
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

1 和書 粟津潔のブック・デザイン　増補新版 粟津潔著 河出書房新社 1995 9110227320 022.5/A97A/ 書庫/可

2 和書 平野甲賀　装幀の本 平野甲賀著 リブロポート 1985 9110097208 022.5/H66H/ 書庫/可

3 和書 平野甲賀＜装丁＞術・好きな本のかたち 平野甲賀著 晶文社 1986 9110022486 022.5/H66H/ 書庫/可

4 和書 デザイナーをめざす人の装丁・ブックデザイン 熊澤正人共著  エムディエヌコーポレーション 2007 9110473647 022.5/KU36D/ 書庫/可

5 和書 リトルプレスの楽しみ 柳沢小実著 ピエ・ブックス 2006 9110425452 022.5/Y53R/ 書庫/可

6 和書 製本探索 大貫伸樹著 印刷学会出版部 2005 9110473638 022.8/O68S/ 書庫/可

7 和書 図解製本 上田徳三郎口述 名著普及会 1981 9110110328 022.8/U32Z/ 書庫/禁

8 和書 世界のグラフィックデザイナーのブックデザイン 小柳帝［編］著 ピエ・ブックス 2007 9110518551 727/KO97S/ 書庫/可

9 和書 装本の使命 恩地孝四郎著 阿部出版 1992 9110159777 732N/O65S/ 開架/可

10 和書 芹沢銈介・装幀の仕事 芹沢銈介［作］ 里文出版 2016 9110550183 753.8/SE83S/ 開架/可

11 和書 平野甲賀の仕事１９６４－２０１３展 平野甲賀［作］アートディレクション
武蔵野美術大学美術館・

図書館
2013 9110511318 T022.5/H66M/2013 書庫/禁

12 和書 本の装い 岩手県立博物館編集 岩手県文化振興事業団 1999 9110375000 T022.5/H85I/1999 書庫/禁

13 和書 本の宇宙 栃木県立美術館編集 栃木県立美術館 1992 9110264941 T022.5/H85T/1992 書庫/禁

14 和書 本と美術 徳島県立近代美術館編集 徳島県立近代美術館 2002 9110420948 T022.5/H85T/2002 書庫/禁

15 和書 近現代のブックデザイン考 新島実監修
武蔵野美術大学美術館・

図書館
2012 9110527004 T022.5/SH96M/2012 書庫/禁

16 和書 背文字が呼んでいる 田村義也〔作〕
武蔵野美術大学美術資料

図書館
2008 9110475060 T022.5/TA82M/2008 書庫/禁

17 和書 マリク書店の光芒 寺山祐策監修
武蔵野美術大学美術館・

図書館
2015 9110550450 T023.34/MA51M/2015 書庫/禁

18 和書 槿の画家・柳瀬正夢展 柳瀬正夢［画］
武蔵野美術大学美術資料

図書館
2008 9110481030 T723N/Y56M/2008 書庫/禁

19 和書 世界建築大全 ジョナサン・グランシー著 日東書院本社 2016 9110558360 520.2/G48S/ 開架/可

20 和書 世界美術家大全 ロバート・カミング著 日東書院本社 2015 9110544023 702.8/C95S/ 開架/可
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21 和書 劉生の周辺 酒井忠康著 日本古書通信社 1999 9110342242 723N/KI57S/ 書庫/可

22 和書 スタイル別配色アイデアブック 色彩活用研究所株式会社[監修] パイインターナショナル 2019 9110584065 757.3/SU83P/ 開架/可

23 和書 誕生花で楽しむ、和の伝統色ブック オオノマユミ:著 パイインターナショナル 2019 9110581500 757.3/W37P/ 開架/可

24 和書 現代デザイン事典 勝井三雄監修 平凡社 1993 9110161579 R757.03/G34H/1993 書庫/禁

25 和書 現代デザイン事典 勝井三雄監修 平凡社 2016 9110547787 R757.03/G34H/2016 開架/禁

26 和書 スポーツウェアの革命 島根県立石見美術館 ｃ2006 9110554843 T383.1/SU75S/2006 書庫/禁

27 和書 １∞ミナカケル ⾧崎県美術館編集 ⾧崎県美術館 2015 9110571755 T589.2/I15N/2015 書庫/禁

28 和書 すごいぞ、これは! 埼玉県立近代美術館編集
心揺さぶるアート事業実行

委員会
2015 9110549137 T702.07/SU49S/2015 書庫/禁

29 洋書 Ｄｉａｌｏｇｕｅｓ　ｄｅ　ｌʼｏｍｂｒｅ Ｍｉｃｈｅｌ　Ｎｕｒｉｄｓａｎｙ．
Ｅｓｐａｃｅ　Ｅｌｅｃ

ｔｒａ
ｃ1997 9120085336 T702.9/D71E/1997 書庫/禁

30 和書 キュッパのびじゅつかん 東京都美術館 2015 9110571165 T702.9/KY8T/2015 書庫/禁

31 和書 新たな系譜学をもとめて 東京都現代美術館監修 フィルムアート社 2014 9110541952 T704/A66T/2014 書庫/禁

32 和書 岡本神草の時代展 岡本神草［ほか画］ 京都国立近代美術館 ｃ2017 9110573230 T721.9/O42K/2017 書庫/禁

33 和書 草間弥生展 草間弥生［作］ 草間弥生展実行委員会 ｃ1992 9110184869 T723N/KU83S/1992 書庫/禁

34 和書 ぬりどき日本列島 大竹伸朗著 新津市文化振興財団 1998 9110315049 T723N/O82N/1998 書庫/禁

35 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 書庫/禁

36 和書 ぐりとぐら展 朝日新聞社/編集 朝日新聞社 2014-15 9110577884 T726.5/G95M/2014-1 書庫/禁

37 和書 ぐりとぐら展 朝日新聞社/編集 朝日新聞社 2014-15 9110577875 T726.5/G95M/2014-2 書庫/禁

38 和書 大橋歩 大橋歩著 三重県立美術館協力会 2009 9110506990 T726.5/O28M/2009 書庫/禁

39 和書 永井一正ポスター・ライフ 永井一正著 青幻舎 2014 9110546251 T727.6/N14T/2014 書庫/禁

40 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 書庫/禁

41 和書 森村泰昌・空装美術館－絵画になった私 森村泰昌［撮影］ 朝日新聞社 ｃ1998 9110332317 T748/MO56T/1 書庫/禁

42 和書 森村泰昌・空装美術館－絵画になった私 森村泰昌［撮影］ 朝日新聞社 ｃ1998 9110332308 T748/MO56T/2 書庫/禁

43 和書
ＶＥＲＮＥＲ　ＰＡＮＴＯＮ　Ｔｈｅ　Ｃｏｌ

ｌｅｃｔｅｄ　Ｗｏｒｋｓ
ＶＥＲＮＥＲ　ＰＡＮＴＯＮ［作］ エディシオン・トレヴィル ｃ2009 9110535365 T758/P21T/2009 書庫/禁

44 和書 宝塚歌劇１００年展 兵庫県立美術館編集 日本経済新聞社 2014 9110536783 T775.4/TA51M/2014 書庫/禁

45 和書 新海誠展 新海誠［画］ 朝日新聞社 2017 9110571693 GT778.77/SH64O/2017 書庫/禁
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