
＊参考図書＊

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

和書 ラルース世界の神々・神話百科 フェルナン・コント著 原書房 2006 9110473191 R164/C85R/ 禁帯/開架

和書 世界の国旗ビジュアル大事典 吹浦忠正著 学研 2007 9110473208 R288.9/F73S/ 禁帯/開架

和書 図説日本建築年表 太田博太郎監修 彰国社 2002 9110326543 R521/Z8S/ 禁帯/開架

和書 サイン・シンボル大図鑑 ミランダ・ブルース＝ミットフォード著 三省堂 2010 9110484471 R701.1/B78S/ 禁帯/開架

和書 鑑賞のためのキリスト教美術事典 早坂優子著 視覚デザイン研究所 2011 9110489324 R702.099/H47K/ 禁帯/開架

和書 世界の美術
アンドリュー・グレアム＝ディクソン

総監修
河出書房新社 2009 9110472185 R702/SE22K/ 禁帯/開架

和書 美術家書誌の書誌 中島理壽編 勉誠出版 2007 9110470529 R703.1/B42B/ 禁帯/開架

和書 美術・文化財レファレンスブック 日外アソシエーツ株式会社編集
  紀伊國屋書店（発売）  

  日外アソシエーツ
2013 9110507173 R703.1/B42N/ 禁帯/開架

和書 深読みアート美術館 ロバート・カミング著 六耀社 2003 9110409673 R703.3/C95F/ 禁帯/開架

和書 美しい探しかたガイド 東京造形大学図書館編集 東京造形大学図書館 1999 9110336450 R707/U96T/ 禁帯/書庫

和書 世界遺産百科 ユネスコ著 柊風舎 2014 9110510123 R709/U75S/ 禁帯/開架

和書 漫画・アニメの賞事典 日外アソシエーツ株式会社編集
  紀伊國屋書店（発売）  

  日外アソシエーツ
2012 9110523838 R726.1/MA43N/ 禁帯/開架

和書 音楽家人名事典 新訂第３版 日外アソシエーツ株式会社編集
        日外アソシエーツ            

   紀伊国屋書店（発売）
2001 9110354397 R760.35/O65N/ 禁帯/開架

和書 名曲事典 属啓成著 音楽之友社 1987 9110029790 R760.8/SA42M/ 禁帯/開架

和書 モーツァルト事典 東京書籍 1991 9110132530 R762.34/MO981M/ 禁帯/開架

和書 イギリス・アメリカ演劇事典 坂本和男編 新水社 1999 9110295090 R772.33/I24S/ 禁帯/開架

和書 全国映画ドラマロケ地事典 日外アソシエーツ株式会社編集
  紀伊國屋書店（発売）  

  日外アソシエーツ
2011 9110490648 R778.03/Z3N/ 禁帯/開架

和書 映画原作事典 スティングレイ編集
  紀伊國屋書店（発売）  

  日外アソシエーツ
2019 9110584931 R778.2/E37N/ 禁帯/開架

和書 ミュージカル映画事典 重木昭信著 平凡社 2016 9110545352 R778.2/SH28M/ 禁帯/開架

和書 現代日本映画人名事典 キネマ旬報社編 キネマ旬報社 2011 9110517376 R778.21/G34K/ 禁帯/開架

和書 現代日本映画人名事典 キネマ旬報社編 キネマ旬報社 2012 9110518874 R778.21/G34K/ 禁帯/開架

和書 日本映画人改名・別称事典 永田哲朗編 国書刊行会 2004 9110433294 R778.21/N71K/ 禁帯/開架

和書 世界アニメーション歴史事典 スティーヴン・キャヴァリア著 ゆまに書房 2012 9110524890 R778.77/C27S/ 禁帯/開架

和書 シェイクスピア百科図鑑 Ａ．Ｄ．カズンズ監修 悠書館 2010 9110486912 R932/SH12S/ 禁帯/開架
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和書 専門図書館探訪 青柳英治[著] 勉誠出版 2019 9110584664 018.021/A57S/ 可/書庫

和書 世界遺産ル・コルビュジエ作品群 山名善之著 ＴＯＴＯ出版 2018 9110566595 523.3/L49Y/ 可/開架

和書 世界の建物事典 フィリップ・ウィルキンソン著 あすなろ書房 2005 9110439224 524.8/W73S/ 可/開架

和書 ルネサンス入門 アンドリュー・ラングリー著 あすなろ書房 2005 9110449006 702.05/L26R/ 可/開架

和書 ルネサンスの世渡り術 壺屋めり著 芸術新聞社 2018 9110574194 702.05/TS22R/ 可/開架

和書 聖書の名画を楽しく読む 井出洋一郎著 中経出版 2007 9110462840 702.099/I19S/ 可/開架

和書 「聖書」と「神話」の象徴図鑑 岡田温司監修 ナツメ社 2011 9110517859 702.099/SE19N/ 可/開架

和書 すぐわかるキリスト教絵画の見かた 改訂版 千足伸行監修 東京美術 2019 9110582202 702.099/SU49T/ 可/開架

和書 聖書と西洋美術 高木昌史著 三弥井書店 2018 9110575549 702.099/TA29S/ 可/開架

和書 モルドヴァの世界遺産とその修復 三宅理一監修 西村書店 2009 9110472130 702.39/MO79N/ 可/開架

和書 芸術都市の誕生 樺山紘一著
ＰＨＰ研究所（発売） ＰＨＰ

エディターズ・グループ
2010 9110486055 709.37/G32P/ 可/開架

和書 ＡＲＴ ＢＯＸ ＩＮ ＪＡＰＡＮ
ＡＲＴＢＯＸインターナショ

ナル
2008 9110428973 709/A94A/ 可/書庫

和書 ネーデルラント美術の誘惑 木川弘美著 ありな書房 2018 9110573562 723.35/H86A/3 可/開架

和書 ＡＲＴ ＧＡＬＬＥＲＹ 青柳正規監修 集英社 2018 9110574149 723/A94S/9 可/開架

和書 ブリューゲルへの招待 朝日新聞出版編 朝日新聞出版 2017 9110558931 723F/B78B/ 可/開架

和書 ブリューゲルの世界 森洋子著 新潮社 2017 9110558950 723F/B78M/ 可/開架

和書 ジョン・エヴァレット・ミレイ ジョン・エヴァレット・ミレイ［画］ 東京美術 2015 9110538788 723F/MI27A/ 可/開架

和書 ファン・エイク ステファノ・ズッフィ著 西村書店 2015 9110538311 723F/V29Z/ 可/開架

和書 ワールドアイデンティティー
Ｒｏｂｅｒｔ Ｌ．Ｐｅｔｅｒｓ

［著］
グラフィック社 2005 9110446677 757/P45W/ 可/書庫

和書 図説モーツァルト 後藤真理子著 河出書房新社 2006 9110452576 762.34/MO981G/ 可/開架

和書 モーツァルトの手紙 モーツァルト［著］ 講談社 1991 9110113670 762.34/MO981M/ 可/開架

和書 モーツァルト 齋藤孝著 大和書房 2006 9110462035 762.34/MO981S/ 可/開架

和書 劇団四季半世紀の軌跡 劇団四季編 日之出出版 2003 9110360607 775.1/G32G/ 可/開架

和書 知識ゼロからのミュージカル入門 塩田明弘監修 幻冬舎 2009 9110471268 775.4/C48G/ 可/開架

和書 大人計画 ぴあ 2018 9110577392 7751/O86P/ 可/開架

和書 シェイクスピア映画論 ラッセル・ジャクソン編 開文社出版 2004 9110363663 778.04/SH12S/ 可/書庫

和書 希林さんといっしょに。 是枝裕和著 スイッチ・パブリッシング 2019 9110583667 778.21/KO79K/ 可/開架

和書 是枝裕和 河出書房新社 2017 9110561131 778.21/KO79K/ 可/開架

和書 黒沢清の全貌 文學界編集部編 文藝春秋 2017 9110561140 778.21/KU76K/ 可/開架

和書 園子温映画全研究 松江哲明著 洋泉社 2012 9110523720 778.21/SO44M/ 可/開架

和書 映画ジャンル論 加藤幹郎著 文遊社 2016 9110547698 778.25/KA86E/ 可/開架

和書 知っておきたい２１世紀の映画監督１００ キネマ旬報社編 キネマ旬報社 2010 9110486690 778.28/SH92K/ 可/開架

和書 アニメーションの本 改訂新版 アニメ６人の会編著 合同出版 2010 9110484524 778.77/A49G/ 可/開架

和書 マーク・デイヴィス作品集 マーク・デイヴィス［画］ 講談社 2017 9110561777 778.77/D46M/ 可/開架

和書 ハムレット 宮本正和著 こびあん書房 1996 9110232133 932/SH12M/ 可/開架

和書 ハムレットの仲間たち 村上淑郎著 研究社 2002 9110324182 932/SH12M/ 可/書庫

和書 シェイクスピアの恋愛学 小田島雄志著 新日本出版社 2010 9110487544 932/SH12O/ 可/開架

和書 シェイクスピアの世界 フランソワ・ラロック著 創元社 1994 9110174737 932/SH12R/ 可/開架

和書 深読みシェークスピア 佐々木充著 新潟日報事業社 2005 9110442248 932/SH12S/ 可/開架


