
    「伝統建築工匠の技」
                             ～ユネスコ無形文化遺産～

○建造物⽊⼯・修理
書名 編著者名 出版者 請求記号

1 和風建築の⼤研究
2 世界にはばたく⽇本⼒ ⽇本の住 こどもくらぶ∥編さん ほるぷ出版

3 ぼくの家ができる 嘉来 国夫∥ぶん 福⾳館書店

4 妻⽊ 靖延∥著 学芸出版社

5 ⽣業 鷲⼭義雄

6 図解古建築⼊門 ⻄ 和夫∥著 彰国社

7 聞き書・⽇本建築の⼿わざ 第１巻 伊藤 ていじ∥監修 平凡社

8 聞き書・⽇本建築の⼿わざ 第２巻 伊藤 ていじ∥監修 平凡社

9 聞き書・⽇本建築の⼿わざ 第３巻 伊藤 ていじ∥監修 平凡社

10 ⾶驒の合掌造り棟梁⼀代記 家柄⽊ 清光∥著 講談社

11 棟梁 ⼩川 三夫∥著 ⽂藝春秋

12 古建築修復に⽣きる 原⽥ 多加司∥著 吉川弘⽂館

13 ⽇本⽊造遺産 藤森 照信∥著 世界⽂化社

14 ⽇本建築集中講義 藤森 照信∥著 淡交社

15 ⽊組み・継⼿と組⼿の技法 ⼤⼯道具研究会∥編 誠⽂堂新光社

16 京の⼤⼯棟梁と七⼈の職⼈衆 笠井 ⼀⼦∥著 草思社

17 図解⼤⼯技術を学ぶ 松留 愼⼀郎∥編著 市ケ⾕出版社

18 名棟梁が教える、完全無垢の家づくり 前場 幸治∥著 廣済堂出版

19 中⼭ 茂⼤∥⽂ ⼭と溪⾕社

20 図解⽊⼯の継⼿と仕⼝ ⿃海 義之助∥著 理⼯学社

21 ニッポンの⼿仕事 井上 雅義∥写真と⽂

22 出⼭ 健⽰∥⽂ ⼆⽞社

23 ⽊⼯の伝統技法 梅⽥ 総太郎∥著 理⼯学社

○宮⼤⼯
24 宮⼤⼯と歩く奈良の古寺 ⼩川 三夫∥著 ⽂藝春秋

25 茂⽊ 健⼀郎∥編 ⽇本放送出版協会

26 宮⼤⼯の⼈育て 祥伝社

27 宮⼤⼯棟梁・⻄岡常⼀「⼝伝」の重み ⻄岡 常⼀∥著 ⽇本経済新聞社

28 宮⼤⼯と歩く千年の古寺 松浦 昭次∥著 祥伝社

令和3年1～2月　一般図書展示コーナー

PHP研究所∥編 PHP研究所 児 521   /ワ        

児 521   /セ        

児 583   /カ        

図解ここが⾒どころ!古建築 Y 521.8  /ツ       

鷲⼭ 義雄∥著 093.8  /ワ       

521  /ニ       

521.0  /キ /1    

521.0  /キ /2     

521.0  /キ /3      

521.8  /エ        

521.8  /オ      

521.8  /ハ       

521.8  /フ       

521.8  /フ    

524.5  /キ       

525.5  /カ        

525.5  /マ          

527  /ゼ       

笑って!古⺠家再⽣ 527   /ナ            

583  /ト           

⽇経BP社 750.2  /イ          

匠の姿 Vol.3 750.2  /デ /3      

754  /ウ            

Y 521.8  /オ        

プロフェッショナル仕事の流儀［17］ 366.2  /プ  /17   

菊池 恭⼆∥[著] 521.8  /キ          

521.8  /ニ          

521.8  /マ          



29 宮⼤⼯千年の「⼿と技」 松浦 昭次∥著 祥伝社

30 神社の本殿 三浦 正幸∥著 吉川弘⽂館

31 斑鳩の匠宮⼤⼯三代 ⻄岡 常⼀∥著 徳間書店

○屋根
32 やねはぼくらのひるねするばしょ ⼩野 かおる∥さく 福⾳館書店

33 屋根葺き職⼈の出稼ぎ 菅野 康⼆∥著 菅野康⼆

34 ⽡屋根 ⽇本放送出版協会

35 和⽡のはなし 藤原 勉∥著 ⿅島出版会

36 ⽡  

37 屋根 原⽥ 多加司∥著 法政⼤学出版局

38 屋根の⽇本史 原⽥ 多加司∥著 中央公論新社

39 屋根 和風建築社∥編 建築資料研究社

40 ⽡ 森 郁夫∥著 法政⼤学出版局

○茅葺・檜⽪葺・杮葺
41 茅葺きの⽂化を歩く 歴史春秋社

42 茅葺きの⽂化と伝統 菅野 康⼆∥著 歴史春秋社

43 茅葺きの宿   ⼩学館

44 ⽇本茅葺き紀⾏ 安藤 邦廣∥著 農⼭漁村⽂化協会

45 伝統技法で茅葺き⼩屋を建ててみた 原⽥ 紀⼦∥著 農⼭漁村⽂化協会

46 檜⽪葺と【コケラ】葺 原⽥ 多加司∥著 学芸出版社

47 合掌造りとかやぶき 佐藤 章∥著 リヨン社

48 かやぶき⺠家の四季 佐野 昌弘∥写真 ⽂ 扶桑社

○装飾・様式
49 南会津・⼤内の写真記録 相沢 韶男∥著 ゆいでく

50 ⺠家と⺠具   暁教育図書

51 ⽇本建築様式史 太⽥ 博太郎∥監修 美術出版社

52 吉岡 幸雄∥著 紫紅社

53 京都の意匠 ２ 吉岡 幸雄∥著 建築資料研究社

54 和の建築図案集   建築資料研究社

55 ⽇本の窓   淡交社

56 ⽇本の⺠家 美と伝統 ⻄⽇本編 ⾼井 潔∥写真 ⽂ 平凡社

57 ⽇本の⺠家 美と伝統 東⽇本編 ⾼井 潔∥写真 ⽂ 平凡社

58 寺社建築の鑑賞基礎知識 濱島  正⼠∥著 ⾄⽂堂

59 よくわかる⽇本建築の⾒⽅ 中川 武∥監修

60 若林 純∥撮影 構成 ⽇貿出版社

521.8  /マ          

521.8  /ミ        

525  /ニ        

児 524  /オ       

093.8  /ス          

NHK「美の壺」制作班∥編 521.8  /カ        

524   /フ        

INAX出版 524.2  /カ        

524.8  /ハ       

524.8  /ハ        

524.8  /ヤ        

751.4  /モ        

菅野 康⼆∥著 093.8  /ス        

093.8  /ス        

291.0  /カ    

383.9  /ア          

524.5  /ハ        

524.8  /ハ        

723.1  /サ          

748  /サ          

093.8  /ア        

383.9  /ミ     

521  /ニ      

京都の意匠(デザイン) 521  /ヨ     

521  /ヨ /2         

521  /ワ      

521.0  /ニ      

521.8  /タ       

521.8  /タ     

521.8  /ハ    

JTBパブリッシング 521.8  /ヨ       

寺社の装飾彫刻 北海道・東北・北陸編 521.8  /ワ      



61 寺社の装飾彫刻 関東編上 若林 純∥撮影 構成 ⽇貿出版社

62 寺社の装飾彫刻 関東編下 若林 純∥撮影 構成 ⽇貿出版社

63 寺社の装飾彫刻 中部編 若林 純∥撮影 構成 ⽇貿出版社

64 寺社の装飾彫刻 近畿編 若林 純∥撮影 構成 ⽇貿出版社

65 若林 純∥撮影 構成 ⽇貿出版社

66 若林 純∥撮影 構成 ⽇貿出版社

67 襖 むしゃこうじ みのる∥著 法政⼤学出版局

○漆
68 仏像・漆⼯芸品・染織品を探る 平尾 良光∥編 国⼟社

69 うるしの⽂化 藤沢 保⼦∥⽂ ⼩峰書店

70 会津⼿語り 樹⽊に関わる職⼈編 ⾚沼 博志∥写真  ⽂ 歴史春秋出版

71 うるしの科学 ⼩川 俊夫∥著 共⽴出版

72 漆塗りの技法書 ⼗時 啓悦∥著 誠⽂堂新光社

73 漆  

74 漆の技法 柴⽥ 克哉∥著 阿部出版

75 図解⽇本の漆⼯ 加藤 寛∥監修 東京美術

76 漆百科 ⼭本 勝⺒∥著 丸善

77   東京美術

78 図解⽇本の漆⼯ 加藤 寛∥監修 東京美術

○左官
79 漆喰復活 船瀬 俊介∥著 彩流社

80 絵でつづる塗り壁が⽣まれた風景 ⼩林 澄夫∥⽂ 農⼭漁村⽂化協会

81 ⼟壁・左官の仕事と技術 佐藤 嘉⼀郎∥著 学芸出版社

82 鏝絵 藤⽥ 洋三∥写真 ⽂ ⼩学館

○⼤⼯道具
82 ⼤⼯道具の⽇本史 渡邉 晶∥著 吉川弘⽂館

82 伝統建具の種類と製作技法 ⼤⼯道具研究会∥編 誠⽂堂新光社

82 ⼤⼯道具の⽂明史 渡邉 晶∥著 吉川弘⽂館

82 ⼤⼯道具・砥⽯と研ぎの技法 ⼤⼯道具研究会∥編 誠⽂堂新光社

82 実践⼤⼯道具仕⽴ての技法 ⼿柴 正範∥著 誠⽂堂新光社

82 鋸・墨壺⼤全 ⼤⼯道具研究会∥編 誠⽂堂新光社

82 ⽇本の⼤⼯道具 藤城 幹夫∥著 東洋書店

82 道具と⼿仕事 村松 貞次郎∥著 岩波書店

91 斧・鑿・鉋 吉川 ⾦次∥著 法政⼤学出版局

521.8  /ワ      

521.8  /ワ     

521.8  /ワ     

521.8  /ワ     

寺社の装飾彫刻 中国・四国・九州・沖縄編 521.8  /ワ     

寺社の装飾彫刻               
宮彫り-壮麗なる超絶技巧を訪ねて

521.8  /ワ     

524.8  /ム      

児 718  /ブ       

児 752  /フ      

093.8 /ｱ/ｼﾞｭﾓｸ   

576.8  /オ       

752  /ウ        

INAX出版 752  /ウ        

752  /シ 

752  /ズ        

752  /ヤ    

URUSHI伝統と⾰新 752.0  /ウ      

752  /ズ     

524.2  /フ      

525.5  /コ     

525.5  /サ     

529  /フ    

521  /ワ       

524.8  /デ        

525.5  /ワ      

583.8  /ダ     

583.8  /テ        

583.8  /ノ       

583.8  /フ       

583.8  /ム  

583.8  /ヨ     



○歴史
92 ⽇本と世界のくらし 住 ⽇⾼ 真吾∥監修 汐⽂社

93 ビジュアル⽇本の住まいの歴史 １ ⼩泉 和⼦∥監修 ゆまに書房

94 ビジュアル⽇本の住まいの歴史 ２ ⼩泉 和⼦∥監修 ゆまに書房

95 ビジュアル⽇本の住まいの歴史 ３ ⼩泉 和⼦∥監修 ゆまに書房

96 古代住居・寺社・城郭を探る 平尾 良光∥編 国⼟社

97 法隆寺 ⻄岡 常⼀∥著 草思社

98 ⼤坂城 宮上 茂隆∥著 草思社

99 平城京 宮本 ⻑⼆郎∥著 草思社

100 桂離宮 斎藤 英俊∥著 草思社

101 ⽇本⼈のすまい 稲葉 和也∥著 彰国社

102 ⽇本⼈の住まい 宮本 常⼀∥著 農⼭漁村⽂化協会

103 明治・⽇本⼈の住まいと暮らし モース∥作 紫紅社

107 建物が語る⽇本の歴史 海野 聡∥著 吉川弘⽂館

108 図説⽇本建築の歴史 ⽟井 哲雄∥著 河出書房新社

106 図説⽇本の住まい 中⼭ 章∥著 建築資料研究社

○世界遺産
107 古都京都１   朝⽇新聞出版

108 古都京都２   朝⽇新聞出版

109 法隆寺   朝⽇新聞出版

110 古都京都３   朝⽇新聞出版

111 古都奈良１   朝⽇新聞出版

112 姫路城   朝⽇新聞出版

113 厳島神社   朝⽇新聞出版

114 ⽇光   朝⽇新聞出版

115 古都奈良２   朝⽇新聞出版

116 ⽩川郷・五箇⼭   朝⽇新聞出版

○事典・図鑑
117 ⼭本 成⼀郎∥監修 淡交社

118 図説⺠俗建築⼤事典 ⽇本⺠俗建築学会∥編 柏書房

119 建築⽤語図鑑 ⽇本篇  中⼭ 繁信∥共著 オーム社

120 時代⽊⼯図鑑 安岡 路洋∥著 光芸出版

児 383  /ニ       

児 383  /ビ-1      

児 383  /ビ-2     

児 383  /ビ-3      

児 521  /コ     

児 521  /ニ-1      

児 521  /ニ-3      

児 521  /ニ-7     

児 521  /ニ-10    

383.9  /イ       

383.9  /ミ        

383.9  /モ        

521  /ウ        

521  /タ        

521  /ナ       

Y 709.1 /シ /4    

Y 709.1 /シ /8    

Y 709.1 /シ/10    

Y 709.1 /シ/14  

Y 709.1 /シ/15    

Y 709.1 /シ/16    

Y 709.1 /シ/17    

Y 709.1 /シ/19    

Y 709.1 /シ/21    

Y 709.1 /シ/22    

英訳付きニッポンの名前図鑑         
⽇本建築・⽣活道具 

Y 521  /エ      

383.9  /ズ      

520  /ケ   

754  /ヤ        


