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和書 Ｋｉｍｏｎｏ　Ｂｅａｕｔｙ／長崎巌監修 東京美術 2013 T753/KI36C/2013 9110504743 書庫／禁

和書 ニッポンの浮世絵／日野原健司　著 小学館 2020 721.8/H61N/ 9110595603 開架／可

和書 浮世絵明治の競馬／日高嘉継［著］ 小学館 1998 721.8/H54U/ 9110565201 書庫／可

和書 河鍋暁斎展／滋賀県立近代美術館［ほか］編 滋賀県立近代美術館 c1998 T721.9/KA96S/1998 9110344971 書庫／禁

和書 衝撃の絵師月岡芳年／月岡芳年［画］ 新人物往来社 2011 721.8/TS64S/ 9110491912 開架／可

和書 江戸のデザイン図鑑／柏木博監修 河出書房新社 2019 757.02/E24K/ 9110629990 開架／可

和書 錦絵解析　天皇が東京にやって来た!／奈倉哲三著 東京堂出版 2019 721.8/N83T/ 9110581027 開架／可

和書
横浜浮世絵と空とぶ絵師五雲亭貞秀／五雲亭貞秀［ほか
画］

神奈川県立歴史博物館 1997 T721.8/G74K/1997 9110308222 書庫／禁

和書 文明開化の錦絵／野々上慶一編 日本図書センター 2013 721.8/B89N/ 9110513949 開架／可

和書 知られざる日本写真開拓史／東京都写真美術館編集 山川出版社 2017 T740.21/SH84T/2017 9110554816 書庫／禁

和書
日本初期写真史／東京都歴史文化財団東京都写真美術
館編

東京都歴史文化財団東京
都写真美術館

2020 T740.21/N71T/2020 9110603170 書庫／禁

和書 浮世絵から写真へ／東京都江戸東京博物館編著 青幻舎 2015 T702.15/U59T/2015 9110538456 書庫／禁

和書 写真師たちの幕末維新／梅本貞雄著 国書刊行会 2014 740.21/U71S/ 9110509374 開架／可

和書 絵画に焦がれた写真／打林俊著 森話社 2015 740.21/U13K/ 9110563065 開架／可

和書 写真界の先覚小川一真の生涯／小沢清著
近代文芸社（発売） 日本図
書刊行会

1994 740.21/O24O/ 9110177532 書庫／可

和書 幕末・明治の写真師列伝／森重和雄 著 雄山閣 2019 740.21/MO63B/ 9110589295 開架／可

和書 日本写真史を歩く／飯沢耕太郎著 新潮社 1992 740.21/I28N/ 9110147041 書庫／可

和書 神坂雪佳の世界／神坂雪佳［画］ 平凡社 2008 721.9/KA38K/ 9110426235 開架／可

和書 下岡蓮杖／下岡蓮杖［撮影］ 国書刊行会 2014 T748/SH54T/2014 9110507718 書庫／禁

和書 ビゴーが見た日本人／清水勲［著］ 講談社 2001 S723F/B42S/ 9110319075 書庫／可

和書 白瀧幾之助展／白瀧幾之助［画］ 姫路市立美術館友の会 2010 T723N/SH86H/2010 9110498280 書庫／禁

和書 岡田三郎助／岡田三郎助［画］ 佐賀県立美術館 2014 T723N/O38S/2014 9110540374 書庫／禁

和書 モダン美人誕生／ポーラ美術館学芸部 編
ポーラ美術振興財団ポーラ
美術館

2018 T723N/O38P/2018 9110588547 書庫／禁

和書 村井正誠展／村井正誠〔画〕 東京新聞 c1995 T723N/MU41K/1995 9110257310 書庫／禁

和書 黒田清輝展／黒田清輝［画］ 西宮市大谷記念美術館 1980 T723N/KU72N/1980 9110062552 書庫／禁

和書 五姓田義松／五姓田義松［画］ 神奈川県立歴史博物館 2015 T723N/G69K/2015 9110546609 書庫／禁

和書 鈴木鵞湖／鈴木鵞湖［画］ 千葉市美術館 2007 T721.9/SU96C/2007 9110474330 書庫／禁

和書 柴田是真／安村敏信監修 平凡社 2009 752.2/SH18S/ 9110472461 開架／可

和書 五姓田のすべて／神奈川県立歴史博物館編集
岡山県立美術館 神奈川県
立歴史博物館

2008 T723.1/G69K/2008 9110501385 書庫／禁

和書 絵師五姓田芳柳義松親子の夢追い物語／角田拓朗著 三好企画 2015 723N/G69T/ 9110538320 開架／可

和書
文学の視座からの青木繁における美的仮象の創造／中野久
美子著

松本工房 2010 723N/A53N/ 9110488757 書庫／可

和書 日本近代洋画の歩み展／朝日新聞東京本社企画部編集 朝日新聞東京本社 c1979 T723.1/N71A/1979 9110125080 書庫／禁

和書 モダンアートの旗手たち／村井正誠［画］
［市町村立美術館等活性化
事業］共同巡回展実行委員
会

2002 T723.1/MO13O/2002 9110411608 書庫／禁

和書 明治洋画壇の巨匠たち／板橋区立美術館編集 板橋区立美術館 1987 T723.1/ME25T/1987 9110056920 書庫／禁

和書 泥絵とガラス絵／小野忠重著 アソカ書房 1954 721.025/O67D/ 9110283606 書庫／可

和書 覚書幕末・明治の美術／酒井忠康著 岩波書店 2013 S702.16/SA29O/ 9110528173 書庫／可

和書 ちりめん本のすべて　第２版／石澤小枝子著 三弥井書店 2005 022.3/I84C/ 9110464094 書庫／可

和書 日本画名作展 毎日新聞社 1976 T721.9/N71D/1976 9110052350 書庫／禁

和書 郷土ゆかりの日本画家たち／岡崎市美術館編集 岡崎市美術館 1982 T721.9/KY2O/1982 9110247824 書庫／禁

和書 近代日本画の息吹き展／根崎光男編集 練馬区立美術館 c1990 T721.9/KI42T/1990 9110066604 書庫／禁

和書 近代日本画への模索と展開／新潟県立近代美術館編 新潟県立近代美術館 1997 T721.9/KI42N/1997 9110341174 書庫／禁
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和書 明治美術の一断面／宮内庁三の丸尚蔵館 編 宮内庁 2018 T702.16/ME25K/2018 9110586210 書庫／禁

和書 明治美術再見／宮内庁三の丸尚蔵館編集 菊葉文化協会 1995 T702.16/ME25K/1995 9110414717 書庫／禁

和書 ふしぎ？びっくり！ニッポン美術たんけん／辻惟雄監修 日本図書センター 2014 J702.1/F96N/3 9110539319 開架／可

和書 近代日本デザイン史／長田謙一編 美学出版 2006 757.02/KI42B/ 9110462699 開架／可

和書 近代日本のデザイン文化史／榧野八束著 フィルムアート社 1992 757.02/KA98K/ 9110152266 書庫／可

和書 日本の美術絵はがき１９００－１９３５／生田誠著 淡交社 2006 726.5/I39N/ 9110450965 開架／可

和書 近代日本美術の側面／中村義一著 造形社 1976 723.1/N37K/ 9110026396 書庫／可

和書 文明開化の錦絵新聞／千葉市美術館編 国書刊行会 2008 721.9/B89K/ 9110423940 開架／可

和書 日本をすり抜けた西洋／横地清著 東海大学出版会 2008 721.8/KA88Y/ 9110428614 開架／可

和書 描かれた歴史／山梨俊夫著 星雲社（発売） ブリュッケ 2005 721.026/Y35E/ 9110444260 書庫／可

和書 日本の開国／尾本圭子著 創元社 1996 706.93/G92O/ 9110228909 開架／可

和書 明治国家と近代美術／佐藤道信著 吉川弘文館 1999 702.16/SA85M/ 9110282565 書庫／可

和書 日本近代美術と西洋／明治美術学会編
中央公論美術出版（発売）
明治美術学会

1992 702.16/N71M/ 9110115020 書庫／可

和書 明治大正史／朝日新聞社編 クレス出版 2000 702.16/ME25K/ 9110296669 書庫／可

和書 明治文化史／開国百年記念文化事業会編 原書房 1981 702.16/ME25H/ 9110261153 書庫／可

和書 近代日本美術史／佐々木静一編 有斐閣 1977 702.16/KI42Y/1 9110392683 書庫／可

和書 近代日本美術家列伝／神奈川県立近代美術館編 美術出版社 1999 702.16/KI42B/ 9110290745 開架／可

和書 近代美術の名作１５０／北澤憲昭監修 美術出版社 2013 702.16/KI42B/ 9110528450 開架／可

和書 近代日本の美術思想／今橋映子 著 白水社 2021 702.16/I42K/1 9110607885 開架／可

和書 近代日本の美術思想／今橋映子 著 白水社 2021 702.16/I42K/2 9110607894 開架／可

和書 日本美術見なお誌／瀬木慎一著 芸術新聞社 2007 702.15/SE16N/ 9110468880 書庫／可

和書 江戸期視覚文化の創造と歴史的展開／板垣俊一著 三弥井書店 2012 702.15/I86E/ 9110524862 書庫／可

和書 明治・大正・昭和のラベル、ロゴ、ポスター／廼地戎雄編著 誠文堂新光社 2008 674.3/D14M/ 9110429077 書庫／可

和書 トポグラフィの日本近代／佐藤守弘著 青弓社 2011 702.16/SA85T/ 9110489718 開架／可

和書 オールドノリタケ／木村一彦著 トンボ出版 1999 751.3/KI39O/ 9110566423 書庫／可

和書 オールド・ノリタケのアール・デコ／井谷善惠著 平凡社 2008 751.3/I88O/ 9110426342 開架／可

和書 オールド・ノリタケの歴史と背景／井谷善惠著 里文出版 2009 751.3/I88O/ 9110476578 開架／可

和書 ノリタケデザイン１００年の歴史／そごう美術館編 朝日新聞社 c2007 T751.3/N96Y/2007 9110481175 書庫／禁

和書 近代日本の陶芸家／中ノ堂一信著 河原書店 1997 751.1/N39K/ 9110240574 書庫／可

和書 瑞芝焼 和歌山県立博物館 [1975] T751.1/Z6W/1975 9110387217 書庫／禁

和書 明治時代の瀬戸窯業／瀬戸市歴史民俗資料館編集 瀬戸市歴史民俗資料館 1996 T751.1/ME25S/2 9110248071 書庫／禁

和書 明治時代の瀬戸窯業／瀬戸市歴史民俗資料館編集 瀬戸市歴史民俗資料館 1993 T751.1/ME25S/1993 9110248062 書庫／禁

和書 驚きの明治工藝／東京藝術大学大学美術館［ほか］編集 美術出版社 2016 T750.8/O17T/2016 9110552123 書庫／禁

和書 明治有田超絶の美／鈴田由紀夫監修 世界文化社 2015 751.1/ME25S/ 9110572725 開架／可

和書 明治の細密工芸／山下裕二監修 平凡社 2014 750.21/ME25H/ 9110508063 開架／可

和書 木版口絵総覧／山田奈々子著 文生書院 2005 726.5/Y19M/ 9110445114 書庫／可

和書 映画伝来／吉田喜重［ほか］編 岩波書店 1995 778.2/E37I/ 9110227231 書庫／可

和書 明治のワーグナー・ブーム／竹中亨著 中央公論新社 2016 762.1/TA64M/ 9110547580 開架／可

和書 明治の音／内藤高著 中央公論新社 2005 762.1/N29M/ 9110439850 開架／可

和書
近代移行期における地域形成と音楽／北原かな子, 浪川健
治 編著

ミネルヴァ書房 2020 762.1/KI64K/ 9110593921 開架／可

和書 帝室技芸員と一九〇〇年パリ万国博覧会 宮内庁 2008 T702.16/TE28K/2008 9110512450 書庫／禁

和書
坂倉準三〈パリ万国博覧会日本館〉／J.SAKAKURA
ARCHITECTE PARIS-TOKYO実行委員会：編

建築資料研究社 2019 T523.353/SA31J/ 9110580647 書庫／禁

雑誌 日本の美術　明治の洋画 至文堂 1968 // 9510021499 書庫／禁

雑誌 日本の美術　高橋由一と明治前期の洋画 至文堂 1995 // 9510098458 書庫／禁


