤隆之撮影. -- 東日本篇, 西日本篇. -- 講談社,
2010.
幸せな名建築たち : 住む人・支える人に学ぶ42のつきあい方 / 日本建築学会編. - 丸善出版, 2018.7.
タワー : ランドマークから紐解く地域文化 = Tower / 津川康雄著. -- ミネルヴァ
書房, 2016.8. -- (シリーズニッポン再発見 = Series Nippon re-discovery ; 3).
日本のアール・デコ建築入門 / 吉田鋼市著. -- 王国社, 2014.3.
目利きの東京建築散歩 : おすすめスポット33 / 小林一郎著. -- 朝日新聞出版,
2010.5. -- (朝日新書 ; 238).
東京建築 : みる・あるく・かたる / 倉方俊輔, 甲斐みのり著. -- 京阪神エルマガジ
ン社, 2012.11.
世界に誇れる東京のビル100 / 宮元健次著. -- エクスナレッジ, 2013.11.

3F開架新体系 523.07//TO83//8756
3F開架新体系 523.07//Z6//1384
3F開架新体系 L523.1//A47//3996
3F文庫版

523.1//B17//2351

3F開架新体系 523.1//B59//5935
3F開架新体系 523.1//B59//7079
3F開架新体系 523.1//H37//1832
3F開架新体系 523.1//I57//0234
3F開架新体系 523.1//I89//1681
3F開架新体系 L523.1//J58//5086
3F開架新体系 523.1//KU52//2460
3F開架新体系 L523.1//KY6//8360
3F文庫版

523.1//MA34//4090

3F開架新体系 523.1//MU53//5789
3F開架新体系 L523.1//N71//0210
3F開架新体系 L523.1//N71//2914
3F開架新体系 523.1//N71//7039
3F開架新体系 523.1//N71//7040
3F開架新体系 523.1//N71//9006
3F開架新体系 523.1//TS38//3940
3F開架新体系 523.1//Y86//0901
4F新書版

523.136//KO12//1778

3F開架新体系 523.136//KU52//9622
3F開架新体系 523.136//MI77//5716

書名等
死ぬまでに見たい洋館の最高傑作 / 田中禎彦 [ほか] 著. -- エクスナレッジ,
2012.10.
東京モダン建築さんぽ / 倉方俊輔著 ; 下村しのぶ写真. -- エクスナレッジ,
2017.9.
東京レトロ建築さんぽ / 倉方俊輔著 ; 下村しのぶ写真. -- エクスナレッジ,
2016.11.
建築案内@東京 : Tokyo public place guide / 日経アーキテクチュア編. -- 日経BP
社.
表参道を歩いてわかる現代建築 / 米田明 [ほか] 著. -- 大和書房, 2014.6.
京都・大阪・神戸名建築さんぽマップ : 厳選50ルートから選べる / 円満字洋介執
筆・写真撮影. -- 最新版. -- エクスナレッジ, 2016.6.
神戸・大阪・京都レトロ建築さんぽ / 倉方俊輔著 ; 下村しのぶ写真. -- エクスナ
レッジ, 2019.5.
関西のモダニズム建築20選 / 芦屋市立美術博物館企画監修 ; 築地仁, 鈴木理策写
真. -- 淡交社, 2001.9.
三都建築散歩 : 大阪、京都、神戸 : 旅をしたくなる建築 / 矢部智子編集・執筆 ;
清水奈緒写真. -- ブルース・インターアクションズ, 2006.1.

配架場所

請求記号

3F開架新体系 523.136//TA84//0204
3F開架新体系 523.1361//KU52//2325
3F開架新体系 523.1361//KU52//5107
3F開架新体系 523.1361//N73//5691
3F開架新体系 523.1361//Y82//4178
3F開架新体系 523.16//E62//2821
3F開架新体系 523.16//KU52//4688
3F開架新体系 523.16//TS63//6495
3F開架新体系 523.16//Y11//4435

建築MAP京都 / ギャラリー・間編. -- TOTO出版, 1998.1.

3F開架新体系 523.162//G17//1567

京都の赤レンガ : 近代化の遺産 / 前久夫, 日向進編. -- 京都新聞社, 1997.8.

3F開架新体系 523.162//MA26//4849

生きた建築大阪 / 橋爪紳也 [ほか] 著 ; [1], 2. -- 140B, 2015.10-.

3F開架新体系 523.163//H38//4269

生きた建築大阪 / 橋爪紳也 [ほか] 著 ; [1], 2. -- 140B, 2015.10-.

3F開架新体系 523.163//H38//4270

大阪ビル景 / 石原祥写真・文. -- 光村推古書院, 2013.8.

3F開架新体系 523.163//I74//1598

大阪建築 : みる・あるく・かたる / 倉方俊輔, 柴崎友香著. -- 京阪神エルマガジン
社, 2014.11.
大大阪モダン建築 : Great Osaka guide book / 高岡伸一, 三木学編著. -- 青幻舎,
2007.11.
大阪名所図解 / 綱本武雄画 ; 酒井一光, 高岡伸一, 江弘毅文. -- 140B, 2014.9.
旧グッゲンハイム邸物語 : 未来に生きる建築と、小さな町の豊かな暮らし / 森本
アリ著. -- ぴあ関西支社, 2017.3.
大いなる遺産長崎の教会 : 三沢博昭写真集 / 三沢博昭写真. -- 智書房.
Modern architectural heritage in Asia : 歴史遺産 : 近代建築のアジア / 増田彰久
写真 ; 藤森照信文. -- 1, 2. -- 柏書房, 2013.6-.
Modern architectural heritage in Asia : 歴史遺産 : 近代建築のアジア / 増田彰久
写真 ; 藤森照信文. -- 1, 2. -- 柏書房, 2013.6-.
台湾 : 日本統治時代の歴史遺産を歩く / 片倉佳史著. -- 戎光祥出版, 2004.8.
ヨーロッパ建築案内 = Europe : the contemporary architecture guide / 淵上正幸
著 ; ギャラリー・間編. -- 1. -- TOTO出版, 1998.11-2001.2.
ヨーロッパ建築案内 = Europe : the contemporary architecture guide / 淵上正幸
著 ; ギャラリー・間編. -- 2, -- TOTO出版, 1998.11-2001.2.
ヨーロッパ建築案内 = Europe : the contemporary architecture guide / 淵上正幸
著 ; ギャラリー・間編. -- 3. -- TOTO出版, 1998.11-2001.2.
建築武者修行 : 放課後のベルリン / 光嶋裕介著. -- イースト・プレス, 2013.9.
世界遺産をもっと楽しむための西洋建築入門 / 鈴木博之著. -- JTBパブリッシン
グ, [2013.12]. -- (楽学ブックス . 海外 ; 6).

3F開架新体系 523.163//KU52//6397
3F開架新体系 523.163//TA49//0769
3F開架新体系 523.163//TS75//4553
3F開架新体系 523.164//MO55//9537
3F開架大型本 L523.193//MI51//4249
3F開架新体系 523.2//MA66//6637
3F開架新体系 523.2//MA66//7787
3F開架新体系 523.224//KA82//0018
3F開架新体系 523.3//F51//1074
3F開架新体系 523.3//F51//3167
3F開架新体系 523.3//F51//9750
3F開架新体系 523.3//KO86//3643
3F開架新体系 523.3//SU96//6085

書名等
ヨーロッパの大聖堂 : 美しい荘厳な芸術 / ロルフ・トーマン編 ; アヒム・ベトノ
ルツ写真 ; バルバラ・ボルンゲッサー文 ; 忠平美幸訳. -- 河出書房新社, 2017.5.
イギリスの城郭・宮殿・邸宅歴史図鑑 / チャールズ・フィリップス著 ; 井上廣美
訳. -- 原書房, 2014.11.
図説英国貴族の城館 : カントリー・ハウスのすべて / 田中亮三文 ; 増田彰久写真
; : 新装版. -- 河出書房新社, 2008.1. -- (ふくろうの本).
サグラダ・ファミリア : ガウディとの対話 / 外尾悦郎著 ; 宮崎真紀訳. -- 原書房,
2011.11.
バルセロナのガウディ建築案内 / 丹下敏明著. -- 平凡社, 2014.11. -- (コロナ・
ブックス ; 197).

配架場所

請求記号

3F開架新体系 L523.3//TO49//9219
3F開架新体系 523.33//P55//5709
3F開架新体系 523.33//TA84//8995
3F開架大型本 L523.36//SO76//7679
3F開架新体系 523.36//TA86//8513

サン・ピエトロ : アウレリオ・アメンドラ写真集 / アウレリオ・アメンドラ写真 ;
若桑みどり, ブルーノ・コンタルディ解説 ; 若桑みどり, 新保淳乃翻訳. -- 岩波書

3F開架大型本 L523.37//A44//4333

店, 1999.12.
マンジャロッティの世界 : 建築・デザイン・彫刻 : 72プロジェクト・227未発表
資料・3論文 / ベッペ・フィネッシ著. -- 建築技術, 2004.9.

3F開架新体系 523.37//F27//0144

イタリア建築紀行 : ゲーテと旅する7つの都市 / 渡辺真弓著. -- 平凡社, 2015.3.

3F開架新体系 523.37//W46//5075

ロシア建築案内 / リシャット・ムラギルディン著・写真. -- TOTO出版, 2002.11.

3F開架新体系 523.38//MU29//0372

北欧建築紀行 : 幸せのかけらを探して / 和田菜穂子著. -- 山川出版社, 2013.10.

3F開架新体系 523.389//W12//3245

アメリカ建築案内 = A guide to contemporary architecture in America / 淵上正
幸著 ; TOTO出版企画・編集 ; 若松絵無編集 ; 福田能梨絵翻訳. -- 1, 2. -- TOTO出

3F開架新体系 523.53//F51//9330

版, 2005.2-.
世界の建築家解剖図鑑 : 古代から現代まで建築家でたどる名建築の全歴史 / 大井
隆弘 [ほか] 著. -- エクスナレッジ, 2018.5.
現代建築家による木造建築 : 世界から蒐集した癒しの住宅 / ナチョ・アセンシオ
編 ; 乙須敏紀訳. -- 産調出版, 2006.10.
世界の最も美しい大学 / ギヨーム・ド・ロビエ写真 ; ジャン・セロワ本文 ; 藤村
奈緒美日本語訳. -- エクスナレッジ, 2016.2.
喫茶とインテリアWEST : 喫茶店・洋食店33の物語 / BMC著 ; 西岡潔写真. -- 大
福書林, 2016.10.

3F開架新体系 523//O31//9490
3F開架新体系 524.5//A91//6929
3F開架新体系 L526.37//L36//0998
3F開架新体系 526.67//B59//4595

Showa style : 再編・建築写真文庫 : 商業施設 / 都築響一編. -- 彰国社, 2009.12.

3F開架新体系 526.67//TS99//5762

匠たちの名旅館 / 稲葉なおと著. -- 集英社インターナショナル.

3F開架新体系 526.68//I51//4160

建築がすごい世界の美術館. -- パイインターナショナル, 2015.2.

3F開架新体系 526.7//KE41//4496

梅田スカイビル / 原広司, アトリエ・ファイ建築研究所 [作] ; 藤塚光政写真. -TOTO出版, 1993.9. -- (建築リフル ; 006).
スカイスクレイパーズ : 世界の高層建築の挑戦 / 小林克弘 [ほか] 編著. -- 鹿島出
版会, 2015.8.
超高層ビビル / 中谷幸司著 ; [1] - 4. -- 社会評論社, 2008.6-.
モダン・ハウス : 世界の最新住宅55 / ジョナサン・ベル [著] ; 岸田麻矢, 杉山ま
どか訳. -- 丸善, 2006.8.
20世紀世界の名作住宅 / ドミニク・ブラッドベリー文 ; リチャード・パワーズ写
真 ; [川上純子訳]. -- エクスナレッジ, 2013.1.
みんなの家。 : 建築家一年生の初仕事 / 光嶋裕介著. -- アルテスパブリッシング,
2012.7.
ぼくらの家。 : 9つの住宅、9つの物語 / 光嶋裕介著. -- 世界文化社, 2018.7.

3F開架新体系 526.9//H31//6142
3F開架新体系 526.9//KO12//6203
3F開架新体系 526.9//N44//1118
3F開架新体系 527//B33//3826
3F開架大型本 L527//B71//3252
3F開架新体系 527//KO86//5221
3F開架新体系 527//KO86//8960

書名等
可笑しな家 : 世界中の奇妙な家・ふしぎな家60軒 / 黒崎敏, ビーチテラス編著. -二見書房, [2008.7].
「落水荘」のすべて / 三沢浩著. -- 王国社, 2013.6.
昭和住宅 = Showa housing 1926-1989 / 辻泰岳 [ほか] 著. -- エクスナレッジ,
2014.8.
図解世界の名作住宅 / 中山繁信 [ほか] 著. -- エクスナレッジ, 2018.10.
世界で一番美しい名作住宅の解剖図鑑 / 中山繁信 [ほか] 著. -- エクスナレッジ,
2014.4. -- (エクスナレッジムック).
沢田マンションの冒険 : 驚嘆!セルフビルド建築 / 加賀谷哲朗著. -- 筑摩書房,
2015.1. -- (ちくま文庫 ; [か66-1]).
いきている長屋 : 大阪市大モデルの構築 / 谷直樹, 竹原義二編著. -- 大阪公立大学
共同出版会, 2013.3.
いきている長屋 : 大阪市大モデルの構築 / 谷直樹, 竹原義二編著. -- 大阪公立大学
共同出版会, 2013.3.
世界一美しい団地図鑑 / 志岐祐一編著写真 ; 内田青蔵, 安野彰, 渡邉裕子著. -- エ
クスナレッジ, 2012.7. -- (エクスナレッジムック).

配架場所

請求記号

3F開架新体系 527//KU76//7003
3F開架新体系 527//MI51//9582
3F開架新体系 527.021//TS41//3544
3F開架新体系 527.1//N45//0387
3F開架新体系 527.1//N45//2301
3F文庫版

527.8//KA17//9019

3F開架新体系 527.8//TA87//1328
3F開架新体系 527.8//TA87//5994
3F開架新体系 527.8//SH34//8680

123人の家 = Actus staff 123 homes / Masanori Araki ed. -- アクタス.

2F学生選書

597//A15//0011

九竜城砦 / 宮本隆司著. -- 平凡社, 1997.6.

7F新体系L

L748//MI77//6468

小屋の肖像 / 中里和人著. -- メディアファクトリー, 2000.9.

7F新体系L

L748//N46//3572

大阪写新世界 / 日本建築写真家協会著. -- 日本建築写真家協会.

2F学生選書

748//N71//3965

My room : 天井から覗く世界のリアル : 55ヵ国1200人のベッドルーム / ジョン・
サックレー著. -- ライツ社, 2018.3.
世界の名建築をつくる / 茶谷正洋, 木原隆明著. -- 彰国社, 1999.12. -- (折り紙建
築 / 茶谷正洋著).
デザイン/近代建築史 : 1851年から現代まで / 柏木博, 松葉一清共著. -- 鹿島出版
会, 2013.3.
死ぬまでに一度は訪ねたい東京の文学館 / 増山かおり著. -- エクスナレッジ,
2018.11.

3F開架新体系 L748//TH1//7754
3F開架新体系 754.9//C36//7883
3F開架新体系 757.02//KA77//4461
3F開架新体系 910.6//MA69//1566

同時展示

書名等
百舌鳥古墳群をあるく : 巨大古墳・全案内 / 久世仁士著. -- 創元社, 2014.7.
よみがえる百舌鳥古墳群 : 失われた古墳群の実像に迫る / 宮川徏著. -- 新泉社,
2018.9.

配架場所

請求記号

3F開架新体系 210.32//KU99//3738
3F開架新体系 210.32//MI72//0985

百舌鳥・古市古墳群の研究 / 田中晋作著. -- 学生社, 2001.6.

3F開架新体系 210.32//TA84//5128

古墳空中探訪 / 梅原章一著 ; 今尾文昭解説 ; 奈良編, 列島編. -- 新泉社, 2018.4-.

3F開架新体系 210.32//U66//1635

百舌鳥・古市古墳群 : 東アジアのなかの巨大古墳群 / 一瀬和夫著. -- 同成社,
2016.12.
古墳文化の煌めき百舌鳥・古市古墳群を世界遺産に / 五十嵐敬喜 [ほか] 編著. -ブックエンド, 2013.2.

3F開架新体系 216.3//I16//6564
3F開架新体系 216.3//I23//6143

新たな百舌鳥古墳群像をめぐって / 堺市文化観光局文化部文化財課編. -- 堺市文
化観光局文化部文化財課, 2016.3. -- (堺市文化財講演会録 / 堺市市長公室文化部

7F新体系

216.3//SA29//0438

7F新体系

216.3//SA29//1935

文化財課編集 ; 第8集 . 百舌鳥古墳群講演会記録集 ; 第5回).
徹底分析・仁徳陵古墳 : 巨大前方後円墳の実像に迫る / 堺市文化観光局文化部文
化財課編. -- 堺市, 2012.3. -- (堺市文化財講演会録 / 堺市市長公室文化部文化財
課編集 ; 第4集 . 百舌鳥古墳群講演会記録集 ; 第2回).
景行天皇実録・成務天皇実録・仲哀天皇実録・応神天皇実録・仁徳天皇実録・履
中天皇実録・反正天皇実録 / 藤井讓治, 吉岡眞之監修・解説. -- : セット. -- ゆま

3F開架新体系 288.4//TE37//4008

に書房, 2008.7. -- (天皇皇族実録 / 藤井讓治, 吉岡眞之監修・解説 ; 2).
仁徳天皇 : 煙立つ民のかまどは賑ひにけり / 若井敏明著. -- ミネルヴァ書房,
2015.7. -- (ミネルヴァ日本評伝選).
ザ・古墳群 : 百舌鳥と古市全89基 / 「ザ・古墳群」制作委員会編. -- 140B,
2018.5.

3F開架新体系 288.41//W18//4572
3F開架新体系 291.63//Z1//4714

