2F企画展示

展示期間：2021/10/1-10/24

絵画

今回の企画展示では、芸術の秋にちなんで、絵画に関する本を集めました。
画集のほか、名画にまつわるエピソードや画家たちの生涯、絵画の歴史、鑑賞のポイントを解説した本など、様々な本を展示しています。
読んで、眺めて、芸術を楽しんでください。
書名等

配置場所

請求記号

4F開架新体系

383.1//U19//0725

そのとき、⻄洋では : 時代で⽐べる⽇本美術と⻄洋美術 / 宮下規久朗著. -- 小学館, 2019.3.

3F開架新体系

702.1//MI83//6287

⽇本美術の歴史 / 辻惟雄著. -- 補訂版. -- 東京大学出版会, 2021.4.

3F開架新体系

702.1//TS41//9408

図像学入門 : 疑問符で読む⽇本美術 / 山本陽子著. -- 勉誠出版, 2015.11.

3F開架新体系

702.1//Y31//7988//⻄⽥蔵書

7F新体系

702.16//O73//0509

大学4年間の⻄洋美術史が10時間でざっと学べる / 池上英洋著. -- KADOKAWA, 2020.7.

3F開架新体系

702.3//I33//4262

いちばん親切な⻄洋美術史 / 池上英洋, 川⼝清⾹, 荒井咲紀著. -- 新星出版社, [2016.7].

2F学生選書

702.3//I33//5276

3F開架新体系

702.37//I68//4950

3F開架新体系

702.37//I68//4951

3F開架新体系

702.8//B46//3015

3F文庫版

702//MI83//9869

3F開架新体系

706.9//B64//1127

4F新書版

707.9//F96//8243

3F開架新体系

707//Y79//9633

2F学生選書

720.2//F15//4485//⻄⽥蔵書

4F新書版

720.4//H32//9971

一目置かれる知的教養⽇本美術鑑賞 / 秋元雄史著. -- 大和書房, 2019.5.

3F開架新体系

721.02//A35//6696

鳥獣戯画の国 / 金子信久著. -- 講談社, 2020.7. -- (たのしい⽇本美術).

3F開架新体系

721.02//KA53//4283

名画のドレス : 拡大でみる60の服飾小事典 = Les robes dans les tableaux célèbres : petit
dictionnaire de 60 détails des vêtements / 内村理奈著. -- 平凡社, 2021.7.

ニッポンvs美術 : 近代⽇本画と現代美術 : 大観・栖鳳から村上隆まで / 大阪市立近代美術館建
設準備室編. -- 東方出版, 2006.10.

レオナルド・ダ・ヴィンチ (上) / ウォルター・アイザックソン著 ; 土方奈美訳 -- 文藝春秋,
2019.3.
レオナルド・ダ・ヴィンチ (下) / ウォルター・アイザックソン著 ; 土方奈美訳 -- 文藝春秋,
2019.3.
アーティストの手紙 : ダ・ヴィンチ、ゴヤ、モネ、ロダン、ウォーホル…100人の気がかり /
マイケル・バード著 ; 大坪健二訳. -- マール社, 2020.3.
しぐさで読む美術史 / 宮下規久朗著. -- 筑摩書房, 2015.12. -- (ちくま文庫 ; [み31-3]).
ルーヴル美術館の舞台裏 : 知られざる美の殿堂の歴史 / パスカル・ボナフー著 ; ジャン=ピ
エール・クーデルク写真 ; ⽥中佳訳. -- ⻄村書店東京出版編集部, 2014.3.
パリの美術館で美を学ぶ : ルーブルから南仏まで / 布施英利著. -- 光文社, 2015.1. -- (光文社
新書 ; 734).
アートの裏側を知るキーワード = Keywords to understand museums and the ﬁeld of art /
横山勝彦 [ほか] 執筆 ; 美術検定実行委員会編. -- 美術出版社, 2018.5.
死ぬまでに観ておきたい世界の絵画1001 / スティーヴン・ファージング編集 ; 藤村奈緒美 [ほ
か] 訳. -- 実業之⽇本社, 2013.2.
いちまいの絵 : 生きているうちに見るべき名画 / 原⽥マハ著. -- 集英社, 2017.6. -- (集英社新
書 ; 0888F).

かわいい江⼾絵画 / 府中市美術館編. -- 求龍堂, 2013.8.

3F開架新体系

721.025//F51//2818

謎解き鳥獣戯画 / 芸術新潮編集部編. -- 新潮社, 2021.3. -- (とんぼの本).

3F開架新体系

721.2//G32//9479

若冲ワンダフルワールド / 辻惟雄 [ほか] 著. -- 新潮社, 2016.3. -- (とんぼの本).

3F開架新体系

721.4//TS41//1967

3F開架新体系

721.5//MI88//8909

国芳 : カラー版 / 岩切友里子著. -- 岩波書店, 2014.9. -- (岩波新書 ; 新赤版 1506).

4F新書版

721.8//I93//4810

北斎vs広重 / 内藤正人著. -- 敬文舎, 2019.6. -- (くらべてわかる ; 2).

3F開架新体系

721.8//N29//8695//⻄⽥蔵書

7F新体系

721.8//TA99//3736

3F開架新体系

721.8//TS64//3287

4F新書版

721.9//F94//6124

3F開架新体系

721.9//H32//3748

4F新書版

721.9//KU83//1388

江⼾琳派 : 花鳥風⽉をめでる = Elegance in Japanese art : Edo Rinpa bird and ﬂower
painting / 宮崎もも著 ; エリック・ルオン訳. -- パイインターナショナル, 2018.5.

北斎 = Hokusai / ⽥沢裕賀執筆 ; 遠藤楽子翻訳 ; 東京国立博物館編. -- 東京国立博物館,
2016.1. -- (東京国立博物館セレクション = Tokyo National Museum selections).
⽉岡芳年和漢百物語 / [⽉岡芳年画] ; 菅原真弓解説. -- 2版 (改版). -- 二玄社, 2016.5. -- (謎解
き浮世絵叢書).
横山大観 : 近代と対峙した⽇本画の巨人 : カラー版 / 古⽥亮著. -- 中央公論新社, 2018.3. -(中公新書 ; 2478).
意匠の天才 : 小村雪岱 / 原⽥治 [ほか] 著. -- 新潮社, 2016.6. -- (とんぼの本).
狩野派の崩壊から院展・官展の隆盛まで / 草薙奈津子著. -- 中央公論新社, 2018.11. -- (中公新
書 ; 2513 . ⽇本画の歴史 : カラー版 / 草薙奈津子著 ; 近代篇).
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書名等

配置場所

請求記号

4F新書版

721.9//KU83//1389

絵の心 = Heart of the paintings / 千住博著. -- 世界文化社, 2003.9.

3F開架新体系

721.9//SE66//2500

⽉岡芳年伝 : 幕末明治のはざまに / 菅原真弓著. -- 中央公論美術出版, 2018.8.

3F開架新体系

721.9//SU28//9807

2F学生選書

721.9//Y92//4489//⻄⽥蔵書

3F開架新体系

721//MI62//0924

4F新書版

723.05//KI39//7123

3F開架新体系

723.05//R81//8762

3F開架新体系

723.1//KU57//9174

4F新書版

723.1//N37//7233

3F開架新体系

723.3//H94//5661

4F新書版

723.3//MO85//9730

3F開架新体系

723.33//F67//4471

3F開架新体系

723.33//Y85//9500

3F開架新体系

723.346//SC3//8813

3F開架新体系

723.348//N87//9367

3F開架新体系

723.35//B62//4514

4F新書版

723.35//I19//7246

3F開架新体系

723.35//L95//4346

アヴァンギャルド、戦争画から21世紀の新潮流まで / 草薙奈津子著. -- 中央公論新社,
2018.11. -- (中公新書 ; 2514 . ⽇本画の歴史 : カラー版 / 草薙奈津子著 ; 現代篇).

もっと知りたい竹内栖鳳 : 生涯と作品 / 吉中充代, 中村麗子著. -- 東京美術, 2013.9. -- (アー
ト・ビギナーズ・コレクション).
⾊から読み解く⽇本画 / 三⼾信惠著. -- エクスナレッジ, 2018.8.
ゴッホとゴーギャン : 近代絵画の軌跡 / 木村泰司著. -- 筑摩書房, 2019.10. -- (ちくま新書 ;
1441 . カラー新書).
印象派 / ジェームズ・H.ルービン著 ; 太⽥泰人訳. -- 岩波書店, 2002.9. -- (岩波世界の美術).
もっと知りたい岸⽥劉生 : 生涯と作品 / 蔵屋美⾹著. -- 東京美術, 2019.9. -- (アート・ビギ
ナーズ・コレクション).
洋画家の美術史 / ナカムラクニオ著. -- 光文社, 2021.1. -- (光文社新書 ; 1109).
ロンドン・ナショナル・ギャラリー : 名画がささやく激動の歴史 = The national gallery
London / 細川祐子著. -- 明石書店, 2020.11.
笑うフェルメールと微笑むモナ・リザ : 名画に潜む「笑い」の謎 / 元木幸一著. -- 小学館,
2012.10. -- (小学館101ビジュアル新書 ; V022 . Art ; 7).
ターナー : 近代絵画に先駆けたイギリス風景画の巨匠の世界 / 藤⽥治彦著. -- 六耀社, 2001.2.
-- (Rikuyosha art view).
バンクシー : 壊れかけた世界に愛を / 吉荒夕記著. -- 美術出版社, 2019.9.
エゴン・シーレ : 「自作を語る画文集」永遠の子ども / エゴン・シーレ画と文 ; 伊藤直子訳
編. -- 八坂書房, 2019.4.
ミュシャと⽇本、⽇本とオルリク / ⻄山純子 [ほか] 編 ; 山野英嗣 [ほか] 執筆 ; ⻘木加苗 [ほ
か] 翻訳. -- 国書刊行会, 2019.9.
シャガール / モニカ・ボーム=デュシェン著 ; 高階絵里加訳. -- 岩波書店, 2001.5. -- (岩波世界
の美術).
「農⺠画家」ミレーの真実 / 井出洋一郎著. -- NHK出版, 2014.2. -- (NHK出版新書 ; 427).
ドガ : 踊り子の画家 / アンリ・ロワレット著 ; 遠藤ゆかり訳. -- 創元社, 2012.11. -- (「知の再
発見」双書 ; 156).
エドゥアール・マネ : ⻄洋絵画史の⾰命 / 三浦篤著. -- KADOKAWA, 2018.10. -- (角川選書 ;
607).
アンリ・ルソー : 「自作を語る画文集」楽園の夢 / アンリ・ルソー画と文 ; 藤⽥尊潮訳編. -八坂書房, 2015.1.
ゴッホ「自画像」紀行 : カラー版 / 木下⻑宏著. -- 中央公論新社, 2014.11. -- (中公新書 ;
2292).

3F開架新体系
3F開架新体系
4F新書版

深読みフェルメール / 朽木ゆり子, 福岡伸一著. -- 朝⽇新聞出版, 2012.7. -- (朝⽇新書 ; 357).

4F新書版

フェルメール巡礼 / 朽木ゆり子, 前橋重二著. -- 新潮社, 2011.11. -- (とんぼの本).

2F学生選書

もっと知りたいピカソ : 生涯と作品 / 大高保二郎, 松⽥健児著. -- 改訂版. -- 東京美術, 2020.7.
-- (アート・ビギナーズ・コレクション).
カラヴァッジョ巡礼 = Il pellegrinaggio al Caravaggio / 宮下規久朗著. -- 新潮社, 2010.1. -(とんぼの本).
ボッティチェリ《プリマヴェラ》の謎 : ルネサンスの芸術と知のコスモス、そしてタロット /
クリストフ・ポンセ著 ; 豊岡愛美訳. -- 勁草書房, 2016.1.
音楽で楽しむ名画 : カラー版 : フェルメールからシャガールまで / 加藤浩子著. -- 平凡社,
2016.11. -- (平凡社新書 ; 830).
もう逃れられない / 中野京子著. -- 文藝春秋, 2019.1. -- (中野京子と読み解く . 運命の絵 / 中
野京子著 ; [2]).
近代から現代へと続く問いかけ / 三浦篤著. -- 小学館, 2016.12. -- (小学館101ビジュアル新書
; V028 . Art ; 12 . ⻄洋絵画の歴史 ; 3).
国立⻄洋美術館名画の見かた / 渡辺晋輔, 陳岡めぐみ著. -- 集英社, 2020.1.
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723.35//MI67//0963//⻄⽥蔵
書
723.35//R76//8318
723.359//KI46//6366//⻄⽥蔵
書
723.359//KU15//5446
723.359//KU15//9943//⻄⽥
蔵書

3F開架新体系

723.36//O82//6276

3F開架新体系

723.37//MI83//3302

3F開架新体系

723.37//P79//9071

4F新書版

723//KA86//5457

3F開架新体系

723//N39//5616

4F新書版

723//SE19//5857

3F開架新体系

723//W46//2896

書名等
モネ、ゴッホ、ピカソも治療した絵のお医者さん : 修復家・岩井希久子の仕事 / 岩井希久子
著. -- 美術出版社, 2013.6.
世界の美術家 : その生涯と作品 / 定木大介, 吉⽥旬子訳. -- ポプラ社, 2018.11.
美術館って、おもしろい! : 展覧会のつくりかた、働く人たち、美術館の歴史、裏も表もすべ
てわかる本 / モラヴィア美術館著 ; 阿部賢一, 須藤輝彦訳. -- 河出書房新社, 2020.5.
⽇本の美術館ベスト100ガイド : アートと建築を巡る旅へ!. -- マガジンハウス, 2011.6. -(Magazine House mook ; extra issue . カーサ ブルータス特別編集).
絵画の歴史 : 洞窟壁画からiPadまで / デイヴィッド・ホックニー, マーティン・ゲイフォード
著 ; 木下哲夫訳. -- ⻘幻舎インターナショナル.
ホッパー / ローランス・デベック=ミシェル[著] ; 清水敏男訳. -- 岩波書店, 1994.2. -- (岩波世
界の巨匠).
江⼾の美しい生物画集成 / 狩野博幸監修. -- 河出書房新社, 2020.5.

配置場所

請求記号

3F開架新体系

724.9//I93//0323

3F開架大型本

L702.8//SA13//2928

2F就職応援

L706.9//MO41//5162

2F学生選書大型本
3F開架大型本

L706.9//N71//7961//⻄⽥蔵
書
L720.2//H81//7115//⻄⽥蔵
書

3F開架大型本

L720.8//I95//5636

3F開架大型本

L721.025//E24//3615

3F開架大型本

L721.6//H64//8601

3F開架大型本

L721.8//H38//7484

円山応挙から近代京都画壇へ = Legendary Kyoto painting from Maruyama Ōkyo to the
modern era / 平井啓修, 古⽥亮, 朝⽇新聞社編集 ; マーサ・マクリントン翻訳. -- 求龍堂,
2019.8.
原寸復刻「浪花百景」集成 = One hundred views of Naniwa / 橋爪節也編著. -- 創元社,
2020.11.
東山魁夷 / 東山魁夷著 ; 尾崎正明責任編集. -- 学習研究社, 1990.11. -- (現代の⽇本画 ; 7).

3F開架大型本

L721.9//G34//8950

速水御舟 / 速水御舟[画] ; 柴⽥英輔編集. -- 学習研究社, 1994.8. -- (巨匠の⽇本画 ; 10).

3F開架大型本

L721.9//KY5//8932

3F開架大型本

L721.9//KY5//8936

3F開架大型本

L721.9//O24//3616

上村松園 : 秘めた女の想い / 上村松園[画] ; 塩川京子編集. -- 学習研究社, 1994.1. -- (巨匠の⽇
本画 ; 5).
島成園と浪華の女性画家 / 島成園[ほか画] ; 小川知子, 産経新聞大阪本社編. -- 東方出版,
2006.3.

L723.346//KL6//4482//⻄⽥

クリムト作品集 / クリムト [画] ; 千足伸行著. -- 東京美術, 2013.10.

2F学生選書大型本

ルノワール / パトリック・ベード著 ; 宮崎克己訳. -- 岩波書店, 1992.6. -- (岩波世界の巨匠).

B2中央NL

NL720.8//I2//2

B2中央NL

NL720.8//I2//5

B2中央NL

NL720.8//I2//6

モネ / ジャン=ポール・クレスペル著 ; 高階絵里加訳. -- 岩波書店, 1992.10. -- (岩波世界の巨
匠).
ダリ / エリック・シェーンズ著 ; 新関公子訳. -- 岩波書店, 1992.7. -- (岩波世界の巨匠).
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蔵書

