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本町図書館では、『文化・芸術・芸能』に関する資料を、絵画や音楽、工芸、伝統芸能など幅

広い分野にわたって収集・展示をしてまいります。 

  

第 53回目となる今回は、「美しい建築」と題して、「建築」をテーマにした展示をお届けします。 

 

建築に興味はあるけれど、詳しくはわからないということはありませんか。

建築と一口に言っても、多種多様です。日本の建築だけでも、

寺社建築、城郭建築、洋風建築など、いろいろとあります。まし

てや、世界の建築となると、その土地の風土・文化に合わせ、さ

まざまな建築があります。今回は、日本だけではなく、世界中の

建築やインテリア・住居に関する資料を紹介します。 

 

 

過去のパスファインダーの紹介 

●第 18回個性ある図書館展示 本町図書館 「るんるん、建築散歩♪」 

   ホームページ⇒発行物⇒「個性ある図書館」展示パスファインダー 

                      ⇒過去の 「個性ある図書館」展示パスファインダー 

 

 

 

  

    

 

      

 

 

 

                    ※ 展示資料は貸出できます。  

展示場所：本町図書館 ２階書架 

展示期間：2020年２月２９日(土) ～２０２０年 4月２３日(木) 

 第 53 回 本町図書館 「個性ある図書館」展示 

美しい建築 

本町ほのぼのだより 第 53 号 

https://3.bp.blogspot.com/-1ejqMi_4t7E/WBsADPzJxDI/AAAAAAAA_SA/yJFJH9Oc2X87EUDZ-69yqNk--UOMb2CTACLcB/s800/building_europe_kojou.png
https://2.bp.blogspot.com/-qosONaPlxVE/UnyHZwO4cdI/AAAAAAAAajQ/R5QbslOdDXk/s800/nagoyajou.png


展示図書リスト 
 

 

 

建築について調べてみよう！ 
 

今回展示した図書の他にも、建築に関する図書はたくさんあります。また、図書のほかに、雑

誌記事、新聞などでも調べられます。いろいろな情報源を使って、調べてみましょう。 

 

1.キーワードを使って調べる   

 

次のキーワードを参考にして調べましょう。 

建築学 建築物 建造物 洋風建築 

和風建築 日本家屋 建築家 たてもの 

 

2.基本的な情報源を使って調べる 

   

 辞書・事典類を使って、テーマについての基本的な事柄を調べましょう。 

書名 請求記号 所蔵館 

フレッチャー図説世界建築の歴史大事典 520.2 フ 中央（Ｒ・禁） 

建築大辞典 520.3 ケ 本町・鷺宮（Ｒ）・東中野 

建築家人名事典 西洋歴史建築篇 520.3 タ 中央（Ｒ・禁） 

 

書名 著者 出版者 出版年 請求記号 

まぼろしの奇想建築 
フィリップ・ウィルキン

ソン 著 

日経ナショナルジ

オグラフィック社 
2018 520.2 ウ 

世界の美しい色の建築 大田 省一 （編）著 エクスナレッジ 2017 520.8 セ 

江戸の間取り 安藤 優一郎 著 彩図社 2020 521.5 ア 

山手線圏内蔵めぐり散歩ガイド 清田 予紀 著 玄光社 2019 521.8 キ 

プレモダン建築巡礼 磯 達雄 文 日経ＢＰ社 2018 523.1 イ 

にっぽん建築散歩 小林 泰彦 著 山と渓谷社 2019 523.1 コ 

旅する建築家 隈研吾の魅力 田實 碧 著 双葉社 2019 523.1 タ 

看板建築図鑑 宮下 潤也 著 大福書林 2019 523.1 ミ 

図説ヴェルサイユ宮殿 増補新

装版 
中島 智章 著 河出書房新社 2020 523.3 ナ 

昭和インテリアスタイル グラフィック社編集部 

編 
グラフィック社 2020 597 シ 

図説 英国インテリアの歴史 

新装版 
小野 まり 著 河出書房新社 2019 757.8 オ 



3.図書を探す 

 

 図書館では、関連分野ごとに図書が並んでいます。【テーマの棚】を実際に見て、図書を探しましょう。 

 

図書館のホームページやＯＰＡCを使って、図書を探しましょう。 

【中野区の図書館に図書があるか】 

●中野区立図書館ホームページを使って調べましょう。 

                        → https://library.city.tokyo-nakano.lg.jp 

【東京都内の公共図書館に図書があるか】 

●東京都立図書館のホームページを使って調べましょう。 

                       → http://www.library.metro.tokyo.jp/ 

【国立国会図書館や全国の都道府県図書館に図書があるか】 

●国立国会図書館のホームページを使って調べましょう。 

                        → http://www.ndl.go.jp/ 

4.雑誌・新聞記事を探す 

  

●中央図書館参考室のオンラインデータベースを使って、調べましょう。 

日経テレコン 

1975年からの日経 4紙（経済・産業・金融・流通）の新聞全文（収

録範囲は媒体によって異なります。1981年 9月までは見出しと一

部記事の抄録のみ）や企業情報、人事情報が検索可能。 

聞蔵Ⅱビジュアル 

1879年から 1999年までの朝日新聞紙面イメージが閲覧可能。ま

た、1985年から当日までの新聞記事全文が検索可能。ほかに、

週刊朝日（2000年 4月から）やＡＥＲA（創刊号から）などが検索

可能。 

ＭＡＧＡＺＩＮＥ ＰＬＵＳ 雑誌記事や論文の検索が可能。 

ＷＨＯ ＰＬＵＳ 歴史上の人物から現在活躍中の人物について検索可能。 

官報情報検索サービス 1947年 5月 3日から当日までの官報が検索可能。 

Ｄ1－Ｌａｗ.com 判例などの法律情報が検索可能。 

 

5.関連機関やインターネットで調べる  

 

●（公社）土木学会附属土木図書館  http://www.jsce.or.jp/library/ 

 〒160-0004 東京都新宿区四谷一丁目 外濠公園内 （03-3355-3596） 

 土木図書館は、土木事業の発展および土木工学の進歩などを目的として、昭和 40年に設立。ホーム

ページには、デジタルアーカイブス（http://www.jsce.or.jp/library/archives/）があり、土木に関する戦前の図

書・雑誌、写真・絵葉書、図面などが調べられる。 

 また、2016年 8月より運営しているオンライン土木博物館「ドボ博」（http://www.dobohaku.com/）でも、土

木に関する貴重な写真等が公開されており、学習の助けになる。  

分野 分類番号 分野 分類番号 分野 分類番号 

建築 ５２０ 日本の建築 ５２１ 西洋の建築 ５２３ 

建築構造 ５２４ 建築計画 ５２５ 住宅建築 ５２７ 

建築設備 ５２８ 建築意匠 ５２９ 住居 ５９７ 

http://www.library.metro.tokyo.jp/
http://www.ndl.go.jp/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『本町ほのぼのだより』 

 次号は 4 月２5 日 

 発行予定です。 

本町図書館からのお知らせ 

☆３・４月の休館日のご案内☆ 

<3 月> 

9 日（月） 

27 日（金） 

<4 月> 

１3 日（月） 

２4 日（金） 

 

 

 

 

おすすめ図書の紹介 

☆おはなし会☆ 

毎週土曜日 11:00～11:30 

第４水曜日 15:30～16:00 

児童室にて開催中！ 

第４土曜日は乳幼児向けの 

 「おひざでだっこのおはなし会」 

 

☆お知らせ☆ 

 春の子ども会  

  4 月 4 日（土）11:00～12:00 

  おはなし会と工作会を行うので、 

  ぜひご参加下さい。 

 

『図説 日本建築の歴史』 

玉井哲雄 著 河出書房新社 

  

多種多様な日本建築。この本では、

寺院・寺社建築のほか、城郭建築など

を説明しています。 

『図説 英国インテリアの歴史』 

小野まり 著 河出書房新社 

 

小説や映画などで目にすることもあ

る、英国のインテリア。その歴史に迫

ります。 


