
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 貸出/場所

和書 身体 光と闇 石光泰夫著 未来社 1995 104/I77S/ 9110220894 可/書庫

和書 あいちトリエンナーレ２０１６ あいちトリエンナーレ実行委員会編 平凡社 2016 T702.07/A23A/2016 9110552633 可/書庫

和書 横浜トリエンナーレ 横浜トリエンナーレ事務局編集
横浜トリエンナーレ

組織委員会
c2008 T702.07/Y75Y/2008 9110477637 禁/書庫

和書 ２１世紀における芸術の役割 小林康夫編 未來社 2006 704/N73M/ 9110450802 可/開架

和書 ふたりのゴッホ 伊勢英子著 新潮社 2005 723F/G571I/ 9110443737 可/書庫

和書 宮沢賢治・童話の世界展 茨城県近代美術館編集 茨城県近代美術館 1991 T726.5/MI89I/1991 9110165649 禁/書庫

和書 賢治の音楽室 宮沢賢治著 小学館 2000 762.1/MI89K/ 9110310991 可/書庫

和書 図説ダンスの解剖・運動学大事典 クリッピンガー著 西村書店 2013 R769/C78Z/ 9110504028 禁/開架

和書 ダンス・ハンドブック ダンスマガジン編集部編集・制作 新書館 1991 769/D38S/ 9110141932 可/書庫

洋書 Ｄａｎｃｉｎｇ Ｇｅｒａｌｄ Ｊｏｎａｓ Ａｂｒａｍｓ 1992 769/J71D/ 9120058150 可/書庫

和書 偉大なるダンサーたち ジェラール・マノニ著
ヤマハミュージック

メディア
2015 769/MA45I/ 9110531750 可/開架

和書 これだけは知っておきたい世界の民族舞踊 宮尾慈良［著］ 新書館 1998 769/MI81K/ 9110277242 可/開架

和書 二十世紀の１０大バレエダンサー 村山久美子著 東京堂出版 2013 769/MU62N/ 9110527775 可/開架

和書 ダンス・バイブル 増補新版 乗越たかお著 河出書房新社 2016 769/N96D/ 9110547240 可/開架

和書 コンテンポラリー・ダンス徹底ガイド 乗越たかお著 作品社 2003 769/N96K/ 9110409548 可/開架

和書 魅惑のとき 佐々木涼子文 あんず堂 2000 769/SA75M/ 9110311522 可/書庫

和書 Ｄａｎｃｅｒ １００ 瀬戸秀美［撮影］ 音楽之友社 1988 769/SE93D/ 9110538151 可/書庫

和書 どうせダンスなんか観ないんだろ！？ 乗越たかお著 ＮＴＴ出版 2009 769.04/N96D/ 9110471114 可/開架

和書 青い隕石 勅使川原三郎著 求竜堂 1989 769.12/TE82A/ 9110189785 可/書庫

和書 Ｆｏｔｏ−ｔａｎｚ 荒木経惟著 アイピーシー 1990 769.12/TE82A/ 9110189794 可/書庫

和書 Ｄａｈ−ｄａｈ−ｓｋｏ−ｄａｈ−ｄａｈ 勅使川原三郎〔著〕 ペヨトル工房 1992 769.12/TE82D/ 9110189776 可/書庫

和書 骨と空気 勅使川原三郎著 白水社 1994 769.12/TE82H/ 9110181491 可/開架

和書 月は水銀 新書館 1988 769.12/TE82T/ 9110112500 可/開架

和書 バレエ大図鑑 ヴィヴィアナ・デュランテ 総監修 河出書房新社 2019 769.9/B21K/ 9110576930 可/開架

和書 ＜映才教育＞時代 岡博大著 フィルムアート社 2007 778/O36E/ 9110465752 可/開架

和書 アートフィルム・フェスティバル 愛知県文化情報センター企画・編集
愛知県文化情報

センター
1998 T778.06/A94A/3 9110453439 禁/書庫

和書 黒澤明の羅生門 ポール・アンドラ著 新潮社 2019 778.21/KU76S/ 9110580899 可/開架

和書 唐版風の又三郎 唐十郎［著］ 角川書店 1974 912.6/KA62K/ 9110102925 可/書庫

和書 メモリーインブルー 水川裕雄著 青雲書房 1999 912.6/MI95M/ 9110290709 可/開架

雑誌 アクシス＝ＡＸＩＳ 1994年夏
５人のオピニオンリーダーの

［デザインへ一言］
アクシス 1994 // 9510090020 禁/書庫

雑誌 音楽芸術 1992年9月号
シュニトケと同時代の作曲家たち

/室内楽の時代到来か
音楽之友社 1992 // 9510039760 禁/書庫

雑誌 音楽現代 2013年4月号 最後の交響曲に込めた想い 芸術現代社 2013 // 9510333333 禁/書庫

雑誌 音楽の友 1999年4月号 じっくり聴こうオーケストラ 音楽之友社 1999 // 9510164150 禁/書庫

雑誌 キネマ旬報 2000年10月下旬号 五条霊戦記 キネマ旬報社 2000 // 9510174433 禁/書庫

雑誌 ダンスマガジン 2022年3月号 ロミオとジュリエット 新書館 2022 // 9510397125 禁/書庫

雑誌 ダンスマガジン 2014年5月号 新書館 2014 // 9510341442 禁/書庫

雑誌 ダンスマガジン 2018年3月号 氷上の華 フィギュアスケート 新書館 2018 // 9510369470 禁/書庫

雑誌 ダンスマガジン 2018年9月号 世界で輝く日本のダンサー 新書館 2018 // 9510369560 禁/書庫

雑誌 ダンスマガジン 2019年11月号 美しい男たち2019 新書館 2019 // 9510372654 禁/書庫

雑誌 ダンスマガジン 2021年5月号
ロイヤル・バレエの舞姫

高田茜のいま
新書館 2021 // 9510389796 禁/書庫

勅使川原三郎　金獅子賞受賞記念
展示期間：2022年5月18日-7月18日
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雑誌 ダンス・ワーク 中国の現代舞踊 ダンス・ワーク舎 1986 // 9510221462 禁/書庫

雑誌 ダンス・ワーク
現在の舞踊双書３

⾧谷川六ダンス批評集「通過地点」
ダンス・ワーク舎 1991 // 9510221800 禁/書庫

雑誌 ダンス・ワーク 2015年冬号 ダンサーとリトミック ダンス・ワーク舎 2015 // 9510344506 禁/書庫

雑誌 ダンス・ワーク 2016年春号 1970年代日本のダンス ダンス・ワーク舎 2016 // 9510346206 禁/書庫

雑誌 ダンツァ＝ＤＡＮＺＡ 第1号 2005.12 → 2006.1 東京ＭＤＥ 2005 // 9510266571 禁/書庫

雑誌 ダンツァ＝ＤＡＮＺＡ 第8号 2007.2→3 東京ＭＤＥ 2007 // 9510281943 禁/書庫

雑誌 ダンツァ＝ＤＡＮＺＡ 第44号 2013 Autum 東京ＭＤＥ 2013 // 9510326052 禁/書庫

雑誌 バレエ 23号 バレエ現在進行形 音楽之友社 2002 // 9510193484 禁/書庫

雑誌 バレエの本 1997年 バレエの中のドラマ 音楽之友社 1997 // 9510151466 禁/書庫

雑誌 ｂａｌｌｅｔ ＆ ｄａｎｃｅ Ｔｈｅ ＴＥＳ Ｇｒａｐｈｉｃ
テス・カルチャー

センター
1984 // 9510082897 禁/書庫

雑誌 美術手帖 1990年11月号 緑のイギリス美術 美術出版社 1990 // 9510050580 禁/書庫

雑誌 武蔵野美術 2000年5月号 アフォーダンス入門 武蔵野美術大学 2000 // 9510198800 禁/書庫


