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1 The Holy Bible : a facsimile of the Authorized Version published in the year 1611
with an introduction by
Yoshio Terasawa

Nan'un-do 1982.5

2 聖書の女性 ; 旧約篇. -- 改訳新版
カイパー著 ; 中村妙子
訳

新教出版社 1980.12

3 聖書の女性 ; 新約篇. -- 改訳新版
カイパー著 ; 中村妙子
訳

新教出版社 1980.12

4 聖書の構造分析 (文化人類学叢書).
エドマンド・リーチ著 ; 鈴
木聡訳

紀伊國屋書店 1984.8

5 聖書 ; JCO53 日本聖書協会 1961

6 聖書大事典 : カラー版
Geoffrey Wigoder[原編]
; 荒井章三編者代表

新教出版社 1991.6

7 Early Russian architecture

Hubert Faensen,
Vladimir Ivanov ;
photographs by Klaus
G. Beyer ; translated
[from the German] by
Mary Whittall

Elek 1975

8 聖なる空間をめぐる : フランス中世の聖堂 前川道郎著 学芸出版社 1998.7
9 ロマネスク・東方キリスト教 (世界の建築 ; 4). 柳宗玄責任編集 学習研究社 1983.4

10 ロシアビザンチン : 黄金の環を訪ねて (建築巡礼 / 香山壽夫監修 ; 19). 内井昭蔵著 丸善 1991.1
11 Medieval architecture in Western Europe : from A.D. 300 to 1500 Robert G. Calkins Oxford University Press c1998
12 Santa Maria di Castello e il romanico a Genova Sagep 1973

13 カテドラル : 最も美しい大聖堂のできあがるまで
デビッド・マコーレイ作 ;
飯田喜四郎訳

岩波書店 1979.3

14
Space into light : the churches of Balthasar Neumann (The Architectural History
Foundation/MIT Press series ; 2).

Christian F. Otto
Architectural History
Foundation

c1979

15 教会 (E+P : 設計+計画 ; 15). ライナー・ディッセ編 集文社 1977.3

「聖なる言葉と祈りの空間」
クリスマスが近づいてくると、家族や友人、恋人のことを考える時間が、いつもより多くなるような気がします。

大切な人たちが今日もしあわせでありますように…。
聖書の言葉や教会建築に触れて、そこに刻まれた祈りのかたちを見つけてみませんか？

展示期間：2012年12月12日(月)～12月26日(月) 展示場所：1Fアメニティゾーン

https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TY00026918
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW20003242
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW20003242
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00007680
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00009218
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00018817
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TY00022880
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW20020725
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00033370
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00048153
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TY20012747
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TY00019732
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00041535
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TY00019546
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TY00019546
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00041064
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16 中世の光と石 : ル・トロネ修道院 (磯崎新+篠山紀信建築行脚 ; 5).
磯崎新, 篠山紀信, 三宅
理一著

六耀社 1980.6

17 The evolution of church building [by] Jack Bowyer
Crosby Lockwood
Staples

1977

18 New churches
Architectural Book Pub.
Co

[1972]

19 専門研究シャルトル大聖堂
エチエンヌ・ウーベ著 ;
[山口高典訳]

ウーベ出版社 [1997]

20 サン・ピエトロ大聖堂 石鍋真澄著 吉川弘文館 2000.12
21 長崎の天主堂 : その信仰と美 木村信郎写真 技報堂出版 1977.8

22
Upjohn's rural architecture : designs, working drawings, and specifications for a wooden
church, and other rural structures (Da Capo Press series in architecture and decorative
art).

by Richard Upjohn Da Capo Press 1975

23 キリスト教シンボル・デザイン事典
W.E.ポウスト著 ; 木寺廉
太訳

教文館 2007.4

24 キリスト教美術シンボル事典
ジェニファー・スピーク
著 ; 中山理訳

大修館書店 1997.6

25 Il duomo di modena (Forma e colore : i grandi cicli dell'arte ; 50).
di Arturo Carlo
Quintavalle

Sadea/Sansoni Editori c1965

26 神の国とひとの国 : 中世ヨーロッパ (岩波美術館 / 柳宗玄[ほか]責任編集 ; 歴史館第4室) 前川誠郎著 岩波書店 1985.3
27 東方キリスト教美術 (大系世界の美術 / 新規矩男 [ほか] 編 ; 第9巻). 柳宗玄責任編集 学習研究社 1975

28 画集レンブラント聖書 ; 新約篇
レンブラント[著] ; ヒド・
フックストラ編著 ; 嘉門
安雄監訳

学習研究社 1982.7

https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00010220
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TY00021786
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TY00021370
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW20014962
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00047921
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00025129
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00002274
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00002274
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00002274
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00044746
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW20001524
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TY20009043
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00005344
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00014162
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00026015
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