
種別 書名/タイトル 著者/出演者/特集 出版者/レーベル 出版年 資料番号 請求記号 貸出/場所

和書 ダダとシュルレアリスム マシュー・ゲール著 岩波書店 2000 702.07/G17D/ 9110310623 可/開架

和書 シュルレアリスム カトリン・クリンクゾール＝ルロワ著 タッシェン・ジャパン 2006 702.07/KL6S/ 9110461584 可/開架

和書 シュルレアリスム美術を語るために 鈴木雅雄著 水声社 2011 702.07/SU96S/ 9110491233 可/開架

和書 スペイン美術史入門 大高保二郎監修・著 ＮＨＫ出版 2018 702.36/SU75N/ 9110575558 可/開架

和書 天才たちのスペイン 谷口江里也著 未知谷 2016 702.36/TA87T/ 9110548050 可/開架

和書 アトリエの巨匠に会いに行く 南川三治郎著 朝日新聞出版 2009 702.8/MI37A/ 9110480258 可/開架

和書 ＮＨＫ世界美術館紀行
ＮＨＫ「世界美術館紀行」

取材班編
日本放送出版協会 2005 706.9/E64N/4 9110442687 可/開架

和書 ヨーロッパ美術館めぐり ⾧谷川智恵子執筆 昭文社 1998 706.93/H36Y/ 9110275462 可/開架

和書 コレクション滝口修造 滝口修造［著］ みすず書房 1992 708/TA71K/9 9110145744 可/書庫

和書 ゲルニカの悲劇を越えて 砂盃富男著 沖積舎 2000 720.4/I68G/ 9110310409 可/書庫

和書 浮世絵コレクション ルパート・フォークナー著 講談社インターナショナル 1999 721.8/F16U/ 9110281100 可/開架

和書 面白いほどよくわかる浮世絵入門 深光富士男:著 河出書房新社 2019 721.8/F72O/ 9110584520 可/開架

和書 教えてコバチュウ先生!浮世絵超入門 小林忠 著 小学館 2020 721.8/KO12O/ 9110592871 可/開架

和書 ゴッホが愛した浮世絵 ＮＨＫ取材班著 日本放送出版協会 1988 721.8/N77G/ 9110081772 可/開架

和書 クレー、カンディンスキー、ミロ展
クレー，カンディンスキー，

ミロ展実行委員会
ｃ1984 T723/KU59T/1984 9110055039 禁/書庫

和書 ミロ展
「太陽の賛歌ミロ展」

カタログ委員会
ｃ2002 T723F/MI491D/2002 9110430828 禁/書庫

和書 ミロ回顧展 フジテレビギャラリー 1984 T723F/MI491F/1984 9110054775 禁/書庫

和書 ミロの仕事場 ジョアキン・ゴミス写真
文化科学高等研究院

出版局
1994 723F/MI491G/ 9110182926 可/開架

和書 ミロ展 毎日新聞社 ［1966］ T723F/MI491K/1966 9110185006 禁/書庫

和書 ジョアン・ミロ ロサ・マリア・アレ著 美術出版社 1988 723F/MI491M/ 9110080229 可/開架

和書 ミロとの対話 ジョアン・ミロ著 美術公論社 1978 723F/MI491M/ 9110025370 可/書庫

和書 ミロの絵本 ミロ［画］ 小学館 2006 J723F/MI491M/ 9110454472 可/開架

和書 「ミロ、夢の迷宮」展 編集・監修岡部あおみ メルシャン軽井沢美術館 1995 T723F/MI491M/1995 9110334625 禁/書庫

和書 ミロ
丸亀市猪熊弦一郎

現代美術館
ｃ2002 T723F/MI491M/2002 9110422755 禁/書庫

洋書 Miró
Editions de la R

union des mus es

nationaux
c2018 T723F/MI491M/2018 9120124111 禁/書庫

和書 ジョアン・ミロとカタルーニャ ジョアン・ミロ［画］ 平凡社 1970 723F/MI491P/ 9110217208 可/書庫

洋書 Joan Miró, Josep Llorens Artigas
Joan Gardy Artigas; with the

collaboration of Cristina
Calero Fernández

D.Lelong ｃ2007 723F/MI491P/ 9120115097 禁/書庫

和書 ジョアン・ミロ ジェームズ・ジョンスン・スウィーニー著 平凡社 1970 723F/MI491S/ 9110191390 可/書庫

和書 ミロとマヨルカ ペレ・Ａ・セーラ著 美術出版社 1987 723F/MI491S/ 9110199155 可/開架

和書 ジョアン・ミロと滝口修造 佐谷画廊
1990
あとがき

T723F/MI491S/1990 9110163161 禁/書庫

和書 ミロ展 中日新聞社 ｃ2002 T723F/MI491S/2002 9110432223 可/書庫

和書 ミロ展 日本経済美術館 ｃ1992 T723F/MI491Y/1992 9110139003 禁/書庫

和書 Ｂｅ　ＴＡＲＯ! 学研 2006 723N/O42B/ 9110457240 可/書庫

和書 岡本太郎の遊ぶ心 岡本敏子著 講談社 2005 723N/O42O/ 9110439529 可/書庫

和書 岡本太郎展 山梨県立美術館 1981 T723N/O42Y/1981 9110118952 禁/書庫

和書 佐伯祐三と佐野繁次郎展 神奈川県立近代美術館 ｃ2007 T723N/SA14K/2007 9110425274 禁/書庫

和書 滝口修造 佐谷画廊 1985 T723N/TA71S/1985 9110260441 禁/書庫

和書 瀧口修造の造形的実験
富山県立近代美術館,
渋谷区立松濤美術館

ｃ2001 T723N/TA71T/2001 9110417100 禁/書庫

「ミロ展－日本を夢みて」関連資料展示
展示期間：2022/4/20-6/19
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和書 画家は語る ルイ・ゴルデーヌ［著］ 八坂書房 2006 723.06/G61G/ 9110457788 可/開架

和書 シュルレアリスムデッサン集 フランティシェク・シュメジカル解説 岩崎美術社 1976 723.06/SH99I/ 9110098340 可/書庫

和書 色彩の饗宴 小川栄二著 平凡社 2015 723.35/O24S/ 9110536193 可/開架

和書 書とはどういう芸術か 石川九楊著 中央公論社 1994 728/I76S/ 9110340408 可/開架

和書 中部書壇を築いた人びと展 伊藤穿石［ほか］編集 中部日本書道会 1986 T728.21/C61A/1986 9110124065 禁/書庫

和書 エピソードでたどる書の散歩道 名古屋市博物館 2015 T728.21/E66N/2015 9110544088 禁/書庫

和書 日本の書 堀江知彦著 創元社 1978 728.21/H87N/ 9110198926 可/書庫

和書 書くこと描くこと 岐阜県美術館 ｃ2002 T728.21/KA28G/2002 9110500682 禁/書庫

和書 日本書道史 名児耶明監修 芸術新聞社 2009 728.21/N71G/ 9110479604 可/開架

和書 書の美 島谷弘幸著 毎日新聞社 2013 728.21/SH43S/ 9110502613 可/開架

和書 勅使河原蒼風展 西武美術館 ｃ1980 T728.21/TE28S/1980 9110184751 禁/書庫

和書 ミロ展 札幌市芸術文化財団 ｃ2003 T732F/MI491G/2003 9110414388 禁/書庫

和書 ミロ版画 山梨県立美術館 ｃ1996 T732F/MI491Y/1996 9110244958 禁/書庫

和書 にっぽんの美しい民藝 萩原健太郎 著 エクスナレッジ 2020 750.21/H14N/ 9110597125 可/開架

和書 日本やきもの史　増補新装 矢部良明監修 美術出版社 2018 751.1/N71B/ 9110574111 可/開架

和書 六古窯を訪ねる 森孝一監修 平凡社 2019 751.1/R63H/ 9110628670 可/開架

和書 やきものの楽しみ方完全ガイド 荒川正明監修 池田書店 2009 751.1/Y16I/ 9110476630 可/開架

和書 陶芸のジャポニスム 今井祐子著 名古屋大学出版会 2016 751.3/I43T/ 9110552197 可/開架

和書 戌百種 中山香橘著 村田書店 1981 759.9/N45I/ 9110425935 可/書庫

雑誌 清春　17号 ミロ特集号
清春芸術村「清春」出版

部
1993.4 // 9510236410 禁/書庫

雑誌 芸術新潮　507号 アメリカを育てたリアリズム絵画 新潮社 1992.3 // 9510036910 禁/書庫

雑誌 芸術新潮　710号
開館５０周年なるか、世界遺産

国立西洋美術館のすべて
新潮社 2009.3 // 9510300421 禁/書庫

雑誌 芸術新潮　734号 シュルレアリスム　そうだったのか宣言 新潮社 2011.2 // 9510316664 禁/書庫

雑誌 芸術新潮　864号
これだけは見ておきたい2022年美術

展　Best25 and More!
新潮社 2021.12 // 9510395480 禁/書庫

雑誌 週刊朝日百科　世界の美術 ７:西洋近代Ⅰ 朝日新聞社 1979.5 // 9510044887 禁/書庫

雑誌 週刊グレート・アーティスト ミロ 同朋舎出版 1990.8 // 9510028005 禁/書庫

雑誌 週刊世界の美術館
ミロ美術館とダリ美術館

（スペイン:バルセロナ）
講談社 2001.6 // 9510183085 禁/書庫

雑誌 美術の窓　479号
１年丸ごと保存版

２０２２年の美術展３００
生活の友社 2021.12 // 9510395470 禁/書庫

雑誌 美術手帖　167号 ポール・セザンヌ 美術出版社 1960.1 // 9510076432 禁/書庫

雑誌 美術手帖　207号 新技法読本　版画 美術出版社 1962.7 // 9510006705 禁/書庫

雑誌 美術手帖　268号 巨匠訪問ミロ 美術出版社 1966.6 // 9510006939 禁/書庫

雑誌 美術手帖　272号 ミロ芸術への招待 美術出版社 1966.9 // 9510006984 禁/書庫

雑誌 美術手帖　420号 ミロのメタモルフォーズ 美術出版社 1977.5 // 9510031350 禁/書庫

雑誌 みづゑ　692号 ミロの版画 美術出版社 1962.9 // 9510014242 禁/書庫

雑誌 みづゑ　739号 アンソロジー・ミロ 美術出版社 1966.7 // 9510014369 禁/書庫

雑誌 みづゑ　784号 インド＝バロック空間 美術出版社 1970.5 // 9510009959 禁/書庫

雑誌 みづゑ　886号 ミロの彫刻 美術出版社 1979.1 // 9510010717 禁/書庫


