
名称

1西南学院講堂 北九州市小倉北区上倒津

日本キリス ト教団福岡社家町教会 福 lYll市 冷泉町 6-7

1玉栄幼稚園 熊本市九品寺2-2

戯-1召和10年 RC造

囲―昭和 4年

励一人正12年

圏一昭和12年

國―昭和4年 木造 2階建て

國―昭和 7年

囲一昭和 2年

峻―昭和 3年

懺一大正 9年 木造 1階建て

囲―昭和3年 RC造  3階建て

麟一昭和 4年

殿一昭和 5年 本造 2階建て

國一昭和12年 木造 2階建て

國一大正15年 木造 2階建て

囲―昭和 4年 本造 2階建て

岬一大正13年 宋造 2階建て

囲一大正14年

熙一昭和 4年 木造 2階建て

姫路市商工会議所

(旧名)ロ ノ本女学校

姫路市下寺町50

頌栄幼稚園・頌栄短期大学

(旧名)頌栄保育専攻学校

神戸市生田区中山手通 6

啓明女学院北校舎

(旧名)パ ルモア学院

神戸市生田区中山手通 4

神戸YWCA会 館 神戸市茸合区上筒井通 1

大丸百貨店南 1号館(旧名)ニ ューマー ネ中戸市生回区明石田『38

クナショナルシティバング神戸支店

白 jII邸
(旧名)ニ ューコークナショナルシ 神戸市生田区北野町 1

ティバング社宅

松村石油青松寮

(1日名)松本」低

`

神戸市灘区城 ノ下ili 2

大槻邸 (旧名)西松測1, 神戸市東灘区住吉町垣添

阿部邸 西官市雲井町

ウォルター・マーティ邸

(旧名)東京電気社宅

■Li官市雲Лl町

フィッツジェラル ド邸 (1日名)ニ ュー

ヨータナショナルシティバング社宅

西官市磐井町

カナディアンアカデミースクール  神戸市灘区長峰台2         囲―昭和7～ 8年

校舎・寄宿舎

米国総領事官邸(旧名ン 佐邸    西官市名次‖r 田一昭和 8年

聖和女子短期大学 (一部校舎)   西官市岡田山4 囲■昭和初

'サ

]Ъ

東洋食品工業短期大学寮      宝塚lF雲雀丘1-7         戯一大正10年 木造 2階建て

(旧名)諏訪興
`

債 藤 鳳 大阪市‖:吉 区帝塚 山西 4 戯一大正10年 本造 2階建て



プール学院本館 大 1頸市生野区勝山北 1-19

プール学院清心館 (ネL拝堂)

日本聖公会大阪聖バウロ教会 大阪市北区曾根崎2-5-22

奥村組関西支所(旧名)山 田邸 大阪市阿倍野区松崎町 1-2-3

日本基督教団浪花教会 大阪市東区高麗橋 3-20

金商又一大阪支社(旧名)阿都市商店 大阪TF東区南久太郎町2-13

聖バルナバ病院

鐵一昭和10年 RC造  3階建て

國一昭和13年

躙一昭和 2年 RC造

鐵一大正 9年 RC造  2階建て

囲一昭T15年 RC造

里見邸 堺市浜寺 鵬一IIE和 2年 本造 2階建て

近江岸邸 堺市浜寺 麟一昭和10年

大阪医科大学本館・解剖棟 高槻市大学町 2-7 繊一昭和 2年 RC造

京都大丸百貨店 京都市中京区四条通高倉lti入 ル 囲-1召和 3年 RC造  6 EHL建て

佐伯病院 京都市中京区柳馬場綾小路下ル 囲一大正15年

稲田邸(1日名)稲田耳卵IB喉科医院 京都市中京区二条通車屋町東入ル 幽一昭和4年 RC造  3階建て

高木ノlヽ児科病院 京都市中京区堺町通二条下ル 國一昭和 4年 RC造

京都第二赤十字病院(1日 名)河村病院 京都市中京区御池通間ノ町 lJli入 ル 國一昭和 2年

京都大学YMCA会 館 京都市左京区古田牛之宮町 囲一大正11年 本造

日本聖公会聖贖主教会

(旧名)1専愛社礼拝堂

京都府立医科大学橘井寮

(旧名)京 .ll府立医科大学YMCA会 館

京都工芸繊維大学官舎

(1日名)船岡周i

湯浅邸

日本基督教団京都御幸町教会

日本基督教団錦林教会

國一昭和12年 RC造  4階建て

大阪市天王寺区細工谷回T66 囲一大正12年

大阪市淀川区十三元今里3-1-72 國一昭不Πll年 RC造

京都市左京区吉田牛之官町
1

囲一大正11年 本進 2階建て

京都市左京区松ケ崎 鵬一昭和4年 木造 2階建て

京都市左京区下鴨中河原町 國一大正13年 本造 2階建て

京都市中京区御幸町通二条上ル 吻士大正2年 煉瓦造 小屋本進

京都市左京区吉田中阿達町20 囮―昭和 4年

囲-1り]治44年 本造 2階建て近江兄弟社 近江八幡市魚屋口『元



近江兄弟社工場

(旧名)メ ンソレータムエ場

近江八幡市魚nT元 國一昭和 5年 RC造  4階建て

近江兄弟社学園(一部校舎) 近江八幡市市井町 國一大正13年

八幡商業高等学校校舎 近江八 1番市宇洞1呂 町10

近江八幡教会 近江ノヽ幡市為
`0ヽ

町中

近江八幡YMCA会 館 近江八幡市為
`lヽ 町中31

田中邸(旧名)近江兄弟社地塩寮 近江八幡市為′と、町上

恒春園 近江八1師北之庄町

ヴォー リズ記念館

(旧名)ヴ ォーリズ邸

近江八幡市慈恩寺町

近江兄弟社住宅

(1日名)ウ ォーターハゥス邸

近江八帷]F池 田町

佐藤。諸り|1邸

(旧名)近江ミッションダブルハウス

近江人幡市池口]町

渡辺邸(旧名)下村邸 近江八幡T「本町

村岡医院(1日 名)岩瀬邸 近江八幡11F永原町

忠田邸 近江八幡TF宮 内町

囲一日召和13年 RC造  2階建て

國一大正13年 木造

囲一日召和10年 本造  2 pHL建 て

融―昭和14年 木造 2階建て

幽一大正15年 RC造

囲一昭下Π7年 木造 2階建て

囲一大正 2年 本造

岡一大正 9年

□一大正10年

木造  2階建て

駿一昭和 4年 本造 2階建て

囮一昭和 8年 本造 2階建て

戯一日召和11年 本造 2階建て

國一大正13年

國一大正13年

囲一日吉和13年 本辻 2階建て

國一大正 2年 本造 2階建て

戯一大正 4年

國-1召和 5年 本造 2階建て

明一昭和9年

峻一昭和12午 RC造

噛-1召和 4年 本造

滋賀大学経済学部教員住宅

(旧名)彦根高等商業学校教員住宅

滋賀大学陵水館

(旧名)彦根高等商業学校陵水館

旧伊庭邸

醒ケ井郵便局

住井邸

今津基督教会館

豊郷小学校

日本基督教団草津教会

彦根TF馬場

彦根可F馬場 1-」 -1

滋賀県安上町小中

滋賀県米原町醒ケ井大正通

滋賀県八 日市市本 |‖r7-6

滋賀県今河t町今刊l

滋賀県豊郷川「

滋賀県rlL濶上市大路 2

川上幼稚園 金沢市幸‖」
・
17 般一大正 7年 本造



1日 ヴォーリズ建築事務所夏期事務所 長野県軽井沢 酸一大正元年 木造 2階建て

近江 ミッション住宅 長野県軽井沢 殿一大正3年 本造 2階建て

ア ン ドリュース邸 長野県軽井沢 田一大正 9年

ドミーハウス(旧名)サ |1崎 山I 長野県軽井沢 囲一昭和12年

フェリス女学院一号館校舎 横浜市中区山手町178 國―Π召不1144F―

横浜共立学園校舎 釉i浜市中区山手‖r212 憾―昭不Π7年

関東学院校舎 横浜市金沢区六前[町4834 厠}―口召不Π164「 頃

東洋英和女学院本館 東京都港区六本本 5-14 戯一昭不Π7年 RC造  4階建て

東洋英和女学院学生寮

門野邸 東京都港区赤坂 8

普連土中学・高等学校フレンズセン 東京都港区三日14-14

ター (旧名)フ レンズガールズスクール

殿一 日研 Π5年  木 造

囲一昭和 4年 木造

□-1召和9年

スイス大使館

(旧名)ア ンドリュース邸

青山学院高等部講堂

東京都渋谷区松滞70

東京都渋谷区渋谷4-4-25

岡一昭和 7年 RC造  3階建て

國一日召和15年 RC造

東京YWCA会 館 東京都千代田区神田駿河台1-8-11 露一大正 7年 RC造

石川記念館 (旧名)石り|1邸 : 東京都千代田区神田駿河台2-9-13  囲―昭和 2年

山ノ上ホテル(旧名)佐藤新興生活館 東京都千代田区神田駿河台1-1 岡―昭和10年 RC造

早稲田大学スコットホール 東京都新宿区西早稲田2-3 繭一大正 9年

聖学院(一部校舎)

日本獣医畜産大学

(旧名)日 本獣医学校

大田邸 (旧名)朽木邸

下妻基督教会 茨城県下妻市下要乙269 國一大正11年 木造 2階建て

東京都北区中里nr257 融一日召和12年頃

東京都武蔵野市境南町 1-7-1 國一昭和11年 RC造

東京都三鷹市牟礼 峨一大正13年 木造

遺愛女学院講堂 函館市杉11町64 國一昭不Π10年1本造


