
№ タイトル 出版者 創刊年

1 生活と住居 誠文堂新光社　（※この雑誌はガラスケース内にあります） 昭和21

2 ビルダース・ブレテン ブレテン社　（※この雑誌はガラスケース内にあります） 昭和22

3 家と土地 自由国民社 昭和34

4 住宅ガイド 自由国民社 昭和43

5 ハウスプラン 産報 昭和44

6 ホームアイデア 毎日新聞社 昭和44

7 マイハウス 住宅問題研究会 昭和44

8 月刊不動産地図 大興 昭和44 № タイトル 出版者 創刊年・発行年

9 月刊分譲地と別荘地 有朋社 昭和44 1 新建築 / 13巻 9号 新建築社 昭和12

10 現代の高層分譲住宅 大興 昭和44 2 建築文化 / 12巻 11号 通巻132号 彰国社 昭和32

11 新しい住宅 実業之日本社 昭和44 3 建築知識 全日本建築士会出版局 昭和34

12 優雅な生活 アグレマン社 昭和44 4 SD 鹿島研究所出版会 昭和40

13 これからの住宅 日本ハウジングセンター 昭和44 5 都市住宅 鹿島出版会 昭和43

14 月刊家 不二綜合出版 昭和45 6 建築界 / 21巻 1号 理工図書 昭和47

15 ハウジングジャーナル ハウジングジャーナル社 昭和47 7 a+u / 3巻 8号 エー・アンド・ユー 昭和48

16 実用ホーム大工 桃園書房 昭和48 8 住宅建築 建築資料研究社 昭和50

17 住宅建築研究所報 新住宅普及会[ほか] 昭和49 9 インテリア / 210号 インテリア出版 昭和51

18 別冊住宅画報 住宅新報社 昭和53 10 新住宅 / 38巻 通巻428号 新住宅社 昭和58

19 季刊パナホーム ナショナル住宅建材PRセンター 昭和54 11 建築画報 / 22巻 2号 通巻190号 建築画報社 昭和61

20 ハウス & ホーム 学習研究社 昭和56 12 近代建築 / 42巻 4号 近代建築社 昭和63

21 二重奏 二世帯住宅研究所 昭和56

22 週刊読売住宅案内 読売新聞社 昭和58

23 ハウジング情報 日本リクルートセンター 昭和59

24 ふたりの住まい CBS・ソニー出版 昭和60

25 Espace エムジー 昭和63

26 私の家づくり 主婦と生活社 昭和63 № タイトル 出版者 創刊年

1 建築史 吉川弘文館 昭和14

2 城郭史研究 日本城郭資料館調査会 昭和43

3 TAU 商店建築社 昭和47

4 季刊住宅と社会 ダイヤモンド社 昭和49

5 季刊大林 大林組 昭和53

6 山河計画 思考社 昭和54

7 キーワード50 建知出版 昭和57

8 BCS 建築業協会 昭和57

9 パブリック・スペース 日本交通文化協会 昭和57

10 季刊まち&すまい 住宅・都市整備公団 昭和57

11 いえろじい ハウジング文化センター 昭和58

12 新住宅普及会住宅建築研究所研究所だより 新住宅普及会住宅建築研究所 昭和59

13 Wacoa 壁装材料協会 昭和61

14 新・くらし文化の本 ナショナル住宅産業 昭和61

住宅情報

建築雑誌インデックス

建築と文化

― 展示資料リスト ―

東京都立多摩図書館

創刊号に見る昭和の時代 その五 建築雑誌 
平成28年１月8日（金）～3月2日（水） 
休館日：2月4日（木）・2月21日（日） 

展示資料リスト 

都立多摩図書館「東京マガジンバンク」常設展示 



№ タイトル 出版者 創刊年 № タイトル 出版者 創刊年

1 住宅と庭園 住宅と庭園社　（※この雑誌はガラスケース内にあります） 昭和9 1 建築家 日本建築家協会 昭和43

2 ディテール 彰国社 昭和39 2 ハウジング ハウジング社 昭和45

3 寒地建築 北海道建築指導センター 昭和46 3 住宅産業 住宅新報社 昭和45

4 別冊都市住宅 鹿島研究所出版会 昭和49 4 日経アーキテクチュア 日経マグロウヒル社 昭和50

5 現代建築 現代建築出版社 昭和51 5 建築士と実務 オーム社 昭和53

6 別冊商店建築 商店建築社 昭和54 6 積算ジャーナル 経済調査会出版部 昭和53

7 建築知識 資料版 設計カタログ 建築知識 昭和60 7 中小商業ビル 商店建築社 昭和55

8 別冊新建築 新建築社 昭和55 8 ALC建築 東伸企画社 昭和58

9 和風建築 建築資料研究社 昭和56 9 建設けいざい 経済調査会 昭和61

10 Archi Soft 井上書院 昭和58

11 建築設計資料 建築資料研究社 昭和58

12 at デルファイ研究所 昭和60

13 wind 商店建築社 昭和61

14 住宅特集 新建築社 昭和61

№ タイトル 出版者 創刊年

1 ジャパンインテリア ビスタ 昭和38

2 美しい部屋 主婦と生活社 昭和52

3 インテリアライフ ニューハウス出版 昭和54

4 ふたりの部屋 主婦の友社 昭和54

5 モダンリビング 婦人画報社 昭和54

№ タイトル 出版者 創刊年 6 フェリカ CBSソニー出版 昭和56

1 ED 近代家具 昭和47 7 アーキテクチュラル・ダイジェスト・ジャパン 福武書店 昭和58

2 ポートフォリオ 誠文堂新光社 昭和60 8 ティーンの部屋 学習研究社 昭和59

3 イコン スーパーイコン出版 昭和61 9 プレジデントボーネン プレジデント社 昭和60

10 Plus 1 主婦の友社 昭和61

№ タイトル 出版者 創刊年 № タイトル 出版者 創刊年

1 造 きづき書房 昭和39 1 ガーデンライフ 誠文堂新光社 昭和37

2 建築音響 日本音響材料協会 昭和40 2 さつき研究 さつき研究社 昭和45

3 設備と管理 オーム社 昭和42 3 盆栽世界 樹石社 昭和45

4 ヒートポンプによる冷暖房 電力空調研究会 昭和47 4 庭 建築資料研究社 昭和47

5 建築設備工学研究所報 関東学院大学大沢記念建築設備工学研究所 昭和53 5 近代盆栽 近代盆栽社 昭和52

6 第3空間 INAX 昭和62 6 マイ・グリーン 平凡社 昭和57

7 フローリスト 誠文堂新光社 昭和59

8 花だより 世界文化社 昭和63

インテリア

デザイン

建築設備 庭

設計 ビジネス


