
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

和書 アーティストが愛した猫 アリソン・ナスタシ［編］著 エクスナレッジ 2015 9110532677 702.8/N55A/ 可

和書 アートになったいぬとねこ 北海道立近代美術館［編］ 北海道立近代美術館 c1995 9110343357 T707.9/H82H/1995 禁

和書 アートになった動物たち リオネル・クールベ＝ヴィロン監修
「アートになった動物た
ち」展実行委員会

c2001 9110414664 T715/A94F/2001 禁

和書 朝倉文夫　猫の本 朝倉文夫 朝倉彫塑館 2018 9110577795 712N/A85N/ 可

和書 アニマルズ 三沢厚彦著 求竜堂 2002 9110327890 712N/MI51A/ 可

和書 アニマルズ 三沢厚彦著 求龍堂 2013 9110504547 712N/MI51K/3 可

和書 アニマルズ＋ 三沢厚彦著 求龍堂 2007 9110479524 712N/MI51A/ 可

和書 生き物の描き方 盛口満著 東京大学出版会 2012 9110525055 724.58/MO48I/ 可

和書 いぬ・犬・イヌ 渋谷区立松濤美術館編集 渋谷区立松濤美術館 c2015 9110535267 T702.9/I59S/2015 禁

和書
ヴァチカン美術館所蔵品による－美術のなか
の動物表現－

豊田市美術館編集 豊田市美術館 c2001 9110329957 T702.3/V13T/2001 禁

和書 うさぎのみみはなぜながい 北川民次ぶんとえ 福音館書店 1977 9110217745 723N/KI63U/ 可

和書 江戸かわいい動物 金子信久著 講談社 2015 9110532819 721.025/KA53E/ 可

和書 江戸の十二支＋αどうぶつえん 安村敏信著 東京美術 2014 9110511022 721.025/Y65E/ 可

和書 絵本・動物・地球展 群馬県立館林美術館 2016 9110570640 T726.5/E35G/2016 禁

和書 大沢昌助の世界 大沢昌助［画］ アルカディア ［1998］ 9110380520 T723N/O74G/2 禁

和書 大野麥風と大日本魚類画集 大野麥風［画］，姫路市立美術館編集 姫路市立美術館友の会 2010 9110495288 T721.9/O67H/2010 禁

和書 大橋翠石 大橋翠石〔画〕 神戸新聞社 2008 9110475418 T721.9/O28T/2008 禁

和書 絵画のなかの動物たち 利倉隆著 美術出版社 2003 9110370695 723/TO72K/ 可

和書 かわいい江戸絵画 府中市美術館編 求龍堂 2013 9110504108 721.025/KA93K/ 可

和書 熊谷守一展 熊谷守一〔画〕
いのちのかたち熊谷守一
展実行委員会

［2008］ 9110475946 T723N/KU33G/2008 禁

和書 彩色江戸博物学集成 平凡社 1994 9110179671 460.2/S22H/ 可

和書 獅子と狛犬 ＭＩＨＯ　ＭＵＳＥＵＭ編 青幻舎 2014 9110564563 T702.9/SH91M/2014 禁

和書 図説動物シンボル事典 ヴェロニカ・デ・オーサ著 八坂書房 2016 9110548523 R389/B78Z/ 禁

和書 スタンランの猫
テオフィール・アレクサンドル・スタン
ラン著

リブロポート 1981 9110026091 G723F/ST3S/ 可

和書 生物生態画集 牧野四子吉［画］ 東方出版 2003 9110372653 460/MA35S/ 可

和書 世界大博物図鑑 荒俣宏著 平凡社 1993 9110438076 R480.3/A64S/1 禁

和書 田名網敬一乃金魚博覧会 田名網敬一［画］ エキジビション・スペース c2001 9110381812 T727/TA83T/2001 禁

和書 小さな動物園 吾妻兼治郎［作］ 現代彫刻センター c1989 9110048268 ST712N/A99G/1989 禁

和書 地球どうぶつ写真展 岩合徳光［撮影］ 北海道立釧路芸術館 2012 9110526956 T748/I92H/2012 禁

和書 鳥雀百態 佐藤紫雲著 村田書店 1984 9110425953 721.9/SA85C/ 可

和書 陶磁のこま犬百面相 愛知県陶磁資料館編集 愛知県陶磁資料館 c2005 9110466437 T751.1/TO27A/2006 禁

和書
どうぶつたちのシンフォニーエドゥアール・
サンド彫刻展

エドゥアール・サンド［作］ 東京都歴史文化財団 c1995 9110246504 T712F/SA62T/1995 禁

和書 動物に魅せられた京の画家 岸竹堂［ほか画］ 京都府京都文化博物館 1992 9110207892 T721.9/D81K/1992 禁

和書 動物の描き方 ジャック・ハム［著］，島田照代訳 嶋田出版 1979 9110484892 724.58/H26D/ 可

和書 動物の造形 滋賀県立琵琶湖文化館 2002 9110423037 T712.1/D81B/2002 禁

和書 動物美術館 三重県立美術館編集 三重県立美術館協力会 1995 9110264736 T723.1/D89M/1995 禁

和書 鳥 式年遷宮記念神宮美術館編集 式年遷宮記念神宮美術館 1997 9110288952 T702.9/TO67S/1997 禁

和書 鳥の楽園 宮内庁 2015 9110534170 T702.9/TO67K/2015 禁

　　　　　アートの中の動物たち 　　展示期間：2020/6/17-2020/8/16
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和書 夏休み！いきもの図鑑 群馬県立館林美術館 2014 9110534152 T702.9/N58G/2014 禁

和書 日本画に描かれた動物たち展 茨城県近代美術館編集 茨城県近代美術館 c2003 9110414655 T721.9/N71I/2003 禁

和書 日本画にみる動物たち 足立美術館学芸部編集 足立美術館 1982 9110055511 T721.9/N71A/1982 禁

和書 日本の図像 ピエ・ブックス 2008 9110427751 721/N71P/ 可

和書 ニワトリ 高岡一弥アートディレクション ピエ・ブックス 2004 9110436302 748/KU79N/ 可

和書 ネイチャー・ワールド 東京都写真美術館編集
東京都歴史文化財団東京
都写真美術館

c1997 9110405727 T748/N62T/1997 禁

和書 ねこがいっぱいねこアート 浅生ハルミンイラスト 青幻舎 2018 9110578166 T702.9/N62H/2018 禁

和書 ＜猫＞が気になる。 北海道立三岸好太郎美術館編集
北海道立三岸好太郎美術
館

2012ごあ
いさつ

9110512502 T702.9/N62M/2012 禁

和書 ねこたち 猪熊弦一郎［画］ リトルモア 2015 9110535679 723N/I56N/ 可

和書 ねこ・猫・ネコ 渋谷区立松濤美術館編集 渋谷区立松濤美術館 c2014 9110508232 T702.9/N62S/2014 禁

和書 猫の絵画館 コロナ・ブックス編集部編 平凡社 2008 9110424876 720.1/N62H/ 可

和書 ねこふんじゃったの国から 小原孝著
メディアパル（発売） 
ヘッドロック

2002 9110326356 762.1/O11O/ 可

和書 残された楽園
アニマルズ・アンド・
アース

1994 9110207909 T748/N93K/1994 禁

和書 美術のためのシートン動物解剖図
アーネスト・トンプソン・シートン著，
上野安子訳

マール社 1997 9110241689 724.58/SE93B/ 可

和書 ピーターラビット展 河野芳英監修 東映 2016 9110570328 T726.5/P85B/2016 禁

和書 藤城清治の世界展 藤城清治［作］ 藤代清治事務所 ［2010］ 9110536710 T726.8/F66K/2010 禁

和書 ほっと、ほのぼの、にっこりと 佐藤陽一著 新潟日報事業社 2008 9110424160 717/SA85H/ 可

和書 マイルドネイチャー 松井一泰著
東京綜合写真専門学校出
版局

2015 9110546224 748/MA77M/ 可

和書 三沢厚彦動物の絵 三沢厚彦著 青幻舎 2013 9110502506 712N/MI51M/ 可

和書 ミッフィー展 ディック・ブルーナ〔画〕 朝日新聞社 c2005 9110475230 T726.5/B78M/2005 禁

和書 名画動物園 増井光子監修 勉誠出版 2006 9110460282 720.8/ME24B/ 可

和書 名画のネコはなんでも知っている 井出洋一郎［著］ エクスナレッジ 2015 9110535632 723/I19M/ 可

和書 名作美術に見る「猫の百態」展 ［総合美術研究所］ ［1985］ 9110333619 T702.1/ME26N/1985 禁

和書 ゆかいなポスター動物園
サントリーミュージアム
天保山

c1996 9110245202 T727.6/Y97S/1996 禁

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 禁

和書 わくわく美術館ふしぎないきものたち 刈谷市美術館企画・編集 刈谷市美術館 1998 9110385203 T712.1/W35K/1998 禁

和書 ワッと！どうぶつＷｈａｔ？アート展 十和田市現代美術館編 十和田市現代美術館 2008 9110481406 T702.9/W49T/2008 禁

和書 ワンワンワンッダフル！ 北海道立三岸好太郎美術館編集
北海道立三岸好太郎美術
館

c2015 9110556955 T702.9/W37M/2015 禁

洋書 Ｔｈｅ　ａｎｉｍａｌｓ．
Ｗｉｔｈ　ａｎ　ａｆｔｅｒｗｏｒｄ　
ｂｙ　Ｊｏｈｎ　Ｓｚａｒｋｏｗｓｋ
ｉ．

Ｍｕｓｅｕｍ　ｏｆ　Ｍ
ｏｄｅｒｎ　Ａｒｔ；　
ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　
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Ｇｒａｐｈｉｃ　Ｓｏｃ
ｉｅｔｙ，　Ｇｒｅｅｎ
ｗｉｃｈ，　Ｃｏｎｎ

［1969］ 9120014183 748/W76A/ 可

洋書 Ｍｅｔｒｏｐｏｌｉｔａｎ　ｚｏｏ
ｔｅｘｔ　ｂｙ　Ｊｏｓｅｐｈ　Ｂｅｌ
ｌ　；　ｄｅｓｉｇｎ　ｂｙ　Ａｌｖｉ
ｎ　Ｇｒｏｓｓｍａｎ．

Ｍｅｔｒｏｐｏｌｉｔａ
ｎ　Ｍｕｓｅｕｍ　ｏｆ　
Ａｒｔ

c1985 9120025561 706.95/ME85B/ 可
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雑誌
アートコレクターズ　Ａｒｔ　ｃｏｌｌｅｃ
ｔｏｒｓ’　7月号

動物から妖怪まで大集合　ぬくもりとお
ののき

生活の友社 2013 9510323981 // 禁

雑誌
アートコレクターズ　Ａｒｔ　ｃｏｌｌｅｃ
ｔｏｒｓ’　8月号

愛でよう！あなたの守護神　動物アート 生活の友社 2015 9510345773 // 禁

雑誌
アートコレクターズ　Ａｒｔ　ｃｏｌｌｅｃ
ｔｏｒｓ’　4月号

愛するにゃんこアート 生活の友社 2017 9510356178 // 禁

雑誌 月刊美術　10月号 やっぱり猫デアル。　古今猫図１００選 サン・アート 2013 9510331830 // 禁

雑誌 月刊美術　8月号
１７作家のマスターピースで、いざ昆虫
ワールドへ！ムシとアートの相似形

サン・アート 2019 9510380727 // 禁

雑誌 美術手帖　4月号 ディック・ブルーナの謎 美術出版社 2010 9510297237 // 禁

雑誌 美術手帖　2月号
梅佳代と一緒に見て、撮って、発見す
る。

美術出版社 2011 9510304224 // 禁

雑誌 美術手帖　１１月号増刊 スヌーピー 美術出版社 2016 9510350281 // 禁

雑誌 美術の窓　10月号
猫をうまく描く　㊙技法講座ＶＯＬ．１
２

生活の友社 2008 9510292544 // 禁

雑誌 美術の窓　10月号
黒を使いこなす　㊙技法講座ＶＯＬ．２
３

生活の友社 2011 9510317026 // 禁

雑誌 ＩＮＡＸ　ＢＯＯＫＬＥＴ　12月号 お守り動物園
ＩＮＡＸギャラリー企画
委員会［企画］

1996 9510127175 // 禁

雑誌 ＩＮＡＸ　ＢＯＯＫＬＥＴ　12月号 動物園のデザイン
ＩＮＡＸギャラリー企画
委員会［企画］

2003 9510196038 // 禁

雑誌 ＩＮＡＸ　ＢＯＯＫＬＥＴ　12月号 小さな骨の動物園
ＩＮＡＸギャラリー企画
委員会［企画］

2005 9510207202 // 禁


