学情センター企画展示「現代建築の巨匠 ル・コルビュジエ」(2009/4/6〜4/22）
配置場所

請求記号

3F開架新体系

293.4//KA88//6236

4F開架新体系

361.08//C84//4045

7F新体系

518.8//A99//8691

B2中央N

N519.8//E3//1

B3工学部

520.2//M//AR-2

B3工学部

520.28//G//AR-6

3F開架N

N520.28//J1//1

書名等
ドイツの都市と文化の風景 : ル・コルビュジエ・ハウスの暮らし / 勝又洋子著. -- 里
文出版, 2003.4. -- (Ribun books).
ル・コルビュジエ / 林美佐編. -- ゆまに書房, 2009.1. -- (コレクション・モダン都市文
化 / 和田博文監修 ; 43).
荷風とル・コルビュジエのパリ / 東秀紀著. -- 新潮社, 1998.2. -- (新潮選書).
ル・コルビュジエの構想 : 都市デザインと機械の表徴 / ノ-マ・エヴァンソン著 ; 酒井
孝博訳. -- 井上書院, 1984.2. -- (The cities=new illustrated series).
ル・コルビュジエの生涯 : 建築とその神話 / スタニスラウス・フォン・モース著 ; 住野
天平訳. -- 彰国社, 1981.4.
ル・コルビュジェ / 二川幸夫写真 ; 坂倉準三,磯崎新文. -- 美術出版社, 1967.11. - (現代建築家シリーズ).
ル・コルビュジエ / C・ジェンクス著 ; 佐々木宏訳. -- 鹿島出版会, 1978.10. -- (SD
選書 ; 144)."

3F開架N

520.28//P//JUKYOISH
ル・コルビュジェ作品集 / スタモ・パパダキ編 ; 生田勉訳. -- 美術出版, 1953.11.
O
N520.28//S4//1
ル・コルビュジエ断章 / 佐々木宏著. -- 相模書房, 1981.8. -- (相模選書).

B2中央旧

520.4//B3//1C

3F開架新体系

520.4//L49//3943

B2中央N

N520.8//Y3//1-8

3F開架新体系

523//E18//6710

3F開架新体系

523.35//C96//0622

3F開架新体系

523.35//E18//2060

4F新書版

523.35//E18//5589

3F開架新体系

523.35//G17//0017

3F開架新体系

523.35//G19//1009

3F開架新体系

523.35//H48//9375

再発見/ル・コルビュジエの絵画と建築 / 林美佐著. -- 彰国社, 2000.4.

3F開架新体系

523.35//I85//8208

ル・コルビュジエとはだれか / 磯崎新著. -- 王国社, 2000.2.

3F開架新体系

523.35//J36//3664

3F開架新体系

523.35//SA75//0091

3F開架新体系

523.35//SH96//8368

3F開架新体系

523.35//TA54//5743

B3生活科学

3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架N
3F開架新体系
3F開架新体系
B3生活科学
3F開架N

現代建築の巨匠 : 20世紀の空間を創造した人びと / ペーター・ブレイク著 ; 田中正
雄, 奥平耕造共訳. -- 彰国社, 1967.5.
ル・コルビュジエ / [ル・コルビュジエ著] ; 櫻木直美訳. -- 丸善, 2006.11. -- (建築
家の講義).
ル・コルビュジエと私 / 吉阪隆正著. -- 勁草書房, 1984.2. -- (吉阪隆正集 ; 8).
建築形態論 : 世紀末、ペレ、ル・コルビュジエ / 越後島研一著. -- 丸善, 1998.2. -(建築巡礼 / 香山壽夫監修 ; 36).
ル・コルビュジエ : 理念と形態 / ウイリアム J.R.カーティス著 ; 中村研一訳. -- 鹿島
出版会, 1992.5.
ル・コルビュジエ : 創作を支えた九つの原型 / 越後島研一著. -- 彰国社, 2002.3.
ル・コルビュジエを見る : 20世紀最高の建築家、創造の軌跡 / 越後島研一著. -- 中
央公論新社, 2007.8. -- (中公新書 ; 1909).
リアリテ ル・コルビュジエ : 「建築の枠組 (フレーム)」と「身体の枠組 (フレーム)」 /
ギャラリー・間企画・編集 ; 中村好文 [ほか述]. -- TOTO出版, 2002.2.
ル・コルビュジエ全作品ガイドブック / Deborah Gans著 ; 加藤耕一 [ほか] 訳. -- 丸
善, 2008.2.

ル・コルビュジエ : 終わりなき挑戦の日々 / ジャン・ジャンジェ著 ; 遠藤ゆかり訳. -創元社, 2006.2. -- (「知の再発見」双書 ; 126).
巨匠への憧憬 : ル・コルビュジエに魅せられた日本の建築家たち / 佐々木宏著. -相模書房, 2000.11.
ル・コルビュジエのインド / 彰国社編 ; 北田英治写真. -- 彰国社, 2005.6. -- (建築
文化シナジー ; 2).
ル・コルビュジエと日本 / 高階秀爾 [ほか] 編. -- 鹿島出版会, 1999.3.

ル・コルビュジエ : 幾何学と人間の尺度 / 富永譲著. -- 丸善, 1989.6. -- (建築巡礼
; 12).
ル・コルビュジエ建築の詩 : 12の住宅の空間構成 / 富永讓著. -- 鹿島出版会,
523.35//TO55//9648
2003.7.
ル・コルビュジエ : 機械とメタファーの詩学 / アレグザンダー・ツォニス著 ; 繁昌朗訳.
523.35//TZ//0258
-- 鹿島出版会, 2007.3.
ル・コルビュジエの建築 : その形態分析 / ジェフリー・ベイカー著 ; 中田節子訳. -N523.9//B3//1
鹿島出版会, 1991.6.
ル・コルビュジエの勇気ある住宅 / 安藤忠雄著. -- 新潮社, 2004.9. -- (とんぼの
527//A47//7420
本).
ル・コルビュジエの全住宅 / ル・コルビュジエ [作] ; 東京大学工学部建築学科安藤
527.1//L49//3258
忠雄研究室編. -- TOTO出版, 2001.4.
ル・コルビュジエのペサック集合住宅 / フィリップ・ブードン著 ; 山口知之,杉本安弘
527.8//B//JUSEIKATS
訳. -- 鹿島出版会, 1976.5.
ピラミッドからル・コルビュジェまで / 柳亮著. -- 美術出版社, 1965.7. -- (黄金分割
N725.21//Y1//1A
/ 柳亮著 ; [正]).
523.35//TO55//6055

学情センター情報サービス部門
http://libweb.media.osaka-cu.ac.jp/

