
学情センター２Ｆ企画展示

建築としての図書館         展示期間：2011.10.31～11.12

書名 巻号次 配置場所 請求記号

知の広場 : 図書館と自由 / アントネッラ・アンニョリ[著] ; 萱野有美訳. -- みすず書
房, 2011.5.

 3F開架新体系 010.1//A19//1938

オランダ・ベルギーの図書館 : 独自の全国ネットワーク・システムを訪ねて / 西川馨
編. -- 教育史料出版会, 2004.9.

 3F開架新体系 010.23//N83//0193

学力世界一を支えるフィンランドの図書館 / 西川馨編著. -- 西川馨.  3F開架新体系 010.2389//N83//6661

建築から図書館をみる / 植松貞夫著. -- 勉誠出版, 1999.10. -- (図書館・情報メ
ディア双書 ; 10).

 3F開架新体系 010.8//TO72//1883

図書館のデザインとスペース計画 / Aaron Cohen, Elaine Cohen著 ; 栗原嘉一郎,
植松貞夫共訳. -- 丸善, 1984.10.

 3F開架新体系 012//C83//5520

図書館建築作品集 / 鬼頭梓建築設計事務所企画・編集. -- 鬼頭梓建築設計事
務所, 1984.12.

 B2中央NL NL012//K1//1

図書館建築図集 / 日本図書館協会編. -- [1964], 1979. -- 日本図書館協会,
1964-1979.

1979 B2中央NL NL012//N1//1

図書館空間のデザイン : デジタル化社会の知の蓄積 / 益子一彦著. -- 丸善出版,
2011.7.

 3F開架新体系 012//MA64//5431

図書館/建築/開架/書架 : ライブラリー・アイデンティティを求めて / 益子一彦著. -
- 丸善, 1999.12.

 3F開架新体系 012//MA64//8407

図書館 : コミュニケーションとしての図書館 / 日本建築家協会編. -- 彰国社,
1986.11. -- (DA建築図集 / 日本建築家協会編).

 B2中央NL NL012//N2//1

日本図書館協会建築賞作品集1985-2006 : 図書館空間の創造 / 日本図書館協
会施設委員会図書館建築図集編集委員会編. -- 日本図書館協会, 2007.12.

 3F開架大型本 L012//N71//9002

図書館 / 西日本工高建築連盟編. -- 彰国社, 1989.12. -- (新建築設計ノート).  3F開架大型本 L012//N85//3248

図書館を計画する / 小川俊彦著. -- 勁草書房, 2010.2. -- (図書館の現場 ; 9).  3F開架新体系 012//O24//8109

触発する図書館 : 空間が創造力を育てる / 大串夏身 [ほか] 著. -- 青弓社,
2010.4.

 3F開架新体系 012//O26//4557

図書館建築22選 / 図書館計画施設研究所編著. -- 東海大学出版会, 1995.4.  3F開架大型本 L012//TO72//5116

欧米の図書館 : 建築と運営の水準を探る / 栗原嘉一郎著. -- 丸善, 1995.2.  3F開架新体系 012.023//KU61//2121

国立国会図書館関西館の建築 / 陶器二三雄著 ; 平野湟太郎, 安藤剛史編集・デ
ザイン制作 ; 渡辺洋, 世羅洋子訳. -- 丸善, 2003.5.

 3F開架大型本 L016.11//TO31//7647

ハンガリーの図書館 / イエネ・キシュ著 ; 長倉美恵子訳. -- 日本図書館協会,
1977.9.

 3F開架新体系 016.2347//KI59//7934

デンマークのにぎやかな公共図書館 : 平等・共有・セルフヘルプを実現する場所 /
吉田右子著. -- 新評論, 2010.11.

 3F開架新体系 016.2389//Y86//9989

つくる図書館をつくる : 伊東豊雄と多摩美術大学の実験 / 鈴木明, 港千尋, 多摩
美術大学図書館ブックプロジェクト編. -- 鹿島出版会, 2007.7.

 3F開架新体系 017.7136//SU96//4853

図書館・博物館の設計 / 栗原嘉一郎, 冨江伸治, 奥平耕造著. -- 彰国社,
1983.8. -- (新建築学大系 / 新建築学大系編集委員会編 ; 30).

 3F開架N N520.8//S5//30

ライブラリー / 二川幸夫企画・編集 ; GA photographers撮影 ; 渡辺洋, 谷理佐他
英訳 ; 菊池泰子他和訳. -- エーディーエー・エディタ・トーキョー, 2006.1. -- (GA
現代建築シリーズ = GA contemporary architecture ; 03).

 3F開架新体系 L520.87//G13//5959

世界の現代建築 / Rob Gregory [編] ; 杉山まどか翻訳. -- 丸善出版事業部,
2008.7.

 3F開架新体系 L520.87//G84//0025

失われた近代建築 / 増田彰久写真 ; 藤森照信文. -- 1 都市施設編, 2 文化施設
編. -- 講談社, 2009.12-2010.5.

2 文化施設編 3F開架新体系 L521.6//MA66//2584

ファイドン・アトラス世界の現代建築 / 石原久子 [ほか] 翻訳. -- ファイドン, 2005.4.  3F開架大型本 L523.07//P51//6245

20世紀の建築 : plans, sections and elevations / Richard Weston [著] ; 森下麻矢
子, 郷司陽子訳. -- 丸善, 2004.9.

 3F開架新体系 L523.07//W62//0146
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昭和モダン建築巡礼 / 磯達雄文 ; 宮沢洋イラスト ; 日経アーキテクチュア編. --
西日本編. -- 日経BP社.

西日本編 3F開架新体系 523.1//I85//6925

村野藤吾建築案内 / 村野藤吾研究会編. -- TOTO出版, 2009.11.  3F開架新体系 523.1//MU53//5789

日本の構造技術を変えた建築100選 : 戦後50余年の軌跡 / 日本建築構造技術者
協会編. -- 彰国社, 2003.2.

 3F開架新体系 523.1//N71//3632

日本近代建築大全 / 米山勇監修 ; 伊藤隆之撮影. -- 東日本篇, 西日本篇. --
講談社, 2010.

東日本篇 3F開架新体系 523.1//N71//7039

日本近代建築大全 / 米山勇監修 ; 伊藤隆之撮影. -- 東日本篇, 西日本篇. --
講談社, 2010.

西日本篇 3F開架新体系 523.1//N71//7040

有名建築その後 = Famous architecture-after construction / 日経アーキテクチュ
ア編. -- 日経BP社.

 3F開架新体系 L523.1//N73//3481

建築家が選んだ名建築ガイド / 日経アーキテクチュア編. -- 日経BP社.  3F開架新体系 523.1//N73//5184

モダニズム建築100+α : DOCOMOMO選 / 大川三雄, 渡邉研司著. -- 河出書房
新社, 2006.10.

 3F開架新体系 523.1//O46//6914

近代化遺産探訪 / 清水慶一文 ; 清水襄写真. -- エクスナレッジ, 2007.3.   3F開架新体系 523.1//SH49//1566

建築セレクション東京 / 日経アーキテクチュア編. -- 日経BP社.  3F開架新体系 523.136//N73//9588

ヨーロッパ建築案内 = Europe : the contemporary architecture guide / 淵上正幸著
; ギャラリー・間編. -- 1, 2, 3. -- TOTO出版, 1998.11-2001.2.

1 3F開架新体系 523.3//F51//0086

ヨーロッパ建築案内 = Europe : the contemporary architecture guide / 淵上正幸著
; ギャラリー・間編. -- 1, 2, 3. -- TOTO出版, 1998.11-2001.2.

3 3F開架新体系 523.3//F51//1074

ヨーロッパ建築案内 = Europe : the contemporary architecture guide / 淵上正幸著
; ギャラリー・間編. -- 1, 2, 3. -- TOTO出版, 1998.11-2001.2.

2 3F開架新体系 523.3//F51//4128

知の空間 : カルチェラタン・クォードラングル・キャンパス / 岩城和哉著. -- 丸善,
1998.3. -- (建築巡礼 / 香山壽夫監修 ; 37).

 3F開架新体系 523.3//I93//6711

20世紀建築ガイド : ヨーロッパ・アメリカ14カ国38都市 / 鈴木紀慶文・写真. -- 美
術出版社, 2005.6.

 3F開架新体系 523.3//SU96//9055

図書館 : 大学図書館, 専門図書館, 公共図書館 / フリードマン・ウィルト編. -- 集
文社, 1976.10. -- (E+P : 設計+計画 ; 10).

 B3工学部L 525.1//E//AR

マルチ・メディア時代の読書空間 / 建築思潮研究所編集. -- 建築資料研究社,
1993.9. -- (建築設計資料 / 建築思潮研究所編 ; 43 . 図書館 ; 2).

 7F新体系L L525.1//KE41//2966

最大の可能性をすべての利用者に / 建築思潮研究所編集. -- 建築資料研究社,
2004.7. -- (建築設計資料 / 建築思潮研究所編 ; 97 . 図書館 ; 3).

 7F新体系L L525.1//KE41//2967

図書館. -- 第1. -- 彰国社, 1962. -- (建築のスクラップブック ; 第1). 図書館1 B2中央旧 526//K2//8-1

映画の中の本屋と図書館 / 飯島朋子著. -- [前篇], 後篇. -- 日本図書刊行会.  3F開架新体系 778.2//I29//4749

映画の中の本屋と図書館 / 飯島朋子著. -- [前篇], 後篇. -- 日本図書刊行会. 後篇 3F開架新体系 778.2//I29//4709

【大阪市立大学の歴史】

大阪市立大学百年史 / 大阪市立大学百年史編集委員会編. -- 全学編 上巻 -
部局編 経済研究所. -- 大阪市立大学, 1983-1987.

全学編 上巻 8F NP(資料) NP377.2//O1//2-2-1A

大阪市立大学百年史 / 大阪市立大学百年史編集委員会編. -- 全学編 上巻 -
部局編 経済研究所. -- 大阪市立大学, 1983-1987.

全学編 下巻 8F NP(資料) NP377.2//O1//2-2-2A

大阪市立大学百年史 / 大阪市立大学百年史編集委員会編. -- 全学編 上巻 -
部局編 経済研究所. -- 大阪市立大学, 1983-1987.

部局編 上巻 8F NP(資料) NP377.2//O1//2-1-1A

大阪市立大学百年史 / 大阪市立大学百年史編集委員会編. -- 全学編 上巻 -
部局編 経済研究所. -- 大阪市立大学, 1983-1987.

部局編 下巻 8F NP(資料) NP377.2//O1//2-1-2A

大阪市立大学の歴史 : 1880年から現在へ / 大阪市立大学大学史資料室編. --
大阪市立大学, 2011.2.

 4F開架新体系 377.28//O73//2671

大阪市立大学 / 大阪市立大学広報スタッフ編集. -- 1990, 1991, [1993]. -- 大阪
市立大学事務局, 1990-.

1990 4F開架新体系 377.28//O73//3754

大阪市立大学 : 都市型総合大学. -- '95, '96. -- [大阪市立大学事務局庶務課],
1994-.

'96 4F開架大型本 L377.28//O73//7685


