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No. タイトル 編著者 出版社 出版年月 所蔵場所 請求記号

1 古建築模型の作りかた
 : 作って学ぶ日本建築の美しさ

米田誠士著 彰国社 1996年6月 小図閉架 521/Y82

2
建築のしくみ
 : 住吉の長屋/サヴォワ邸/ファンズワース邸/白の家
 : 図面と模型と3Dで4つの住宅を徹底解説

安藤直見, 柴田晃宏,
比護結子著

丸善 2008年4月
田町開架
小図閉架

524/AN
524/A47

3
図と模型でわかる木構造
 : 在来軸組工法

辻原仁美著 学芸出版社 2001年10月 小図開架 524.5/Ts41//KAI

4 建築フォルムコレクション
 : 造形思考とタイポロジー

ロジャー・H・クラーク,
マイケル・ポーズ著

集文社 1990年6月
田町開架
小図閉架
多図開架

525/CL
525.1/C76
525/CL

5 建築模型をつくろう 遠藤義則著 井上書院 2010年6月 田町開架 525/EN

6
建築模型製作完全ガイド
 : スタディ&プレゼンモデルの作り方
 : 大型建築からインテリア・家具まで

喜入時生編著 誠文堂新光社 2010年9月 田町開架 525/KI

7
Models
 : 建築模型の博物都市

松本文夫編 東京大学出版会 2010年3月 田町開架 525/MA

8 ラクラク建築模型マニュアル
 : 材料別につくり方がわかる!

エクスナレッジ 2009年8月 田町開架 525/RA

9 建築模型材料カタログ レモン画翠 2011年1月 小図閉架 525.1/Ke41/2011

10 イラストでわかる建築模型のつくり方 大脇賢次著 彰国社 2007年4月 小図開架 525.1/O93//KAI

11 建築模型の表現 図研究会著 東海大学出版会 2000年4月 小図閉架 525.1/Z6a

12 間取り模型に挑戦! 経済調査会 1997年6月 小図閉架 527.1/Ki53/1
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13 一戸建て住宅に挑戦! 経済調査会 1997年6月 小図閉架 527.1/Ki53/2

No. タイトル 編著者 出版社 出版年月 所蔵場所 請求記号

14 マンションに挑戦! 経済調査会 1997年6月 小図閉架 527.1/Ki53/3

15 世界の名建築をつくる 茶谷正洋, 木原隆明著 彰国社 1999年12月 小図開架 754.9/C36//KAI

No. タイトル 編著者 出版社 出版年月 所蔵場所 請求記号

1 ラジコンしくみ事典
 : カラー図解

枻出版社 2003年1月 小図開架 507.9/R11//KAI

2 ラジコン飛行機をはじめる時に読む本
 : キット購入から、製作、フライトまでを徹底ガイド!

枻出版社 2003年5月 小図開架 507.9/R11-1//KAI

3 ラジコン飛行機の飛ばし方
 : 難しいと言われるラジコン飛行機の操縦をていねいに解説

枻出版社 2004年6月 小図開架 507.9/R11-2//KAI

4 ラジコン飛行機組み立てのコツ RCエアワールド編集部編 枻出版社 2004年8月 小図開架 507.9/R19//KAI

5 RCスケール機熱中読本 RCFan編集部編 洋泉社 2004年11月 小図開架 507.9/R19-1//KAI

6 PICマイコンでつくるインドア・プレーン
 : ラジコン飛行機を作って飛ばそう

田中光一著 CQ出版 2005年3月 小図開架 507.9/Ta84//KAI

7 インドアプレーンで学ぶマイコンのハードとソフト
 : 電子工作をステップアップ方式で理解する

竹内浩一著 CQ出版 2009年7月 小図開架 548.2/Ta67
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1 昭和プラモ名鑑 岸川靖編著 大日本絵画 2009年1月 多図閉架 507/190

2 静岡模型全史
 : 50人の証言でつづる木製模型からプラモデルの歴史

静岡模型教材協同組合編 静岡模型教材協同組合 2011年6月 多図閉架 507/197

3 プラモデル進化論
 : ゼロ戦からPGガンダムまで

今柊二著 イースト・プレス 2000年9月 多図開架 507/KO

4 俺たちのガンダム・ビジネス 松本悟, 仲吉昭治著 日本経済新聞出版社 2007年10月 多図開架 507/MA

5 カー、モーターサイクルモデルズ 田宮模型編 文春ネスコ 2000年7月 多図開架 507/TA

6 鉄道模型と電子工作
 : 華麗な列車走行と光・サウンドで飾る

智田聡丞著 CQ出版 2009年9月 小図開架 507.9/C42

7 川の模型のつくりかた
 : 多自然型川づくりに役立つ

リバーフロント整備センター編
著

山海堂 1997年5月 小図閉架 517/R49a

8
ユニット折り紙ファンタジー
 : 進化する美しい造形

布施知子著 日貿出版社 2010年3月 市図開架 750/FU

9 サンダーバードプラモ&玩具博物館 伊藤秀明編著 ケイエスエス 1999年9月 多図開架 750/IT//L

10 世界の椅子をつくる
 : インテリア・ペーパーモデル

岩下繁昭, 元木規子著 彰国社 1996年3月 多図開架 750/IW//L

11 田宮模型の仕事 田宮俊作著 文藝春秋 2000年5月
市図開架
多図開架

///S
/文春文庫//S

12 伝説のプラモ屋
 : 田宮模型をつくった人々

田宮俊作著 文藝春秋 2007年5月 多図開架 /文春文庫//S

13 日本プラモデル興亡史
 : 子供たちの昭和史

井田博著 文藝春秋 2006年5月 多図開架 /文春文庫//S
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