
大エルミタージュ展
展示期間　2017/6/28-9/18

種別 書名 著者名など 出版社 出版年 請求記号 資料番号

図書建築がすごい世界の美術館
パイイン
ターナショ

2015.2 526.7/KE41P/ 9110531983

図書
名画で読み解く
ロマノフ家１２の物語

中野京子著 光文社 2014.7 702.38/N39M/ 9110509730

図書エルミタージュ美術館の絵画 コリン・アイスラー著 中央公論社 1996.2 706.93/E39E/ 9110229020

図書
エルミタージュ美術館
その歴史とコレクション

ボリス・Ｂ・ピオトロ
フスキー著

岩波書店 1985.1 706.93/E69F/ 9110043388

図書エルミタージュ 郡司良夫共著 勉誠出版 2001.8 706.93/E69G/ 9110317526

図書エルミタージュ美術館秘匿の名画
アリベルト・コステ
ネーヴィッチ解説

講談社 1995.1 706.93/E69K/ 9110225952

図書ヨーロッパ美術館めぐり 長谷川智恵子執筆 昭文社 1998.6 706.93/H36Y/ 9110275462

図書ピーテル・ブリューゲル
ローズ＝マリー・ハー
ゲン著

洋販（発
売） タッ
シェン・

2002.12 723F/B78H/ 9110359446

図書カンヴァス世界の大画家 井上靖編集委員 中央公論社 1983.7 723F/F43F/ 9110278858

図書Ｆｒａｎｓ　Ｈａｌｓ
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図書Ｐｉｅｔｅｒ　ｄｅ　Ｈｏｏｃｈ
Ｐｅｔｅｒ　Ｃ．　Ｓｕｔ
ｔｏｎ．

Ｐｈａｉｄｏ
ｎ

1980 723F/H85S/ 9120002656

図書
ｒｅ　ｄｅ　Ｒｅｍｂｒａｎｄｔ ｔｅｘｔｅ　ｄｅ　Ｐａｕ

ｌ　Ｂａｕｄｉｑｕｅｙ．

ＡＣＲ　Ｅｄ
ｉｔｉｏｎ
：

ｃ１９８４． 723F/R261B/ 9120026264

図書レンブラント
クリスティアン・テュ
ンペル著

中央公論社 1994.11 723F/R261T/ 9110182784

図書ヴァトー全作品 ヴァトー［画］ 中央公論社 1991.3 723F/W49B/ 9110100902
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1996 723F/W49W/ 9120085935

図書
エルミタージュ美術館１
ゴシックとルネサンスの芸術

恒文社 1970
G706.93/E69K
/1

9110391971

図書
エルミタージュ美術館２
フランドルとオランダの芸術

恒文社 1970
G706.93/E69K
/2

9110391980

図書
エルミタージュ美術館３
バロックとロココの芸術

恒文社 1970
G706.93/E69K
/3

9110391990

図書
エルミタージュ美術館４
近代フランスの芸術１

恒文社 1970
G706.93/E69K
/4

9110392001

図書
エルミタージュ美術館５
近代フランスの芸術２

恒文社 1970
G706.93/E69K
/5

9110392010

図書原色世界の美術１０ 小学館編 小学館 1979
G708/G34S/
10

9110540196

図書
エルミタージュ美術館所蔵品に
よるロシア宮廷美術展

三重県立美術館編集・
構成

電通 ｃ１９９２
T702.38/KA65
M/1992

9110265214

図書
エルミタージュ美術館
栄光の名画展

奈良県立美術館編集 奈良県 ｃ１９９０
T706.93/E69N
/1990

9110119172

図書エルミタージュ美術館名品展
新潟県立近代美術館編
集

日本経済新
聞社

ｃ２００１
T706.93/E69N
/2001

9110415278

図書エルミタージュ美術館展 毎日新聞社 ｃ１９７７
T723.3/E69K/
1977

9110052897



図書エルミタージュ美術館展
日動美術財
団

ｃ２００５
T723.3/E69S/
2005

9110453152

図書エルミタージュ美術館展
エルミタージュ美術館
展

エルミター
ジュ美術館

ｃ１９９４
T723.35/E69I/
1994

9110184798

図書エルミタージュ美術館展
エルミタージュ美術館
展
実行委員会編集

エルミター
ジュ美術館
展実行委員

ｃ１９９５
T723.35/E69I/
1995

9110265410

図書エルミタージュ美術館展
東武美術館，
朝日新聞社編

東武美術館 ｃ１９９２
T723.35/E69T
/1992

9110339873

図書エルミタージュ美術館展
エルミタージュ美術館
展
実行委員会編集

エルミター
ジュ美術館
展実行委員

ｃ１９９６
T723.36/E69T
/1996

9110244662

図書エルミタージュ美術館展
エルミタージュ美術館
展
実行委員会編集

エルミター
ジュ美術館
展実行委員

ｃ１９９３
T723.37/E69T
/1993

9110183834

図書Ｐｏｍｐｅｏ　Ｂａｔｏｎｉ
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ｃ２００７
T723F/B27M/
2007

9120117028

図書Ｃｈａｒｄｉｎ

［ｃｏｍｍｉｓｓａｉｒｅ
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ｃｅ　Ｂｒｕｙａｎｔ］．

ｎ　ｄｅｓ

ｎａｔｉｏｎ
ａｕｘ

ｃ１９９９．
T723F/C34G/
1999

9120087537

図書シャルダン展 シャルダン［画］

ＮＨＫプロ
モーション
三菱一号館
美術館

2012.9
T723F/C34M/
2012

9110513340

図書
Ｐｉｅｔｅｒ　ｄｅ　Ｈｏｏｃ
ｈ，　１６２９－１６８４

Ｐｅｔｅｒ　Ｃ．　Ｓｕｔ
ｔｏｎ．

ｃ１９９８．
T723F/H85D/
1998

9120072688

図書レンブラント展 レンブラント［画］ 東京新聞 1982
T723F/R261A
/1982

9110054238

図書
大エルミタージュ美術館展
世紀の顔・西欧絵画の４００年

雑誌
ラ　ミューズ＝Ｌａ　ｍｕｓｅ
エルミタージュ美術館

講談社
１９９２

19921222 // 9510035618

雑誌

週刊世界の美術館＝ｔｈｅ　ｍｕｓｅ
ｕｍｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｗｏｒｌｄ
エルミタージュ美術館Ⅰ（ロシア：サ
ンクトペテルブルク）

講談社 2000.4 // 9510177480

雑誌

週刊世界の美術館＝ｔｈｅ　ｍｕｓｅ
ｕｍｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｗｏｒｌｄ
エルミタージュ美術館Ⅱ（ロシア：サ
ンクトペテルブルク）

講談社 2000.9 // 9510177650

雑誌美術手帖　５５１号 美術出版社 1985.10 // 9510034755
雑誌美術手帖　５５２号 美術出版社 1985.11 //
雑誌美術の窓　２０１７年２月号 生活の友社 2017.2 //
雑誌芸術新潮　2017年４月号 新潮社 2017.4 //

雑誌アートマインド
ジャパン
アート社

2012 //

DVDエルミタージュ幻想 9430001703

DVD
世界の美術館
エルミタージュ美術館１

9430002390

DVD
世界の美術館
エルミタージュ美術館２

9430002406

LD エルミタージュ美術館 9410001107

LD
ロマノフ王朝の秘宝．
皇帝ニコライ２世の遺産

五木寛之 9410001090

アレクサンドル・ソクーロフ監
督，セルゲイ・ドレイデン出演，
マリア・クヅネツォワ出演

監修：　前川誠郎，　千足伸行
解説：　江守徹



西洋美術について
種別 タイトル 著者・演奏者等 出版者 出版年 請求記号 資料番号

図書鑑賞のための西洋美術史入門 早坂優子著
視覚デザイ
ン研究所

2006.9 702.3/H47K/ 9110539462

図書西洋美術史入門 池上英洋著 筑摩書房 2012.2 702.3/I33S/ 9110507226

図書西洋美術への招待 田中英道監修
東北大学
出版会

2002.9 702.3/SE19T/ 9110460676

図書
誰かに教えたくなる西洋美術Ｑ
＆Ａ

菅野公夫著 東京美術 2004.1 702.3/SU25D/ 9110433866

図書誰も知らない「名画の見方」 高階秀爾著 小学館 2010.1
720.79/TA54D
/

9110488935

図書西洋絵画史入門 諸川春樹著 美術出版社 1998.2
723.3/MO76S
/

9110268978

図書
名画のすごさが見える西洋絵画
の鑑賞事典

佐藤晃子著 永岡書店 2016.1 723/SA85M/ 9110545844

図書
西洋絵画の歴史１
ルネサンスの驚愕

遠山公一著 小学館 2013.1 723/SE19S/1 9110504921

図書
西洋絵画の歴史２
バロック・ロココの革新

高階秀爾監修 小学館 2016.2 723/SE19S/2 9110545853

ロシアの音楽
種別 タイトル 著者・演奏者等 出版者 出版年 請求記号 資料番号

図書
ロシア音楽史
《カマーリンスカヤ》から
《バービイ・ヤール》まで

フランシス・マース著 春秋社 2006.3
762.38/MA28
R/

9110451480

図書ロシア音楽はじめてブック オヤマダアツシ著
アルテスパ
ブリッシン

2012.3 762.38/O95R/ 9110519960

図書ロシア民族音楽物語 ポポノフ著 新読書社 1995.9 762.38/P81R/ 9110225620

図書ロシア音楽史１
クリューコフ［ほか］
著

全音楽譜出版
社

1995
762.38/R72Z/
1

9110229174

図書ロシア音楽史２
クリューコフ［ほか］
著

全音楽譜出版
社

1995
762.38/R72Z/
2

9110229497

図書
ガイドブック音楽と美術の旅
ロシア

音楽之友社編集 音楽之友社 1996.9 762/G14O/8 9110263200

LP
イワン・スサーニン：歌劇：
全曲／グリンカ

9320009465

CD
ロシア管弦楽名曲集
／エフゲニ・スヴェトラーノフ
（Ｃ）

A2ス// 9310072840

CD
ロシア歌曲集
／ガリーナ・ヴィシネフスカヤ
（Ｓ）

F1ウ// 9310061597

CD ロシア秘曲集 A3＊// 9310111053

CD ともしび：ロシア民謡をうたう F1＊// 9310105495

CD ロシア音楽のすべて A2＊//フ 9310070470

CD ロシア音楽コンサート A2サ// 9310089426

ジョーン・サザーランド（Ｓ）（１－４），
オシアン・エリス（ＨＰ）（５），
ロンドン交響楽団（１，２，５），
リチャード・ボニング（ＰＦ）（３，４），（Ｃ）

ガリーナ・ヴィシネフスカヤ（Ｓ），
ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ（Ｐ
Ｆ）

ロシア国立交響楽団，
エフゲニ・スヴェトラーノフ（Ｃ）

鮫島有美子（Ｓ），
合唱団ＯＭＰ（２，１７，１９，２０），
室内オーケストラ，青木望（Ｃ）

モスクワ放送交響楽団，
ウラジーミル・フェドセーエフ（Ｃ）

バイエルン放送合唱団（４），
バイエルン放送交響楽団，
エサ＝ペッカ・サロネン（Ｃ）

ベラ・ルデンコ，　ソプラノ
タマーラ・シニャーフスカヤ，　メゾ・ソプラノ
ウラジーミル・シチェルバコーフ，　テノール



CD ロシア音楽の饗宴 A2ロ// 9310051812

CD
ロシア・ロマンス集
／ガリーナ・ゴルチャコーワ（Ｓ） F1*//ｺ 9310096313

CD
バラライカの世界：
バラライカによるロシア名曲集

T38//ｵ 9310140171

CD
モスクワ郊外の夕べ：
ロシア民謡集第２集／
赤星赤軍合唱団

T2*//ｾ 9310100523

CD
ロシアン・アルバム
／アンナ・ネトレプコ（Ｓ）；
ワレリー・ゲルギエフ（Ｃ）

EO*//ﾈ 9310192650

CD
ヴォカリーズ：ロシアン・ロマンス
／ミッシャ・マイスキー（ＶＬＣ） C3*//ﾏ 9310190629

CD
ザ・ロシアン・トロンボーン
／クリスティアン・リンドベル
イ（ＴＲＢ）

C-ﾘ// 9310083084

CD
夕べの夢想：
ロシア・ピアノ小品集３
／ウラジーミル・トロップ（Ｐ

C1*//ﾄ 9310176432

CD
ロシアン・メランコリー：
ロシア・ピアノ小品集２
／ウラジーミル・トロップ（Ｐ

C1*//ﾄ 9310174142

CD ロシア音楽の夕べ A2*//ｶ 9310193246

DVDＮＨＫ名曲アルバム１００選 9430003824

エリック・カンゼル指揮，
シンシナティ・ポップス・オーケストラ演奏

パリ管弦楽団，
ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー
（Ｃ）

ガリーナ・ゴルチャコーワ（Ｓ），
ラリーサ・ゲルギエワ（ＰＦ）

リンダ・オブライエン（Ｖ）
（５，１１），
オデッサ・バラライカス

ウラジーミル・トロップ（ＰＦ）

横山幸雄ピアノ，佐藤美枝子ソプラノ，
矢崎彦太郎指揮，現田茂夫指揮，
高関健指揮，沼尻竜典指揮，

エウゲーニイ・ベリャーエフ（Ｔ）ほか，
赤星赤軍合唱団（９，１０を除く），
［器楽アンサンブル］

アンナ・ネトレプコ（Ｓ）ほか，
マリインスキー劇場（キーロフ歌劇場）管
弦楽団，
ワレリー・ゲルギエフ（Ｃ

ミッシャ・マイスキー（ＶＬＣ），
パーヴェル・ギリロフ（ＰＦ）

クリスティアン・リンドベルイ（ＴＲ
Ｂ），
ローランド・ペンティネン（ＰＦ）

ウラジーミル・トロップ（ＰＦ）


