
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 ＡＲＴ　ＧＡＬＬＥＲＹ 青柳正規監修 集英社 2017 9110562120 723/A94S/3 可/開架

和書 アジアへの旅 井上俊郎［画］ 井上俊郎 2001 9110370022 723N/I57A/ 可/書庫

和書 アントニオ・ロペス アントニオ・ロペス［作］ 美術出版社 2013 9110503316 T723F/L88B/2013 禁/書庫

和書
アンドリュー・ワイエス－創造への道程

（みち）
アンドリュー・ワイエス

［画］
中日新聞社 愛知県美術

館
ｃ2008 9110477842 T723F/W98B/2008 可/書庫

和書 安野光雅の世界展 安野光雅［画］ 茨城県つくば美術館 2004 9110419796 T723N/A49I/2004 禁/書庫

和書 安野光雅ヨーロッパ周遊旅行 安野光雅［画］ アートキッチン ［2014］ 9110537468 T723N/A49H/2014 禁/書庫

和書
イタリアの光－クロード・ロランと理想風

景
クロード・ロラン［ほか画］ 国立西洋美術館 ｃ1998 9110333931 T723F/L89K/1998 禁/書庫

和書 イタリアの光景 静岡県立美術館編集 静岡県立美術館 ｃ2004 9110423618 T723.05/I88S/2004 禁/書庫

和書 ウィグルの砂漠とオアシスを往く 司修著 中西画廊 1980 9110534063 723N/TS57U/ 可/書庫

和書 英国風景画展 郡山市立美術館［ほか］訳 展覧会カタログ委員会 ｃ1992 9110246390 T723.33/E38I/1992 禁/書庫

和書 描かれた都 大倉集古館編 東京大学出版会 2013 9110505259 T722.2/E28O/2013 禁/書庫

和書 オーストラリア絵画の２００年 日本経済新聞社 ｃ1992 9110171780 T723.71/O79K/1992 禁/書庫

和書 カルメン・コレクション展 読売新聞社文化事業部編集 読売新聞社 ｃ1998 9110309186 T723.3/KA69T/1998 禁/書庫

和書 ガーデン・ブック 須田志保訳 ファイドン 2005 9110472309 629.2/G12F/ 可/書庫

和書 刻まれし風景 ターナー［ほか作］ リアス・アーク美術館 ｃ1998 9110388789 T735/KI97R/1998 禁/書庫

和書 北川民次 北川民次［画］
ＡＫＩＲＡ　ＩＫＥＤＡ　

ＧＡＬＬＥＲＹ
ｃ2011 9110492114 T723N/KI63A/2011 禁/書庫

和書 北の光／北欧の印象派展 アルトナ美術館編集 ホワイトＰＲ（制作） ｃ1993 9110183899 T723.3/KI69D/1993 禁/書庫

和書 樹をめぐる物語
クリストフ・デュヴィヴィエ

監修
アートインプレッション ｃ2016 9110553283 T723.35/F92T/2016 禁/書庫

和書 近代フランス風景画１００年展 ［日本経済新聞社］ 1980 9110251077 T723.35/KI42M/1980 禁/書庫

和書 クールベ美術館展 クールベ［画］ ＩＳ　ＡＲＴ ｃ2005 9110453223 T723F/C89M/2005 禁/書庫

和書 建築がすごい世界の美術館 パイインターナショナル 2015 9110531983 526.7/KE41P/ 可/開架

和書 香月泰男 香月泰男［画］
朝日新聞社事業本部西部

企画事業部
ｃ2004 9110419455 T723N/KA99T/2004 禁/書庫

和書 香月泰男スケッチ集　1 香月泰男著 求竜堂 1972 9110201324 G723N/KA99K/1 禁/書庫

和書 香月泰男スケッチ集　2 香月泰男著 求竜堂 1972 9110306390 G723N/KA99K/2 禁/書庫

和書 香月泰男スケッチ集　3 香月泰男著 求竜堂 1972 9110201333 G723N/KA99K/3 禁/書庫

和書 香月泰男スケッチ集　4 香月泰男著 求竜堂 1972 9110201585 G723N/KA99K/4 禁/書庫

和書 コロー コロー［画］ 読売新聞東京本社 ｃ2008 9110477978 T723F/C88K/2008 禁/書庫

和書 ゴーギャン展 ゴーギャン［画］ 名古屋ボストン美術館 2009 9110552642 T723F/G271N/2009 禁/書庫

和書 Ｇｏ　Ｗａｔａｎａｂｅ　５　ｗｏｒｋｓ 渡辺剛著 求龍堂 2005 9110445455 748/W46G/ 可/書庫

和書 シスレー展 シスレー［画］ アート・ライフ ｃ2000 9110415269 T723F/SI9I/2000 禁/書庫

和書 シニャック－海に吹く東風（かぜ） シニャック［画］ 谷口事務所 ｃ2002 9110414421 T723F/SI3H/2002 禁/書庫

和書 白籏史朗日本と世界の名峰を讃（うた）う 白籏史朗［撮影］ 山梨県立美術館 ｃ2003 9110420090 T748/SH81Y/2003 禁/書庫

和書 スイス・スピリッツ
Ｂｕｎｋａｍｕｒａザ・

ミュージアム編集
Ｂｕｎｋａｍｕｒａ ｃ2005 9110466286 T723.34/SU51B/2005 禁/書庫

和書 世界看板図鑑 向田直幹著 日本図書センター 2012 9110498806 674.8/MU27S/ 可/書庫

和書 世界橋物語 向田直幹著 美術出版社 1992 9110117113 515/MU27S/ 可/書庫

和書 世界のストリート・アート Ｃ１００編 グラフィック社 2005 9110443817 727/SE22G/ 可/書庫

和書 セーヌの流れに沿って
石橋財団ブリヂストン美術館

編集
ひろしま美術館 石橋財
団ブリヂストン美術館

ｃ2010 9110558225 T723.35/SE75B/2010 禁/書庫

和書 太陽と風と雨 栃木県立美術館編集 栃木県立美術館 ｃ1992 9110185122 T723.33/TA25T/1992 禁/書庫

和書 ターナーから印象派へ ターナー［ほか画］ アルティス ｃ2009 9110526849 T723.3/TU7T/2009 禁/書庫

和書 ターナー展 ターナー［画］ 朝日新聞社 ｃ2013 9110514768 T723F/TU7T/2013 禁/書庫

アートの旅　世界の風景 　　展示期間：2020/8/19-2020/10/18



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 典雅と奇想 板倉聖哲編 東京美術 2017 9110562504 T722.25/TE35S/2017 禁/書庫

和書 ドイツ・ロマン主義の風景素描
ユリウス・シュノル［ほか

画］
国立西洋美術館

2003ご
あいさつ

9110414913 T723.34/D83K/2003 禁/書庫

和書 ドラマチック大陸－風景画でたどるアメリカ 小西信之日本語テキスト監修 名古屋ボストン美術館 2013 9110501920 T723.53/D87N/2013 禁/書庫

和書 日本画家が描いた西洋風景展
稲沢市荻須記念美術館 

笠岡市立竹喬美術館
ｃ2013 9110517053 T721.9/N71I/2013 禁/書庫

和書 ノルマンディー展
アネット・オーディケ監修・

執筆

「ノルマンディー展近代
風景画のはじまり」カタ

ログ委員会
ｃ2014 9110536504 T702.35/N96T/2014 禁/書庫

和書 発言する風景 東京都写真美術館編集 東京都文化振興会 ｃ1993 9110264914 T748/H42T/1993 禁/書庫

和書 パリ・風景の記憶 ウジェーヌ・アジェ〔写真〕 稲沢市荻須記念美術館 1997 9110352463 T748/A94O/1997 禁/書庫

和書 平山郁夫が描く未来への文化遺産 平山郁夫［画］ ＮＨＫプロモーション ［1997］ 9110286528 T721.9/H69M/1997 禁/書庫

和書 平山郁夫の旅 平山郁夫画 日本経済新聞社 2006 9110453054 721.9/H69H/ 可/書庫

和書 風景画ができるまで
ウィリアム・ブラッドフォー

ド監修・執筆
東武美術館 ｃ2000 9110355536 T723.35/F73T/2000 禁/書庫

和書 風景画選 美術出版社 1953 9110391686 723.35/F73B/ 可/書庫

和書 風景画の光 藤田治彦著 講談社 1989 9110066800 723.3/F67F/ 可/開架

和書 ふしぎの国のガウディ 入江正之解説 エクスナレッジ 2011 9110491879 523.3/G27F/ 可/開架

和書 傅抱石 渋谷区立松濤美術館 読売新聞社 1999 9110344819 T722.27/F51S/1999 禁/書庫

和書 フランス印象派風景絵画 ホワイトＰＲ編集・制作 ホワイトＰＲ ｃ1993 9110248240 T723.35/F92D/1993 禁/書庫

和書 フランス風景画 監修：芹川貞夫 ホワイトＰＲ 1999 9110350880 T723.35/F92F/1999 禁/書庫

和書 ブリューゲルの世界 ブリューゲル［ほか画］ 東武美術館 ｃ1995 9110261663 T723F/B78T/1995 禁/書庫

和書 ベトナム近代絵画展 後小路雅弘図録監修 産経新聞社 ｃ2005 9110466778 T723.23/B39T/2005 禁/書庫

和書 メキシコわが心の旅 伊藤高義〔画・編〕 伊藤美術工房 2003 9110417880 732N/I89M/ 可/書庫

和書 モーリス・ド・ヴラマンク展
モーリス・ド・ヴラマンク

［画］
ＩＳ　ＡＲＴ　ＩＮＣ． ｃ2008 9110477628 T723F/V84S/2008 禁/書庫

和書 モネ : それからの100年 名古屋市美術館：編 東京新聞 2018 9110579575 T723F/MO331T/2018 禁/書庫

和書 モネと画家たちの旅 モネ［ほか画］
ポーラ美術振興財団ポー

ラ美術館
ｃ2007 9110473932 T723.05/MO33P/2007 禁/書庫

和書 モネ、ルノワールと印象派の風景 名古屋ボストン美術館編 名古屋ボストン美術館 ｃ1999 9110345629 T723.05/MO33N/1999 禁/書庫

和書 モンゴル近代絵画展 後小路雅弘監修 産経新聞社 ｃ2002 9110414412 T723.227/MO33T/2002 禁/書庫

和書 ヨーロッパの風景画 国立西洋美術館 ｃ1978 9110052977 T723.3/Y84K/1978 禁/書庫

和書 欧羅巴を描く 小田切訓著 求竜堂 1994 9110176811 723N/O17Y/ 可/開架



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

洋書 Ａｌｆｒｅｄ　Ｓｉｓｌｅｙ
Ｒｕｎｉｏｎ　ｄｅｓ　
ｍｕｓｅｓ　ｎａｔｉ

ｏｎａｕｘ
2002 9120101780 T723F/SI9M/2002 禁/書庫

洋書 Ａｎｓｅｌ　Ａｄａｍｓ Ｋａｒｅｎ　Ｅ．　Ｈａａｓ
ＭＦＡ　Ｐｕｂｌｉｃａ

ｔｉｏｎｓ
ｃ2005 9120122064 T748/A16M/2005 禁/書庫

洋書
Ａｎｓｅｌ　Ａｄａｍｓ　ａｔ　１００　

１ｓｔ　ｐａｐｅｒｂａｃｋ　ｅｄ．

Ｊｏｈｎ　Ｓｚａｒｋｏｗｓ
ｋｉ　；　ｆｏｒｅｗｏｒｄ　
ｂｙ　Ｓａｎｄｒａ　Ｓ．　

Ｐｈｉｌｌｉｐｓ．

Ｌｉｔｔｌｅ，　Ｂｒｏｗｎ　
ａｎｄ　Ｃｏ．

ｃ2001 9120101510 T748/A16S/2001 禁/書庫

洋書
Ｃａｓｐａｒ　Ｄａｖｉｄ　Ｆｒｉｅｄｒ

ｉｃｈ

［Ｈｅｒａｕｓｇｅｂｅｒ，　
Ｈｕｂｅｒｔｕｓ　ＧａÇｎ

ｅｒ］．
Ｈｉｒｍｅｒ ［2006］ 9120113065 T723F/F47M/2006 禁/書庫

洋書 Ｃｌａｕｄｅ　Ｍｏｎｅｔ ［Ｃｌａｕｄｅ　Ｍｏｎｅｔ］
Ｒｕｎｉｏｎ　ｄｅｓ　
ｍｕｓｅｓ　ｎａｔｉ

ｏｎａｕｘ
2010 9120118188 T723F/MO331G/2010 禁/書庫

洋書 Ｃｏｎｓｔａｂｌｅ
Ｓａｒａｈ　Ｃｏｖｅ　Ｆｒａｎ
ｋｌｉｎ　Ｋｅｌｌｙ　Ａｎｎｅ　

Ｌｙｌｅｓ．
Ｔａｔｅ 2006 9120113127 T723F/C86T/2006 禁/書庫

洋書 Ｆａｎｔａｓｔｉｃ　ｍｏｕｎｔａｉｎｓ

Ｌｉｕ　Ｙａｎｇ　；　ｗｉ
ｔｈ　Ｅｄｍｕｎｄ　Ｃａｐ
ｏｎ　ａｎｄ　Ｓｔｅｐｈｅ

ｎ　Ｌｉｔｔｌｅ．

Ａｒｔ　Ｇａｌｌｅｒｙ　
ＮＳＷ

2004 9120109554 T722.2/F14A/2004 禁/書庫

洋書
Ｊａｃｏｂ　ｖａｎ　Ｒｕｉｓｄａｅｌ　

ｐａｉｎｔｓ　Ｂｅｎｔｈｅｉｍ
Ｑｕｅｎｔｉｎ　Ｂｕｖｅｌ

ｏｔ

Ｒｏｙａｌ　Ｐｉｃｔｕ
ｒｅ　Ｇａｌｌｅｒｙ，　
Ｍａｕｒｉｔｓｈｕｉｓ

ｃ2009 9120117930 T723F/R84R/2009 禁/書庫

洋書
Ｒｅｎｏｉｒ　ｌａｎｄｓｃａｐｅｓ，　

１８６５−１８８３
〔Ｒｅｎｏｉｒ〕

Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｇａ
ｌｌｅｒｙ

2007 9120115631 T723F/R271N/2007 禁/書庫

洋書 Ｓｉｇｎａｃ，　１８６３－１９３５
Ｒｕｎｉｏｎ　ｄｅｓ　
ｍｕｓｅｓ　ｎａｔｉ

ｏｎａｕｘ
ｃ2001 9120096939 T723F/SI3G/2001 禁/書庫

洋書 Ｔｕｒｎｅｒ　ａｎｄ　Ｖｅｎｉｃｅ

Ｉａｎ　Ｗａｒｒｅｌｌ　Ｄ
ａｖｉｄ　Ｌａｖｅｎ，　Ｊ
ａｎ　Ｍｏｒｒｉｓ，　ａｎ
ｄ　Ｃｅｃｉｌｉａ　Ｐｏｗ

ｅｌｌ．

Ｔａｔｅ　Ｐｕｂ． 2003 9120104656 T723F/TU7T/2003 禁/書庫

洋書
Ｖｉｎｃｅｎｔ　ｖａｎ　Ｇｏｇｈ　１ｓ

ｔ　ｅｄ．
［Ｖｉｎｃｅｎｔ　ｖａｎ　

Ｇｏｇｈ］
Ｓｋｉｒａ 2010 9120118796 T723F/G571C/2010 禁/書庫

雑誌 アートコレクターズ　2010年12月号
２０１１年、とっておきの　

風景画セレクション
生活の友社 2010 9510303871 // 禁/書庫

雑誌 アートコレクターズ　2013年8月号 風景画は一枚々々が小宇宙だ 生活の友社 2013 9510325190 // 禁/書庫

雑誌 アートコレクターズ　2015年6月号 飾りたい！！　こころの風景画 生活の友社 2015 9510344373 // 禁/書庫

雑誌 アートコレクターズ　2020年5月号 アートで出かける　風景の旅 生活の友社 2020 9510382187 // 禁/書庫


