
番号 カテゴリー 資料名 点数 所蔵・提供 備考

1 パネル ごあいさつ 1 LIXIL

2 パネル 「世界の台所調査」 宮崎玲子 1 LIXIL

3 パネル 「地図から見える台所」 宮崎玲子 1 LIXIL

4 パネル プロフィール 1 LIXIL

5 模型 1/10 模型＿ドイツ・フランケン地方の小作人の家 1 宮崎玲子

6 模型 1/10 模型＿ロシア・カレリア地方の労働者の家 1 宮崎玲子

7 模型 1/10 模型＿北極圏 イヌイットの雪の家 1 宮崎玲子

8 模型 1/10 模型＿ネパール  カトマンズ地方の農家 1 宮崎玲子

9 模型 1/10 模型＿インド  タミル地方の商人の家 1 宮崎玲子

10 模型 1/10 模型＿日本  武蔵野の農家 1 宮崎玲子

11 パネル フランス・オランダ 1 LIXIL

12 パネル スウェーデン・イタリア 1 LIXIL

13 パネル 中国（福建省）・マレーシア 1 LIXIL

14 パネル 中国（雲南省）・台湾 1 LIXIL

15 パネル 中国・韓国 1 LIXIL

16 パネル トルコ・ギリシャ 1 LIXIL

17 パネル 「世界の台所を訪ねて」 1 LIXIL

18 パネル 「近代における台所の革新(イノベーション)と身体性」 須崎文代 1 LIXIL

19 パネル 「立働式の導入」 1 LIXIL

20 実資料
『素人料理年中惣菜の仕方 全』 花の屋胡蝶
著明治26年／静観堂

1 須崎文代

21 実資料
『くりやのこころへ』石川県第一女子師範学校 編
明治13年／益智館

1 須崎文代

22 実資料 『東京風俗史 中巻』平出鏗二郎 著／明治34年／富山房 1 個人蔵

23 実資料
『家事教科書 上巻』石澤吉麿 著
大正8年（初版：大正5）／集成堂

1 須崎文代

24 実資料
『新編 家事教科書 上巻』近藤耕蔵 著
昭和5年（初版：昭和2）／光風館書店

1 須崎文代

25 実資料 『現代家事 上の巻』甫守ふみ 著／昭和2年／晩成処 1 須崎文代
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26 パネル 「衛生」 1 LIXIL

27 実資料 『家庭宝典　台所改良』天野誠齋 著／明治40年／博文館 1 須崎文代

28 実資料
『家事新教科書 上巻』石澤吉麿 著
大正15年（初版：大正5）／集成堂

1 須崎文代

29 実資料
『実地応用家事教科書 上巻』吉村千鶴 著
大正12年／東京開成館

1 須崎文代

30 実資料 『和洋住宅設備図集』遠藤於菟 著／昭和6年／大倉書店 1 須崎文代

31 実資料 『台所150集』昭和32年／主婦の友社 1 須崎文代

32 パネル 「利便」 1 LIXIL

33 実資料 『婦人之友』昭和23年10月号／婦人之友社 1 須崎文代

34 実資料
『実践 家事新教本 改訂版 上巻』西田博太郎、高橋学而、福井
正憑、守屋美智雄 著
昭和10年（初版：昭和7）／株式会社 帝国書院

1 須崎文代

35 実資料
『新日本家事教科 上巻』山崎犀二 著
昭和14年（初版：昭和13）／盛林堂書店

1 須崎文代

36 実資料
『修訂新時代家事教本 上巻』越智キヨ 著／昭和7年／星野書
店

1 須崎文代

37 実資料
『新編 家事教科書 上巻』近藤耕蔵 著
昭和9年（初版：昭和2）／光風館書店

1 須崎文代

38 実資料 『増補注釈 食道楽』 冬の巻／明治38年 （初版：明治36） 1 須崎文代

39 実資料 『増補注釈 食道楽』 春の巻／明治38年 （初版：明治36） 1 須崎文代

40 実資料 『増補注釈 食道楽』 夏の巻／明治38年 （初版：明治36） 1 須崎文代

41 実資料
『吾家の設計』ウィリアム・メレル・ヴォーリズ 著
大正12年／文化生活研究会

1 須崎文代

42 実資料 「台所並に厨房具型録」（家庭用）テーワイ商会 1 須崎文代

43 実資料 『新しい台所と台所道具』生活改善同盟会／昭和3年 1 須崎文代

44 実資料
『建築写真類聚 理想の台所 三期 第十七回』
大正13年（初版：大正11）／洪洋社

1 須崎文代

45 実資料
『The American Woman’s Home』
キャサリン・Ｅ・ビーチャー 著1869年

1 須崎文代

46 実資料 『Japanese Home』エドワード・シルベスター・モース著／1886年 1 須崎文代

47 実資料
『応用家事精義』大江スミ子 著
大正6年（初版：大正5）／東京宝文館

1 須崎文代

48 パネル 「人間工学の萌芽」 1 LIXIL

49 パネル 「新素材の導入」 1 LIXIL

50 実資料 人造石流し 1 LIXIL

51 実資料 伊奈の内装タイルカタログ 1 LIXIL

52 パネル 「ステンレス深絞り流しの誕生」 1 LIXIL

53 実資料 公団用のステンレス深絞り流し台 1 LIXIL
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54 実資料 1957年頃の仕様書 1 LIXIL

55 パネル
エルンスト・マイ（1886－1970）＋マルガレーテ・シュッテ＝リホ
ツキー（1897－2000）  「フランクフルト・キッチン」1926年

3 撮影：須崎文代

56 パネル
ル・コルビュジエ（1887－1965）＋シャルロット・ペリアン（1903－
1999）  「マルセイユのユニテ・ダビタシオン」1945-1952年

2

57 パネル
ル・コルビュジエ（1887－1965）
「ナンジェセール・エ・コリ通りのアパルトマン」1931-1934年

2

58 パネル
ル・コルビュジエ（1887－1965）
「サヴォア邸」1928-31年

2

59 パネル
ミース・ファン・デル・ローエ（1886－1969）
「ファンズワース邸」1951年

2

60 パネル 吉田五十八（1894－1974）  「小林古径邸」1934年 2 撮影：須崎文代

61 パネル
藤井厚二（1888－1938）
「聴竹居」1928年

5
写真提供：竹中工務店
撮影すべて：古川泰造

62 パネル
ウィリアム・メレル・ヴォーリズ（1880－1964）
「旧マッケンジー住宅 」1940年（静岡県静岡市）

2 撮影：須崎文代

63 パネル 前川國男（1905－1986）  「自邸」 1942年 2

64 パネル
フランク・ロイド・ライト（1867－1959）
「旧山邑家住宅」1924年（ヨドコウ迎賓館／兵庫県芦屋市）

2

65 パネル
堀田英二
「ビラ・ビアンカ」1964年（東京都渋谷区）

2

66 パネル
菊竹清訓（1928－2011）
「スカイハウスのムーブネット」1958年（東京都文京区）

2 撮影：村井修

67 パネル 近代台所史 1 LIXIL

撮影：須崎文代
© F.L.C./ADAGP,Paris＆
JASPAR,Tokyo,2019C2689

写真提供：（外観）株式会社 淀川製鋼
所    撮影：（内観）須崎文代

写真提供：アリッサスタジオ

写真提供：江戸東京たてもの園

撮影2点とも：須崎文代
© F.L.C./ADAGP,Paris＆
JASPAR,Tokyo,2019C2689

写真提供：風間健
© Farnsworth House courtesy of the
National Trust for Historic
Preservation

写真提供：（外観）© I. Sailko
撮影：（内観）須崎文代、
©F.L.C./ADAGP,Paris＆
JASPAR,Tokyo,2019C2689
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