
タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
あの画家に会いたい個人美術館(とんぼ
の本)

大竹昭子著 706.9 ｵ

生きる描く愛する 田中穣著 720.2 ﾀ

異能の画家伊藤若冲(とんぼの本)
狩野博幸ほか著 森村泰昌ほ
か著

721.4 ｲ

浮世絵に描かれた人・馬・旅風俗(うまはく
ブックレット No.2 馬の博物館企画・編集)

橋本健一郎編著 384.3 ﾊ

うまい魚と絵があれば 近藤啓太郎著 914 ｺﾝ
絵を描く日常 玉村豊男著 914 ﾀﾏ
絵をみるヒント 窪島誠一郎著 720.7 ｸ
絵のまよい道 安野光雅著 914 ｱﾝ
永遠の空間 青山邦彦著 鈴木博之解説 520.2 ｱ
描かれた食卓(生活人新書 216) 磯辺勝著 720.4 ｲ
江戸切絵図貼交屛風 辻邦生著 ﾂｼﾞ
絵筆をとったレディ アメリア・アレナス著 木下哲夫 720.2 ｱ

FBI美術捜査官
ロバート・K.ウィットマン著 ジョ
ン・シフマン著 土屋晃訳 匝瑳
玲子訳

706.7 ｳ

お騒がせ贋作事件簿 大宮知信著 706.7 ｵ
鏡の偽乙女 朱川湊人著 ｼﾕ
画家の息吹を伝える原寸美術館 千住博著 721 ｾ
綺譚集 津原泰水著 ﾂﾊ
虚栄の肖像 北森鴻著 ｷﾀ
草枕 改版(岩波文庫) 夏目漱石作 B ﾅﾂ
暗い絵 顔の中の赤い月(講談社文芸文 野間宏[著] B ﾉﾏ
クレーの贈りもの(コロナ・ブックス 95) コロナ・ブックス編集部編 723.3 ｸ
芸術とスキャンダルの間(講談社現代新
書 1854)

大島一洋著 706.7 ｵ

ここだけは行ってみたい(世界名景紀行) 290.8 ｺ
こころを言葉に 日本エッセイスト・クラブ編 914 ｺｺ

心の美術館
シスター・ウェンディー・ベケット
著 本多峰子訳

704 ﾍﾞ

怖い絵 久世光彦著 914 ｸｾﾞ
怖い絵 中野京子著 723 ﾅ

こんなに楽しい江戸の浮世絵
辻惟雄監修 浅野秀剛執筆 田
辺昌子執筆 湯浅淑子執筆

721.8 ｺ

語前語後 安野光雅著 914 ｱﾝ
ゴッホを旅する(カルチャー紀行) 南川三治郎写真・文 723.3 ｺﾞ
再発見/ル・コルビュジエの絵画と建築 林美佐著 523.3 ﾊ
写楽・考(新潮エンターテインメント倶楽部
SS 蓮丈那智フィールドファイル 3)

北森鴻著 ｷﾀ

写楽殺人事件 高橋克彦著 ﾀｶ
小説葛飾北斎 小島政二郎著 ｺｼﾞ
深淵のガランス 北森鴻著 ｷﾀ

真珠の耳飾りの少女
トレイシー・シュヴァリエ著 木
下哲夫訳

933 ｼﾕ

図解ダ・ヴィンチの謎 田辺清監修 723.3 ﾚ
制作－上(岩波文庫) エミール・ゾラ作 清水正和訳 B 953 ｿﾞﾗ 1
制作－下(岩波文庫) エミール・ゾラ作 清水正和訳 B 953 ｿﾞﾗ 2
世界名画の謎－作品編 世界の名画の謎
をさぐる

ロバート・カミング著 富田章[ほ
か]訳

723.3 ｶ
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タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号
世界名画の謎－作家編 作品を通してさぐ
る50人の画家の人生

ロバート・カミング著 富田章[ほ
か]訳

723.3 ｶ

「戦争」が生んだ絵、奪った絵(とんぼの
本)

野見山暁治著 橋秀文著 窪島
誠一郎著

720.2 ｾ

葬送－第1部 平野啓一郎著 ﾋﾗ 1
葬送－第2部 平野啓一郎著 ﾋﾗ 2
黄昏たゆたい美術館(絵画修復士御倉瞬
介の推理)

柄刀一著 ﾂｶ

誕生日の子どもたち
トルーマン・カポーティ著 村上
春樹訳

933 ｶﾎﾟ

ダ・ヴィンチ・コード－上 ダン・ブラウン著 越前敏弥訳 933 ﾌﾞﾗ 1
ダ・ヴィンチ・コード－下 ダン・ブラウン著 越前敏弥訳 933 ﾌﾞﾗ 2
筑摩世界文学大系－28 バルザック－1 908 ﾁ 28
ちくま日本文学全集－001 芥川竜之介 918.6 ﾁ 1
月と六ペンス(岩波文庫) モーム作 行方昭夫訳 B 933 ﾓﾑ
天才までの距離 門井慶喜著 ｶﾄﾞ
天才たちの値段 門井慶喜著 ｶﾄﾞ
等伯－上 安部龍太郎著 ｱﾍﾞ 1
等伯－下 安部龍太郎著 ｱﾍﾞ 2
時を巡る肖像(絵画修復士御倉瞬介の推 柄刀一著 ﾂｶ
ナイン・ストーリーズ 改版(新潮文庫) サリンジャー[著] 野崎孝訳 B 933 ｻﾘ
盗まれたフェルメール(新潮選書) 朽木ゆり子著 720.6 ｸ
はるかな本、遠い絵(角川選書 335) 川本三郎著 914 ｶﾜ
日々是「好食」 福原義春著 596.0 ﾌ
ひまわりの祝祭 藤原伊織著 ﾌｼﾞ
広重ベスト百景(赤瀬川原平の名画探険) 歌川広重画 赤瀬川原平文・構 721.8 ｱ
美の巨人たち 日本経済新聞社編 720.2 ﾋﾞ
ピカソ描かれた恋(Shotor Museum) 結城昌子著 723.3 ﾋﾟ

ピカソと愛犬ランプ
デイヴィッド・ダグラス・ダンカン
写真・文 菊池由美訳

723.3 ﾋﾟ

フェルメールからの手紙 藤ひさし著 高草茂監修 723.3 ﾌ
フェルメールの闇 田中純著 ﾀﾅ
冬の眠り 北方謙三著 ｷﾀ

フリーダ・カーロのざわめき(とんぼの本)
森村泰昌著 藤森照信著 芸術
新潮編集部著

723.5 ｶ

ブリューゲルの家族 曽野綾子著 ｿﾉ
文化は熱狂 福原義春著 914 ﾌｸ
プラド美術館名画に隠れた謎を解く! 藪野健著 723 ﾔ
へのへの夢二 久世光彦著 ｸｾﾞ
北斎あやし絵帖 森雅裕著 ﾓﾘ
北斎殺人事件 高橋克彦著 ﾀｶ
北斎の冨嶽三十六景(アートセレクション) 大久保純一著 721.8 ｶ
見えないものを見る 伊勢英子作 柳田邦男作 914 ｲｾ
ミロのアトリエ(美の再発見シリーズ) 723.3 ﾐ
無言館の青春 窪島誠一郎編・著 720.6 ｸ
名画と読むイエス・キリストの物語 中野京子著 192.8 ｷ
名画の言い分 木村泰司著 723 ｷ
モネと画家たちの旅 モネ[ほか画] 高橋明也監修 723.3 ﾓ
やさしく読み解く日本絵画(とんぼの本) 前田恭二著 721 ﾏ
楽園のカンヴァス 原田マハ[著] ﾊﾗ
私の描いた中山道 大畑芳夫著 291.5 ｵ
私の空想美術館 粟津則雄著 702.3 ｱ

私はフェルメール
フランク・ウイン著 小林頼子訳
池田みゆき訳

723.3 ﾒ

アンドリュー・ワイエス(はじめて読む芸術
家ものがたり 4)

リチャード・メリマン著 渡辺真
監訳

289 ﾜｲ



タ イ ト ル 著 者 表 示 請求記号

クリムトと猫
ベレニーチェ・カパッティ文 オク
タヴィア・モナコ絵 森田義之訳

289 ｸﾘ

ジベルニィのシャーロット
ジョアン・マックファイル・ナイト
文 メリッサ・スウィート絵 江国
香織訳

ﾅｲ

若冲のまいごの象(新・おはなし名画シ
リーズ 22)

[伊藤若冲][画] 狩野博幸監修
西村和子構成・文

721 ｲ

にいさん いせひでこ作 289 ｺﾞﾂ
フェルメールとレンブラント(おはなし名画
シリーズ 17)

フェルメール[画] レンブラント
[画] 森田義之監修

723 ﾌ

フランシスコ・ゴヤ(はじめて読む芸術家も
のがたり 8)

アン・ウォルドロン著 潮江宏三
監訳

289 ｺﾞﾔ

シャガール
ビンバ・ランドマン文・絵 白崎
容子訳

289 ｼﾔ

琳派をめぐる三つの旅(おはなし名画シ
リーズ 18)

[俵屋宗達][画] [尾形光
琳][画] [酒井抱一][画] 神林恒
道監修 泉谷淑夫文

721 ﾘ

該当件数：９６冊


