
1 建築学会（編） 『明治大正建築写真聚覧』 1936（昭和11）年 印刷／紙、書籍 京都工芸繊維大学附属図書館
2 旧横浜正金銀行本店本館 写真（複写） 写真提供：神奈川県立歴史博物館
3 旧東宮御所（現・迎賓館赤坂離宮） 写真（複写） 写真提供：内閣府迎賓館
4 日本銀行本店 写真（複写） 写真提供：日本銀行
5 後藤慶二 辰野博士作物集図 1916（大正5）年 油彩／画布 辰野家
6 「セセッション」『様式図解』（洪洋社） 1912–14（大正元–3）年頃 印刷／紙、書籍 京都国立近代美術館（上野伊三郎＋リチ コレクション）

7 伊東忠太 野帳（第九巻・土耳其） 1904（明治37）年 鉛筆、インク、水彩／紙、ノート 日本建築学会建築博物館
8 「せせっ志よん号」『建築ト装飾』（2巻6月号、建築ト装飾社） 1912（明治45）年 印刷／紙、雑誌 京都工芸繊維大学附属図書館
9 片田正人 卓子及椅子図案 1912（明治45）年 インク／厚紙 京都工芸繊維大学美術工芸資料館（AN. 3659-47）

10 池上年 幾何学的模様 1911（明治44）年 インク／厚紙 京都工芸繊維大学美術工芸資料館（AN. 3659-35）

11 武田五一 京都府立京都図書館 机 1909（明治42）年 木、金属 京都府立図書館
12 武田五一 京都府立京都図書館 椅子 1909（明治42）年 布、木 京都府立図書館
13 石原時計店 撮影年不詳 写真（スライドショー） 株式会社石原時計店
14 東京大正博覧会第一会場正門之真景 1914（大正3）年 印刷／紙 株式会社乃村工藝社（inv.no. 1326/2-9）

15 東京大正博覧会第二会場之壮観 1914（大正3）年 印刷／紙 株式会社乃村工藝社（inv.no. 1326/2-12）

16 『通信教育 東京大正博覧会記念帖』（株式会社警眼社） 1914（大正3）年4月20日発行 印刷／紙、書籍 株式会社乃村工藝社（inv.no. 1326/4-3）

17 『東京大正博覧会写真帖』（画作兼発行印刷者：葛西虎次郎、青雲堂出版部） 1914（大正3）年 印刷／紙、書籍 京都国立近代美術館
◉ 18 野田俊彦 卒業設計 DESIGN FOR A THEATER 1915（大正4）年 水彩／紙 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻

19 野田俊彦 「建築非芸術論」『建築雑誌』（346号、建築学会） 1915（大正4）年 印刷／紙、雑誌
20 後藤慶二 「自分の建てた監獄」『ホトトギス』（16巻4号、ほととぎす発行所 ） 1913（大正2）年 印刷／紙、雑誌 個人蔵
21 後藤慶二（著） 『後藤慶二氏遺稿』（編：中村鎭、発行：後藤芳香） 1925（大正14）年 印刷／紙、書籍 個人蔵
22 後藤慶二 「ミスキアトー」『建築』（196号、大正5年4月号） 1916（大正5）年 印刷／紙、雑誌（複写）
23 監修：藤森照信、東京大学生産技術研究所 | 協力：中野刑務所、後藤一雄、

豊多摩（中野）刑務所を社会運動史的に記録する会 |音楽：山口保幸 | 制作：
萩原朔美、中野照子、新谷祐一、原田 親、河合伸弥

THE DOCUMENTS IN THE TOYOTAMA PRISON 撮影：1983（昭和58）年 映像

24 旧豊多摩監獄の煉瓦片 採集：1977（昭和52）年、中野範長 レンガ 中村裕太氏
25 旧豊多摩監獄の煉瓦片 採集：1983（昭和58）年、一木努 レンガ 一木努氏
26 『議院建築意匠設計懸賞募集規程』 1918（大正7）年 印刷／紙（複写） 国立公文書館
27 『議院建築意匠設計競技図集』（編：洪洋社） 1920（大正9）年 印刷／紙、書籍 京都府立図書館
28 ジェイムズ・ファーガソン 『世界建築史 第1巻』 （第2版、ジョン・マレー発行） 1874（明治7）年 印刷／紙、書籍 東京大学工学・情報理工学図書館 工1号館図書室B

29 ジェイムズ・ファーガソン 『世界建築史 第2巻』 （第2版、ジョン・マレー発行） 1874（明治7）年 印刷／紙、書籍 東京大学工学・情報理工学図書館 工1号館図書室B

30 バニスター・フレッチャー 『比較の手法による建築史』（第3版、バッツフォード社発行） 1894（明治27）年 印刷／紙、書籍 東京大学工学・情報理工学図書館 工1号館図書室B

1 習作展における集合写真
（左から前列 矢田茂、山田守、石本喜久治、後列 森田慶一、堀口捨己、瀧澤眞弓）

1920（大正9）年2月3日、撮影者不詳 写真（複写） 写真提供：NTTファシリティーズ

◉ 2 石本喜久治 卒業設計 納骨堂（涙凝れり―ある一族の納骨堂）其一 主階平面図　 1920（大正9）年 インク／ケント紙｜縮尺1:100 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻
◎ 3 石本喜久治 卒業設計 納骨堂（涙凝れり―ある一族の納骨堂）其三 正面図　 1920（大正9）年 インク、墨／ケント紙｜縮尺1:100 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻
◉ 4 石本喜久治 卒業設計 納骨堂（涙凝れり―ある一族の納骨堂）其七 横断面図 1920（大正9）年 インク、墨／ケント紙｜縮尺1:100 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻
◎ 5 石本喜久治 卒業設計 納骨堂（涙凝れり―ある一族の納骨堂）其八 立面詳細図 1920（大正9）年 インク、墨／ケント紙｜縮尺1:20 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻
◉ 6 堀口捨己 卒業設計 精神的な文明を来らしめんために集る人人の中心建築への試案Ⅴ 立面図　 1920（大正9）年 インク、墨／ケント紙 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻
◎ 7 堀口捨己 卒業設計 精神的な文明を来らしめんために集る人人の中心建築への試案Ⅵ 立面図　 1920（大正9）年 インク、鉛筆／ケント紙 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻
◎ 8 堀口捨己 卒業設計 精神的な文明を来らしめんために集る人人の中心建築への試案Ⅶ 断面図　 1920（大正9）年 インク、墨／ケント紙 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻
◉ 9 堀口捨己 卒業設計 精神的な文明を来らしめんために集る人人の中心建築への試案Ⅷ 断面図　 1920（大正9）年 インク、墨／ケント紙 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻
◉ 10 瀧澤眞弓 卒業設計 山岳倶楽部 1階平面図 1920（大正9）年 インク／ケント紙｜縮尺1:100 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻
◎ 11 瀧澤眞弓 卒業設計 山岳倶楽部 2階以上平面図 1920（大正9）年 インク／ケント紙｜縮尺1:200 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻
◉ 12 瀧澤眞弓 卒業設計 山岳倶楽部 正面図 1920（大正9）年 インク、墨／ケント紙｜縮尺1:100 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻
◎ 13 瀧澤眞弓 卒業設計 山岳倶楽部 側面図 1920（大正9）年 インク、墨／ケント紙｜縮尺1:100 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻
◉ 14 矢田茂 卒業設計 職工長屋 2–5階平面図 1920（大正9）年 インク／ケント紙｜縮尺1:100 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻
◉ 15 矢田茂 卒業設計 職工長屋 正面図 1920（大正9）年 インク、墨／ケント紙｜縮尺1:100 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻
◎ 16 矢田茂 卒業設計 職工長屋 イ–ロ断面図 1920（大正9）年 インク、墨／ケント紙｜縮尺1:100 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻
◎ 17 矢田茂 卒業設計 職工長屋 詳細図 1920（大正9）年 インク、墨／紙｜縮尺1:25 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻
◉ 18 山田守 卒業設計 国際労働協会 大会場 平面図 1920（大正9）年 インク／ケント紙｜縮尺1:250 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻
◎ 19 山田守 卒業設計 国際労働協会 正面図　 1920（大正9）年 インク／ケント紙｜縮尺1:100 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻
◉ 20 山田守 卒業設計 国際労働協会 側面図　 1920（大正9）年 インク、墨／ケント紙｜縮尺1:200 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻
◎ 21 山田守 卒業設計 国際労働協会 立面詳細図 1920（大正9）年 インク、墨／ケント紙｜縮尺1:200 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻
◉ 22 森田慶一 卒業設計 屠場 本館 平面図 1920（大正9）年 インク／ケント紙｜縮尺1:100 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻
◎ 23 森田慶一 卒業設計 屠場 平面図 1920（大正9）年 インク／ケント紙｜縮尺1:200 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻
◉ 24 森田慶一 卒業設計 屠場 配置図、鳥瞰透視図 1920（大正9）年 インク、水彩、墨、鉛筆／ケント紙

縮尺1:1000
東京大学大学院工学系研究科建築学専攻

◎ 25 森田慶一 卒業設計 屠場 透視図 1920（大正9）年 白と茶のクレヨン／灰色の紙、
ケント紙に貼付

東京大学大学院工学系研究科建築学専攻

26 東京帝国大学入学時における集合写真
（前列左から2番目に堀口捨己、前列右端に山田守、
後列左から3番目に瀧澤眞弓、後列右から2番目に森田慶一）　

1917（大正6）年頃、撮影者不詳 写真（複写） 井上博喜氏

27 「帝大分離派建築会 習作展覧会を観て」（東京朝日新聞、大正9年2月5日） 1920（大正9）年2月5日 印刷／紙、新聞（複写） 日本新聞博物館
28 分離派建築会第1回作品展ポスター（デザイン：瀧澤眞弓） 1920（大正9）年 印刷／紙（複写）
29 分離派建築会第1回作品展における集合写真

（左から前列 山田守、石本喜久治、瀧澤眞弓、後列 堀口捨己、森田慶一、矢田茂）
1920（大正9）年7月、撮影者不詳 写真（複写）　 NTTファシリティーズ

30 堀口捨己 斎場の試案 正面図 1920（大正9）年 グアッシュ／洋紙｜縮尺1:100 堀口捨己資料アーカイブズ（MJ-1920-1-FU-02）

31 堀口捨己 斎場の試案 立面図 1920（大正9）年 グアッシュ／洋紙｜縮尺1:100 堀口捨己資料アーカイブズ（MJ-1920-1-FU-03）　
32 堀口捨己 斎場の試案 第1階（主階）平面図 1920（大正9）年 インク、鉛筆／洋紙｜縮尺1:100 堀口捨己資料アーカイブズ（MJ-1920-1-FU-01）

33 分離派建築会 『分離派建築会 宣言と作品』（表紙画：堀口捨己、岩波書店）　 1920（大正9）年 印刷／紙、書籍 東京大学工学・情報理工学図書館 工1号館図書室B 

34 分離派建築会第1回作品展 芳名録 1920（大正9）年 印刷／紙（複写）
35 分離派建築会茶話会 チラシ 1920（大正9）年12月20日 印刷／紙（複写） NTTファシリティーズ
1 『平和記念東京博覧会事務報告』（編：東京府） 1924（大正13）年 印刷／紙、書籍 神戸大学梅宮研究室
2 平和記念東京博覧会全景図 1922（大正11）年 印刷／紙 個人蔵
3 平和記念東京博覧会全景図 1922（大正11）年 印刷／紙 株式会社乃村工藝社（inv.no. 1326/2-13）

4 平和記念東京博覧会 絵葉書 1922（大正11）年 印刷／紙 個人蔵
5 『平和博覧会画報』（大阪毎日新聞社） 1922（大正11）年4月5日発行 印刷／紙、書籍 株式会社乃村工藝社（inv.no. 1326/6-1）

6 『平和記念東京博覧会写真帖』（編：大木栄助、郁文舎） 1922（大正11）年 印刷／紙、書籍 個人蔵
7 堀口捨己 ある博覧会の試案 1921（大正10）年 洋紙に着彩｜縮尺1:300 堀口捨己資料アーカイブズ（MJ-1920-5-EX-03）

8 堀口捨己 ある博覧会の試案 1921（大正10）年 洋紙に着彩｜縮尺1:200 堀口捨己資料アーカイブズ（MJ-1920-5-EX-02）

9 堀口捨己 平和記念東京博覧会 動力館・機械館、池塔 模型 1921（大正10）年｜再制作：2009（平成21）年 木、硬質スチロール、アクリル｜縮尺1:250 松戸市教育委員会
10 堀口捨己 平和記念東京博覧会 電気工業館 立面図、平面図、屋根伏図および合掌配置図 1922（大正11）年 インク／オイルクロス（複写）｜縮尺1:200 堀口捨己資料アーカイブズ（MJ-1921-1-EX-01）

11 堀口捨己 平和記念東京博覧会 動力機械館 立面図、軸組図、楕円図、ホール 1922（大正11）年 青焼図／紙（複写）
縮尺1:200、1:100、1:10、1:40

堀口捨己資料アーカイブズ（MJ-1921-1-EX-03）

12 堀口捨己 平和記念東京博覧会 交通航空館 矩計図 1922（大正11）年 青焼図／紙（複写）｜縮尺1:20 堀口捨己資料アーカイブズ（MJ-1921-1-EX-08）

13 分離派建築会 『分離派建築会の作品 第二』（岩波書店） 1921（大正10）年 印刷／紙、書籍 東京都市大学図書館（蔵田文庫） ／
東京大学工学・情報理工学図書館工1号館図書室B／
現代美術製作所 曽我高明氏

14 分離派建築会第2回作品展 ポスター 1921（大正10）年 印刷／紙 東京都市大学図書館（蔵田文庫）
15 分離派建築会第2回作品展『建築雑誌』（428号、建築学会）所収 1922（大正11）年 印刷／紙（複写） 日本建築学会図書館
1 オーギュスト・ロダン 鼻のつぶれた男 1865年 ブロンズ 国立西洋美術館（山本英子氏より寄贈）
2 オーギュスト・ロダン 女の頭部 1880年代前半 ブロンズ 国立西洋美術館（松方コレクション）
3 オーギュスト・ロダン 美しかりしオーミエール 1885–87年（原型） ブロンズ 国立西洋美術館（松方コレクション）
4 「ロダン号」『白樺』（第1巻第8号、洛陽堂） 1910（明治43）年 印刷／紙、雑誌 個人蔵
5 蔵田周忠 『ロダン以後』（中央美術社） 1926（大正15）年 印刷／紙、書籍 東京都市大学図書館（蔵田文庫）
6 後藤慶二 「ロダン翁を訪う」『現代之建築』（1巻第2号、『後藤慶二遺稿』にも再録） 1914（大正3）年 印刷／紙、書籍（複写） 個人蔵
7 後藤慶ニ 「ロダン翁の建築観」『建築』（196号、『後藤慶二遺稿』にも再録） 1916（大正5）年 印刷／紙、書籍（複写） 個人蔵
8 アリスティード・マイヨール 裸婦立像 1899年頃 ブロンズ 京都国立近代美術館
9 オズヴァルト･ヘルツォーク アンダンテ 1918年 ブロンズ 石本建築事務所
10 ヴィルヘルム・レームブルック ものを思う女の頭部（ほっそりした首の少女の頭部） 1913／14年 テラコッタに着彩 石本建築事務所
11 彫刻のある石本家の居間「石本邸アルバム」（私家版）所収 1939（昭和14）年 印刷／紙（複写） 石本建築事務所
12 ジャック・リプシッツ クラリネットを持つアルルカン 1919年 ブロンズ 徳島県立近代美術館
13 エルンスト・バルラッハ 忘我 1911–12年 ブロンズ 愛知県美術館　
14 アレクサンダー・アーチペンコ 歩く女 1912年 ブロンズ 愛知県美術館　
15 堀口捨己 「散録 アルヒペンコ」『建築世界』（1924年1月号、建築世界社） 1924（大正13）年 印刷／紙、雑誌 個人蔵
16 諏訪森之助 『イヴァン・メストロヴィッチ』（洪洋社） 1926（大正15）年 印刷／紙、書籍 個人蔵
17 『DIE PLASTISCHE WERKE DES IVAN MESTROVIC イパン・メシユトロヴ井チの作品』

（堀口捨己による私家版、製本：蔵田〈濱岡〉周忠）
1921（大正10）年 印刷／紙、書籍（私家版） 東京都市大学図書館（蔵田文庫）

18 森口多里（監修） 『メストロウィッチの彫刻集』（意匠美術写真類集 第2期・第5篇、洪洋社） 1923（大正12）年 印刷／紙、書籍 東京都市大学図書館（蔵田文庫）
19 岩元祿（逓信省営繕課） 青山電話局 柱頭案のスケッチ 1921（大正10）年 鉛筆／紙 日本建築学会建築博物館
20 旧京都中央電話局西陣分局舎 撮影：2020（令和2）年、若林勇人 写真
21 岩元祿（逓信省営繕課） 旧京都中央電話局西陣分局舎 正面レリーフ 1921（大正10）年｜制作：2020（令和2）年 人造石洗い出し仕上げ（複製） 助成：一般財団法人デジタル文化財創出機構

制作協力：小林隆男、寺師太郎、中村航、中山香一郎、
樋澤明、山田宮土里、本橋仁

22 瀧澤眞弓 「山の家」模型 1921（大正10）年
再制作：1986（昭和61）年、瀧澤眞弓（監修）

石膏（再制作） 個人蔵

23 SYMPHONY OF VOLUMES 2020（令和2）年 映像 制作協力：戸村陽、長澤寛、上村洋一、田路貴浩、本橋仁
24 蔵田（濱岡）周忠 建築学会会館建築意匠設計図 立面図 1922（大正11）年頃 インク／ケント紙 東京都市大学図書館（蔵田文庫）
25 蔵田（濱岡）周忠 建築学会会館建築意匠設計図 1階広間と大講堂 意想図、中央部縦断面図 1922（大正11）年頃 インク／ケント紙｜縮尺1:100 東京都市大学図書館（蔵田文庫）
1 堀口捨己 『現代オランダ建築』（岩波書店） 1924（大正13）年 印刷／紙、書籍 京都国立近代美術（上野伊三郎＋リチ コレクション）

2 蔵田周忠 『近代英国田園住宅抄』（建築画報社） 1926（昭和元）年 印刷／紙、書籍 東京都市大学図書館（蔵田文庫）
3 日本農民美術研究所 撮影：1923（大正12）年 写真（複写） 上田市立美術館　
4 瀧澤眞弓 日本農民美術研究所設計図 1・2階平面図、立面図、断面図 1922（大正11）年7月 青焼図｜縮尺1:100 上田市立美術館　
5 瀧澤眞弓 日本農民美術研究所設計図部分図 正面出入口建具詳細 1922（大正11）年7月 青焼図｜縮尺1:20、1:1 上田市立美術館　
6 瀧澤眞弓 日本農民美術研究所設計図部分図 （南側）正面立面図 1922（大正11）年7月 青焼図｜縮尺1:100 上田市立美術館　
7 日本農民美術研究所 ポストカード（カフェーノーミ[日本農民美術研究所 ]） 大正時代～昭和初期 印刷／紙、絵葉書 上田市立美術館　
8 日本農民美術研究所 模型 制作：2019（令和元）年、菊地潤 ミクストメディア｜縮尺1:50 神川・山本鼎の会
9 山本鼎 編棒入れ（農民美術デザイン画） 大正時代～昭和初期 水彩、インク、墨／紙 上田市立美術館　
10 山本鼎 八角巻煙草入れ（農民美術デザイン画） 大正時代～昭和初期 水彩、鉛筆、墨／紙 上田市立美術館　
11 村山桂次 たばこ箱（農民美術デザイン画） 大正時代～昭和初期 水彩、インク／紙 上田市立美術館　
12 農民美術 たばこ箱 大正時代～昭和初期 木　 上田市立美術館　
13 堀口捨己 『紫烟荘図集』（洪洋社） 1927（昭和2）年 印刷／紙、書籍 東京都市大学図書館（蔵田文庫）
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 ［◉＝前期：2月7日まで｜◎＝後期：2月9日から］

分離派建築会発起人の一人であ
り旗振り役。東京帝国大学を卒
業後に竹中工務店に所属。東京
朝日新聞社を手がける。1922（大
正11）年からは単身渡欧して、ブ
ルーノ・タウトが都市デザインを
手がけたマグデブルクなどを訪
れ、帰国後にその経験を『建築
譜』にまとめる。その後、白木屋
百貨店の設計を契機に独立。の
ちに分離派建築会に参加する山
口文象や、詩人としても知られる
立原道造もまた、石本のスタッフ
として活躍した。戦後、設計事務
所を法人化して大規模な組織設
計事務所とする。その意思は数
多くの公共施設を手掛ける石本
建築事務所に継承されている。

分離派建築会のなかで最年少
であったが弁が立ち、震災後に
は今和次郎と論争を繰り広げ
た。ある日、同期の石本喜久治、
山田守、堀口捨己に分離派建築
会の構想を聞かされ、立ち上げ
に参加した。東京帝国大学を卒
業後、葛西萬司建築事務所に入
所。同じ頃、平和記念東京博覧
会の設計の話が舞い込み、大学
院に在籍していた堀口を誘い、
技術員として参加した。創作版
画で知られる山本鼎の依頼を受
け「日本農民美術研究所」を設
計する。戦後は、神戸高等工業
学校（現在の神戸大学工学部）、大
阪市立大学、甲南大学で教鞭を
とった。

分離派建築会の発起人の一人で
あり、白樺派に憧憬をもつメンバ
ーのなかでは、どちらかといえば
ロマンティスト。平和記念東京博
覧会では、池塔や第二会場のパ
ビリオンを手掛けた。1923（大正
12）年から大内秀一郎と渡欧、帰
国後に『現代オランダ建築』を
出版する。茶室の研究者としても
知られ、『文学』に連載した「利
休の茶」で1941（昭和16）年の北
村透谷賞を受賞。歌人として、歌
会始の召人をつとめたこともあ
る。戦後、明治大学建築学科の
創設に深く関わり、定年まで教
鞭をとった。

分離派建築会の創設メンバーで、
切っての理論派。卒業後に警察
技手、内務大臣官房都市計画課
を経て、武田五一に招かれ京都
大学で教鞭をとる。1934（昭和9）

年渡欧。京都大学関連の施設と
して、楽友会館、農学部正門、ま
た医学部の臨床施設である北
野病院を手掛けると同時に、建
築論の研究にも没頭。古代ロー
マの建築家、ウィトルウィウスが
著した『建築十書』をラテン語
から翻訳した。同書はいまだに
名訳として読みつがれている。

分離派建築会の結成にほかメン
バーからの誘いを受けて参画。東
京帝国大学卒業後は、現在の清
水建設である清水組に入社。堀
口捨己も一時、同社に所属して
おり同じチームで仕事をしている。
1943（昭和18）年には第9代技師
長兼設計部長となる。卒業後は、
仕事に忙しくしていたために分
離派建築会への出品は少ない。
1946（昭和21）年、同社を退社し、
池田組取締役。1950（昭和25）年
矢田建築事務所設立。清水組で
の主な作品に、竹尾洋紙店、高岡
本丸会館本館。

分離派建築会の発起人の一人で
あり、個性を持つメンバーを束ね
た人情味ある存在。卒業後は、
当時としては先進的な電話や郵
便を取りあつかう逓信省に入り、
初期代表作の東京中央電信局
を手掛ける。また関東大震災後
には復興橋梁の建設にも携わ
る。1929（昭和4）年より渡欧し、世
界各国の建築家が集まり近代建
築のあり方を討議した国際会議
CIAMにも出席する。戦前には御
茶ノ水駅の聖橋、戦後に手がけ
た日本武道館や京都タワーなど、
よく知られる作品をのこした。

分離派建築会に第4回作品展
より出品。他のメンバーとは異な
り、清水組の現場職人からキャ
リアをスタートする。父は清水組
大工棟梁の山口勝平、祖父は宮
大工という家庭に生まれ育ち、の
ちに岡村家に養子に入ったこと
で、戦前期は岡村蚊象と名乗っ
た。建築家の夢を追って逓信省
の製図工となり、ここで出会った
山田守に誘われ分離派建築会
に参加する。また創宇社建築会
を立ち上げて活動。石本喜久治
の東京朝日新聞社、日本橋白木
屋の設計に関わる。1930（昭和5）

年に渡欧しヴァルター・グロピウ
スの事務所でも働き、帰国後に
建築家として活動する。戦後は、
RIA（アール・アイ・エー）を設立。同
社はいまなお、都市と建築の領
域で数多くのプロジェクトを実
現している。

分離派建築会に第2回展から
出品。生涯にわたり数多くの著
述をのこした文筆家でもある。
1913（大正2）年に工手学校（現・
工学院大学）を卒業。建築家の関
根要太郎と協働し、京王閣や多
摩聖蹟記念館などの作品を担当
する。その後、向学のために早稲
田大学建築学科選科に1920（大
正9）年に入学、 翌年卒業。1921

（大正10）年、平和記念東京博覧
会の技術員となり分離派建築会
の面 と々出会い、同会に参加。ま
た当時の近代彫刻にも関心を示
し『ロダン以後』を著す。1930（昭
和5）年に渡欧。帰国後に事務所
を設立する。1932（昭和7）年に
武蔵高等工科大学（その後の武蔵
工業大学、現在の東京都市大学）の
教授となり晩年まで教鞭をとっ
た。ドイツの建築家ブルーノ・タ
ウト、ヴァルター・グロピウスとも
交流した。

創設メンバーの一年後輩、見込
まれて分離派建築会に第5回展
から出品する。平塚らいてうの従
兄弟にあたり幼少期をともに過
ごす。1921（大正10）年に東京帝国
大学を卒業後に、東京高等工業
学校建築学科（現在の東京工業大
学）の講師となる。1923（大正12）

年より、堀口捨己とともに渡欧す
る。帰国後、東京高等工業学校
建築科長、戸田組勤務を経て、
1929（昭和4）年、コンクリートの建
築の名手として知られる阿部美
樹志事務所に入所。阪急ビルデ
ィング、東京宝塚劇場などに従事
する。その後、1934（昭和9）年から
大阪市電気局につとめ、変電所
などを手掛けるとともに、市の担
当者として大阪市立電気科学館
の設計に携わる。

1894（明治27）年兵庫県生まれ
1963（昭和38）年没

石本喜久治
1896（明治29）年長野県生まれ
1983（昭和58）年没

瀧澤眞弓
1895（明治28）年岐阜県生まれ
1984（昭和59）年没

堀口捨己
1895（明治28）年三重県生まれ
1983（昭和58）年没

森田慶一
1896（明治29）年愛知県生まれ
1958（昭和33）年没

矢田茂
1894（明治27）年岐阜県生まれ
1966（昭和41）年没

山田守

1902（明治35）年東京生まれ
1978（昭和53）年没

山口文象
岡村蚊象より改称

1895（明治28）年山口県生まれ
1966（昭和41）年没

蔵田周忠
濱岡周忠より改称 1892（明治25）年東京生まれ

1937（昭和12）年没

大内秀一郎

分離派建築会100年展―建築は芸術か?
2021年1月6日［水］―3月7日［日］｜京都国立近代美術館

100 Years of BUNRIHA: Can Architecture Be Art?



14 堀口捨己 居間 絨毯版下 1926（大正15）年頃 印刷／トレペ、台紙、版下 堀口捨己資料アーカイブズ（MJ-1926-1-HU-02）

15 紫烟荘 模型 制作：2020（令和2）年、明治大学小林研究室 ミクストメディア｜縮尺1:50　
16 加納川邸　 撮影年不詳 写真（複写） 東京都市大学図書館（蔵田文庫）
17 小泉邸 撮影年不詳 写真（複写） 東京都市大学図書館（蔵田文庫）
18 八木邸　 撮影年不詳 写真（複写） 東京都市大学図書館（蔵田文庫）
19 ミュンヘン共進会の小祠堂（ペーター・ベーレンス）

石本喜久治・分離派建築会『建築譜』所収
1924（大正13）年 印刷／紙、書籍（複写） 石本建築事務所　

20 蔵田周忠 聖シオン会堂スケッチ 制作年不詳 鉛筆、クレヨン／紙 東京都市大学図書館（蔵田文庫）
21 蔵田周忠 日本聖公会聖シオン教会会堂ならびに牧師館新築設計図 矩計及内部詳細図 1924（大正13）年 青焼図｜縮尺1:20 東京都市大学図書館（蔵田文庫）
22 蔵田周忠 日本聖公会聖シオン教会会堂ならびに牧師館新築設計図 正面その他詳細図 1924（大正13）年 青焼図｜縮尺1:20 東京都市大学図書館（蔵田文庫）
23 蔵田周忠 日本聖公会聖シオン教会会堂ならびに牧師館新築設計図 断面図 1924（大正13）年 青焼図｜縮尺1:100 東京都市大学図書館（蔵田文庫）
24 蔵田周忠 聖シオン会堂 ステンドグラス 1926（大正15）年

撮影：2020（令和2）年、若林勇人
ガラス、金属（複写） 渋谷聖公会聖ミカエル教会

25 聖シオン会堂のクリスマス礼拝 撮影年不詳 写真（複写） 渋谷聖公会聖ミカエル教会
26 蔵田周忠 聖シオン会堂 会衆席 1926（大正15）年 木 渋谷聖公会聖ミカエル教会
1 板垣鷹穂（編集）、堀野正雄（写真） 「大東京の性格」『中央公論』（46巻10号、1931年10月号、中央公論社） 1931（昭和6）年 グラビア印刷 個人蔵
2 堀野正雄 「鉄橋に関する研究」『カメラ・眼×鉄・構成』（木星社書院）所収 1930–31（昭和5–6）年　

複製：2020（令和2）年
写真網目版印刷（複製） 個人蔵

3 永代橋　 写真（複写） NTTファシリティーズ
4 永代橋 模型 1930（昭和5）年 ミクストメディア｜縮尺1:100 東京大学社会基盤学専攻
5 八重洲橋『復興局 橋梁設計図集』（第6集、編：復興局橋梁課、シビル社）所収 1930（昭和5）年 写真（複写） 東京都建設局
6 設計：内務省復興局土木部橋梁課（成瀬勝武、金子貞三郎、山口文象〈岡村蚊象〉）

製図：山口文象（岡村蚊象）
八重洲橋 親柱詳細 図面番号F2 全8枚其6 1925（大正14）年 インク／トレーシングクロス｜縮尺1:10 東京都建設局

7 設計：内務省復興局土木部橋梁課
（成瀬勝武、金子貞三郎、山口文象〈岡村蚊象〉）

八重洲橋 一般図 図面番号F2 全8枚其1 1925（大正14）年 インク／トレーシングクロス｜縮尺1:100 東京都建設局

8 京都帝国大学工学部建築学教室 35mmフィルム「実写 関東地方大震災」 1923（大正12）年 映像 京都大学大学院工学研究科建築学専攻所蔵
（京都大学研究資源アーカイブ映像提供）

1 京橋通郵便局 撮影年不詳 写真（複写） NTTファシリティーズ
2 山田守（逓信省営繕課） 京橋通郵便局新築 矩計其ノ一 1927（昭和2）年 青焼図／紙（複写）｜縮尺1:20 学校法人東海大学学園史資料センター　
3 京橋通郵便局 タイル 採集：1978（昭和53）年、一木努 タイル、モルタル 一木努氏
4 『多摩川原遊園京王閣図集』（洪洋社） 1927（昭和2）年 印刷／紙、書籍 京都府立図書館
5 京王閣のステンドグラス 撮影：1974（昭和49）年3月21日、

建築探偵団（藤森照信、堀勇良）
写真（複写） 藤森照信氏

6 旧多摩聖蹟記念館 絵葉書 撮影年不詳 印刷／紙、葉書 個人蔵
7 中林僊 多摩聖蹟記念館 1934–37（昭和9–12）年 水彩／紙 多摩市教育委員会　
8 蔵田周忠（関根建築事務所） 多摩聖蹟記念館設計図 1928（昭和3）年 インク／紙（複写） 公益財団法人東京都公園協会（東京グリーンアーカイブス）
9 蔵田周忠（関根建築事務所） 多摩聖蹟記念館試案 1928（昭和3）年 インク／紙（複写） 公益財団法人東京都公園協会（東京グリーンアーカイブス）
10 旧多摩聖蹟記念館 撮影：2020（令和2）年、若林勇人 写真
11 京都帝国大学楽友会館 撮影年不詳 写真（複写） 森田慶一旧蔵（京都大学田路研究室）
12 京都帝国大学楽友会館 撮影：2020（令和2）年、若林勇人 写真　
13 京都帝国大学農学部正門、門衛所 撮影年不詳 写真（複写） 森田慶一旧蔵（京都大学田路研究室）
14 京都帝国大学農学部正門 撮影：2020（令和2）年、若林勇人 写真
15 東京中央電信局 撮影：1925（大正14）年 写真（複写） 郵政博物館
16 東京中央電信局 撮影年不詳 写真（複写） NTTファシリティーズ
17 東京中央電信局 模型 制作：2006（平成18）年 樹脂、プラ板｜縮尺 1:200 NTTファシリティーズ
18 東京中央電信局 小パラボラ アーチの頂上のフロッタージュ 採集：1968（昭和43）年頃 クレパス／美濃紙 日本建築学会建築博物館
19 山田守（逓信省営繕課） 東京中央電信局 北側立面図 制作年不詳 青焼図／紙（複写）｜縮尺1:100 日本建築学会建築博物館
20 山田守（逓信省営繕課） 東京中央電信局 東側立面図 制作年不詳 青焼図／紙（複写）　 日本建築学会建築博物館
21 山田守（逓信省営繕課） 東京中央電信局 屋上休憩室構造図 制作年不詳 青焼図／紙（複写）　 日本建築学会建築博物館
22 大阪中央電信局 撮影年不詳 写真（複写） NTTファシリティーズ
23 北村今三 北村今三から川西英あて絵手紙（大阪中央電信局） 1920年代 木版／紙 京都国立近代美術館
24 無線電信局岩槻受信所　 撮影年不詳 写真（複写） NTTファシリティーズ
25 山田守（逓信省営繕課） 無線電信局岩槻受信所 新築立面、矩計図 1924（大正13）年 青焼図／紙｜縮尺1:200 学校法人東海大学学園史資料センター　
26 「紙上見学 岩槻無電受信局」『アサヒグラフ』（朝日新聞社） 1925（大正14）年6月3日 印刷／紙、雑誌 個人蔵
27 聖橋 絵葉書 撮影年不詳 印刷／紙、絵葉書 個人蔵
28 聖橋 撮影：2020（令和2）年、若林勇人 写真
29 小泉癸巳男 聖橋「昭和大東京百図絵」より（第30番） 1932（昭和7）年 木版（多色）／紙（複製） 東京国立近代美術館
30 内務省復興局土木部橋梁課（成瀬勝武、佐田昌夫ら、山田守がデザインに関与）

製図：羽山要太郎
聖橋 中央径間拱橋上部構造図 車道及電車道縦断面 1926（大正15）年6月22日　 インク、鉛筆／トレーシングクロス｜縮尺1:48 東京都建設局

31 内務省復興局土木部橋梁課（成瀬勝武、佐田昌夫ら、山田守がデザインに関与）
製図：羽山要太郎

聖橋 拱橋及び拱橋両側構造図（中央径間） 1926（大正15）年6月22日　 インク、鉛筆／トレーシングクロス｜縮尺1:48 東京都建設局

32 東京朝日新聞社鉄骨模型『建築新潮』（1926年 第3号、洪洋社）所収 1926（大正15）年 印刷／紙、雑誌（複写） 個人蔵
33 東京朝日新聞社 外観『東京朝日新聞小観』（東京朝日新聞社）所収 1927（昭和2）年 印刷／紙、雑誌（複写） 個人蔵
34 東京朝日新聞社 内観『東京朝日新聞小観』（東京朝日新聞社）所収 1927（昭和2）年 印刷／紙、雑誌（複写） 個人蔵
35 東京朝日新聞社社屋 模型 制作：1988（昭和63）年、植野石膏 樹脂｜縮尺1:75　
36 朝日新聞社新築記念 絵葉書 1925（大正14年）年 印刷／紙、葉書と封筒 東京都市大学図書館（蔵田文庫）
37 小泉癸巳男 数寄屋橋畔「昭和大東京百図絵」より（第60番） 1935（昭和10）年 木版（多色）／紙 東京国立近代美術館
38 東京朝日新聞社社屋 戦後の外観 撮影：1950–54（昭和25–29）年 写真（35mmポジより複写） 個人蔵
39 東京朝日新聞社社屋 タイル 採集：1981（昭和56）年、一木努 タイル 一木努氏
40 山口銀行東京支店 撮影年不詳 写真（複写） 石本建築事務所　
41 山口銀行東京支店 絵葉書 制作年不詳 印刷／紙、葉書 個人蔵
42 分離派建築会第3回作品展 ポスター 1923（大正12）年 印刷／紙 堀口捨己資料アーカイブズ（MJ-1923-1-OT-01）

43 分離派建築会第3回作品展 案内葉書 1923（大正12）年 印刷／紙 東京都市大学図書館（蔵田文庫）
44 分離派建築会第4回作品展 目録 1924（大正13）年 印刷／紙 東京都市大学図書館（蔵田文庫）
45 分離派建築会第4回作品展 議事録 1924（大正13）年 インク、手書き／紙 東京都市大学図書館（蔵田文庫）
46 分離派建築会 『分離派建築会の作品 第三』（岩波書店） 1924（大正13）年 印刷／紙、書籍 現代美術製作所 曽我高明氏
47 分離派建築会第4回作品展 会場写真 1924（大正13）年 写真（複写） 石本建築事務所
48 分離派建築会第4回作品展 会場写真（蔵田周忠『近代建築史』相模書房所収） 1924（大正13）年 印刷／紙、書籍（複写） 東京都市大学図書館（蔵田文庫）
49 分離派建築会第5回作品展 会場写真 1926（大正15）年 印刷／紙（複写） NTTファシリティーズ
50 分離派建築展覧会第6回作品展 招待状 1927（昭和2）年 印刷／紙（複製） NTTファシリティーズ
51 分離派建築会関西第1回作品展（石本送別会）ポスター 1922（大正11）年 印刷／紙 東京都市大学図書館（蔵田文庫）
52 山田守 「フリーデザイン クレマトリウム」『分離派建築会の作品 第二』（岩波書店）所収 1921（大正10）年 印刷／紙、書籍（複写） 東京都市大学図書館（蔵田文庫）
1 石本喜久治 『建築譜』（分離派建築会） 1924（大正13）年 印刷／紙、書籍 石本建築事務所
2 国際住居協会 刊行物 1931（昭和6）年 印刷／紙、雑誌 京都国立近代美術館（上野伊三郎＋リチ コレクション）

3 山口文象（岡村蚊象） 「丘上の記念塔」『分離派建築会の作品 第三』（岩波書店）所収 1924（大正13）年 印刷／紙、書籍（複写） 現代美術製作所 曽我高明氏
4 山口文象（岡村蚊象） 丘上の記念塔 模型 1924（大正13）年｜再制作：2009（平成21）年、

杉浦晋悟（ニホンディスプレイ）、
神戸大学梅宮研究室、竹葉丈（名古屋市美術館）

スチレンボード、ジェッソ｜縮尺1:400 梅宮弘光氏

5 北野病院　 撮影年不詳 写真（複写） 公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院
6 山田守（逓信省営繕課） 千住郵便局電話事務室 新築 玄関其他詳細 1927（昭和2）年 青焼図（複製）｜縮尺1:20 学校法人東海大学学園史資料センター　
7 千住郵便局電話事務室 撮影年不詳 写真（複写） NTTファシリティーズ
8 足立郵便局（旧千住郵便局電話事務室） 撮影：1974（昭和49）年3月23日、

建築探偵団（藤森照信、堀勇良）
写真（複写） 藤森照信氏

9 千住郵便局電話事務室（現・NTT千住ビル） 撮影：2020（令和2）年、若林勇人 写真
10 白木屋百貨店 模型 制作：2020（令和2）年、

諏佐遥也（zouzou model）
ミクストメディア｜縮尺1:200

11 石本喜久治 白木屋百貨店 断面A 制作年不詳 インク、鉛筆、裏から着彩／美濃紙
縮尺1:100

石本建築事務所

12 石本喜久治 白木屋百貨店 日本橋側立面図 1927（昭和2）年12月8日 インク、鉛筆／美濃紙｜縮尺1:100 石本建築事務所
13 石本喜久治 白木屋百貨店 日本橋側入り口金物詳細（ウォールラジエータ施工図） 1928（昭和3）年6月1日 インク／美濃紙｜縮尺1:2 石本建築事務所
14 石本喜久治 白木屋百貨店 南側立面図 制作年不詳 インク、鉛筆／美濃紙｜縮尺1:100 石本建築事務所
15 石本喜久治、山口文象（岡村蚊象） 白木屋百貨店 透視図 1928（昭和3）年 木炭／紙 石本建築事務所
16 白木屋百貨店（第1期～第2期工事） 撮影年不詳 写真（複写） 清水建設株式会社
17 勝野邸　 撮影：1928（昭和3）年 写真（複写） 東京都市大学岡山研究室
18 勝野邸 玄関『INAXREPORT』（No.177、INAX出版）所収 撮影：2009（平成21）年、相原功 写真（複写）
19 蔵田周忠 勝野邸 玄関扉 1928（昭和3）年 木、ガラス、金属 東京都市大学岡山研究室
20 蔵田周忠（関根建築事務所） 坊城邸 家具設計図　 1927（昭和2）年 青焼図｜縮尺1:10 東京都市大学図書館（蔵田文庫）
21 坊城邸 撮影：1928（昭和3）年 写真（複写） 東京都市大学図書館（蔵田文庫）
22 堀口捨己 『一混凝土住宅図集』（構成社書房） 1930（昭和5）年 印刷／紙、書籍 日本建築学会図書館
23 堀口捨己 吉川東京邸 電灯器具現寸図 制作年不詳 鉛筆／和紙｜縮尺1:5、1:1 堀口捨己資料アーカイブズ（MJ-1930-3-HU-29）

24 堀口捨己 吉川東京邸 アイソメ、吉川東京邸 アイソメ（両面） 制作年不詳 鉛筆／洋紙 堀口捨己資料アーカイブズ（MJ-1930-3-HU-45）

25 堀口捨己 吉川東京邸 立面図・平面図 制作年不詳 鉛筆／洋紙（複写）｜縮尺1:100 堀口捨己資料アーカイブス（MJ-1925-1-HU-05）

26 小出邸 撮影：2020（令和2）年、若林勇人 写真
27 堀口捨己 小出邸 平面図・断面図・立面図・屋根伏図・面積表 1924（大正13）年 鉛筆／トレーシングペーパー｜縮尺1:100 堀口捨己資料アーカイブズ（MJ-1925-2-HU-01）

28 堀口捨己 小出邸 客室展開図・平面図・天井伏図・電燈装飾詳細図 1924（大正13）年 鉛筆／トレーシングペーパー｜縮尺1:20 堀口捨己資料アーカイブズ（MJ-1925-2-HU-05）

29 堀口捨己 小出邸 応接室 肘掛け椅子 復元：1997（平成9）年 木、布（復元） 東京都江戸東京たてもの園
30 堀口捨己 小出邸 応接室 側卓子 複製：1997（平成9）年 木（複製） 東京都江戸東京たてもの園
31 旧米川邸 撮影：1928（昭和3）年 写真（複写） 東京都市大学図書館（蔵田文庫）
32 蔵田周忠 旧米川邸 本棚 1928（昭和3）年 木 個人蔵
33 旧米川邸 インテリア模型および室内ウォークスルー映像 制作：2020（令和2）年、

東京都市大学岡山研究室
ミクストメディア｜縮尺1:20

34 旧米川邸 撮影：2020（令和2）年、若林勇人 写真
35 「分離派建築会 第七回展覧会作品集」『建築新潮』（11月号、洪洋社） 1928（昭和3）年 印刷／紙、雑誌 東京都市大学図書館（蔵田文庫）
36 分離派建築会第7回作品展 会場写真 1928（昭和3）年 写真（複写） 佐藤ミナミ氏、ミサキ氏蔵
1 大内秀一郎が渡欧時に用いたトランク 皮革、金属 臼倉恒介氏
2 山田守（撮影） 渡航映像 撮影：1929（昭和4）年8月1日

–1930（昭和5）年5月19日
マルセイユ、ベルリン、フランクフルト、
ミュンヘン、ブレーメン、ニューヨーク他

16mmフィルム（デジタル上映） NTTファシリティーズ

3 蔵田周忠ほか（撮影） 渡航映像 撮影：1930（昭和5）年4月2日–10月
ブレーメン、ベルリン、ウィーン、パリ他

16mmフィルム（デジタル上映） 東京都市大学図書館（蔵田文庫）

4 板垣鷹穂、堀口捨己（編） 『建築様式論叢』（六文館） 1932（昭和7）年 印刷／紙、書籍 京都国立近代美術（上野伊三郎＋リチ コレクション）

5 山田守 鶴見邸 平面図 制作年不詳 青焼図／紙（複製）｜縮尺1:100 日本建築学会建築博物館
6 山田守 鶴見邸 立面図 制作年不詳 青焼図／紙（複製）｜縮尺1:100 日本建築学会建築博物館
7 山田守 鶴見邸 鉄筋コンクリート造1階平面詳細 制作年不詳 青焼図／紙（複製）｜縮尺1:200 日本建築学会建築博物館
8 山田守 鶴見邸 鉄筋コンクリート造1・２階矩計図 制作年不詳 青焼図／紙（複製）｜縮尺1:200 日本建築学会建築博物館
9 山田守 「生活の一実例 一～五」『新建築』（8巻4–9月号、新建築社） 1932（昭和7）年 印刷／紙（複写）
10 鶴見邸 模型 制作：2020（令和2）年、

東京理科大学岩岡研究室　
ミクストメディア｜縮尺1:30 

11 堀口捨己 『一住宅と其庭園』（洪洋社） 1936（昭和11）年 印刷／紙、書籍 京都府立図書館
12 斎藤邸 南側ファサード 撮影：1935（昭和10）年 印刷／紙（複写） 東京都市大学図書館（蔵田文庫）
13 蔵田周忠 斎藤邸 東西断面図 1935（昭和10）年 墨／和紙｜縮尺1:100 東京都市大学図書館（蔵田文庫）
14 蔵田周忠 斎藤邸 南立面図 1935（昭和10）年 墨／和紙｜縮尺1:100 東京都市大学図書館（蔵田文庫）
15 蔵田周忠 斎藤邸 北立面図 1935（昭和10）年 墨／和紙｜縮尺1:100 東京都市大学図書館（蔵田文庫）
16 蔵田周忠 斎藤邸 平面図 1935（昭和10）年 青焼図／紙｜縮尺1:50 東京都市大学図書館（蔵田文庫）
17 山口文象（蚊象） 日本歯科医学専門学校附属医院新築設計図 2階平面図 制作年不詳 美濃紙、インク｜縮尺1:100 RIA（アール・アイ・エー）

18 山口文象（蚊象） 日本歯科医学専門学校附属医院新築設計図 正面図 制作年不詳 美濃紙、インク｜縮尺1:100 RIA（アール・アイ・エー）

19 山口文象（蚊象） 日本歯科医学専門学校附属医院新築設計図 西北立面図、東南立面図 制作年不詳 美濃紙、インク｜縮尺1:100 RIA（アール・アイ・エー）

20 「近代的能率本位の口腔工場」『アサヒグラフ』（1934年5月9日号、朝日新聞社）所収 1934（昭和9）年 印刷／紙、雑誌 個人蔵
21 旧横須賀海仁会病院　 撮影年不詳 印刷／紙（複写） 石本建築事務所
22 立原道造 （画） 旧横須賀海仁会病院 『新建築』（1937年7月号）所収 制作年不詳 印刷／紙（複写）
23 旧横須賀海仁会病院　 撮影：2020（令和2）年、若林勇人 写真
24 大阪市立電気科学館 写真アルバム 1937（昭和12）年 印刷／紙（複写） 大阪市立科学館
25 大阪市立電気科学館 絵葉書 制作年不詳 インク、印刷／紙 個人蔵
26 大阪市電気局（大内秀一郎がデザインに関与） 電気科学館 第3階 電力電熱館 平面図 制作年不詳 青焼図（複製）｜縮尺1:50 大阪市立科学館
27 開館50周年 記念講演会での手塚治虫のサイン 1987（昭和62）年 インク、印刷／紙 大阪市立科学館
28 伴俊男、手塚プロダクション 『手塚治虫物語 （1928–1959）』（朝日新聞社） 1992（平成4）年 印刷／紙、雑誌（複写） 個人蔵
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