
書名 著〔編〕者 出版社 出版年月 請求記号

世界住居誌 布野修司／編 昭和堂 2005.1 527/ｾｶ

住まい百景世界の旅 藤城吉治郎／著 葦書房 1996.1 527/ｽ

世界の住まい大図鑑
野外民族博物館リト

ルワールド／監修
ＰＨＰ研究所 2013.4 児383/ｾｶ

世界の居住文化百科
ジョン・メイ／

著
柊風舎 2013.6 熊383.91/ｾｶ

図説世界の民家・町並み事典 吉田桂二／著画 柏書房 1991.1 D527/ｽﾞ

世界の民家・住まいの創造 川島宙次／著 相模書房 1990.6 D527/ｶ

 1　住まいの歴史

住まい､今むかし。
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－理想の「家」をもとめて－

-家で過ごす時間が、これまでよりも長くなった「ステイホーム」。

私たちが「人」と「家」の関係を、改めて考えなおす一つのきっかけになりました。

今回の資料展では、以下の4つのテーマで「家」に関する所蔵資料をご紹介します。

1 住まいの歴史 2 日本人の住まいの変遷

3 著名人と住まい 4 理想の「家」づくりに役立つ本

目次

★「請求記号」欄の[熊]の表記は熊谷図書館所蔵です。それ以外はすべて久喜図書館所蔵です。

熊谷図書館所蔵資料も、久喜図書館に取寄せすることができます。）

★県立図書館の資料は、県内の公共図書館から取り寄せができます。お近くの図書館にご相談ください。
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湖上の家、土中の家 益子義弘／著
農山漁村文化協

会
2006.1 527/ｺｼ

大地の家
鈴木喜一／写真・

文
ＰＭＣ出版 1988.1 522/ﾀﾞ

「間取り」の世界地図 服部岑生／著 青春出版社 2006.1 527.1/ﾏﾄ

ヨーロピアン・ハウス　その風土と伝統　１ 朝日新聞社 1997.6 D523.3/ﾖﾛ

ヨーロピアン・ハウス　その風土と伝統　２ 朝日新聞社 1997.6 D523.3/ﾖﾛ

国際理解に役立つ世界の衣食住　７　ヨーロッパ、

南北アメリカ、オセアニアの家
小峰書店 2001.4 児383/ｺｸ

スペイン民家探訪
板倉元幸／写真・

文

Ａｒｔ　Ｂｏｘイ

ンターナショナル
2004.1 D523.36/ｽﾍ

スウェーデンの木造民家 長谷川清之／著 井上書院 2006.1 523.3893/ｽｳ

ドイツ人の家屋 坂井洲二／著 法政大学出版局 1998.3 523.34/ﾄｲ

古くて豊かなイギリスの家便利で貧しい日本の家 井形慶子／著 大和書房 2000.1 527/ﾌﾙ

ノルウェーの木造民家 長谷川清之／著 井上書院 2010.6 523.3894/ﾉﾙ

ヨーロッパの木造住宅
太田邦夫／写真・

文
駸々堂出版 1992.6 527/ﾖ

アメリカの家　伝統の住まいとその風土　１ 講談社 2001.10 523.53/ｱﾒ

アメリカの家　伝統の住まいとその風土　２ 講談社 2001.11 523.53/ｱﾒ

メキシコの住宅
二川幸夫／企

画・編集

エーディーエー・エ

ディタ・トーキョー
2008.9 D527/ﾒｷ

アラブの住居
フリードリヒ・

ラゲット／著
マール社 2016.10 527/ｱﾗ

アジアの民家 川島宙次／著 相模書房 1989.1 D522/ｱ

国際理解に役立つ世界の衣食住　６　アジア、アフ

リカの家
小峰書店 2001.4 児383/ｺｸ

東南アジアの住居 布野修司／著
京都大学学術出

版会
2017.2 522.3/ﾄｳ

韓国の民家 張保雄／著 古今書院 1989.1 522.1/ｶ

客家民居の世界 茂木計一郎／著 風土社 2008.11 522.2/ﾊﾂ

〈図説〉民居　イラストで見る中国の伝統住居 王其鈞／著 科学出版社東京 2012.7 熊383.91/ｽｾ

アパートメント　世界の夢の集合住宅 植田実／文 平凡社 2003.1 527.8/ｱﾊ

ＧＡ現代建築シリーズ１３　集合住宅
二川幸夫／企画編

集

エーディーエー・エ

ディタ・トーキョー
２０１５．１D520.87/ｼｴ

Ｓｍａｌｌ　ｈｏｕｓｅ
ニコラス・ポープ

ル／著
エクスナレッジ 2003.8 527/ｽﾓ

孤の集住体
渡辺真理（他）

著

住まいの図書館

出版局
1998.5 527.8/ｺﾉ
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工匠たちの技と知恵 太田邦夫／著 学芸出版社 2007.10 527/ｺｳ

現代住宅のディテール
Ｖｉｒｇｉｎｉａ　Ｍ

ｃＬｅｏｄ／〔著〕
丸善 2009.1 D527/ｹﾝ

再生名住宅
足立裕司（他）

／編著
鹿島出版会 2009.9 527/ｻｲ

ビジュアル解説インテリアの歴史 本田榮二／著 秀和システム 2011.1 529.02/ﾋｼ

２０世紀世界の名作住宅
ドミニク・ブラッド

ベリー／文
エクスナレッジ 2013.1 D523.07/ﾆｼ

すまい再発見 住総研／編 建築資料研究社 2017.2 527/ｽﾏ

書名 著〔編〕者 出版社 出版年月 請求記号

日本住宅史の旅 中田清兵衛／著 理工図書 1983.8 521.8ﾆ

日本住宅史図集
住宅史研究会／

編
理工図書 1970.3 521.8/ﾆ

くらしの歴史図鑑　３　住まいの歴史 ポプラ社 1994.4 児38/ｽ

図解むかしのくらし　３　住まいと家具 学習研究社 1997.2 児382/ｽｶ

日本の風土文化とすまい 大岡敏昭／著 相模書房 1999.2 521.85/ﾆﾎ

日本人の住まい方を愛しなさい 山口昌伴／著 王国社 2002.9 527/ﾆﾎ

日本住宅の空間学 宇杉和夫／著 理工図書 1997.5 521.85/ﾆﾎ

日本の住まいその源流を探る 大岡敏昭／著 相模書房 2008.6 521.853/ﾆﾎ

住まいを読む 鈴木成文／著 建築資料研究社 1999.2 527/ｽﾏ

住まいと文化
住宅金融公庫／企

画・監修

住宅金融普及協

会
2000.6 527/ｽﾏ

住まいを語る 鈴木成文／著 建築資料研究社 2002.3 527/ｽﾏ

住まいと人の文化
森隆男教授退職記念論

考集刊行会／編
三協社 2017.3 熊383.91/ｽﾏ

日本の家　空間・記憶・言葉 中川武／著 ＴＯＴＯ出版 2002.6 521.86/ﾆﾎ

建築家・吉田鉄郎の『日本の住宅』 吉田鉄郎／著 鹿島出版会 2002.6 521.85/ｹﾝ

風土の意匠　次代に伝える民家のかたち 浅野平八／著 学芸出版社 2000.2 521.86/ﾌｳ

日本の木造住宅の１００年 坂本功／監修
日本木造住宅産

業協会
2001.3 524.5/ﾆﾎ

間取り百年 吉田桂二／著 彰国社 2004.1 527/ﾏﾄ

 2　日本人の住まいの変遷
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「間取り」で楽しむ住宅読本 内田青蔵／著 光文社 2005.1 527.1/ﾏﾄ

図説・近代日本住宅史 内田青藏／編著 鹿島出版会 2008.2 527/ｽｾ

現代住宅研究の変遷と展望
住宅総合研究財団／

編
丸善 2009.9 527/ｹﾝ

受け継がれる住まい
住総研「受け継がれる

住まい」調査研究委員

会／編著

柏書房 2016.9 521.86/ｳｹ

日本人の暮らし大発見！　２　住まいの知恵 学習研究社 2003.3 児382/ﾆﾎ

住まいの進化 壁谷英雄／著 理工出版社 2010.8 520.921/ｽﾏ

日本民家の造形 川村善之／著 淡交社 2000.9 521.86/ﾆﾎ

写真でみる民家大事典
日本民俗建築学会／

編
柏書房 2005.4 521.86/ｼﾔ

民家の事典　北海道から沖縄まで
島田アツヒト／

文／絵
小峰書店 2004.1 児383/ﾐﾝ

民家のなりたち
川島宙次／文／

絵
小峰書店 2004.1 児383/ﾐﾝ

流民の都市とすまい 上田篤／著 駸々堂出版 1985.3 521.8/ﾘ

住まいの衣裳学 吉野正治／著 学芸出版社 1992.2 527/ｽ

中廊下の住宅 青木正夫／著
住まいの図書館出

版局　ラトルズ
2009.3 527/ﾅｶ

琉球の住まい
福島駿介／文・写

真
丸善 1993.11 521.8/ﾘ

叢書・近代日本のデザイン ５４ 多摩川原遊園京

王閣図集
ゆまに書房 2013.10 D757.021/ｿｳ

叢書・近代日本のデザイン　５８　今日の住宅 ゆまに書房 2014.1 D757.021/ｿｳ

日本中世住宅の研究 川上貢／著
中央公論美術出

版
2002.5 521.85/ﾆﾎ

百万都市を俯瞰する江戸の間取り
安藤 優一郎／

著
彩図社 2020.1 521.5/ﾋﾔ

明治・大正の邸宅
住宅総合研究財団／

編
柏書房 2009.5 D527/ﾒｲ

占領軍住宅の記録上 日本の生活スタイルの原点と

なったデペンデントハウス
小泉和子／編

住まいの図書館

出版局
1999.2 527/ｾﾝ

占領軍住宅の記録下 デペンデントハウスが残した

建築・家具・什器
小泉和子／編

住まいの図書館

出版局
1999.2 527/ｾﾝ

「５１Ｃ」家族を容れるハコの戦後と現在
鈴木成文（他）／

著
平凡社 2004.10 527/ｺｼ

五一Ｃ白書 鈴木成文／著
住まいの図書館

出版局
2006.1 527.8/ｺｼ

いえ団地まち 木下庸子／編著
住まいの図書館出

版局　ラトルズ
2014.2 527.8/ｲｴ

箱の産業　プレハブ住宅技術者たちの証言
松村秀一（他）

／編著
彰国社 2013.1 520.9/ﾊｺ

住まいのかたち　いえ・まちの再生を目指して 小山祐司／著
埼玉いえ・まち

再生会議
2012.6 527/ｽﾏ
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日本のすまい1 西山夘三／著 勁草書房 1975 527/ﾆ

日本のすまい2 西山夘三／著 勁草書房 1986.7 527/ﾆ

日本のすまい3 西山夘三／著 勁草書房 1980.10 527/ﾆ

変わる家族と変わる住まい 〈自在家族〉のための

住まい論

篠原聡子／〔ほ

か〕編著
彰国社 2002.8 597/ｶﾜ

窓を開けなくなった日本人　住まい方の変化六〇年 渡辺光雄／著
農山漁村文化協

会
2008.1 597/ﾏﾄ

「戦後名住宅の新しい見方」）

（「ディテール」　 ２０１８年夏季
彰国社 2018.6 雑誌

書名 著〔編〕者 出版社 出版年月 請求記号

世界の文豪の家 エクスナレッジ 2016.8 熊902/ｾｶ

建築家の小屋：プライベート・リトリート
グスタフ・ジリ・ガ

ルフェッティ／著
鹿島出版会 2008.5 527/ｹﾝ

フランク・ロイド・ライト落水荘
ブルース・ブルック

ス・ファイファー／文

エーディーエー・エ

ディタ・トーキョー
2009.7 DD527/ﾌﾗ

ル・コルビュジエ　サヴォア邸 隈研吾／文
エーディーエー・エ

ディタ・トーキョー
2009.10 DD527/ﾙｺ

フランク・ロイド・ライト　タリアセン
ブルース・ブルック

ス・ファイファー／文

エーディーエー・エ

ディタ・トーキョー
2010.12 DD527/ﾌﾗ

ル・コルビュジエ　サラバイ邸 二川由夫／文
エーディーエー・エ

ディタ・トーキョー
2011.7 DD527/ﾙｺ

チャールズ・レニー・マッキントッシュ　ヒル・ハウス 二川由夫／文
エーディーエー・エ

ディタ・トーキョー
2011.11 DD527/ﾁﾔ

安藤忠雄スリランカの住宅 安藤忠雄／文
エーディーエー・エ

ディタ・トーキョー
2012.3 DD527/ｱﾝ

ル・コルビュジエの住宅３Ｄパース全集
スティーヴン・

パーク／著
エクスナレッジ 2013.5 520.87/ﾙｺ

ル・コルビュジエ　ショーダン邸
二川由夫／文・

編集

エーディーエー・エ

ディタ・トーキョー
2014.4 D527/ﾙｺ

フランク・Ｏ・ゲーリー　ウィントン・ゲストハウス
二川由夫／文・

編集

エーディーエー・エ

ディタ・トーキョー
2015.4 DD527/ﾌﾗ

フランク・Ｏ・ゲーリー　ゲーリー邸
二川由夫／文・

編集

エーディーエー・エ

ディタ・トーキョー
2015.9 DD527/ﾌﾗ

織田邸｜家具・生活・空間
織田邸出版委員

会／著

ハシモトオフィ

ス
2017.3 527/ｵﾀ

Ａ・レーモンドの住宅物語 三沢浩／著 建築資料研究社 1999.9 527/ｴｲ

究極の住デザイン
テレンス・コン

ラン／著
エクスナレッジ 2004.8 529/ｷﾕ

住まいのデザイン全書
テレンス・コン

ラン／著
エクスナレッジ 2004.12 DD527/ｽﾏ

新しい住居
ブルーノ・タウ

ト／著

中央公論美術出

版
2004.8 527/ｱﾀ

 3　著名人と住まい
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夢のすむ家　２０世紀をひらいた住宅 鈴木博之／著 白揚社 2014.6 熊527/ﾕﾒ

戦後日本住宅伝説
五十嵐太郎／監

修
新建築社 2014.7 D527/ｾﾝ

住宅－日常の詩学 坂本一成／著 ＴＯＴＯ出版 2001.11 527/ｼﾕ

都市住宅クロニクル　1 植田実／〔著〕 みすず書房 2007.12 527/ﾄｼ

都市住宅クロニクル　2 植田実／〔著〕 みすず書房 2007.12 527/ﾄｼ

建築家は住宅で何を考えているのか
東京大学建築デザ

イン研究室／編
ＰＨＰ研究所 2008.9 527.1/ｹﾝ

図解　ニッポン住宅建築 尾上亮介／著 学芸出版社 2008.2 527.1/ｽｶ

昭和住宅物語 藤森照信／著 新建築社 1990.3 527/ｼ

書名 著〔編〕者 出版社 出版年月 請求記号

時間とお金にゆとりができる「小さな家」 働く母

の家事が本当にラクになる部屋づくり
尾崎友吏子／著 誠文堂新光社 2017.6 熊527/ｼｶ

住まいと暮らしの質問室 「室内」編集部／著 新潮社 2009.4 527/ｽﾏ

健康・快適な住宅づくりのチェックポイント
日本建築学会／

編
オーム社 2013.1 527/ｹﾝ

住宅地盤がわかる本
藤井衛（他）／

共著
オーム社 2014.10 524.3/ｼﾕ

住まいの化学物質
室内環境学会／

編

東京電機大学出

版局
2015.1 528/ｽﾏ

住まいの耐久性大百科事典
住まいの屋根換気

壁通気研究会／編

カナリアコミュ

ニケーションズ
2019.6 527/ｽﾏ

久喜の匠　久喜住まいの便利ガイド
久喜市商工会工

業部会／〔編〕

久喜市商工会工

業部会
2019.2 S527/ｸｷ

木の家に住むことを勉強する本
「木の家」プロ

ジェクト／編・著
泰文館 2001.1 D527/ｷﾉ

「木組」でつくる日本の家 松井郁夫／著
農山漁村文化協

会
2008.3 527/ｷｸ

日本で実践するバウビオロギー
日本バウビオロ

ギー研究会／編
学芸出版社 2006.5 527/ﾆﾎ

パッシブデザインの住まいと暮らし
野池政宏（他）／

著
泰文館 2018.6 527/ﾊﾂ

パッシブハウスはゼロエネルギー住宅 野沢正光／著
農山漁村文化協

会
2009.2 527/ﾊﾂ

エクセルギーハウスをつくろう エネルギーを使わ

ない暮らし方
黒岩哲彦／著 コモンズ 2014.5 527/ｴｸ

ゼロ・エネルギーハウス
田辺新一（他）

／著
萌文社 2017.10 527/ｾﾛ

箱の家　エコハウスをめざして 難波和彦／著 ＮＴＴ出版 2006.1 527.1/ﾊｺ

 4　理想の家づくり
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からだにいい家のつくり方
「ＦＰの家」グ

ループ工務店／著
エクスナレッジ 2018.1 527/ｶﾗ

アレルギーの人の家造り 足立和郎／著 緑風出版 2017.8 527/ｱﾚ

集まって住む「終の住処」 齊藤祐子／著
農山漁村文化協

会
2009.3 527/ｱﾂ

シニアによる協同住宅とコミュニティづくり 上野勝代／編著 ミネルヴァ書房 2011.2 527.8/ｼﾆ

実例でわかるバリアフリー改修の実践ノウハウ 佐橋道広／著 オーム社 2011.4 527/ｼﾂ

バリアフリー住まいをつくる物語
高齢社会の住まい

をつくる会／編
三輪書店 2005.6 527/ﾊﾘ

心地よいバリアフリー住宅をデザインする方法 坂本啓治／著 エクスナレッジ 2012.5 527.1/ｺｺ

住環境のバリアフリー・ユニバーサルデザイン 野村歡／編 彰国社 2015.9 527/ｼﾕ

知的障害・発達障害のある子どもの住まいの工夫ガ

イドブック
西村顕（ほか）／著 中央法規出版 2016.8 527.1/ﾁﾃ

手づくり住まいづくり 前田邦江／著 創元社 2005.8 527/ﾃｽ

住宅リノベーション入門
日経アーキテク

チュア／編
日経ＢＰ社 2011.11 527/ｼﾕ

「千年住宅」を建てる 杉本賢司／著 ベストセラーズ 2001.8 D527/ｾﾝ

住まいのつくり方 建築家といかに出会い、いかに

建てるか
渡辺武信／著 中央公論新社 2004.9 527/ｽﾏ

やすらぎの家づくりのお話 猫（ピッピ）といっ

しょに考える
小比賀秀士／作 ハローアクセス 2001.1 527/ﾔｽ

住空間の家族学 山田初江／著 彰国社 2003.10 527.1/ｼﾕ

新・住宅1
白濱謙一／編集

執筆主査
市ケ谷出版社 2003.10 D527.1/ｼﾝ

住宅は骨と皮とマシンからできている 野沢正光／著
ＯＭ出版 農山

漁村文化協会
2003.3 527/ｼﾕ

ツリーハウス
ピーター・ネルソ

ン／著

ワールドフォト

プレス
2003.7 527/ﾂﾘ

新編住居論 山本理顕／著 平凡社 2004.3 527.04/ｼﾝ

現代集合住宅のデザイン
日本建築学会住

宅小委員会／編
彰国社 2004.9 D527.8/ｹﾝ

輸入住宅 新建新聞社 2008.1 D527/ﾕﾆ

「日本の住宅」という実験 小泉和子／著
農山漁村文化協

会
2008.10 527.1/ﾆﾎ

和モダン　　厳選の現代和風住宅
新建新聞社出版

部
2008.6 D527/ﾜﾓ

和モダン　　厳選の現代和風住宅ｖｏｌ．２
新建新聞社出版

部
2009.8 D527/ﾜﾓ

これなら住みたい仮設住宅１６プラン
桑原あきら／編

著
書肆侃侃房 2011.11 527/ｺﾚ

住宅の空間原論 遠藤政樹／著 彰国社 2011.10 527/ｼﾕ
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団地再生まちづくり
ＮＰＯ団地再生研

究会／編著
水曜社 2006.6 527.8/ﾀﾝ

団地再生まちづくり2
団地再生産業協議

会（他）／編著
水曜社 2009.7 527.8/ﾀﾝ

団地再生まちづくり3
団地再生支援協会

／編著
水曜社 2012.6 527.8/ﾀﾝ

団地再生まちづくり4
団地再生支援協会

／編著
水曜社 2015.9 527.8/ﾀﾝ

団地再生まちづくり5
団地再生支援協会

／編著
水曜社 2019.8 527.8/ﾀﾝ

住環境再考　スマートから健康まで
住総研「住環境を再考す

る」研究委員会／編著
萌文社 2016.4 527/ｼﾕ

「境界」から考える住宅 大塚篤／著 彰国社 2017.9 527.1/ｷﾖ

住まい方から住空間をデザインする
林知子（他）／

著
彰国社 2018.3 527/ｽﾏ

埼玉の建築家とつくる家
建築ジャーナル

編集部／編
建築ジャーナル 2012.1 S527/ｻｲ

建築バカボンド 岡村泰之／著 理論社 2008.11 527/ｹﾝ

「100歳までヒトが元気に長生きできる住まい」

（「建築知識」　２０１８年１月）
エクスナレッジ 2018.1 雑誌

「猫と暮らす、犬と暮らす」「併用住宅＆二世帯住宅」

（「住まいの設計」　２０１８年３／４月　）
扶桑社 2018.1 雑誌

「20歳までネコが長生きできる住まい」

（「建築知識」　２０１８年２月）
エクスナレッジ 2018.2 雑誌

「自分らしいキッチン＆くつろぎのバスルーム」

（「住まいの設計」　２０１８年５／６月）
扶桑社 2018.3 雑誌

「最高の料理家が教える料理がうまくなる家づくり」

（「建築知識」　２０１８年４月）
エクスナレッジ 2018.4 雑誌

「暮らしのプロが教える最高の家づくり」

（「建築知識」　２０１８年６月）
エクスナレッジ 2018.6 雑誌

「小さな動物たちと暮らす家」

（「建築知識」　２０１８年９月　）
エクスナレッジ 2018.9 雑誌

「あなたの「好き」を実現する家、教えます」「使

いやすい。片付けやすい。美しい。そんなキッチン

と暮しませんか？」（「住まいの設計」 ２０１８

年１０月創刊５８周年記念号）

扶桑社 2018.9 雑誌

「猫と一緒に暮らすための家」「自分らしいインテリア

と暮らす」（「住まいの設計」　２０１９年２月）
扶桑社 2019.1 雑誌

地域包括ケア時代における老後の住まいかた

（「保健の科学」　２０１９年６月）
杏林書院 2019.6 雑誌

「これからの住まい・くらし－やわらかい都市へ」

（「ｃｉｔｙ ＆ ｌｉｆｅ 都市のしくみとくら

し」　２０１８年４月－７月）

第一生命財団 2018.4 雑誌

「いま住空間がおもしろい！」

（「建築知識」　２０１９年２月）
エクスナレッジ 2019.2 雑誌

「海外に学ぶ猫のための家づくり」

（「建築知識」　２０１９年４月）
エクスナレッジ 2019.4 雑誌

「猫のためのＤＩＹ家づくり」

（「建築知識」　２０２０年５月
エクスナレッジ 2020.5 雑誌
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