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保存技術協会 編 

甲府市 2010 

＜526.37 39＞ 

 

 

再生名建築／足立裕司 ほか編著 

鹿島出版会 2009 

＜523.1 101＞ 

 

東京都港区指定有形文化財明治学院礼拝堂保
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江戸東京たてもの園前川國男邸復元工事報告
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築歴史・意匠)／木下 裕貴，林田 大作 

学術講演梗概集 Ｆ-２ 建築歴史・意匠 2010 
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容積移転手法の検討について-／片山 律，和

氣 秀典 

千葉工業大学研究報告 理工編 51 p173-179 

2004.3  

＜Z505 T29＞ 

 

 

横浜赤レンガ倉庫の保存と活用(日本近代・保

存,建築歴史・意匠)／中嶋 徹 

学術講演梗概集 Ｆ-２ 建築歴史・意匠 2003 

p707-708 2003.7  

＜Z520.4 N5＞ 

 

 

建築 日本工業倶楽部会館・三菱信託銀行本店

ビル(東京都千代田区) 特定街区の一体開発

で残った近代建築／日経アーキテクチュア編

集部 

日経ア－キテクチュア （742）p16-21 2003.4  

＜Z520 N＞ 

 

特集 岐路に立つ近代建築 保存・活用のカギ

を握るのは誰か／青野 昌行，西山 麻夕美，

中崎 隆司 

日経ア－キテクチュア （737）p52-77 2003.2  

＜Z520 N＞ 

 

大阪市中央公会堂  唯一無二の市民財産に 

(特集 岐路に立つ近代建築 保存・活用のカ

ギを握るのは誰か) (残る建築)／ 

日経ア－キテクチュア （737）p54-57 2003.2  

＜Z520 N＞ 

 



残る建築  (特集 岐路に立つ近代建築  保

存・活用のカギを握るのは誰か)／ 

日経ア－キテクチュア （737）p54-65 2003.2  

＜Z520 N＞ 

 

 

小笠原伯爵邸 民間の力で活用を図る (特集 

岐路に立つ近代建築 保存・活用のカギを握

るのは誰か)(残る建築)／ 

日経ア－キテクチュア （737）p58-60 2003.2  

＜Z520 N＞ 

 

 

豊郷小学校 住民パワーを全国が注視 (特集 

岐路に立つ近代建築 保存・活用のカギを握

るのは誰か)(残る建築)／ 

日経ア－キテクチュア （737）p62-64 2003.2  

＜Z520 N＞ 

 

 

同潤会青山アパート イメージを残して建て

替え (特集 岐路に立つ近代建築 保存・活用

のカギを握るのは誰か)(消える建築)／ 

日経ア－キテクチュア （737）p68-70 2003.2  

＜Z520 N＞ 

 

 

消える建築 (特集 岐路に立つ近代建築 保

存・活用のカギを握るのは誰か)／ 

日経ア－キテクチュア （737）p68-74 2003.2  

＜Z520 N＞ 

 

 

 

 

 

視点  一般と専門家での価値の共有が重要 

(特集 岐路に立つ近代建築 保存・活用のカ

ギを握るのは誰か)／ 

日経ア－キテクチュア （737）p75-77 2003.2  

＜Z520 N＞ 

 

 

建築を延命させる 関西日仏館のリノベーシ

ョンと近代建築の保存／三宅 理一 

日仏工業技術 48（1）p12-17 2002.8  

＜Z505 161＞ 

 

 

移情閣のコンクリートブロックに関する研究

(1)(日本近代・建築技術,建築歴史・意匠)／伊

藤 誠一郎，足立 裕司 

学術講演梗概集 Ｆ-２ 建築歴史・意匠 2001 

p309-310 2001.7  

＜Z520.4 N5＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


