
世界の建築を見に行こう！・資料リスト 
イギリス・アイルランド・北欧編 

1.イギリスの中世大聖堂を巡る  

請求記号 書名 著者名 出版社 

523/1 英国建築物語 Braun Hugh 晶文社 

520.8/10/11 イギリスのカントリ-ハウス 片木 篤 丸善 

293.3/30 イギリスの大聖堂 志子田 光雄 晶文社 

293.3/41 
イギリスの修道院 : 廃墟の美

への招待 
志子田 光雄 研究社 

ソフトバンク文庫/

フ3/1 
大聖堂 Follett Ken 

ソフトバンククリ

エイティブ 

ソフトバンク文庫/

フ3/2 
大聖堂 Follett Ken 

ソフトバンククリ

エイティブ 

ソフトバンク文庫/

フ3/3 
大聖堂 Follett Ken 

ソフトバンククリ

エイティブ 

2.風景庭園とカントリーハウスを巡る  

請求記号 書名 著者名 出版社 

930.25/12 
庭のイングランド : 風景の記

号学と英国近代史 
川崎 寿彦 名古屋大学出版会 

080/29/157 
英国式庭園 : 自然は直線を好

まない 
中尾 真理 講談社 

520.8/10/47 
イギリス風景庭園 : 水と緑と

空の造形 
田路 貴浩 丸善 

081/57/109 
庭園の美・造園の心 : ヨー

ロッパと日本 
白幡 洋三郎 日本放送出版協会 

233/82 イギリス歴史の旅 高橋 哲雄 朝日新聞社 

080/35/63 図説英国庭園物語 小林 章夫 河出書房新社 

629/66 庭園史をあるく 加藤 允彦 昭和堂 



3. ウィリアム・モリスとアーツ＆クラフツ運動の足跡をたどる旅  
請求記号 書名 著者名 出版社 

G/1491 ウィリアム・モリス   講談社 

757/147 
ウィリアム・モリス : 近代デ

ザインの原点 
藤田 治彦 鹿島出版会 

519.8/462 
イギリス緑の庶民物語 : もう

ひとつの自然環境保全史 
平松 紘 明石書店 

請求記号 書名 著者名 出版社 

293.3/3 イギリス人の故郷   三修社 

523/60/1 
ヨーロッパの家 : 伝統の町並

み・住まいを訪ねて 
樺山 紘一 講談社 

293.3/51 
新ロンドンから行く田舎町 : 

イギリスの小さな村を巡る旅 
丸茂 和博 双葉社 

293.3/58 
マザーグースころんだ : ロン

ドンとイギリスの田舎町 
平井 貴子 東京創元社 

293.3/59 
イギリス田園物語 : 田舎をめ

ぐる旅の楽しみ 
川成 洋 丸善 

4.イギリスの田園と家並みをスケッチする旅  

CH/1604 近代化遺産を歩く : カラー版 増田 彰久 中央公論新社 

5.イギリスの産業遺産を訪ねる  

6.マッキントッシュとケルト文化を訪ねる  

請求記号 書名 著者名 出版社 

233.8/15 図説ケルト文化誌 Cunliffe Barry W. 原書房 

230.3/2 図説ケルト James Simon 東京書籍 

523/100 

マッキントッシュの世界 : 建

築、インテリア、家具 : トー

タルデザインの誕生 

木村 博昭 平凡社 



7.ハムステッド・モダンを訪ねる  

請求記号 書名 著者名 出版社 

520.8/10/39 
ロンドンの近現代建築 : 古い

都市が生み出した新しい空間 
鵜飼 哲矢 丸善 

080/35/239 
図説ロンドン : 都市と建築の

歴史 
渡邉 研司 河出書房新社 

930.27/41 危機と文化30年代のイギリス Clark Jon 三友社出版 

523/153 
合理主義の建築家たち : モダ

ニズムの理論とデザイン 
Sharp Dennis 彰国社 

8.北欧の伝統的木造建築を訪ねる  

請求記号 書名 著者名 出版社 

G/720 木の民家ヨーロッパ 鈴木 恂 
A.D.A. EDITA To-

kyo 

302.3/124/1 北欧の世界観   東海大学出版会 

302.3/124/2 北欧の自然と生業   東海大学出版会 

302.3/124/3 北欧のアイデンティティ   東海大学出版会 

523/154 
フィンランドの木造民家 : 丸

太組積造の世界 
長谷川 清之 井上書院 

523/155 スウェーデンの木造民家 長谷川 清之 井上書院 

523/156 
ノルウェーの木造民家 : 丸太

組積造の世界 
長谷川 清之 井上書院 

526.1/7 

フィンランドの木造教会 : 

17、18世紀における箱柱式教

会の構法と歴史 

竹内 晧 リトン 

523/159 

木瓦と葱ぼうず : ロシア・ノ

ルウェー・フィンランドの木

造建築 

INAXギャラリー企

画委員会 
INAX 



9.アルヴァー・アールトの建築をたどる  

請求記号 書名 著者名 出版社 

520.8/10/18 
アールトとフィンランド : 北

の風土と近代建築 
伊藤 大介 丸善 

523/115 アルヴァー・アアルト Trencher Michael 丸善 

523/157 アルヴァ・アアルト 武藤 章 鹿島研究所出版会 

523/158/1 
白い机 : 若い時 : アルヴァ・ア

アルトの青年時代と芸術思想 
Schildt, Göran 鹿島出版会 

523/158/2 

白い机 : モダン・タイムス : ア

ルヴァ・アアルトと機能主義

の出会い 

Schildt, Göran 鹿島出版会 

523/158/3 
白い机 : 円熟期 : アルヴァ・ア

アルトの栄光と憂うつ 
Schildt, Göran 鹿島出版会 

527/888 
マイレア邸/アルヴァー・アー

ルト 
松本 淳 東京書籍 

10.北欧デザインの魅力を探る旅  

請求記号 書名 著者名 出版社 

523/60/1 
ヨーロッパの家 : 伝統の町並

み・住まいを訪ねて 
樺山 紘一 講談社 

523/117 

アルネ・ヤコブセン : 時代を

超えた造形美 = Arne 

Jacobsen : timeless design 

和田 菜穂子 学芸出版社 

758/12 

一脚の椅子・その背景 : モダ

ンチェアはいかにして生まれ

たか 

島崎 信 建築資料研究社 

758/13 ハンス・ウェグナーの椅子100 織田 憲嗣 平凡社 

758/14 
デンマークの椅子 : 椅子は最

も人間的な道具である 
織田 憲嗣 

ワールドフォトプ

レス 


