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

和書 平賀源内展 東京都江戸東京博物館［ほか］編集 東京新聞 c2003 9110473997 T289.1/H63T/2003 書庫/禁

和書 ボストン美術館日本美術の至宝 東京国立博物館［ほか］編集
ＮＨＫプロモーション

ＮＨＫ
2012 9110497881 T702.1/B66T/2012 書庫/禁

和書 新編名宝日本の美術 小学館 1991 9110362011 702.1/SH69S/27 書庫/可

和書 曾我蕭白富士三保図屛風と日本美術の愉悦 ＭＩＨＯ ＭＵＳＥＵＭ編 青幻舎 2015 9110533280 702.1/SO26S/1 開架/可

和書 辻惟雄集 辻惟雄著 岩波書店 2014 9110515611 702.1/TS41T/6 書庫/可

和書 富山県水墨美術館収蔵作品集 富山県水墨美術館編集 富山県水墨美術館 2003 9110546805 706.914/TO79T/ 書庫/禁

和書 ハピネス ～明日の幸せを求めて 名古屋ボストン美術館 名古屋ボストン美術館 2018 9110579806 T706.915/H29N/2018 書庫/禁

和書 ボストン美術館の至宝展 ボストン美術館［ほか］編集・構成 朝日新聞社 c2017 9110573400 T706.95/B66T/2017 書庫/禁

和書 日本美術全集９
辻惟雄編集委員，泉武夫編集委員，山下裕二

編集委員，板倉聖哲編集委員
小学館 2014 9110515620 708/N71S/9 開架/可

和書 在外日本の至宝 毎日新聞社 1979 9110213817 G708/Z1M/3 書庫/可

和書 近世異端の芸術展 日本経済新聞社文化事業部編集
日本経済新聞社

文化事業部
1971開催の

ことば
9110050444 T721/KI46O/1971 書庫/禁

和書 墨絵の譜 小林忠著 ぺりかん社 1991 9110134419 721/KO12S/1 開架/可

和書 墨絵の譜 小林忠著 ぺりかん社 1992 9110134428 721/KO12S/2 開架/可

和書 龍虎召喚！ 富山県水墨美術館編集 富山県水墨美術館 c2015 9110549262 T721/R98T/2015 書庫/禁

和書 点からはじまる墨の世界 富山県水墨美術館編集 富山県水墨美術館 c2014 9110567529 T721/TE36T/2014 書庫/禁

和書 美のワンダーランド十五人の京絵師 九州国立博物館監修・文 青幻舎 2012 9110504707 T721.025/B44K/2012 書庫/禁

和書 奇想の系譜展 浅野研究所 日本経済新聞社 2019 9110588270 T721.025/KI59T/2019 書庫/禁

和書 若冲と江戸絵画 ［伊藤若冲ほか画］ 日本経済新聞社 2006 9110463542 T721.08/J16A/2007 書庫/可

和書 日本美術絵画全集 座右宝刊行会編 集英社 1977 9110001477 721.08/N71S/23 開架/可

和書 ドラッカー・コレクション珠玉の水墨画 河合正朝 監修 美術出版社 2015 9110567153 T721.3/D87C/2015 書庫/禁

和書 関東水墨画の２００年 栃木県立博物館企画・編集 栃木県立博物館 1998 9110307421 T721.3/KA43T/1998 書庫/禁

和書 曾我蕭白展 曾我蕭白［画］
朝日新聞社文化企画局

文化企画部
c1998 9110333987 T721.3/SO25C/1998 書庫/禁

和書 もっと知りたい曾我蕭白 狩野博幸著 東京美術 2008 9110473825 721.3/SO25K/ 開架/可

和書 曾我蕭白 曾我蕭白［画］ 京都国立博物館 2005 9110449561 T721.3/SO25K/2005 書庫/禁

和書 水墨画発見 山下裕二編 平凡社 2003 9110360643 721.3/SU51H/ 開架/可

和書 水墨美術大系 講談社 1979 9110014260 721.3/SU51K/14 開架/可

和書 水墨画の巨匠 講談社 1995 9110183520 721.3/SU51K/8 開架/可

和書 水墨画名作展 日本経済新聞社編集 日本経済新聞社 c1986 9110246676 T721.3/SU51M/1986 書庫/禁

和書 水墨画５００選 全国水墨画美術協会編 秀作社出版 2004 9110363350 721.3/SU51S/ 書庫/可

和書 水墨画・墨蹟の魅力 正木美術館編 吉川弘文館 2008 9110428605 721.3/SU51Y/ 開架/可

和書 墨と紙が生み出す美の世界 徳島県立近代美術館編集 徳島県立近代美術館 2012 9110516299 T721.3/SU66T/2012 書庫/禁

和書 近江路の高田敬輔と曽我蕭白 高田敬輔［画］ ［滋賀県立琵琶湖文化館］
1978

はじめに
9110571764 T721.3/TA28S/1978 書庫/禁

和書 水墨画の鑑賞基礎知識 渡邊明義編著 至文堂 1997 9110236830 721.3/W46S/ 開架/可

和書 伊藤若冲展 伊藤若冲［画］
東日本大震災復興祈念「伊藤

若冲展」実行委員会
2019 9110576303 T721.4/I89F/2019 書庫/禁

和書 若冲と光瑤 石川県立美術館 編集 北国新聞社 2018 9110592290 T721.4/I89I/2018 書庫/禁

和書 若冲と蕪村 ［伊藤若冲画］ 岡田美術館 2016 9110554511 721.4/I89J/ 書庫/可

和書 もっと知りたい伊藤若冲 佐藤康宏著 東京美術 2006 9110450820 721.4/I89M/ 書庫/可

和書 若冲と蕪村 ［伊藤若冲画］ 読売新聞社 2015 9110543536 T721.4/I89S/2015 書庫/禁

和書 若冲 辻惟雄［著］ 講談社 2015 9110548990 721.4/I89T/ 書庫/可

『曽我蕭白 奇想ここに極まれり』展関連展示
展示期間：2021年9月23日-11月14日

(請求記号順）
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和書 燕子花と紅白梅 根津美術館学芸部編集 根津美術館 2015 9110544883 T721.5/KA26N/2015 書庫/禁

和書 光琳と乾山  特別展 根津美術館学芸部編集 根津美術館 2018 9110586319 T721.5/KO79N/2018 書庫/禁

和書 国宝紅白梅図屛風 ＭＯＡ美術館編集 中央公論美術出版 2005 9110443030 G721.5/O23K/ 書庫/可

和書 ＫＯＲＩＮ展 ［尾形光琳画］ 根津美術館 2012 9110500744 T721.5/O23N/2012 書庫/禁

和書 円山応挙展 円山応挙［画］ 円山応挙展実行委員会 c2013 9110529143 T721.6/MA59A/2013 書庫/可

和書 もっと知りたい円山応挙 樋口一貴著 東京美術 2013 9110527695 721.6/MA59H/ 開架/可

和書 円山応挙 別冊太陽 金子信久監修 平凡社 2013 9110528530 721.6/MA59M/ 開架/可

和書 円山応挙と四条派 円山応挙［ほか画］
北日本新聞社

富山県水墨美術館
c2014 9110538035 T721.6/MA59T/2014 書庫/禁

和書 ⾧沢芦雪展 ⾧沢芦雪［画］ ⾧沢芦雪展実行委員会 c2017 9110561294 T721.6/N22A/2017 書庫/可

和書 もっと知りたい⾧沢蘆雪 金子信久著 東京美術 2014 9110531473 721.6/N22K/ 開架/可

和書 ⾧沢芦雪 ⾧沢芦雪［ほか画］ ＭＩＨＯ ＭＵＳＥＵＭ 2011 9110563870 T721.6/N22M/2011 書庫/禁

和書 ⾧沢芦雪 別冊太陽 狩野博幸監修 平凡社 2011 9110489772 721.6/N22N/ 開架/可

和書 ⾧澤蘆雪 ⾧澤蘆雪 松江歴史館 2018 9110578101 T721.6/N22M/2018 書庫/禁

和書 玉堂片影 浦上家史編纂委員会 2014 9110570945 721.7/U81G/ 書庫/禁

和書 与謝蕪村 与謝蕪村［画］ ＭＩＨＯ ＭＵＳＥＵＭ 2008 9110499895 T721.7/Y85M/2008 書庫/禁

和書 美人画の時代 町田市立国際版画美術館 編 町田市立国際版画美術館 2019 9110591239 T721.8/B42M/2019 書庫/禁

和書 ボストン美術館浮世絵名品展 ［鳥居清⾧ほか画］ 日本経済新聞社 c2010 9110497175 T721.8/B66K/2010 書庫/禁

和書 大浮世絵展 国際浮世絵学会 編 読売新聞社 2019 9110576798 T721.8/D28T/2019 書庫/可

和書 勝川春章と天明期の浮世絵美人画 内藤正人著 東京大学出版会 2012 9110520317 721.8/KA87N/ 書庫/可

和書 亜欧堂田善の時代 亜欧堂田善［ほか画］ 府中市美術館 2006 9110466052 T721.83/A51F/2006 書庫/禁

和書 秋田蘭画の近代 今橋理子著 東京大学出版会 2009 9110478895 721.83/I42A/ 書庫/可

和書 近代の水墨画 茨城県天心記念五浦美術館編集 茨城県天心記念五浦美術館 c2004 9110564008 T721.9/KI42I/2004 書庫/禁

和書 水墨画 辻惟雄監修 美術年鑑社 2010 9110489450 721.9/SU51B/ 開架/可

和書 水墨画傑作集 日本水墨画会編 日貿出版社 2007 9110527962 721.9/SU51N/ 開架/可

和書 水墨画の表現力を高めるために 沈和年 著 日貿出版社 2020 9110592719 724.1/SH57S/ 開架/可

和書 水墨で描くやさしいはがき絵 塩澤玉聖著 日貿出版社 2019 9110629416 724.1/SH79S/ 開架/可

和書 水墨画山河を描く 打矢悳著 日貿出版社 2008 9110424197 724.1/U25S/ 開架/可

和書 水を描く 日貿出版社編 日貿出版社 2017 9110560081 724.16/MI96N/ 開架/可

和書 建物のある風景 日貿出版社編 日貿出版社 2019 9110581036 724.16/TA94N/ 開架/可

和書 書画美術 春名好重監修 芸術書院 2003 9110411985 728.21/SH95G/ 書庫/可

雑誌 芸術新潮 1997年1月号
牧谿をお見せしよう

水墨画のフェルメール
新潮社 1997 9510151475 // 館内

雑誌 芸術新潮 2002年1月号 北斎のラスト・エロチカ 新潮社 2002 9510188457 // 館内

雑誌 芸術新潮 2005年1月号
創刊５５周年記念・大特集

フィレンツェの秘密
新潮社 2005 9510210413 // 館内

雑誌 芸術新潮 2016年5月号 若冲 水墨ニューウェイヴ 新潮社 2016 9510354610 // 館内

雑誌 芸術新潮 2018年5月号 
永久保存版これだけは見ておきたい

最強の日本絵画１００
新潮社 2018 9510368419 // 館内

雑誌 芸術新潮 2019年2月号 
正統なんてぶっ飛ばせ！

奇想の日本美術史
新潮社 2019 9510368491 // 館内

雑誌 季刊水墨画 1992年10月 木の実の描法 日貿出版社 1992 9510108483 // 館内

雑誌 季刊水墨画 1993年7月 新犬の描法 日貿出版社 1993 9510108492 // 館内

雑誌 季刊水墨画 1993年10月 花の描法「秋」 日貿出版社 1993 9510108527 // 館内

雑誌 季刊墨絵 1993年8月 十二支を描く 日貿出版社 1993 9510108723 // 館内

雑誌 季刊墨絵 1994年5月 初心者のための墨絵入門 日貿出版社 1994 9510116251 // 館内

雑誌 美術手帖 1997年3月号増刊 水墨スタイルブック 美術出版社 1997 9510129939 // 館内

雑誌 美術の窓 2009年9月332号 これだけは見たい墨絵１００！！ 生活の友社 2009 9510300726 // 館内
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ＤＶＤ 日本の美術 新日曜美術館シリーズ
尾形光琳

：紅白梅図に秘めたメッセージ
2006 9430004400 館内視聴

ＤＶＤ 日本の美術 新日曜美術館シリーズ 与謝蕪村：心の故郷を水墨に託す 2006 9430004410 館内視聴

ＤＶＤ 日本の美術 新日曜美術館シリーズ 伊藤若冲：奇は美なり 2006 9430004429 館内視聴

ＤＶＤ 日本の美術 新日曜美術館シリーズ 円山応挙：生を写し、気を描く 2006 9430004438 館内視聴


