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建築家 書名 著者 出版年 請求記号 資料ID

大江宏 大江宏[著] 1984 520/NI/8 10101221830453

大江宏=歴史意匠論 :
法政大学大江宏教授退任記念論集

大江宏著 ; 大江宏の会編 1984 520/OE 10101221830470

建築作法 : 混在併存の思想から 大江宏著 1989 520/OE 10101221821888

大江宏・考
大江宏生誕百年記念事業企画委員会,

大江宏研究会編
2013 520/OE 21132000008579

白井晟一 懐霄館 白井晟一研究所著 2013 520/SH/1 21132000006991

丹下健三とKENZO TANGE 豊川斎赫編 2013 523/TA 21132000006924

丹下健三を知っていますか? 2009 523/TA 10101221825549

丹下健三 :
伝統と創造 : 瀬戸内から世界へ

2013 523/TA 21132000008196

丹下健三を語る :
初期から一九七〇年代までの軌跡

槇文彦, 神谷宏治編著 2013 523/TA 21132000007696

堀口捨己
堀口捨己の「日本」 :

空間構成による美の世界
彰国社編 1997 520/HO 10101221818860

前川國男 建築家前川國男の仕事 前川國男 [作] ; 松隈洋 [ほか] 編集 2006 520/MA 21132000008544

村野藤吾 : 建築とインテリア :
ひとをつくる空間の美学

村野藤吾 [作] 2008 520/MU 10101221822655

村野藤吾建築案内 村野藤吾研究会編 2009 523/MU 10101221828866

吉田五十八 吉田五十八自邸/吉田五十八 富永讓著 2014 527/TO 21132000012290

大江宏

丹下健三

村野藤吾



建築家 書名 著者 出版年 請求記号 資料ID 

アルヴァ・ 
アアルト 

アルヴァー・アールトの住宅 
ヤリ・イエッツォネン,  

シルッカリーサ・イエッツォネン
著 

2013 527/AA 21132000006940  

アルヴァ・アアルト : ヴィラ・マイレア  
フィンランド, ノールマルック 1937-

39 

Alvar Aalto [作] ;  
クリスティアン・グリクセン文 

2009 527/SE/1 10101221829161  

ヴァルター・ 
グロピウス 

ヴァルター・グロピウス :  
バウハウス 1925-26 : ファグス工

場 1911-25  
 デニス・シャープ文 1994 520/GA/70 10101221827959  

ヴァルター・グロピウス :  
1883-1969 : 新しい形態の提唱

者 

ギルベルト・ルプファー,  
パウル・ジーゲル著 ; [Chizuru 

Ono訳] 
2010 523/GR 10101221839043  

フランク・ 
ロイド・ライト 

アーキテクチャー 

フランク・ロイド・ライト [作] ;  
二川幸夫企画・編集・撮影 ; 
ブルース・ブルックス・ファイ
ファー文 ; 菊池泰子訳 

2003 520/GA/7 10101221828092  

フランク・ロイド・ライト 

ブルース・ブルックス・ファイ
ファー文 ;  

ピーター・ゲーセル,  
ガブリエル・ロイトハウザー編

集 

2008 523/WR 10101221823740  

フランク・ロイド・ライト :  
落水荘 : アメリカ合衆国, ペンシ
ルヴァニア州, ミル・ラン 1934-37 

ブルース・ブルックス・ファイ
ファー文 ;  

二川幸夫企画・編集・撮影 
2009 527/SE/4 10101221829196  

フランク・ロイド・ライト :  
タリアセン1911-, アメリカ合衆国, 
ウィスコンシン州, スプリング・グリー

ン ;  
タリアセン ウエスト1937-, アメリカ
合衆国, アリゾナ州, スコッツデイ

ル 

Frank Lloyd Wright [作] :  
ブルース・ブルックス・ファイ

ファー文 
2010 527/SE/9 10101221839485  

海外編 
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ミース・ファン・ 
デル・ローエ 

Mies van der Rohe : Casas Houses 
texts by Beatriz Colomina, Moisés 

Puente,  
Hans-Christian Schink 

2009 523/CO 10101221831468  

巨匠ミースの遺産 山本学治, 稲葉武司著 2014 523/MI 21132000010298  

Mies van der Rohe's Farnsworth 
House 

Paul Clemence 2006 523/MI 10101221832618  

ル・コルビュジエ 

ユニテ・ダビタシオン : ル・コルビュ
ジエ :  

マルセイユ1945-1952  

渡辺真理解説 ; 宮本和義
撮影 

2011 527/LE 10101221845612  

ル コルビュジエ : サヴォア邸 
Le Corbusier [作] ; 隈研吾

文 ;  
二川幸夫企画・編集・撮影 

2009 527/SE/5 10101221829200  

ル・コルビュジエ :  
ショーダン邸 : インド, アーメダバー

ド 1951-55 

ル・コルビュジエ [作] ; 二川
由夫文 ;  

二川幸夫企画・編集・撮影 
2014 527/SE/16 21132000009290  

法政大学市ヶ谷田町校舎閲覧室 

ミニ展示『近代建築』は、 
市ケ谷図書館と協力展示中です。 

ぜひ、ご一緒にご覧ください。 


