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アイコンの説明 

 

 

 

建築関係の図書は久喜図書館、寺社を含む宗教・衣食住を含む民俗学・歴史に関連する図書は 

熊谷図書館で所蔵しています。 

県立図書館所蔵の資料は、お近くの公共図書館にお取り寄せもできます。 

埼玉県立久喜図書館 自然科学・技術資料担当 

久喜市下早見 85－5  Tel：0480-21-2659 

 

調べ方案内 Milestone No.55（2020 年 8 月発行） 

調べ方案内 

日本建築を知る 

今年はコロナウイルスの感染拡大の影響で、家で過ごす時間が長くなり、改めて家について考える機会が

増えたのではないでしょうか。 

私たちが今住んでいる家や利用している建物はどのように発展してきたのか、どのような歴史があるのか… 

今回は、日本の建築の歴史や建築物についての調べ方をご案内します。 

 １ 基本的な知識を得る 

 （1）百科事典で調べる （2）建築関係の事典等で調べる 

 2 テーマに関連する図書を調べる 

 （1）日本の建築物に関する図書を探す  

 （2）各テーマについて図書で調べる（寺社、城郭、民家、近・現代建築） 

3 雑誌・新聞記事を探す 

 （1）雑誌、学術論文を探す （2）新聞記事を調べる 

 ４ 関連するウェブサイトを見る 

 ①ケアに関すること ②介護サービス事業所・施設を探す 

  

 

          

  目次 

資料リスト「住まい、今むかし。ー理想の「家」をもとめてー」（2020 年 8 月作成）もあわせてご活用ください。 

埼玉県立図書館 

ウェブサイト QR コード 

「コバトン」「さいたまっち」 

参考図書（館内利用） 一般図書 インターネット情報 オンラインデータベース＊ 

＊詳細は、p8 をご覧ください。 
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（1） 百科事典で調べる 

 『世界大百科事典』（平凡社 2007） 

 『日本大百科全書』（小学館 1984-1997） 

 『ブリタニカ国際大百科事典』（フランク・B.ギブニー編集 TBS ブリタニカ 1984） 

 

 

 

 

 

 ジャパンナレッジ Lib （ネットアドバンス） 

  辞書・事典を横断的に検索できるデータベースです。約 50 種類の百科事典や国語辞典、語学辞書、人

名辞典など、多彩なコンテンツを一括で検索できるため、基礎的な情報を多角的に調べることができます。 

 

（2） 建築関係の事典等で調べる 

 ▶ 日本建築全般について調べる 

 『建築大辞典 第 2 版』（彰国社編 彰国社 1993） 

  建築全般から都市工学やインテリアなど建築周辺分野の用語、人名、建造物名など、建築に関する用語を

幅広く集め、五十音順に整理し、解説している辞典です。 

 『古建築辞典』（武井豊治著 理工学社 1994） 

 『日本の建築文化事典』（平井聖編集代表 丸善出版 2020） 

  日本の建築の意匠、様式、技術、構造、施工等およびその背景にある歴史について、まとめられています。 

巻末には、各項目別の参考文献と索引があります。 

 『伝統木造建築事典』（高橋昌巳、小林一元、宮越喜彦編著 井上書院 2018） 

  日本の木造建築について、林業・製材、基礎、左官、道具、歴史的建造物など 13 の項目ごとに、写真や

図を用いてわかりやすく解説しています。 

 『図説日本建築年表』 （太田博太郎監修 日本建築年表編集委員会編著 彰国社 2002） 

 『総覧日本の建築』 全 10 巻（4、7、10 巻は未刊行）（日本建築学会編 新建築社 1986-2002） 

  都道府県別に社寺、民家、城郭、町並み、近・現代建築の代表的な建築物の解説、写真、案内図をまと

めた建築総合ガイドです。 

  

 ▶ 入門書を読む 

 『日本建築史序説 増補第 2 版』（太田博太郎著 彰国社 1989） 

  前半には古代から近世までの建築史、後半にはテーマごとに日本建築史の文献がまとめられています。 

 『図説日本木造建築事典』（坂本功総編集 朝倉書店 2018） 

 『さがしてみよう日本のかたち』 全 8 巻（山と渓谷社 2003-2004） 

  寺、城、神社、塔、民家、洋館、庭園、茶室ごとに代表的な建造物を取り上げ、柱や屋根、天井、塀など

その建造物の特徴的な「かたち」を写真とともに紹介し、解説しています。 

1 基本的な知識を得る 

各事典にそれぞれ〈日本建築〉の項目があり、時代ごとの変移や特徴など日本建築の概要を 

知ることができます。 

〈日本建築〉の項目以外にも、〈寝殿造〉、〈書院造〉などの建築様式や〈姫路城〉、〈伊勢神宮〉

といった歴史的な建造物など、関連するキーワードの基礎知識を得たいときにも便利です。 
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（1） 日本の建築物に関する図書を探す 

 ▶ 図書を使って探す 

 『建築文化財レファレンス事典』（日外アソシエーツ株式会社編 日外アソシエーツ 2011） 

  地域別に世界の著名な建築物をまとめ、その建築物が収録されている図書を紹介しています。巻末に建造

物名索引および建築家などの名前から調べられる作者名索引もあります。 

 『日本美術作品レファレンス事典 建造物篇』（日外アソシエーツ株式会社編 日外アソシエーツ 2003） 

  古代から現代までの日本建造物の図版索引。寺院、神社、城郭、民家・住宅、御所・離宮、茶室・書院・

塔・その他、現代建築の項目ごとにまとめられており、巻末には索引もあります。 

 『国宝を知る本 建造物編』（日外アソシエーツ株式会社編 日外アソシエーツ 2001） 

  日本の国宝に指定された文化財のうち、建造物209件について、それぞれの建造物の概要と参考になる図

書のリストが掲載されています。 

 

 

◆ 図書館にある資料の探し方 
 
 図書館では、共通した分類番号を基に各書棚に図書を並べています。下記の❝建築❞に関する分類番号を

参考に図書を探してみましょう。 
 
 【52】 建築学 

  【521】 日本の建築  【522】 東洋・アジアの建築  【523】 西洋・そのほかの様式の建築 

  【524】 建築構造   【527】 住宅建築        【529】 建築意匠・装飾 

 

 

 

 ▶ インターネット・オンラインデータベースから図書を探す 

 《埼玉県内図書館横断検索》 

（https://www.lib.pref.saitama.jp/calil/index.html 埼玉県立図書館） 

  埼玉県内の公共図書館等の蔵書を一度に検索することができます。 

 《国立国会図書館サーチ》（https://iss.ndl.go.jp/ 国立国会図書館） 

  国立国会図書館をはじめ、全国の都道府県立図書館等の公共図書館や大学図書館、専門図書館、学

術研究機関等が所蔵する資料を検索できます。 

 《カーリル》（https://calil.jp/ 株式会社カーリル） 

  全国の 7,200 以上の図書館の所蔵資料とその貸出状況について検索することができます。設定した場所

から近い図書館を横断的に検索したいときに便利です。 

 《Webcat Plus》（http://webcatplus.nii.ac.jp/ 国立情報学研究所） 

  近世から現代までに出版された書物を対象に、全国の大学図書館や国立国会図書館の所蔵目録や新刊

書の書影など、様々な情報源を統合した形で検索できます。 

 BookPlus （日外アソシエーツ） 

  1926 年以降に出版された本の検索ができます。1986 年以降に出版された本は、要旨や目次、あらすじ

からの検索や、それらの内容を確認することも可能です。 

 

 

２ テーマに関連する図書を調べる 

https://www.lib.pref.saitama.jp/calil/index.html
https://iss.ndl.go.jp/
https://calil.jp/
http://webcatplus.nii.ac.jp/
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（2） 各テーマについて図書で調べる  
 

 ▶ 寺社について調べる  

 『日本名刹大事典』 （圭室文雄編 雄山閣出版 1992） 

  日本の代表的な約 5,000 の寺院を五十音順に排列している事典です。所在地、宗派、寺史、有形文化

財に指定されている建築物など、各寺院の概要を調べることができます。 

 『全国神社名鑑』 上・下巻（全国神社名鑑刊行会編 全国神社名鑑刊行会史学センター 1977） 

  全国の有名な神社約 6,000 社が都道府県ごとにまとめられており、神社の所在地、祭神、建物、由緒など

を知ることができます。画像も多数掲載されています。また、巻末には約 84,000 社の名簿もあります。 

 『寺社建築の歴史図典』（前久夫著 東京美術 2002） 

  寺社の由来、様式、構造、細部意匠など、日本の寺社建築に関する基礎知識をまとめた歴史事典です。

巻末には日本建築史略年表及び索引があります。  

 『寺社建築の鑑賞基礎知識』（浜島正士著 至文堂 1992） 

  寺社建築の種類や構造形式、細部の様式手法、時代による変化など、寺院・神社の建築物の鑑賞や理

解に役立つ基礎的な知識を画像や図を用いながら解説しています。 

 『寺院建築（文化財探訪クラブ 3）』（濱島正士監修 山川出版社 2000） 

 『神社建築（文化財探訪クラブ 4）』（濱島正士監修 山川出版社 2001） 

  神社信仰全体の歴史や神社を構成する各建築物の構造、機能、特徴が簡潔にまとまっています。また、全

国の著名な神社や特徴のある神社の紹介もあります。同じシリーズで、「寺院建築」も出版されています。 

 

 

 ▶ 城郭について調べる 

 『日本城郭辞典』（鳥羽正雄著 東京堂出版 1971） 

  城郭に関する用語のほか、城郭に密接に関連する人物名や各時代の重要な城郭などを収録した辞典です。 

 『日本城郭大系』 全 20 巻（平井聖〔ほか〕編集 新人物往来社 1979-1981） 

  都道府県ごとに城郭がまとめられており、各城郭の所在地、創築年代、形式、遺構、規模や関係主要文

献などを調べることができます。また、別巻には、城郭の歴史的変移など日本城郭の全体に関する記述のほ

か、関連文献目録、城郭史年表、城郭用語辞典なども掲載されています。 

 『図説日本城郭大事典』 全 3 巻（平井聖監修 日本図書センター 2000） 

  幕末まで存続したすべての大名の居城・陣屋を取り上げ、城の創設期から現在に至るまでの変遷について、

解説されています。画像や図、地図も多数紹介されています。各城郭の解説以外にも、古代から中世まで

の城郭の歴史の説明や公園、社寺、民家へ移築された城郭建築遺構一覧などの掲載があります。 

 『日本の城の基礎知識』（井上宗和著 雄山閣出版 1990） 

  日本の城の歴史的な流れや種類・分類、構造、機能などについて記述があり、日本の城全体の概要を知る

ことができます。巻末には、城の用語辞典や城郭年表も掲載されています。 

 『城の鑑賞基礎知識』（三浦正幸著 至文堂 1999） 

  天守、櫓、城門など城郭を構成する建築物の構造や技術に関する基礎知識を分かりやすく紹介しています。

また、城郭建築における防御・攻撃や生活・運営のための工夫、仕掛け等についての説明や、城の歴史、

地域性についてもまとめられています。 
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 ▶ 民家について調べる 

 『〈図説〉民俗建築大事典』（日本民俗建築学会編 柏書房 2001） 

  民家を構成する基本要素、構造・仕組み、生活空間、暮し、地域性、歴史的変移など多様な観点から民

家について簡潔に解説した事典。巻末には索引のほか、民家に関する情報の調べ方、全国重要文化財指

定民家一覧、関連団体や施設の一覧など、日本の民家を調査する際に役立つ情報がまとまっています。 

 『日本の住まいその源流を探る』（大岡敏昭著 相模書房 2008） 

  現代から古代までの日本の住まいの歴史、日本と中国の住まいの関係性や歴史について説明しています。 

 『日本の民家』 全 8 巻（学習研究社 1980-1981） 

  重要文化財指定民家を中心に、日本の民家建築を農家、町家、洋館に区分し、地域ごとに紹介していま

す。写真や図面などが多く掲載されており、各地域の民家の特徴や代表的な民家の構造、つくり等の解説

もあります。 

 『日本建築の鑑賞基礎知識』（平井聖、鈴木解雄著 至文堂 1990） 

 『日本民家の造形』（川村善之著 淡交社 2000） 

  全国の指定文化財となっている民家と「重要伝統的建造物群保存地区」などの伝統的な町並み・集落を

中心に収録。民家の造り、屋根のかたち、外壁の構成、土間、床、天井など、それぞれの項目ごとに、民家

の造形を紹介しています。写真も多数掲載されています。 

 『図説・近代日本住宅史 新版』（内田青藏、大川三雄、藤谷陽悦編著 鹿島出版会 2008） 

  幕末から現代までの住宅の歴史を、画像や図面を交えながら解説。近代日本の住宅の「系譜」を一枚の図

で示した「近代日本住宅図譜」もついています。 

 

 

 

 ▶ 近・現代建築について調べる 

 『日本の近代建築』 上・下（藤森照信著 岩波書店 1993） 

  幕末から昭和の時代まで、日本の近代建築の変遷や発展について描いている図書です。巻末に図案一覧、

人名・建築名索引があります。 

 『日本近代建築総覧 新版』（日本建築学会編 技報堂出版 1983） 

  1860 年代から 1945 年までの現存する主要な日本の近代建築がリスト化されています。また、各地方の

建築物分布の特色や一部建築物の写真についても掲載されています。 

 『日本の建築明治大正昭和』  全 10 巻（三省堂 1979-1982） 

  明治から昭和初期までの日本建築について、時代に沿って建築家を軸にまとめられています。巻末には主要

参考文献目録や各建築家の年譜等もあります。 

 『現代日本建築家全集』 全 24 巻（三一書房 1970-1975） 

  明治から昭和時代に日本で活躍した建築家を取り上げ、その人物に関する論文や手掛けた建築物を紹介

しています。写真や図面が多数掲載されているほか、巻末には建築家ごとに略歴や作品年譜、文献目録

等も確認できます。 

 『建築ガイドブック 増補版』 東日本編/西日本編（新建築編集部編 新建築社 1989） 

  代表的な現代建築の写真・図面・解説・概要と案内図が掲載されている現代建築のガイドブックです。 
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（1） 雑誌、学術論文を探す  

 ▶ 当館所蔵の雑誌をみる 

 当館で所蔵している雑誌の一覧は、《埼玉県立図書館ウェブサイト》内「埼玉県立久喜図書館 継続購入

雑誌一覧」（https://www.lib.pref.saitama.jp/collection/magazine/magazine-kuki.html）

から確認いただけます。 

 ここでは、❝建築❞に関する雑誌タイトルの一部を紹介します。資料保存のため、刊行後 2 年を過ぎた雑誌は

貸出できませんが、館内での閲覧と著作権法の範囲内でのコピーは可能です。 
 

 『建築雑誌』（日本建築学会 〈月刊〉） 

 『建築史学』（建築史学会 〈年 2 回刊〉） 

 『建築研究協会誌』（建築研究協会 〈年 2 回刊〉） 

 『建築と社会』（日本建築協会 〈月刊〉） 

 『建築知識』（エクスナレッジ 〈月刊〉） 

 『近代建築』（近代建築社 〈月刊〉） 

 『新建築』（新建築社 〈月刊〉） 

 『商店建築』（商店建築社 〈月刊〉） 

 

 ▶ インターネット・オンラインデータベースから雑誌、学術論文を探す 

 《国立国会図書館オンライン（雑誌記事索引）》（https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/ 国立国会図書館） 

  国立国会図書館所蔵の雑誌の一部について、見出しや著者を検索することが出来ます。 

 《CiNii Articles》（https://ci.nii.ac.jp/ 国立情報学研究所） 

  学協会刊行物・大学研究紀要・国立国会図書館の雑誌記事索引データベースなどの学術論文情報を検

索できます。CiNii 上及びリンク先で公開されているオープンアクセス論文の本文を閲覧することも可能です。 

 《J-STAGE》 

（https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja 国立研究開発法人科学技術振興機構） 

  3,000 誌以上の科学技術（人文科学・社会科学分野も含む）のジャーナルや会議録等を収録した電子

ジャーナルのプラットフォームです。多くの記事本文が閲覧できます。 

 MagazinePlus （日外アソシエーツ） 

  一般誌から専門誌、大学紀要、海外誌紙まで収録した雑誌記事(書誌的事項)のデータベースです。 

キーワード等から、お探しの記事や論文がどの雑誌や論文集に掲載されているか検索できます。 

 Web OYA-bunko （公益財団法人大宅壮一文庫） 

  幅広いテーマ・ジャンルの雑誌を所蔵する大宅壮一文庫の雑誌記事索引約 440 万件を検索できるデータ

ベースです。別メニューの「目録検索」では、1987 年以前の 100 万件の記事索引を検索できます。 

 日経 BP 記事検索サービス （日経ＢＰ） 

  建築雑誌の『日経アーキテクチュア』など、日経 BP 社が発行する雑誌の記事をテキスト形式か PDF 形式で

閲覧できるデータベースです。キーワードで検索し、見たい記事を誌名や内容分類で絞り込むことができます。 

 JDreamIII （ジー・サーチ） 

  科学技術や医学・薬学分野の国内外の文献情報を検索できる、日本最大級の科学技術文献データベー

スです。記事本文をデータベースから見ることはできませんが、一部全文リンクがあるものがあります。 

３ 雑誌・新聞記事を探す 

https://www.lib.pref.saitama.jp/collection/magazine/magazine-kuki.html
https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/
https://ci.nii.ac.jp/
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja
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（2） 新聞記事を調べる 

 ▶ 当館所蔵の新聞をみる  

 当館で所蔵している新聞の一覧は、《埼玉県立図書館ウェブサイト》内「埼玉県立図書館所蔵購入新聞一

覧 【 日 本 語 新 聞 】 」 （ https://www.lib.pref.saitama.jp/collection/newspaper/news-list-

01.html）から確認いただけます。ここでは、❝建築❞分野を含む、工業関連の専門紙をご紹介します。 
 

 『日刊工業新聞』（日刊工業新聞社） 

 『日刊建設工業新聞』（日刊建設工業新聞社） 

 

 ▶ ウェブサイト・オンラインデータベースから新聞記事を探す 

 《建通新聞 新聞記事検索》（https://www.kentsu.co.jp/webnews/default.asp 建通新聞社） 

  『建通新聞』に掲載された過去3か年度の記事の検索、見出しの閲覧ができます。本文は閲覧できません。 

 《日刊建設工業新聞オンライン 記事検索》 

（https://www.decn.co.jp/onlineservice/News/search 日刊建設工業新聞社） 

  『日刊建設工業新聞』に掲載された過去 3 か月分の記事の検索、本文の閲覧ができます。 

 《日刊建設産業新聞 記事検索》 

（http://kensan-news.com/kensaku.html 日刊建設産業新聞社） 

  『日刊建設産業新聞』に掲載された記事の検索、見出しの閲覧ができます。本文の閲覧はできません。 

 聞蔵 II ビジュアル（朝日新聞社） 

  1879(明治 12)年からの朝日新聞の記事や『AERA』、『週刊朝日』、『アサヒグラフ』、人物データベース、

歴史写真アーカイブ等の検索及び閲覧ができます。 

 毎索（毎日新聞社） 

  1872 年創刊号からの毎日新聞の記事や『週刊エコノミスト』、英字ニュース等の検索、閲覧が可能です。 

 

  

◆ 国内で刊行されている雑誌・新聞を探すには？ 

 日本国内で刊行されている新聞・雑誌について調べたいときは、以下の図書やウェブサイトが役に立ちます。 
 

    『雑誌新聞総かたろぐ』（メディア・リサーチ・センター）［年刊 ※2019 年版をもって休刊］ 

    『出版年鑑』 （出版ニュース社）［年刊 ※2018 年版をもって休刊］ 

    『日本新聞年鑑』（日本新聞協会）［年刊］  

    『専門新聞要覧』（日本専門新聞協会）［年刊］ 

    《リサーチ・ナビ》（https://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/ 国立国会図書館） 

     テーマや資料群ごとに、国会図書館職員が調べものに有用だと判断した情報源を紹介しています。 

     「新聞を探す」（https://rnavi.ndl.go.jp/shinbun/）のページには、専門紙や明治・大正時代

の新聞の探しかたなど、新聞を探す際に役立つ情報がまとめられています。 

     「記事・論文の探し方」（https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-605.php）

のほか、雑誌について調べる際に参考になるページも複数あります。 

 

     

https://www.lib.pref.saitama.jp/collection/newspaper/news-list-01.html
https://www.lib.pref.saitama.jp/collection/newspaper/news-list-01.html
https://www.kentsu.co.jp/webnews/default.asp
https://www.decn.co.jp/onlineservice/News/search
http://kensan-news.com/kensaku.html
https://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/
https://rnavi.ndl.go.jp/shinbun/
https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-605.php
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 《日本建築学会ウェブサイト》（https://www.aij.or.jp/ 日本建築学会） 

  一般社団法人日本建築学会のウェブサイトで、建築に関する情報がまとまっています。 

  ウェブサイト内「建築関連リンク」（https://www.aij.or.jp/relation-link.html）のページには、国内

外関連機関、学校、出版情報等のサイトがまとめられています。 

  また、「アーカイブ検索」（https://www.aij.or.jp/archive-search.html）のページでは、日本建築

学会で発表された論文や日本建築学会図書館の所蔵資料が検索でるほか、建築に関する情報のデータ

ベースの提供、紹介を行っています。 

 《建築作品データベース》（http://kenchikuka.com/ behavior design） 

  設計者、物件名、建設地などから全国の建築作品の検索が可能です。検索結果から地図へのリンクもあり

ます。 

 《文化遺産オンライン》（https://bunka.nii.ac.jp/ 文化庁） 

  国や地方の有形・無形文化遺産についてのポータルサイトです。分野、時代、地域からの検索が可能です。

例えば、分野にある〈建造物〉、〈伝統的建造物群〉、〈史跡〉などの項目から、日本建築に関連する文化

遺産を調べることができます。 

 《写真の中の明治・大正》（https://www.ndl.go.jp/scenery_top/ 国立国会図書館） 

  国立国会図書館に所蔵されている明治・大正期の資料の中から、建造物等を含む写真を、地図やキーワ

ード、カテゴリーから検索・閲覧できるウェブサイトです。写真が掲載されている資料の《国会デジタルコレクシ

ョン》（https://dl.ndl.go.jp/ 国立国会図書館）へのリンクもあります。現在は、東京、関西、東北地

域編が公開されています。 

 

◆ 調べ物に便利なオンラインデータベースを活用しましょう！ 

 図書館には図書だけでなく、「オンラインデータベース」があるのをご存じですか？  

 「オンラインデータベース」とは、ある特定のテーマやジャンルの情報を収集・整理し、オンライン上で検索できる

ようにしたもののことで、正確かつ専門的な情報を手軽に検索することができます。 

４ 関連するウェブサイトを見る 

 埼玉県立図書館では、全部で 24 種類のオンライン

データベースを無料でご利用いただけます！ 

（※プリントアウトは有料です。） 

 ご利用になりたい方は、県立図書館の利用カード、

または住所を証明できるものをお持ちのうえ、 

 図書館カウンターまでお越しください。 

 図書館でご利用いただけるオンラインデータベースの

一覧や詳しい利用等については、《埼玉県立図書

館ウェブサイト》内「データベース紹介」のページ 

（ https://www.lib.pref.saitama.jp/guide/b

usiness/database.html） 

 からご確認いただけます。 

https://www.aij.or.jp/
https://www.aij.or.jp/relation-link.html
https://www.aij.or.jp/archive-search.html
http://kenchikuka.com/
https://bunka.nii.ac.jp/
https://www.ndl.go.jp/scenery_top/
https://dl.ndl.go.jp/
https://www.lib.pref.saitama.jp/guide/business/database.html
https://www.lib.pref.saitama.jp/guide/business/database.html

