
【お問合せ】 

愛知県図書館 サービス課 社会・自然・国際グループ 
〒460-0001 名古屋市中区三の丸 1-9-3   
Tel 052-212-2323  Fax 052-212-3674 
http://www.aichi-pref-library.jp/ 

【開館時間】 

午前１０時～午後８時（土・日・祝日は午後６時まで） 

【休館日】 

月曜日、毎月第 2 木曜日（ただし、4 月３０日［月・祝］は 
開館し、翌 5 月 1 日［火］は閉館） 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

め ぐ
タワーを 

る

愛知県図書館 4 階展示 
エレベータ前で開催中！ 

【交通案内】 

・地下鉄/鶴舞線 または 桜通線「丸の内」下車 
8 番出口から北へ徒歩 5 分 

・市バス/名古屋駅から 幹名駅 1・名駅 14 
「愛知県図書館」下車徒歩 3 分 

 

展示資料は裏面をご覧ください。 

期間：平成２４年３月９日（金） 
～平成２４年６月１３日（水） 

平成 24 年 2 月、自立式電波塔として世界一の高さとなる「東京スカイツリー Ｒ」

が完成しました。 
また、アナログから地上デジタル放送への完全移行により、名古屋の街のシンボル

タワーとして長年親しまれてきた名古屋テレビ塔が、アナログ放送の電波塔としての
役割を終え、今新たに生まれ変わろうとしています。 

そこで、所蔵資料の中から東京スカイツリー Ｒ、名古屋テレビ塔、東京タワー、 
五重塔などのタワー・塔建築に関する資料やテレビ放送などタワーに関連するテーマ
の資料を集めて展示、一部を除き貸出します。 

また、日本各地のタワーのパンフレットも配布します。（なくなり次第配布を終了します）

様々なタワーをめぐり、その魅力をじっくりと眺めてみてください・・・ 



4 階ミニ展示「タワーをめぐる」  ・・・展示資料の一部をご紹介します・・・ 

● 名古屋テレビ塔とその兄弟 

名古屋テレビ塔は、「塔博士」「耐震構造の父」といわれる内藤多仲博士（1886-1970）によって設計されま

した。博士が設計した六塔の電波塔や観光塔は、タワー六兄弟と呼ばれています。 

                         竣工年月      塔の高さ 

【長男】名古屋テレビ塔            昭和２９年 ６月   １８０ｍ 

【次男】二代目 通天閣             昭和３１年１０月   １０３ｍ 

【三男】別府テレビ塔（現 別府タワー）    昭和３２年 ５月    ９０ｍ  

【四男】札幌テレビ塔            昭和３２年 ８月   １４７.２ｍ 

【五男】東京タワー              昭和３３年１２月   ３３３ｍ 

【六男】博多タワー（現 博多ポートタワー）  昭和３９年１０月   １００ｍ 
                                                        2012 年3 月6 日現在 

     書名       著者   発行者   発行年   請求記号      資料ＩＤ                      

「タワー  内藤多仲と三塔物語」 INAX 出版 2006 年 526.54/ﾀﾜ 1108974004 

「ぼくらの名古屋テレビ塔」 樹林舎 2010 年 547.8/ﾎｸ 1110126842 

「名古屋テレビ塔 50 年の歩み」 名古屋テレビ塔 2004 年 A/699/ﾅｺ 1108535210  ※館内閲覧のみ 

「東京タワー物語」 前田久吉 著 東京書房 1959 年 B/526.1/ﾏ 1100982180 

「東京タワーが見た日本 1958-2008」 堺屋太一 編著 日本経済新聞出版社 2008 年 210.76/ｻｶ 1109534610 

「通天閣 新・日本資本主義発達史」 酒井隆史 著 青土社 2011 年 216.3 /ｻｶ 1110295326 

「内藤多仲博士に学ぶ」 内藤多仲博士生誕一二〇年記念事業実行委員会 2006 年 B/289.1/ﾅｲ 1109113190 
 
● 東京スカイツリー Ｒ の誕生 

平成24年2月29日 自立式電波塔として世界一となるタワー（634ｍ）が完成しました！ 

「東京スカイツリーと東京タワー」 細野透 著 建築資料出版社 2011 年 213.61/ﾎｿ 1110287244 

「東京スカイツリー物語」 松瀬学 著 ベストセラーズ 2012 年 526.54/ﾏﾂ 1110339547 

「まるごとわかる!地デジの本 地デジのためにできた電波塔」 ﾏｲｶ 作 汐文社 2011 年 J547/ﾏﾙ 1110164880 
 

● 古代～近代の塔 
「塔の思想 ヨーロッパ文明の鍵」 ﾏｸﾞﾀﾞ・ﾚｳﾞｪﾂ・ｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ 著 河出書房新社 1980 年 B/526.1/ﾚ 1100982215 

<聖書にあらわれた塔> 

「バベルの謎」 長谷川三千子 著 中央公論社 1996 年 193.21/ﾊｾ 1107115927 

「ピーテル・ブリューゲル」 ローズ＝マリー・ハーゲン 著 Taschen c2002 年 723.35/ﾌﾘ 1109298307 

<仏塔> 

「日本百名塔」 須磨一彦 著 中央大学出版部 2009 年 521.81/ｽﾏ 1109694963 

「インド仏塔紀行」 長谷川周 著 東方出版 2006 年 522.5/ﾊｾ 1108904046 

「塼塔 中国の陶芸建築」 柴辻政彦 著 鹿島出版会 2007 年 522.2/ｼﾊ 1109250340 

<明治・大正期の塔> 

「浅草十二階」 増補新版 細馬宏通 著 青土社 2011 年 210.6/ﾎｿ 1110245843 

<エッフェル塔> 

「ギュスターヴ・エッフェル」 アンリ・ロワレット 著 新潟 西村書店 1989 年 289/ｴﾂ 1105178712 

「エッフェル塔」 ロラン・バルト テクスト アンドレ・マルタン 写真 みすず書房 1991 年 523.35/ﾊﾞﾙ 1105656857 
 

● 塔いろいろ 

「給水塔」 ベルント・ベッヒャーほか撮影 リブロポート 1992 年 748/ﾍﾞﾂ 1105933250 

「火の見櫓」 火の見櫓からまちづくりを考える会 編 鹿島出版会 2010 年 317.79/ﾋﾉ 1110009499 
 

● タワーを演出する照明と色の世界 

「LOVE THE LIGHT,LOVE THE LIFE」 石井幹子 著  東京新聞 2011 年 545.6/ｲｼ 1110291846 

「照明の科学」 照明と生活の研究会 著 日刊工業新聞社 2008 年 545/ｼｮ 1109561223 

「すぐわかる日本の伝統色」 福田邦夫 著  東京美術 2005 年 757.3/ﾌｸ 1108757209 
 
● タワーとともに歩むテレビ放送 

「テレビ 50 年」 東京ニュース通信社  2000 年 699.21/ﾃﾚ 1107959774  

テレビ放送局の社史等 


