
　

種別 No. タイトル 著者・編者／発行者 発行年 利用方法

1 杉並区立郷土博物館常設展示図録 杉並区立郷土博物館 2015

2
東京都指定有形文化財  旧前田侯爵家駒場本邸和館及び庭園等保存管理計
画

目黒区都市整備部みどりと公園課 2010

3
東京都指定有形文化財  旧前田侯爵家駒場本邸和館及び庭園等保存管理計
画 概要版

目黒区都市整備部みどりと公園課 2010

4 杉並区立郷土博物館常設展示図録 杉並区立郷土博物館 2015

5 荻外荘保存活用計画 杉並区都市整備部まちづくり推進課 2017

6 東京たてもの伝説 森  まゆみ／藤森  照信／岩波書店 2012

7 近代建築散歩 東京・横浜編 宮本  和義／アトリエＭ５／小学館 2007

8 東京建築 みる・あるく・かたる
倉方  俊輔／甲斐  みのり／京阪神エルマ
ガジン社

2012

9 東京の歴史的邸宅散歩 鈴木  博之／ＪＴＢパブリッシング 2010

10 超合法建築図鑑 建築文化シナジー 吉村  靖孝／彰国社 2006

1 足立区の文化財 足立区教育委員会生涯教育部郷土博物館 1990

2 袋村松澤家文書調査報告書 北区教育委員会教育振興部飛鳥山博物館事業係 2020

3
北区指定有形文化財（建造物）「旧松澤家住宅  附  倉屋」  移築復原工事報
告書

北区飛鳥山博物館 2016

4 北区のたからばこ 北区文化財ガイドブック 北区飛鳥山博物館／北区教育委員会 2016

5 板橋区指定文化財  旧粕谷家（東の隠居）住宅  保存活用計画 波多野純建築設計室／板橋区教育委員会 2017

6 杉並区の指定登録文化財 杉並区教育委員会 1988

7 杉並区の指定登録文化財 杉並区教育委員会 1992

8 杉並区の指定登録文化財 杉並区教育委員会 2003

9 甦った古民家 次大夫堀公園民家園の記録 第３輯
世田谷区教育委員会事務局生涯学習課文
化財係

2003

10
甦った古民家 養蚕農家  - 旧加藤家住宅主屋保存の記録 農村の酒屋 - 旧
城田家住宅主屋保存の記録 第４輯

世田谷区教育委員会事務局生涯学習・スポーツ課
文化財係

2005

11 甦った古民家 名主屋敷  -旧安藤家住宅保存の記録 第５揖
世田谷区教育委員会事務局生涯学習・ス
ポーツ課文化財係

2007

12 世田谷の長屋門 旧谷岡家表門保存の記録
世田谷区教育委員会事務局生涯学習・地
域・学校連携課文化財係

2008

13 目黒区古民家 区指定文化財
目黒区守屋教育会館郷土資料室／目黒区
教育委員会

2006

14 大石家住宅解体調査報告書 江東区教育委員会生涯学習部生涯学習課 1994

15 一之江名主屋敷景観整備事業報告書及び保存管理計画 戸田芳樹風景計画／一之江名主屋敷修理委員会 2000

16 上野下アパート 東上野５－４－３ 台東区教育委員会生涯学習課文化財担当 2015

17 平成１７年度 特別展図録 近代建築の好奇心  武田五一の軌跡 文京ふるさと歴史館／文京区教育委員 2005

18 特別展図録文京・まち再発見 近代建築からのアプローチ 文京ふるさと歴史館／文京区教育委員会 1998

19 成城みつ池の洋風住宅 旧山田家住宅修理の記録
世田谷区教育委員会事務局生涯学習・地
域学校連携課文化財係

2018

20 旧清水邸書院移築保存の記録 建文／世田谷区教育委員会 2014

21 久保家旧宅の記録
世田谷区教育委員会事務局生涯学習・地
域・学校連携課文化財係

2013

22 国指定史跡荻外荘 近衞文麿旧宅 杉並区教育委員会 2017

23 板橋区の近代建築 近代建築調査報告集 住宅編 板橋区建近代築調査団／板橋区教育委員会 1995

24 東京の近代建築 ここだけは見ておきたい Ⅰ 小林  一郎／吉川弘文館 2014

25 東京の近代建築 ここだけは見ておきたい Ⅱ 小林  一郎／吉川弘文館 2014

26 東京遺産な建物たち 東京新聞「東京遺産選定委員会」／新紀元社 2004

27 東京の近代洋風建築 近代洋風建築（第２次）調査報告 東京都教育庁生涯学習部文化課 1991

28 常盤台住宅物語 板橋区教育委員会生涯学習課文化財係 1999

29 旧東京第二陸軍造兵廠火薬研究所  近代化遺産群調査報告書 板橋区教育委員会生涯学習課文化財係 2016

30 板橋の古民家 板橋区教育委員会 1980

31 東京人　第１２巻４号　通巻１１５号(１９９７年４月号) 都市出版 1997
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「東京９区文化財古民家と東京の建築」示資料一覧

展示期間：令和３年１月18日（（月））～2月25日　（木）
展示期間終了後は、書棚へ移します。
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32 東京人　第１２巻７号　通巻１１８号(１９９７年７月号) 都市出版 1997

33 東京人　第１３巻４号　通巻１２７号(１９９８年４月号) 都市出版 1997

34 東京人　第１５巻４号 通巻１５２号 (２０００年４月号) 都市出版 2000

35 東京人　第１５巻９号 通巻１５７号 (２０００年９月号) 都市出版 2000

36 東京人　第１６巻３号 通巻１６４号 (２００１年３月号) 都市出版 2001

37 東京人　第１７巻１号 通巻１７４号 (２００２年１月号) 都市出版 2002

38 東京人　第１７巻９号 通巻１８２号 (２００２年９月号) 都市出版 2002

39 東京人　第１７巻１１号 通巻１８４号 (２００２年１１月号) 都市出版 2002

40 東京人　第１８巻３号 通巻１８８号 (２００３年３月号) 都市出版 2003

41 東京人　第２０巻４号 通巻２１３号 (２００５年４月号) 都市出版 2005

42 東京人　第２２巻２号 通巻２３６号 (２００７年２月号) 都市出版 2007

43 東京人　第２３巻５号 通巻２５４号 (２００８年５月号) 都市出版 2008

44 東京人　第２４巻１１号 通巻２７３号 (２００９年１１月号) 都市出版 2009

45 東京人　第２５巻７号 通巻２８４号 (２０１０年７月号) 都市出版 2010
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