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左官文献一覧表　　Ver.1 (2009.07)

日本壁・文化 タイトル 著者・編者 出版地 出版社 出版年 形態 価格 シリーズ名 図書館 所有 注記 所有 紹介

日本壁 日本壁の研究 川上邦基 東京 竜吟社 1943 158p 図版(彩色) ; 19cm 国会図書館

日本壁 二条離宮御写真及実測図 川上邦基 東京 古建築及庭園研究会 1932 1冊(頁付なし) ; 40cm 国会図書館

日本壁 左官技法壁の作り方 森　規矩郎 東学社 1935 208p ; 20cm 国会図書館

日本壁 日本壁の研究 中村伸 東京 相模書房 1954 339p 図版 ; 22cm 国会図書館

日本壁 日本壁 : 技術と意匠 山田幸一 京都 学芸出版社 1983.9 159p ; 21cm 建築技術選書 国会図書館 世田谷区図書館 企画:日本建築協会

日本壁 日本壁のはなし 山田幸一 東京 鹿島出版会 1985.1 107p ; 19cm 1,200 物語ものの建築史 国会図書館 世田谷区図書館

日本壁 壁 山田幸一 東京 法政大学出版局 1981.12 270,8p ; 20cm 1,200 ものと人間の文化史 国会図書館

日本壁 日本の壁 山田幸一 京都 駸々堂出版 1982.5 245p ; 31cm 20 国会図書館

日本壁 左官工事 : 材料と施工法 山田幸一 東京 工業調査会 1971 271p ; 22cm 1,400 国会図書館

日本壁 文化財講座 日本の建築４　 山田幸一 伊藤延男〔ほか〕編　 東京 第一法規 1976 1,900

日本壁 建築材料の歴史 N.デヴィー著　山田幸一 東京 工業調査会 1969 362p 図版31枚;22cm 2,000 国会図書館

日本壁
講座飛鳥の歴史と文学. 1
白鳳建築の美しさ　山田幸一

横田健一,網干善教編
山田幸一著

京都 駸々堂出版 1980.3 300p ; 22cm 2,000 国会図書館

日本壁
講座飛鳥の歴史と文学. 2
土壁の機能と美　山田幸一

横田健一,網干善教編
山田幸一著

京都 駸々堂出版 1981.4 341p ; 22cm 2,300 国会図書館

日本壁
講座飛鳥の歴史と文学. 3
古代寺院建築の見方　山田幸一

横田健一,網干善教編
山田幸一著

京都 駸々堂出版 1982.8 283p ; 22cm 2,300 国会図書館 世田谷区図書館

日本壁
図解日本建築の構成 : 構法と造形の
しくみ

山田幸一 東京 彰国社 1986.2 110p ; 26cm 2,200 国会図書館

日本壁 図学精義 山田幸一,宮崎興二 東京 工業調査会 1972 264p ; 22cm 1,000 国会図書館 世田谷区図書館

日本壁 左官入門 鈴木忠五郎 東京 彰国社 1962 176p 図版 ; 19cm 国会図書館

日本壁 左官技術 鈴木忠五郎 東京 彰国社 1971 341p ; 19cm 1,000 国会図書館 世田谷区図書館

辞典 左官辞典 鈴木忠五郎 東京 ヤブ原商店出版部 1960 549p 図版 ; 16cm 国会図書館

日本壁 誰にもわかる左官工学 鈴木忠五郎 東京 ヤブ原商店出版部 1955 3版 530p 図版 ; 19cm 国会図書館 室内壁上塗用材料見本(はり付)13点

日本壁 建築構造学 鈴木忠五郎 大阪 淀屋書店出版部 昭和8 266p ; 22cm 国会図書館

日本壁 建築製図法講義. 上巻 鈴木忠五郎 大阪 淀屋書店出版部 昭和9 18,316p ; 23cm 国会図書館

日本壁 左官工事 : ワンポイント=建築技術 小俣一夫 東京 井上書院 1981.7 143p ; 26cm 2,300 国会図書館

日本壁 塗り材料の基礎知識 小俣一夫 東京 工文社 1982.1 230p ; 21cm 2,800 国会図書館 発売:柏書房

日本壁 塗り材料の基礎知識　改訂 小俣一夫 東京 工文社 1991.5 230p ; 21cm 3,500 国会図書館 発売:柏書房

日本壁 建築用仕上塗材のはなし 小俣一夫 東京 工文社 1985.5 222p ; 26cm 2,400 国会図書館

日本壁 土壁・左官の仕事と技術 佐藤嘉一郎,佐藤ひろゆき 京都 学芸出版社 2001.2 191p ; 19cm 1,800 国会図書館

日本壁 塗り壁と建築 馬場明生 東京 朝倉書店 2005.3 186p ; 26cm 4,500 技術シリーズ 国会図書館

左官技術 セメント代用土の研究 中村伸 東京 産業図書 1948 316p ; 21cm 国会図書館

左官技術 左官読本 中村伸 東京 彰国社 1962 344p ; 22cm 国会図書館

左官技術 左官の知識及彫刻手引 中西　由造 吉田工務所出版部 1930 京都府立図書館 奥付の書名：和洋左官の知識及彫刻手引

左官文化 壁の遊び人=左官・久住章の仕事 久住章語り 横浜 世織書房 2004.12 208p ; 20cm 1,800 国会図書館 佐平

左官文化 久住章の仕事 久住章語り 東京 INAX REPORT　no157 世田谷区図書館

左官文化 日本の壁 : 鏝は生きている INAXｷﾞｬﾗﾘｰ企画委員会 東京 INAX出版 1985.5 84p ; 21×21cm 1,575 国会図書館

左官文化 のたうつ者 挾土秀平 東京 毎日新聞社 2008.9 160p ; 19cm 1,260

左官文化 漆喰復活-天然建材5000年の底力 船瀬俊介 東京 彩流社 2008 346p ; 19cm 2,310

住宅施工 マンガで学ぶ木の家・土の家 小林一元,高橋昌巳,宮越喜彦 東京 井上書院 1998.6 134p ; 26cm 2,500 国会図書館

随筆 職人達の春 安野光雅 東京 講談社 2002 国会図書館

中国古代の版築技術の日本への伝播
経路とその変遷 : 中国良渚文化時代
の基壇から日本の古墳まで

鬼塚克忠 佐賀大学 2006 国会図書館
文部科学省科学研究
費補助金研究成果報
告書

日本農書全集. 第65巻 開発と保全 2
通潤橋　八斗漆喰

布田保之助〔著〕 農山漁村文化協会 1997.6 国会図書館

事典 左官事典 日左連編 東京 日左連 2004.5 809p ; A5版 5,000
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茶室・文化 タイトル 著者・編者 出版地 出版社 出版年 形態 価格 シリーズ名 図書館 注記 所有 紹介

教養 国宝・重文の茶室 中村昌生 東京 世界文化社 1997.7 254p ; 37cm 26,000 国会図書館

教養
古典に学ぶ茶室の設計 : 中村昌生が
語る建築講座 中村昌生 東京 建築知識 1999.1 271p ; 30cm 3,600 建築知識ｽｰﾊﾟｰﾑｯｸ 国会図書館

教養 桂離宮 鈴木嘉吉,中村昌生編 東京 小学館 1995.7 356p ; 39cm 69,000 国会図書館

教養 座敷と露地 : 茶の本 中村昌生編著 東京 新潮社 1978.3 357p ; 36cm 95,000 国会図書館

教養 数寄の空間 : 中村昌生の仕事. 1 中村昌生 京都 淡交社 2000.6 447p ; 31cm 国会図書館

教養 数寄の空間 : 中村昌生の仕事. 2 中村昌生 京都 淡交社 国会図書館

教養
数寄屋と五十年 茶の建築の研究と和
の創造をたどる 中村昌生 京都 淡交社 2007.3 559p ; 22ｃｍ 5,000 京都府立図書館

教養
江戸と上方 : 東男と京女
京間と田舎間 / 中村昌生著

池田弥三郎,林屋辰三郎編 東京 至文堂 1964.2 国会図書館

教養 釜と炉・風炉 淡交社編集局／編 淡交社 2007.4 147p 京都府立図書館

随筆・紀行 タイトル 著者・編者 出版地 出版社 出版年 形態 価格 シリーズ名 図書館 注記 所有 紹介

随筆 九州の壁50話 井上忠久 熊本
熊本日日新聞情報文
化センター (製作)

1997.5 269p ; 21cm 2,000 国会図書館

随筆 くまもとの壁 : 50話 井上忠久 熊本
熊本日日新聞情報文
化センター (製作)

1992.1 191p ; 21cm 3,000 国会図書館 八斗漆喰

紀行 「泥小屋探訪」　奈良・山の辺の道 INAXギャラリ－ 東京 INAX出版 2005.3 1,575

紀行 「秘土巡礼-土はきれい、土は不思議」 栗田宏一、芳村俊一 東京 INAX出版 2001.9 71p ; 20×20cm 1,575

随筆 左官礼讃 小林澄夫 福岡 石風社 2001.8 428p ; 20cm 2,800 国会図書館

随筆 左官礼讃Ⅱ 小林澄夫 福岡 石風社 2009.5 271p ; 20cm 2,310
泥の本 小林澄夫 東京 小林澄夫

随筆 季節のかたみ 幸田　文 東京 講談社 1996.6 353p ; 文庫 660 「壁つち」収録

技術 タイトル 著者・編者 出版地 出版社 出版年 形態 価格 シリーズ名 図書館 注記 所有 紹介

辞典 左官実用百科宝典 中村勝哉編 東京 ヤブ原商店出版部 1956 353,35,68p 図版 ; 19cm 国会図書館

左官技術 ソ連における左官工法
エム・オー・サメートン,ゲー・エ
ル・ソコーリン著　波木守,大
浜嘉彦,河野重弘共訳

東京 技報堂 1967 183p ; 19cm 650 技報堂全書 国会図書館

左官技術 左官道具のはなし 崎山茂樹

事典 [建築携帯ブック] 左官 高橋昌巳 東京 井上書院 2006.9 75p ; 18cm 1,700 国会図書館

美術 タイトル 著者・編者 出版地 出版社 出版年 形態 価格 シリーズ名 検索 注記 所有 紹介

壁画 日本壁画の研究 田中重久 大阪 東華社書房 1944 360p 図版34枚 ; 26cm 国会図書館

フレスコ画のルネサンス－壁画に読む
フィレンツェの美－

宮下孝晴 東京 日本放送出版協会 2001.1 239ｐ　図版64ｐ 2,500 世田谷図書館

壁画 フレスコ画への招待 大野彩 東京 岩波書店 2003.8 174,10p ; 18cm 940 国会図書館 世田谷区図書館

壁画
フレスコ画の制作 : 基本技法から壁画
制作まで 丹羽洋介 東京 美術出版社 1979.9 137p ; 22cm 1,800 新技法シリーズ 国会図書館 世田谷区図書館

壁画 ﾌﾚｽｺ画の技法：知識と制作のすすめ 三野哲二 東京 日貿出版社 1998.9 117p ; 30cm 3,800 国会図書館 世田谷区図書館

壁画
フレスコ画制作 : イタリアの伝統的な
壁画美術技術 坂田秀夫・由美子 東京 坂田秀夫 2001.5 138p ; 29cm 10,000 国会図書館

黄金テンペラ技法－イタリア古典絵画
の研究と制作－ 紀井利臣 東京 誠文堂新光社 2006.9 151ｐ 2,600 世田谷区図書館

トンプソン教授のテンペラ画の実技 ﾀﾞﾆｴﾙ・ﾊﾞｰﾆｰ・ﾄﾝﾌﾟｿﾝ著 松戸 三好企画 2005.7 223ｐ 1,714 世田谷区図書館

壁画 世界の洞窟壁画 : 石器時代からの声 ﾀﾞｸﾞﾗｽ・ﾏｿﾞﾉｳｨｯﾂ著 田口実訳東京 佑学社 1979.1 222p ; 26cm 3,600 国会図書館 世田谷区図書館
© 2009 左官的塾 All rights reserved.



3
壁画 フランスの洞窟壁画を訪ねて 長坂宏 東京 新風舎 2003.6 109ｐ 1,200 世田谷区図書館

壁画 アルタミラ 武田秀雄 東京 冬樹社 1979.9 1,900 世田谷区図書館

写真 外壁の意匠 和風建築社編 東京 建築資料研究社 1999.2 175p ; 29cm 4,800 和風建築シリーズ 国会図書館

写真 織りなされた壁 : 近代建築への30年 下村純一写真・文 東京 グラフィック社 1983.4 158p ; 30cm 3,500 国会図書館

写真 ガウディ : 建築の美 下村純一写真・文 東京 クレオ 1997.3 47p ; 15×15cm 1,000 国会図書館

写真 細部の神々 : モダン建築ディテール 下村純一写真・文 東京 平凡社 1988.8 79p ; 27cm 2,900 国会図書館

写真 小松義夫・世界のおもしろ住宅 小松義夫 東京 松下電工汐留ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 2004 71ｐ ; 23ｃｍ 渋谷区図書館

写真 世界あちこちゆかいな家めぐり 小松義夫 東京 福音館書店 200410 40ｐ ; 26ｃｍ 渋谷区図書館

写真
世界の不思議な家を訪ねて
土の家、石の家、草木の家、水の家 小松義夫 東京 角川書店 200602 223ｐ ; 18ｃｍ 渋谷区図書館

写真 地球人記 小松義夫 東京 福音館書店 200106 333ｐ ; 31ｃｍ 渋谷区図書館

写真 地球生活記 小松義夫 東京 福音館書店 199906 333ｐ ; 32ｃｍ 渋谷区図書館

写真 ぼくの家（うち）は「世界遺産」 小松義夫 東京 白水社 200711 174ｐ ; 20ｃｍ 渋谷区図書館
世界の子どもたち　７      ブータン－竜
の子ティンレイ－小松義夫写真・文 小松義夫 東京 偕成社 1986 39ｐ 1,400 世田谷区図書館

鏝絵 土の絵師　伊豆長八の世界 村山道宣編 木蓮社 2002 世田谷区図書館

鏝絵 鏝絵放浪記 藤田洋三 石風社 2001

鏝絵 消えゆく左官職人の技　鏝絵 藤田洋三 小学館 1996

鏝絵 伊豆長八 結城素明 芸艸堂 1938

鏝絵 伊豆長八の世界－土の絵師－ 村山道宣編 木蓮社 2002.11 2,800

鏝絵 伊豆長八の倉　 荒俣宏著
鏝絵 鏝 : 伊豆長八と新宿の左官たち

美術工芸品から近代建築まで 新宿区立新宿歴史博物館編 東京 新宿区教育委員会 1996.1 94p ; 30cm 国会図書館
新宿区成立50周年新
宿歴史博物館特別展

鏝絵 鏝絵 : 消えゆく左官職人の技 藤田洋三 東京 小学館 1996.12 128p ; 21 国会図書館

鏝絵
鏝絵の技法と鏝絵に見る文化財保存
のあり方について : 京都市を中心に 佐藤和佳子 上越 北越出版 (製作) 1997.1 31p ; 30cm 国会図書館

鏝絵 おこう伝

松崎町海鼠壁のある建物 松崎町文化財保護審議会編 松崎町教育委員会 2002.9

百蔵 DOZO 山本寿仁 KK山本建設自家版 2000
蔵の町をゆく　上,下 西田成夫 小学館 1995

左官組合 上方　左官物語
大阪府左官工業組合記念
誌編集委員会編

1994

道具古事記 前久夫 東京美術 1983

蔵 川添登監修
文芸春秋事業出版
コーナー編

1979

建築工具史話 泥塗りの鏝 李家正文 相模書房 1967

日曜左官 日曜左官の仕方 田中隆之助 大文館書店 1960

日曜左官 日曜左官 高荷宏 池田書店 1959
建築学会パンフレット3-10漆喰壁の知識 吉田享二 建築学会 1930
世界の民家・住まいの創造 川島宙次 相模書房 1990
草のちから藁の家［INAX BOOKLET］ INAX出版 INAX出版 2000.6
世界のおもしろ住宅 松下電工コミュニティーセンター 1993.5 国会図書館
ｼﾗｽ物語 : 二十一世紀の民家をつくる 袖山研一監修 農山漁村文化協会 2005.1 国会図書館

京都造形芸術大学・芸術学部・芸術学科・文化財
科学コース

© 2009 左官的塾 All rights reserved.
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研究論文 タイトル 著者・編者 出版地 出版社 出版年 形態 価格 シリーズ名 図書館 注記 所有 紹介

土壁論文
伝統的建築物の土壁の色彩 : 京都島
原の角屋

廣川美子 京都 大龍堂書店 2001.6 89p ; 30cm 1,800 国会図書館

土壁論文
旧高戸家住宅の土壁の色彩 : かもがた町
家公園内にある伝承館と交流館の土壁の
色彩

廣川美子 京都 大龍堂書店 2003.5 121p ; 30cm 2,400 国会図書館

土壁論文 土壁からみた21世紀の町並みのﾃﾞｻﾞｲﾝ 廣川美子 国会図書館

土壁論文
土壁からみた京都の街の色-科学的
方法による土壁の色彩と表情の提案 廣川美子 国会図書館 文部科学省科学研究費補助金研究成果報告書

土壁論文
芸術工学への誘い. 10　土壁からみた
如庵研究ノート. 続 / 廣川美子 岐阜新聞社 岐阜 岐阜新聞情報センター2006.5 349p ; 21cm 国会図書館

土壁論文
芸術工学への誘い. 11　土壁からみた
如庵研究ノート. 続 / 廣川美子 岐阜新聞社 岐阜 岐阜新聞情報センター2007.7 国会図書館

土壁論文
芸術工学への誘い. 9　土壁からみた
如庵研究ノート. 続 / 廣川美子 岐阜新聞社 岐阜 岐阜新聞情報センター2006.5 349p ; 21cm 国会図書館

土壁論文
未来を拓く新しい建築システム　木舞
土壁に用いる壁土の性質

早稲田大学建築学科「未来を
拓く新しい建築システム」研究
グループ

建築技術 2006.1 264p 2,700 京都府立図書館

土壁
補強土壁工法FAQ 50 : 補強土壁工法
に関するよくある質問と回答50題 小川憲保 理工図書 2004.12 191頁 2,800

土壁 補強土壁工法の種類と選定 小川憲保 理工図書 2000.8 228p 3,200

土塗壁・面格子壁・落とし込み板壁の
壁倍率に係る技術解説書

土塗壁等告示に係る技
術解説書作成編集委員
会編

2004.2 国会図書館

報告書 タイトル 著者・編者 出版地 出版社 出版年 形態 価格 シリーズ名 図書館 注記 所有 紹介

報告書
文化財施設の保存環境の研究 : 平成
13～17年度研究成果報告書

文化財研究所東京文化財
研究所保存科学部編

東京
文化財研究所東京文
化財研究所

2006.3 329p ; 30cm 国会図書館

報告書 高松塚古墳壁画調査報告書
高松塚古墳総合学術調査
会編

京都 便利堂 1974
40p 図71枚 透視
図7枚(袋入) ;
36cm

13,000 国会図書館 文化庁の委託による 箱入

報告書
川越市都市重要建築物　佐久間家土
蔵修理工事報告書 伝統技術研究会 東京 伝統技術研究会

報告書 所沢の土蔵における技法 伝統技術研究会 東京 伝統技術研究会 1999

報告書 日干し煉瓦の保存
文化財研究所東京文化財研
究所国際文化財保存修復協
力センター編

東京
文化財研究所東京文化
財研究所国際文化財保
存修復協力センター

2005.2 119p ; 26cm 国会図書館

報告書 ｱｼﾞｱ文化財保存修復研究会報告書 第1回
東京国立文化財研究所国際
文化財保存修復協力セン
ター

東京
東京国立文化財研究
所国際文化財保存修
復協力センター

1997.1 82p ; 30cm 国会図書館

漆喰の硬化過程 / 稲葉治美ほか著　土壁の吸放湿特
性に関する実験的研究 / 古谷太慈,石崎武志著 　寒冷
環境下における版築の強度発現 / 武田一夫,石崎武志,
登尾浩助著
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仕様書・教科書 タイトル 著者・編者 出版地 出版社 出版年 形態 価格 シリーズ名 図書館 注記 所有 紹介

仕様書
建築工事標準仕様書・同解説 JASS 15
左官工事

日本建築学会編著 東京 日本建築学会 2007.6 320p ; 26cm 5,775 国会図書館

仕様書
建築設計者・監理者のための左官仕上げガ
イドブック : 左官の技、伝統を現代に活かす

日本左官業組合連合会『左
官仕上げガイドブック』編集委
員会編

東京 日本左官業組合連合会1997.1 115p ; 30cm 国会図書館

仕様書 左官工法指針. 1961年版 日本建築協会 大阪 日本建築協会 1960 156p ; 22cm 国会図書館 附:左官工事用材料規格と標準仕様書

仕様書 左官工法指針. 1961年版 日本建築協会 大阪 日本建築協会 1956 156p ; 22cm 国会図書館 附:左官工事用材料規格と標準仕様書

仕様書 左官施工管理者教育テキスト
建設大臣官房官庁営繕
部,建設省計画局編

東京 建設業振興基金 1983.2 3冊 ; 26cm 国会図書館

日左連 Sakan 日本左官業組合連合会 東京 日本左官業組合連合会1988 国会図書館

日左連
左官建築探訪 : Excellent architecture
: 匠の技と新しい表現

日本左官業組合連合会 東京 日本左官業組合連合会1998.1 133p ; 37cm 国会図書館

職訓教材 左官

雇用・能力開発機構 職業能
力開発総合大学校 能力開発
研究センター編

東京 職業訓練教材研究会 2008.3 339p ; 26cm 2,898 国会図書館 厚生労働省認定教材

職訓教材 左官材料
雇用促進事業団職業訓練
研究センター編

東京 職業訓練教材研究会 1987.3 122p ; 21cm 600 国会図書館 労働省認定教材

職訓教材 左官仕様および積算
雇用促進事業団職業訓練
研究センター編

東京 職業訓練教材研究会 1987.3 84p ; 21cm 420 国会図書館 労働省認定教材

左官工事 左官工事ディテール 工文社編 東京 工文社 1985.9 525p ; 26cm 7,000 国会図書館 監修:西忠雄　発売:柏書房

左官工事 左官工事の計画と施工 高橋壮年,氷見恵二 東京 鹿島出版会 1986.7 112p ; 22cm 建築現場技術選書 国会図書館

専門誌 タイトル 著者・編者 出版地 出版社 出版年 形態 価格 シリーズ名 図書館 注記 所有 紹介

コンフォルト 「日本の素材：土」 2003年4月号 コンフォルト編集部 東京 建築資料研究社 2003.4 160p ; A･4変版 1,600
コンフォルト 「土と左官の力」 2007年6月号 コンフォルト編集部 東京 建築資料研究社 2007.6 160p ; A･4変版 1,600
コンフォルト 土と左官の本　1 アイシオール 東京 建築資料研究社 2002.4 160p ; A･4変版 2,200
コンフォルト 土と左官の本　2 アイシオール 東京 建築資料研究社 2003.7 152p ; A･4変版 2,200
コンフォルト 土と左官の本　3 アイシオール 東京 建築資料研究社 2005.5 152p ; A･4変版 2,200
コンフォルト 土と左官の本　4 アイシオール 東京 建築資料研究社 2008.12 152p ; A･4変版 2,200

建築知識 建築知識 建築知識 東京 建築知識

月刊さかん コーパス 東京 コーパス 2008 80p ; B5版 735

左官教室 黒潮社 東京 黒潮社
建材ﾌｫｰﾗﾑ 工文社 東京 工文社

日左連 日左連 東京 日左連

古典・日記 タイトル 著者・編者 出版地 出版社 出版年 形態 価格 シリーズ名 図書館 注記 所有 紹介

古典文学 枕草子 清少納言 築地塀

その他・教養 タイトル 著者・編者 出版地 出版社 出版年 形態 価格 シリーズ名 図書館 注記 所有 紹介
歴史書,環境

小説 青べか物語 山本周五郎

自然素材 日本の知恵 遠藤ケイ 東京 小学館

自然素材 天然素材の生活道具 かくまつとむ 東京 小学館

絵本 どぞう 村尾かずこ 九州 石風社 2005.11

落語 三方一両損

落語/歌舞伎 文七元結

訳書 タイトル 著者・編者 出版地 出版社 出版年 形態 価格 シリーズ名 図書館 注記 所有 紹介

ウィトル・ウィウス建築書 森田慶一訳 東海大学出版会 1969
建築材料の歴史　N・デヴィー 山田幸一訳 工業調査会 1969
天工開物

「施工・工程管理編」「品質管理編」「原価管理編」
に分冊刊行
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未整理 タイトル 著者・編者 出版地 出版社 出版年 形態 価格 シリーズ名 図書館 注記 所有 紹介

石灰及膠泥ノ説 石橋絢彦 東京 工学書院 明31.3 180p ; 18cm 国会図書館
セメント篇 石橋絢彦 東京 工学書院 明33.5 344p ; 20cm 国会図書館
セメント類使ヒ方 石橋絢彦 東京 大倉書店 大正8 319p ; 22cm 国会図書館
石灰工業50年のあゆみ 日本石灰協会編 東京 日本石灰協会 2000.1 265p ; 31cm 国会図書館
土佐石灰之沿革 入交太次平編 高知 入交太次平 明36.3 63p ; 24cm 国会図書館

一般教養 宮沢賢治と秋田 : 石灰肥料ｾｰﾙｽの旅 宮城一男 弘前 緑の笛豆本の会 2000.7 45p ; 9.4cm 国会図書館

一般教養 農民の地学者・宮沢賢治 宮城一男 東京 築地書館 1975
211p 図 肖像 ;
20cm

1,300 国会図書館

吉澤石灰工業125年史 125年史編纂委員会編 東京 吉澤石灰工業 1999 193p ; 27cm 国会図書館

日左連 石川県左官の歩み
石川県左官業組合連合会
会史編集委員会編纂

金沢 石川県左官業組合連合1990.11 217p 図版16枚 ; 27cm 国会図書館

日左連 上方左官物語 : 昭和九年～平成六年
大阪府左官工業組合記念
誌編集委員会編

大阪 大阪府左官工業組合 1994.1 120p ; 26cm 国会図書館 大阪府左官工業組合創立六十周念記念

左官随筆
京の大工棟梁と七人の職人衆　京壁と
向き合う-森川邦男(左官) 笠井　一子 草思社 1999.6 249ｐ 1,800 京壁と向き合う－森川邦男（左官）

京の職人衆が語る桂離宮 笠井　一子 草思社 2001.07 254ｐ 新宿区図書館
現代文明二つの源流 中尾佐助 朝日新聞社 1978
塗装工作法　上 森　規矩郎 東学社 1936 169ｐ ; 23ｃｍ 京都府立図書館

塗装工作法　下 森　規矩郎 東学社 1936 １31ｐ ; 23ｃｍ 京都府立図書館

塗装工作法. 上,中,下巻 森　規矩郎 東学社 1936 3冊 ; 23cm 国会図書館
実技指導コンクリート細工 飯野　香 東学社 1939.3 262p ; 20ｃｍ 京都府立図書館

聞き書・日本建築の手わざ　第３巻 伊藤ていじ監修 東京 平凡社 2000.4 324ｐ 1,800 世田谷区図書館 左官うつりかわり　伊藤ていじ聞き
東アジアと日本　考古・美術編 田村円澄先生古稀記念会編 東京 吉川弘文館 1987.12 623ｐ 11,000 世田谷区図書館 木川土城の版築工法　尹武炳著
築城三代 井上宗和 東京 文芸春秋 1987.12 235ｐ 1,200 世田谷区図書館 版築の城・江戸城
和風建築の大研究－風土にあった生
活　日本人の知恵と工夫－ ＰＨＰ研究所編 東京 ＰＨＰ研究所 2006.4 79ｐ 2,800 世田谷区図書館

世田谷区文化財調査報告集　８
世田谷区教育委員会生涯
学習課文化財係編

東京 世田谷区教育委員会 1999 40ｐ 世田谷区図書館

家をつくることは快楽である 藤森照信 松戸 王国社 1998.11 219ｐ 1,800 世田谷区図書館

神長官守矢史料館 藤森照信 東京 ＴＯＴＯ出版 1992.6 1,942 世田谷区図書館

西洋館デザイン集成　３ 増田彰久写真　藤森照信文 東京 講談社 1988 226ｐ 40,000 世田谷区図書館

タンポポ・ハウスのできるまで 藤森照信 東京 朝日新聞社 1999.7 339ｐ 2,400 世田谷区図書館

タンポポの綿毛 藤森照信 東京 朝日新聞社 2000.4 213ｐ 1,600 世田谷区図書館

藤森流自然素材の使い方 藤森照信 東京 彰国社 2005.9 247ｐ 2,400 世田谷区図書館

ニラハウス 赤瀬川原平
職人暮らし 原田多加司 筑摩書房 2005.1 222ｐ ちくま新書　562 新宿区図書館

かまど神と「はだかかべ」 新長明美 日本経済評論社 新宿区図書館

鏝　伊豆長八と新宿の左官たち 新宿区教育委員会 東京 新宿区教育委員会 1996.1 93ｐ 新宿区図書館

百年の歩み 東京都左官工業協同組合東京
東京都左官工業協同
組合

1983 217ｐ 新宿区図書館

三十五年の歩み 東京都左官職組合連合会東京 東京都左官職組合連合1981 新宿区図書館

高松塚への道 網干善教 草思社 2007.1 236ｐ 新宿区図書館

和漢三才図会 (わかんさんさいずえ) 寺島良安 1712

新宿区成立50周年　新宿歴史博物館特別展
会期：平成8年10月26日～11月24日

世田谷区図書館
京都府立図書館

© 2009 左官的塾 All rights reserved.
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建築史 タイトル 著者・編者 出版地 出版社 出版年 形態 価格 シリーズ名 図書館 注記 所有 紹介

建築史 日本建築史基礎資料集成　各巻 太田博太郎編 東京 中央公論美術出版 1971

建築史 文化財講座　日本の建築　1-5 伊藤延男編 第一法規出版 1976

建築史 古建築の細部意匠 近藤豊 大河出版 1972

土の本 タイトル 著者・編者 出版地 出版社 出版年 形態 価格 シリーズ名 図書館 注記 所有 紹介

土壌調査法 菅野一郎 古今書院 1966
土の科学 大政正隆 NHKブックス 1977
土のはなし　Ⅰ　Ⅱ　Ⅲ 土質工学土のはなし編集ｸﾞﾙｰﾌﾟ編 技報堂出版 1979
土のはなし 岩田進午 大月書店 1985
土のはたらき 岩田進午 家の光協会 1991
地形と耕地の基礎知識　自然がつくる
土・人間がつくる土 山根一郎 農山漁村文化協会 1985

土をみつめる　粘土鉱物の世界 須藤談話会編 三共出版 1986
土をはかる 稲村勝子 日本規格協会 1987
土の健康と物質循環 日本土壌肥料科学会編 博友社 1988
土の世界 土の世界編集グループ 朝倉書店 1990
絵とき　ヒトの命を支える土　 松尾嘉郎・奥薗寿子 農山漁村文化協会 1990
絵とき　土と遊ぼう　からだで感じる地
球のいのち 松尾嘉郎・奥薗寿子 農山漁村文化協会 1990

土の危機 小山雄生 読売新聞社 1990
東京大学公開講座51　土 有馬朗人ほか 東京大学出版会 1990
土の100不思議 日本林業技術協会編 東京書籍 1990
土と堆肥と有機物 松崎敏英 家の光協会 1992
環境土壌学-人間環境としての土壌学 松井健・岡崎正規編 朝倉書店 1993
土のある惑星 都留信也 岩波書店 1994
土の中の生き物 青木淳一・渡辺弘之監修 築地書館 1995
森を支える土壌動物 新島渓子・伊藤雅道 林業科学技術振興所 1996
百姓絵日記 渡辺清 日本経済評論社 1983
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