
No. 書名 著者名 請求記号

1 北斎富嶽三十六景 (岩波文庫:青(33)-581-1) [葛飾北斎画]/日野原健司編 080/I

2 ロバート・キャパ写真集 (岩波文庫:青(33)-580-1) ICPロバート・キャパ・アーカイブ編 080/I

3 脳は絵をどのように理解するか : 絵画の認知科学
ロバート・L・ソルソ著/鈴木光太郎, 小
林哲生共訳

141.5/So34

4 旧約聖書を美術で読む 秦剛平著 193.1/H41

5 新約聖書を美術で読む 秦剛平著 193.5/H41

6 隈研吾/極小・小・中・大のディテール 隈研吾建築都市設計事務所編著 520.8/Ku33

7 ガウディ : 建築家の見た夢 (「知の再発見」双書:107)
フィリップ・ティエボー著/遠藤ゆかり
訳

523.3/G27

8 ル・コルビュジエ : 終わりなき挑戦の日々 (「知の再発見」双書:126) ジャン・ジャンジェ著/遠藤ゆかり訳 523.3/L49

9 ニュー・ミュージアム : 現代美術・博物館建築の旅 ミミ・ザイガー著/松岡智子訳 526.7/Z2

10 プレイリー・ハウス1889-1916 (フランク・ロイド・ライトの住宅:1)
ブルース・ブルックス・ファイファー文
/玉井一匡翻訳

527/F92/1

11 タリアセン・ウェスト (フランク・ロイド・ライトの住宅:3)
ブルース・ブルックス・ファイファー文
/玉井一匡翻訳

527/F92/3

12 落水荘 (フランク・ロイド・ライトの住宅:4)
ブルース・ブルックス・ファイファー文
/玉井一匡翻訳

527/F92/4

13 ユーソニアンハウス 1 (フランク・ロイド・ライトの住宅:6,7)
ブルース・ブルックス・ファイファー文
/玉井一匡翻訳

527/F92/6

14 ユーソニアンハウス 2 (フランク・ロイド・ライトの住宅:6,7)
ブルース・ブルックス・ファイファー文
/玉井一匡翻訳

527/F92/7

15 コンクリート及びコンクリート・ブロックの住宅 (フランク・ロイド・ライトの住宅:8)
ブルース・ブルックス・ファイファー文
/玉井一匡翻訳

527/F92/8

16 ダダ : 前衛芸術(アヴァンギャルド)の誕生 (「知の再発見」双書:138) マルク・ダシー著/遠藤ゆかり訳 702.07/D11

17 めくるめく現代アート : イラストで楽しむ世界の作家とキーワード 筧菜奈子文・絵 702.07/Ka24

18 すぐわかる20世紀の美術 : フォーヴィスムからコンセプチュアル・アートまで 千足伸行著 702.07/Se75

19 チームラボって、何者? : 日本美術史に新たなページを加える最先端アート集団の思考と作品 鈴木芳雄, 藤原えりみ編集&文 702.07/Su96

20 聖書が生んだ名画 保坂清著 702.09/H91
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21 すぐわかる日本の美術 : 絵画・仏像・やきもの&暮らしと美術 改訂版 田中日佐夫監修 702.1/Su49

22 岡倉天心 : 日本文化と世界戦略 ワタリウム美術館編集 702.16/O41

23 タンカの世界 : チベット仏教美術入門 (Musaea Japonica:2) 田中公明著 702.22/Ta84

24 鑑賞のための西洋美術史入門 早坂優子著 702.3/H47

25 もっと知りたいレオナルド・ダ・ヴィンチ : 生涯と作品 (アート・ビギナーズ・コレクション) 裾分一弘監修 702.37/V75

26 綺想迷画大全 中野美代子著 704/N39

27 知識ゼロからの美術館入門 青柳正規著 706/A57

28 アートとメディア・テクノロジーの展望 : ICCオープン・スペース10年の記録2006-2015 畠中実 [ほか] 編 706/A94

29 ルーヴル美術館の歴史 (「知の再発見」双書:115)
ジュヌヴィエーヴ・ブレスク著/遠藤ゆ
かり訳

706/B72

30 Harmo Museum 関たか子中井美穂森全康編集 706/H33

31 美術館学ツーリズム : 24時間のミューゼオロジィ 長谷川栄文・写真 706/H36

32 名画を見る眼 [正] (岩波新書:青-729a,729b,729,785) 高階秀爾著 707/Ta54

33 名画を見る眼 続 (岩波新書:青-729a,729b,729,785) 高階秀爾著 707/Ta54/2

34 ブリヂストン美術館名作選 石橋財団ブリヂストン美術館編 708/B92

35 正倉院 (岩波新書:新赤版 42) 東野治之著 709/To63

36 ロダン : 神の手を持つ男 (「知の再発見」双書:124) エレーヌ・ピネ著/遠藤ゆかり訳 712/R58

37 視覚心理学が明かす名画の秘密 三浦佳世著 720.1/Mi67

38 イタリア・ルネサンス絵画 : 新装版 (アート・ライブラリー)
サラ・エリオット著/森田義之, 松浦弘明
訳

720.8/A94

39 印象派の絵画 (アート・ライブラリー)

マーク・パウエル=ジョーンズ著/フィ
リップ・クーパー作品解説/六人部昭典
訳

720.8/A94

40 オランダ絵画 (アート・ライブラリー)
クリストファー・ブラウン著/千速敏男
訳

720.8/A94
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41 カナレット (アート・ライブラリー)
クリストファー・ベイカー著/越川倫明, 

新田建史訳
720.8/A94

42 カラヴァッジョ : 新装版 (アート・ライブラリー)
カラヴァッジョ [画]/ティモシー・ウィル
ソン=スミス著/宮下規久朗訳

720.8/A94

43 カンスタブル : 新装版 (アート・ライブラリー) ジョン・サンダーランド著/潮江宏三訳 720.8/A94

44 キュビスム (アート・ライブラリー) フィリップ・クーパー著/中村隆夫訳 720.8/A94

45 クリムト (アート・ライブラリー) キャサリン・ディーン著/冨田章訳 720.8/A94

46 クレー (アート・ライブラリー) ダグラス・ホール著/前田富士男訳 720.8/A94

47 ゲインズバラ (アート・ライブラリー) ニコラ・カリンスキー著/潮江宏三訳 720.8/A94

48 ゴッホ (アート・ライブラリー)
ウィルヘルム・ウーデ著/グリゼルダ・
ポロック作品解説/坂上桂子訳

720.8/A94

49 ゴヤ (アート・ライブラリー)
エンリケタ・ハリス著/大高保二郎, 横山
由紀子訳

720.8/A94

50 シスレー (アート・ライブラリー)
リチャード・ショーン著/島田紀夫, 松島
潔訳

720.8/A94

51 シャガール (アート・ライブラリー) ジル・ホロンスキー著/湊典子訳 720.8/A94

52 シャルダン (アート・ライブラリー) ガブリエル・ノートン著/大野芳材訳 720.8/A94

53 シュルレアリスムの絵画 (アート・ライブラリー) サイモン・ウィルソン著/新関公子訳 720.8/A94

54 シーレ : 新装版 (アート・ライブラリー)
クリストファー・ショート著/松下ゆう
子訳

720.8/A94

55 ダリ (アート・ライブラリー)
クリストファー・マスターズ著/速水豊
訳

720.8/A94

56 ターナー (アート・ライブラリー)
ウィリアム・ゴーント著/ロビン・ハム
リン作品解説/荒川裕子訳

720.8/A94

57 デューラー (アート・ライブラリー) マーティン・ベイリー著/岡部紘三訳 720.8/A94

58 ドガ : 新装版 (アート・ライブラリー)
キース・ロバーツ著/ヘレン・ラングド
ン作品解説/村田宏訳

720.8/A94

59 フェルメール (アート・ライブラリー) マーティン・ベイリー著/元木幸一訳 720.8/A94

60 フラ・アンジェリコ : 新装版 (アート・ライブラリー) クリストファー・ロイド著/森田義之訳 720.8/A94
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61 ブリューゲル (アート・ライブラリー) キース・ロバーツ著/幸福輝訳 720.8/A94

62 ホイッスラー (アート・ライブラリー)
フランシス・スポールディング著/吉川
節子訳

720.8/A94

63 ポップ・アート (アート・ライブラリー) ジェイミー・ジェイムズ著/福満葉子訳 720.8/A94

64 ボナール (アート・ライブラリー)
ジュリアン・ベル著/島田紀夫, 中村みど
り訳

720.8/A94

65 ホルバイン (アート・ライブラリー)
ヘレン・ランドン著/ジェームズ・マル
パス作品解説/保井亜弓訳

720.8/A94

66 マネ (アート・ライブラリー)

ジョン・リチャードソン著/キャスリー
ン・アドラー作品解説/三浦篤, 田村義也
訳

720.8/A94

67 モディリアーニ (アート・ライブラリー)
ダグラス・ホール著/森田義之, 上月裕子
訳

720.8/A94

68 ラファエル前派 : 新装版 (アート・ライブラリー) アンドレア・ローズ著/谷田博幸訳 720.8/A94

69 ルノワール (アート・ライブラリー)
ウィリアム・ゴーント著/キャサリー
ン・アドラー作品解説/深谷克典訳

720.8/A94

70 レンブラント : 新装版 (アート・ライブラリー) マイケル・キツソン著/千速敏男訳 720.8/A94

71 ロセッティ (アート・ライブラリー) デイヴィッド・ロジャーズ著/湊典子訳 720.8/A94

72 ロートレック (アート・ライブラリー)
エドワード・ルーシー=スミス著/渡部葉
子訳

720.8/A94

73 画をかく喜び : 武者小路実篤画集 武者小路実篤[画] 720.8/Mu84

74 美人画の系譜 : 心で感じる「日本絵画」の見方 高階秀爾監修・著 720.8/Ta54

75 絵のある人生 : 見るたのしみ、描く喜び (岩波新書:新赤版 856) 安野光雅著 720/A49

76 花鳥風月を諷詠する (石踊達哉全仕事:第2巻) 721/I81/2

77 国芳 : カラー版 (岩波新書:新赤版 1506) 岩切友里子著 721/I93

78 画狂人北斎 : 生誕250年記念 (日本浮世絵博物館コレクション:2) (緑青:vol.2)
北斎 [画]/島田賢太郎, 久保田一洋, 渡辺
航編

721/Ka88

79 北斎原寸美術館100% Hokusai! (100% art museum) [葛飾北斎] [画] 721/Ka88

80 竹内栖鳳 : 生きものたちの四季 復刻版 (巨匠の日本画:1) [竹内栖鳳画]/平野重光編 721/Ky5/1
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81 速水御舟 : 幻想の自然観照 復刻版 (巨匠の日本画:10) [速水御舟画]/吉田春彦編 721/Ky5/10

82 横山大観 : 遥かなる霊峰 復刻版 (巨匠の日本画:2) [横山大観画]/細野正信編 721/Ky5/2

83 川合玉堂 : 山村余情 (巨匠の日本画:3) 川合玉堂 [画]/草薙奈津子編集 721/Ky5/3

84 菱田春草 : こころの秋 復刻版 (巨匠の日本画:4) [菱田春草画]/小池賢博編 721/Ky5/4

85 上村松園 : 秘めた女の想い (巨匠の日本画:5) 上村松園 [画]/塩川京子編集 721/Ky5/5

86 鏑木清方 : 明治のおもかげ 復刻版 (巨匠の日本画:6) [鏑木清方画]/大塚雄三編 721/Ky5/6

87 安田靫彦 : 永遠の女性像 復刻版 (巨匠の日本画:7) [安田靫彦画]/橋秀文編 721/Ky5/7

88 北斎宇宙をデザインす : 時を超え国を超えた画人 西澤裕子著 721/N87

89 北斎 : カラー版 (岩波新書:新赤版 1369) 大久保純一著 721/O54

90 浮世絵 : カラー版 (岩波新書:新赤版 1163) 大久保純一著 721/O54

91 奇想の江戸挿絵 (集英社新書:ヴィジュアル版:008V) 辻惟雄著 721/Ts41

92 すぐわかる画家別近世日本絵画の見かた 安村敏信著 721/Y65

93 ようこそ浮世絵の世界へ : 英訳付 日野原健司解説/text by Hinohara Kenji 721/Y77

94 中国絵画入門 (岩波新書:新赤版 1490) 宇佐美文理著 722/U92

95 ルネサンスの名画101 高階秀爾, 遠山公一編著 723.05/Ta54

96 ベクシンスキ作品集成 1 : Paintings & photographs (Pan-exotica)
ズジスワフ・ベクシンスキ著/川合健一
編

723.3/B32/1

97 ベクシンスキ作品集成 2 : Paintings, sculptures & reliefs (Pan-exotica)
ズジスワフ・ベクシンスキ著/川合健一
編

723.3/B32/2

98 ベクシンスキ作品集成 3 : Drawings (Pan-exotica)
ズジスワフ・ベクシンスキ著/川合健一
編

723.3/B32/3

99 ゴッホ : 燃え上がる色彩 (「知の再発見」双書:03) パスカル・ボナフー著/高橋啓訳 723.3/B64

100 セザンヌ : 孤高の先駆者 (「知の再発見」双書:92) ミシェル・オーグ著/村上尚子訳 723.3/C29
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101 ダリ : シュルレアリスムを超えて (「知の再発見」双書:130)
ジャン=ルイ・ガイユマン著/遠藤ゆかり
訳

723.3/D32

102 ラファエル前派 : ヴィクトリア時代の幻視者たち (「知の再発見」双書:94)
ローランス・デ・カール著/高階秀爾監
修/村上尚子訳

723.3/D64

103 エッシャ-の宇宙 ブル-ノ・エルンスト著;坂根厳夫訳 723.3/E68

104 ロートレック : 世紀末の闇を照らす (「知の再発見」双書:133)
クレール・フレーシュ, ジョゼ・フレー
シュ著/山田美明訳

723.3/F46

105 フェルメール光の王国 (翼の王国books) 福岡伸一著 723.3/F82

106 ゴッホ展 : 没後120年 : Van Gogh: the adventure of becoming an artist クリス・ストルウェイク [ほか] 編 723.3/G57

107 ジョルジュ・ド・ラ・トゥール : 再発見された神秘の画家 (「知の再発見」双書:121)
ジャン=ピエール・キュザン, ディミト
リ・サルモン著/遠藤ゆかり訳

723.3/L35

108 マネ : 近代絵画の誕生 (「知の再発見」双書:137)
フランソワーズ・カシャン著/藤田治彦
監修/遠藤ゆかり訳

723.3/Ma43

109 マティス : 色彩の交響楽 (「知の再発見」双書:47) グザヴィエ・ジラール著/田辺希久子訳 723.3/Ma72

110 モネ : 印象派の誕生 (「知の再発見」双書:67)
シルヴィ・パタン著/渡辺隆司, 村上伸子
訳

723.3/Mo33

111 ギュスターヴ・モロー : 夢を編む画家 (「知の再発見」双書:77)
ジュヌヴィエーヴ・ラカンブル著/南條
郁子訳

723.3/Mo43

112 ベラスケス : 宮廷のなかの革命者 (岩波新書:新赤版 1721) 大高保二郎著 723.3/O82

113 ピカソ : 天才とその世紀 (「知の再発見」双書:31)
マリ=ロール・ベルナダック, ポール・
デュ・ブーシェ著/高階絵里加訳

723.3/P59

114 レンブラント : 光と影の魔術師 (「知の再発見」双書:98)
パスカル・ボナフー著/高階秀爾監修/村
上尚子訳

723.3/R26

115 ルノワール : 生命の讃歌 (「知の再発見」双書:55)
アンヌ・ディステル著/柴田都志子, 田辺
希久子訳

723.3/R27

116 ターナー : 色と光の錬金術 (「知の再発見」双書:128) オリヴィエ・メスレー著/遠藤ゆかり訳 723.3/Tu7

117 モナリザの秘密 : 絵画をめぐる25章 ダニエル・アラス [著]/吉田典子訳 723/A65

118 シャガール : 色彩の詩人 (「知の再発見」双書:87)
ダニエル・マルシェッソー著/田辺希久
子, 村上尚子訳

723/C31

119 絵画の見かた (白水Uブックス:1066) ケネス・クラーク [著]/高階秀爾訳 723/C76

120 印象派美術館 坂上桂子, 大屋美那, 賀川恭子編集委員 723/I57
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121 クレーの絵本 パウル・クレー絵/谷川俊太郎詩 723/Kl3

122 14世紀から19世紀初期の傑作177点 (西洋名画の読み方:1) パトリック・デ・リンク著/内藤憲吾訳 723/R95

123 すぐわかるキリスト教絵画の見かた 千足伸行監修 723/Su49

124 19世紀中期から20世紀の傑作180点 (西洋名画の読み方:2) ジョン・トンプソン著/内藤憲吾訳 723/To62

125 ゴッホの魂 (イメージの森のなかへ) 利倉隆構成・文 723/To72

126 フェルメールの秘密 (イメージの森のなかへ) 利倉隆構成・文 723/To72

127 ルソーの夢 (イメージの森のなかへ) 利倉隆構成・文 723/To72

128 レオナルドの謎 (イメージの森のなかへ) 利倉隆構成・文 723/To72

129 イタリア・ルネサンス (西洋名画の読み方:4) ステファノ・ズッフィ著/内藤憲吾訳 723/Z6

130 気軽に楽しむ絵てがみ入門 : 想いのままに描く (淡交ムック) 秋庭宏是監修 724/Ki16

131 心が安らぐ仏画を描く楽しみ 真鍋俊照著 724/Ma43

132
初めてでも楽しくできるデッサンの基本 : 鉛筆デッサンのやりかたをわかりやすく紹介 (ナツメArtマ
スター)

アトリエ・ハイデ編 725/H16

133 どうすれば上達するかがよくわかる!デッサンの基本 国政一真著 725/Ku45

134 おとぎ話の古書案内 海野弘解説・監修 726/O86

135 小さな絵本美術館 : カラー版 鳥越信著 726/To67

136 どこでもスケッチング : メモ用紙とえんぴつと立ち止まる勇気と、時々デジカメ 視覚デザイン研究所著 735/Sh33

137 消滅の技法(アート) ジャン・ボードリヤール著/梅宮典子訳 740.4/B28

138 写真を愉しむ (岩波新書:新赤版 1106) 飯沢耕太郎著 740/I98

139 浅田家 浅田政志著 748/A81

140 Vernacular 石川直樹著/サマンサ・ルーン訳 748/I76



No. 書名 著者名 請求記号

141 浪展 : 浪華写真倶楽部創立100周年記念 : 1904-2004 浪華写真倶楽部編集 748/N47

142 プレミアムフォトコレクション (ナショナルジオグラフィック)
リー・ベンデビッド・バルほか編/尾澤
和幸, 片山美佳子, 高作自子訳

748/N55

143 アフガニスタン戦禍を生きぬく : 大石芳野写真集 大石芳野著 748/O33

144 ルネ・ラリック : モダン・ジュエリーの創始者 (「知の再発見」双書. ヴィジュアルプラス)
イヴォンヌ・ブリュナメール著/遠藤ゆ
かり訳

751/B78

145 古代ガラスの技と美 : 現代作家による挑戦 (Musaea Japonica:3)
古代オリエント博物館, 岡山市立オリエ
ント美術館編

751/Ko17

146 すぐわかるヨーロッパ陶磁の見かた 大平雅巳著 751/O29

147 西洋陶磁入門 : カラー版 (岩波新書:新赤版 1117) 大平雅巳著 751/O29

148 シルクロードのガラス : 時空を超えた魅惑の輝き (Musaea Japonica:6)
平山郁夫シルクロード美術館, 古代オリ
エント博物館編

751/Sh89

149 エミール・ガレ : ガラスの詩人 (「知の再発見」双書:119) フィリップ・ティエボー著/藤井麻利訳 751/Th4

150 立体折り紙アート : 数理がおりなす美しさの秘密 三谷純著 754/Mi58

151 楽園のカンヴァス 原田マハ [著] 913.6/H32

152 暗幕のゲルニカ 原田マハ [著] 913.6/H32

153 たゆたえども沈まず 原田マハ著 913.6/H32

154 美しき愚かものたちのタブロー 原田マハ著 913.6/H32


