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建築関係雑誌
建築雑誌には、設計図面や写真が豊富な雑誌、インテリア・エクステリアに関する雑誌、芸術としての建築
を分析評論した雑誌、身近な暮らしの中の建築をとりあげた雑誌など、さまざまな切り口のものがあります。
このリストは「建築と文化」「設計／意匠」「建築設備」「ビジネス」「インテリア」「庭」「住宅」の各
分野ごとに五十音順のリストとなっています。

タイトル

出版者

所蔵状況

解説

竹中工務店

79号 (1982年秋) ～

建築研究協会
建築史学会
企業組合建築
ジャーナル
新建築家技術者集
団
日本建築協会

8号 (2004年3月) ～
48号 (2007年3月) ～
967号 (2000年7月)
～欠号あり
14号 (1976年4月) ～
欠号あり
80集 通巻922号
(1999年1月) ～欠号
あり
2号 (2012年) ～

建築と文化
Approach
NPO木の建築
季刊大林
環境の管理 : 日本環
境管理学会誌
建築研究協会誌
建築史学
建築ジャーナル
建築とまちづくり
建築と社会

大手建設会社の竹中工務店のPR誌。内外の建築と文化・社会と
のかかわり、話題を写真と文で紹介。また、技術の紹介や竣工建
物を紹介。
木の建築フォラム 1号 (2001年12月) ～ NPO法人・木の建築フォラムの機関誌。伝統の知恵と技術を学
びながら、新しい木造建築のあり方を提案し、木を巡る生活文化
の再構築を図る情報を発信。
大林組
1号 (1978年) ～
大手建設会社の大林組のPR誌。毎号1つのテーマを特集。
日本環境管理学会 22号 (1998年10月) 日本環境管理学会の学術論文誌。
～欠号あり

すまいろん : 住総研レ 住総研
ポート

会誌。古建築の修復・保存の研究、報告。
建築史・都市史の論文を中心に、関連する資料、記事を掲載。
建築・都市の批評誌。１ 市民参加、２ 地域主義、３ 人間環
境、４ プロフェッションの確立を編集コンセプトに構成。
建築・まちづくりから土木・都市計画・教育・医療福祉など周辺関
連分野にいたるまでの諸問題についてとりあげる。
日本建築協会の機関誌。話題性のあるすぐれた新建築紹介、建
築に関する技術的諸問題、法令解説、評論、建築と社会に関す
る分野を特集に組んで取り上げる。
財団の年刊誌。年度毎に取り組む重点テーマを中心に、テーマ
に沿ったシンポジウム・フォーラム・委員会、研究会活動等の成
果を集約。
日本で唯一の大工道具の博物館の紀要。

竹中大工道具館研究 竹中大工道具館 5号 (1993年7月) ～
欠号あり
紀要
都市再生機構技術 147号 (2008年9月) まちづくり全般に関わる広い関連分野の研究報告
調査研究期報
日本建築学会環境系
論文集
日本建築学会計画系
論文集
日本建築学会構造系
論文集
バウビオロギー
文建協通信
民俗建築

研究所
日本建築学会

～
614号 (2007年4月)
～

建築に関する学術・技術・芸術についての最新の研究成果を収
載する論文集。

日本建築学会

614号 (2007年4月)
～

建築に関する学術・技術・芸術についての最新の研究成果を収
載する論文集。

日本建築学会

614号 (2007年4月)
～

建築に関する学術・技術・芸術についての最新の研究成果を収
載する論文集。

日本バウビオロ
ギー研究会
文化財建造物保存
技術協会
日本民俗建築学会

1巻 1号 (2005年5月)
～欠号あり
91号 (2008年1月) ～
欠号あり
134号 (2008年11月)
～

バウビオロギーとは、健康や環境に配慮した建築について考え
るという造語。日本語では「建築生物学」と訳されている。
保存修理事業の現場からの新しい知見や情報を「現場レポート」
や「新現場紹介」としてまとめる。
日本民俗建築学会の機関誌。民家をはじめ民具、民俗資料と
言った幅広い内容の研究論文を掲載している。題目は英訳付。

エー・アンド・ユー

3巻 8号 (1973年8月)
～欠号あり
Vol.151 no.1
(1972.1) ～欠号あり

サブタイトル「建築と都市」。日本で唯一の海外建築情報を専門
とする月刊誌。
１１０年以上もの歴史ある米国の建築専門の雑誌。 幅広いデザ
インやトレンドを取り入れたプロのテクニック、新製品や新工法の
紹介。
イタリア・ミラノから世界に発信している建築・デザインの総合誌。
イタリア語のCASABELLA（カザベラ）本誌と日本語版ブックレット
の2冊1組。
各国のホテルやレストラン等、もてなしの空間を中心に紹介。

設計／意匠
a+u

Architectural Record. McGraw Hill
Casabella Japan.

アーキテクツ・スタ
ジオ・ジャパン

752号 (2007年2月)
～

DHD

Design Diffusion

Domus.

Domus

Anno 7 n.28
(2010.12〜2011.2)
No.902 (2007.4) ～

GA Document
GA Japan
GBRC : General
Building Research
Corporation

イタリアの建築、インテリア雑誌。誌面の比重は建築の方が高く、
クラシックからモダンに至るデザインの流れを押さえた上で、工学
や美術分野の今を伝える。
エーディーエー・エ 96号 (2007年5月) ～ 世界の現代建築を現地取材し、世界各国の著名な建築家、評
ディタ・トーキョー
論家が執筆した論文を収載。GAは「グローバル・アーキテクチュ
ア」の略。
エーディーエー・エ 86号 (2007年5・6月) 日本の現代建築を紹介。建築設計に関わる諸問題を深く掘り下
ディタ・トーキョー ～
げ、建築デザインの新しい方向性を見据える。
日本建築総合試験 40巻 3号 通巻161号 日本建築総合試験所で実施した試験・研究、性能評価事業等
所
(2015年7月) ～
の成果報告や建築に関する調査・研究などの技術情報の紹介
報告誌。
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タイトル
ja

出版者

所蔵状況

新建築社

15号 (1994年10月)
～

解説

一人の建築家に焦点をあてたモノグラフ、1年間の作品をまとめ
た建築年鑑、建築と都市の新しい傾向を括るテーマ特集、話題
のプロジェクトを1冊にまとめた特集など、毎号、特集形式で編
集。
1巻 1号 通巻1号
ログハウスに関するエンドユーザー向けの専門誌。ログハウスづ
Log House Magazine : 地球丸
(1996.3) ～欠号あり くりを目指す人に、買い方、暮らし方、インテリア、メンテナンスな
夢の丸太小屋に暮ら
どのノウハウを提供し、実例をあげて外観や室内等を間取り図付
す.
きのカラー写真で紹介。
Frame Publishers No.30 (2011.2・3) ～ 美術館から個人邸まで幅広く網羅したオランダの建築専門誌。
Mark.
空間社
42巻 4号 通巻473号 韓国の建築雑誌。
Space
(2007.4) ～
近代建築社
42巻 4号 (1988年4 その月の建築界の動きをデザイン、作品、論文等を通じて紹介。
近代建築
月) ～
作品には写真、図面、記事を掲載。その他、建築材料製品を設
計資料として収録する建築総合グラフィック誌。
工文社
368号 (2007年4月) 塗装、左官工事等の建築仕上業界の専門誌。
建材フォーラム
～ 2号 通巻190号 設計事務所・ゼネコン設計部・官公庁・地域別などに見られる建
建築画報社
22巻
建築画報
(1986.4) ～
築界の動向を特集スタイルで案内。設計作品を写真・図版など
を用いてビジュアルに紹介。
建築技術
587号 (1999年1月) 建築総合雑誌。建築に関わる計画・意匠・構造・材料・設備・施
建築技術
～欠号あり
工・監理その他建築経済や都市計画、法規等の新しい動向のほ
か、作品紹介、国内外のトピックス紹介。
日本建築学会
63輯 740号 (1948年 建築に関する学術・技術・芸術分野の特集と連載、日本建築学
建築雑誌
5月) ～欠号あり
会の研究成果等を掲載。
工文社
32巻 通巻381号
塗料・塗材、防水材、左官資材等を中心とした建築仕上材料・工
月刊建築仕上技術
(2007年4月) ～
法の専門誌。
エクスナレッジ
10巻 4号 通巻110号 建築の実務者を対象に、計画、意匠、構造、監理、設備、積算、
建築知識
(1968.4) ～欠号あり 法規、材料、施工など、建築の全分野の中から、その技術情報
をテーマにより毎号特集。
誠文堂新光社
1号 (2006年5月) ～ 建築の”今”を独自の目線で追いかける建築のメイキングマガジ
建築ノート
ン。
公共建築協会
29巻 4号 通巻117号 官公庁の技術職員向けに発行。公共建築物の建築等の事業に
公共建築
(1988年3月) ～
関する動きや、新技術、新工法、材料等から毎号テーマを設定。
清水建設技術研究 87号 (2010年1月) ～ 清水建設の研究開発部門における研究開発論文を掲載。1984
清水建設研究報告
所
年4月に「清水建設研究所報」を改題。
商店建築社
6巻 12号 通巻65号 ショップデザイン、商品構成、内部ディスプレイから経営管理面
商店建築
(1961年12月) ～欠号 までの最新情報を提供。内外装材や家具・什器・照明等も実践
あり
的な資料として紹介。
新建築社
13巻 9号 (1937.9) ～ 新しい建築の作品を写真、図面などによって紹介。また、現代の
新建築
欠号あり
建築思潮や諸問題をとりあげる。
彰国社
1号 (1964年夏季) ～ 毎号特集形式による建築詳細誌。日本の現代建築の中から特
ディテール
欠号あり
にディテールとして優れたものを写真と詳細図で紹介し、解説を
付し、建築創造過程で常に解決を迫られるテーマを選んで、実
例を中心に編集。
村野藤吾の設計研 1号 (2010年) ～
「村野藤吾の設計研究会」の活動成果。
村野藤吾研究
究会
53号 (2007年4月) ～ 日本で唯一のランドスケープの専門雑誌。
ランドスケープデザイン マルモ出版
テツアドー出版
24巻 4号 通巻277号 ビル・マンションのリフォームおよびリニューアルに関する最新技
リフォーム
(2007年4月) ～
術情報を収載する専門誌。

建築設備
日本シーリング材 18巻 69号 (2010年6 日本建材・住宅設備産業協会調べによる四半期ごとの建築用
工業会広報委員会 月) ～
シーリング材の生産動向を解説入りで紹介。
三機工業広報部
30号 (2004年7月) ～ 三井系の建築設備工事とプラント設備業者である同社の顧客向
Harmony
けPR誌。現場紹介、技術、新製品紹介などを掲載。
日本空気清浄協会 45巻 1号 通巻287号 日本空気清浄協会の機関誌。空気清浄とコンタミネーションコン
空気清浄
(2007年5月) ～欠号 トロールに関する技術・機材等の解説。
あり
空気調和・衛生工学 空気調和衛生工学 36巻 1号 (1962年1 空気調和・衛生工学会の機関誌。
会
月) ～欠号あり
空気調和・衛生工学会 空気調和・衛生工 121号 (2007年4月) 空気調和・衛生工学会の研究論文集。
学会
～
論文集

& Sealant

建築設備と配管工事
建築設備工学研究所
報
建築設備士
スク-ルアメニティ
設備と管理
セメント・コンクリート
建築設備

日本工業出版

45巻 5号 通巻599号 設備設計者・施工技術者・設備管理等実務者を対象に、空調・
(2007年4月) ～
給排水・衛生を中心に、建築設備全般の理論から実務にわたり
紹介・解説する。
関東学院大学大沢 1号 (昭53.3) ～
設備工学研究
記念建築設備工学
研究所
建築設備技術者協 39巻 4号 通巻455号 建築設備技術者協会の機関誌。建築設備の設計・施工に必要
会
(2007年4月) ～
な実務的記事を掲載。
ボイックス
24巻 4号 通巻277号 学校及び教育委員会の施設・設備・備品購入者及び学校施設
(2009年4月) ～
技術者向けの学校施設づくりの専門情報誌。
オーム社
1巻 1号 (1967年3月) ビル・工場の設備の保守管理に携わる技術者・管理者を対象
～欠号あり
に、各種設備の運転保守に必要な技術・知識を紹介・解説す
る。
セメント協会
722号 (2007年4月) セメント生産・輸入・販売、その他統計
建築設備綜合協会 ～
58巻 4号 通巻673号 環境・都市・建築・設備に関する専門誌。研究、技術、実施例、
出版部
(2007年4月) ～
外国の技術、設備例等を紹介・解説する。
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タイトル
電気と工事
電設技術
冷凍
冷凍空調設備

出版者

所蔵状況

解説

オーム社

6巻 8号 通巻61号
(1965年7月臨時増
刊) ～欠号あり
日本電設工業協会 53巻 4号 通巻653号
(2007年4月) ～

電気設備の設計施工技術の紹介と電気設備の保守・管理等の
解説。

構内、屋内電気設備の設計、施工、工事実例、法規、積算、保
守、防災、資材、新製品、ニュース等、実務に即した資料を提供
する技術誌。
日本冷凍空調学会 82巻 954号 (2007年 日本冷凍空調学会の機関誌。低温・冷凍・空気調和等に関する
4月) ～
学術・技術の紹介と解説。
日本冷凍空調設備 37巻 6号 通巻426号 日本冷凍空調設備工業連合会の会報。
工業連合会
(2010年6月) ～

ビジネス
JIA Magazine
建設物価
建築コスト研究
建築コスト研究年報
建築コスト情報
建築士
積算資料
積算資料公表価格版
日事連
日経アーキテクチュア

日本建築家協会

302号 (2014年4月)
～

（改題前＝日本建築家協会ニュースJIAニュ－ス）、別名JIA
magazine。建築関係のニュースと建築家協会の告知。巻頭に鼎
談等がある。
建設物価調査会
440号 (1971年2月) 建設工事で使用する各種資機材の価格や工事費、賃貸料金等
～欠号あり
を全国の各都市で毎月調査し、その結果を収録している総合物
価版。
建築コスト管理シス 15巻 1号 通巻56号 質の高い建築物の整備を図るため、最新かつ効果的なコスト管
テム研究所
(2007年冬) ～欠号あ 理等に関する情報を収集し、広く提供する機関誌。
建築コスト管理シス 5号 (平成18年度) ～ 建築コストの研究誌
テム研究所
建設物価調査会
37号 (2008年春) ～ 建築工事市場単価方式に対応。建築工事費及び電気・機械設
備工事を網羅し、改修工事にも対応。実際の建築事例をもとに
内訳等を詳しく解説。
日本建築士会連合 15巻 169号 (1966年 建築士の資質向上のための評論、法律、技術の解説。
会
11月) ～欠号あり
経済調査会
622号 (1981年5月) 建設工事の設計・積算部門を対象として、主要都市における土
～
木・建築・設備等、建設資材の価格および労務単価、各種料金
を詳報。
経済調査会
通巻145号 (2015年4 土木・建築・設備・環境の各分野における資機材および工法の
月) ～
公表価格（資材価格・工事費）や技術情報を提供。
日本建築士事務所 49巻 4号 通巻570号 日本建築士事務所協会連合会の機関誌。建築界の動き、制
協会連合会
(2011年4月) ～
度、材料、技術、経営、法規等を紹介報道。
日経BP社
特別編集版1975年 新技術、新資材、設備機器の情報から、建築ビジネスの動き、社
秋季号 (1975年10月) 会の変化までをカバーする実務情報を提供する。
日本環境管理学会 21回 (2008年) ～
日本環境管理学会が年1回開く大会の学術講演の梗概。

日本環境管理学会大
会学術講演梗概集
クリーンシステム科 23巻 4号 通巻262号 ビル清掃業界で唯一の専門誌。
ビルクリーニング
学研究所
日本建築衛生管理
教育センター
全国ビルメンテナン
ス協会
経済産業統計協会

(2010年4月) ～
129号 (2010年6月)
～
45巻 4号 通巻488号
(2010年4月) ～
49巻 2号 (平成19年2
月分) ～

Abitare.

RCS MediaGroup

Architectural Digest.

CondéNast.

Casa & Campo.

Globus
Communicación
ハースト婦人画報
社
商店建築社

No.369 (1998.1) ～ イタリアの建築・アート・インテリア・デザインを眺望できる雑誌。
欠号あり
Vol.50 no.8 (1993.8) アメリカ発のインテリア・デザイン雑誌。各界で活躍するインテリ
～欠号あり
ア・デザイナーの作品を写真で紹介する。カーデザインからホテ
ルのインテリアなど守備範囲も広い。
No.217 ([2012]) ～ スペインのカントリースタイルインテリア雑誌。

ビルと環境
ビルメンテナンス
窯業・建材統計月報

ビルの環境衛生管理の技術誌。
全国ビルメンテナンス協会の広報誌。
窯業編と建材編からなり、セメント、板ガラス、ガラス繊維製品、
耐火煉瓦、繊維版、石膏製品、石綿製品等の生産・出荷・在庫、
原材料、設備、労務統計の調査結果を収録。

インテリア

Elle Décor
I'm home
Interior Design.
Interni.
Le Journal de la
Maison.
Lives

世界25か国で発行されている住まいのデコレーションがテーマ
のライフスタイル・デコレーション誌。
建築家やインテリアデザイナーの手掛けた質の高い住宅インテリ
アデザインを中心とした新しいタイプのライフスタイルマガジン。
Sandow
Vol.79 no.14
アメリカ版。オフィス・住居・ホテル・レストラン・商店などの建築物
(2008.9) ～欠号あり に関する様々なニュ-ス、デザインアイデアからビジネスに関する
アドバイスまで幅広く紹介。
Arnoldo Mondadori N.588 (2009.1・2) ～ イタリア語。世界中の建築、インテリアデザインからプロダクトデザ
欠号あり
インまで幅広く網羅。
Hachette Filipacchi No 422 (2009.7・8)
家庭のインテリアを中心としたフランスのインテリア・マガジン。
Associés
～
第一プログレス

The World of Interiors. Condé Nast
建築研究資料

建築研究所

コンフォルト

建築資料研究社

16巻 3号 通巻90号
(2007年6月) ～
1号 (2000年冬) ～

1号 (2001年夏)、27
号 (2006年6・7月) ～
Vol.28 no.2 no.305
(2008.2) ～
101号 (2005年5月)
～欠号あり
95号 (2007年4月) ～

個性的な住まいとライフスタイルを発見するための住宅＆ライフ
スタイルマガジン。
イギリスのインテリア誌。掲載されるインテリアデザインはクラシッ
クやアンティークが中心。
各号毎にサブタイトルがある。独法「建築研究所」発行の建築に
関する研究・報告の評価分析を行っている。
建築・インテリア専門情報誌。毎号、特集テーマを設け、住宅・
商業施設・公共建築などの内装材や建材、家具などの写真を掲
載する。
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タイトル
ビズ

出版者

所蔵状況

解説

日本インテグレート 1巻 1号 通巻1号
(1999年8月) ～欠号
主婦の友社
1号 (1999.6) ～欠号
あり
ハースト婦人画報 1号 通巻109号 (1979
社
年3月) ～欠号あり
主婦と生活社
[1]号 (1991.10) ～欠
号あり

ナチュラリストのライフスタイル誌。婦人生活社発行のインテリア
誌『私の部屋』のリニューアル誌として創刊。
ナチュラルで居心地のいいインテリアのお手本を豊富な実例で
紹介。
創刊60年を超えるラグジュアリーリビング誌。

House &
Garden.[London]
Mon Jardin & Ma
Maison.
エクステリア&ガーデン

Condé Nast.

イギリスのインテリア雑誌。インテリア、園芸、レシピ、ワイン等と幅
広く、ライフスタイル全般を提案。

庭

建築資料研究社

マイガーデン

マルモ出版

プラスワンリビング
モダンリビング
私のカントリー

「自然を大切にするナチュラルな暮らし方」を提案するライフ情報
誌。

庭
Vol.51 no.2 no.535
(1996.2) ～欠号あり

Hachette Filipacchi No 594 (2009.7) ～
Associés

フランスの、ガーデニングを中心としたホーム＆ガーデン雑誌。

ブティック社

住まいと庭を美しく快適に暮らしやすくするためのエクステリアと
ガーデニング実用雑誌。
「庭園」に関する専門情報誌。neuf編。日本家屋の庭園、エクス
テリアを取り上げている。
My GARDEN。国内外のガーデン情報を紹介するガーデニング
マガジン。

8号 通巻1号 (2006年
夏) ～欠号あり
63号 (1988年9月) ～
欠号あり
[1号] (1997年2月) ～
欠号あり

住宅
GA Houses
HICPM Builders′
Magazine
住宅

エーディーエー・エ 99号 (2007年5月) ～ 住宅・集合住宅を紹介。
ディタ・トーキョー
住宅生産性研究会 1号 (1996.9) ～
特定非営利活動法人・住宅生産性研究会が発行する住宅情報
誌。一般住宅に関するさまざまな情報を毎号特集を組んで紹
介。
日本住宅協会

29巻 4号 通巻331号
(1980年4月) ～欠号
あり
建築資料研究社
1号 (1975年5月) ～
欠号あり
住宅総合研究財団 31号 (2004年版) ～

住宅問題の解決と住生活水準の向上を図ることを目的とした機
関誌。

住宅建築にたずさわる設計家、施工者を対象に、技術解説、情
報、新旧各種住宅のデザイン・設計面からの紹介等を掲載。
昭和23年、当時の清水建設社長・清水康雄が戦後の窮迫した
住宅総合研究財団研
住宅問題を解決するために、私財の一部を基金に設立した財団
究論文集
法人住総研の論文集。
日本住宅・木材技 30巻 352号 (2007年 木造住宅および木材の利用に関する技術開発を行う機関誌。
住宅と木材
術センター
4月) ～
新建築社
1号 (1986年5月) ～ 毎号20数件の新住宅のデザインと概要を、写真と図面で紹介・
住宅特集
解説する。また住宅建築に関する特集も組まれている。
扶桑社
49巻 6号 通巻617号 SUMAI no SEKKEI。住宅設計、建築、室内装飾などこれから
住まいの設計
(2009年6月) ～
住宅を持つ予定者および改築、補修を考える人に役立つ記事
やケーススタディなど。
第一プログレス
1号 (2014年8月) ～ livesの別冊
すみごこち
泰文館
1巻 1号 通巻1号
素材選びから工事、家具や暮らし方など建築的な視点だけでは
住む。
(2002年春) ～
なく、科学、人類学、民俗学、住居学など、さまざまな視点からの
アプローチで住まいを取り上げる。
風土社
1号 (1997年夏) ～
これからの住まい方と生き方を考える住環境提言雑誌。
チルチンびと
94号 (2007年4月) ～ 住宅建設・設計技術者のための実務情報誌。住宅の性能、コス
日経ホームビルダー 日経BP社
ト、顧客対応を3本柱に、技術や経営、市場に関する最新情報や
問題解決手法を紹介。
1997年5号 通巻113 「住生活産業の創成」と「住まいの資産価値の追求」を基軸とし
ハウジング・トリビュ-ン 創樹社
号 (1997.3.27) ～欠 編集。
扶桑社
157号 (2009年4月) 豊富な住宅実例で、住まいづくりに役立つ住宅設計、建築、室
別冊住まいの設計
～欠号あり
内装飾など、これから住宅を持とうと考えるひと、改築、補修を予
定するのに役立つ。
ホームプランニング (2009年4〜6月) ～ 住まいの実例、機能、デザインともに優れた最新の設備機器や
ホームプランニング
インテリア、建築家による設計アドバイスから資金計画を提供。
メディア
115号 (2007年夏) ～ 住宅リフォーム専門誌。
リフォーム倶楽部

住宅建築
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