
種別 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 資料番号

図書 ニッポンの二十四節気・七十二候 環境デザイン研究所編 誠文堂新光社 ２００８．１ 449.8/N76S/ 9110483607

図書
青木淳ＪＵＮ　ＡＯＫＩ

ＣＯＭＰＬＥＴＥ　ＷＯＲＫＳ
青木淳［作］ ＩＮＡＸ出版 ２００６．７ 520.8/A53A/1 9110527612

図書 新編名宝日本の美術１４　雪舟 小学館 １９９１．１０ 702.1/SH69S/13 9110361847

図書 足立美術館 足立美術館監修 河出書房新社 ２０１４．１１ 706.917/A16K/ 9110531437

図書 日本の四季 高階秀爾監修 美術年鑑社 ２００９．８ 708/N70B/ 9110482261

図書 四季の花 酒井抱一原作 青幻舎 ２００６．７ 721.5/SH34S/1 9110483204

図書 広重名所江戸百景 ［安藤広重画］ 小学館 ２００７．８ 721.8/A46H/ 9110466034

図書 歌川広重 歌川広重［画］ 河出書房新社 ２０１７．１ 721.8/A46U/ 9110553793

図書 歌麿の風流 ［喜多川歌麿画］ 小学館 ２００６．３ 721.8/U59S/5 9110450983

図書 美人画の四季 加藤類子監修 青幻舎 ２０１２．４ 721.9/B41S/ 9110520602

図書 東山魁夷　白の風景 東山魁夷著 求龍堂 ２００７．２ 721.9/H54H/ 9110460710

図書 東山魁夷Ａｒｔ　Ａｌｂｕｍ 東山魁夷著 講談社 ２００８．３ 721.9/H55H/1 9110470850

図書 四季めぐりあい 東山魁夷著 講談社 １９９５．７ 721.9/H55S/3 9110250641

図書 森本遙画選集 森本遙著 生活の友社 ２００１．１ 721.9/MO54M/ 9110323541

図書 カスパー・ダーヴィト・フリードリヒ ノルベルト・ヴォルフ著 タッシェン・ジャパン ２００６．１２ 723F/F46W/ 9110461403

図書 現代世界の美術１ 中山公男編集委員 集英社 １９８５．８ 723F/MO330M/ 9110525805

図書 アンドリュー・ワイエス アンドリュー・ワイエス〔画〕 丸沼芸術の森 ２００４．４ 723F/W97A/ 9110417586

図書 原雅幸画集 原雅幸著 求竜堂 １９８７．６ 723N/H30H/ 9110076039

図書 熊田千佳慕クマチカ先生の図鑑画集 熊田千佳慕著 求龍堂 ２０１２．３ 723N/KU31K/ 9110519693

図書 夢二の四季 小川晶子著 東方出版 ２００２．５ 723N/TA60O/ 9110328314

図書 富岡惣一郎 富岡惣一郎著 日本経済新聞社 １９９１．１０ 723N/TO56T/ 9110194060

図書 富岡惣一郎　白の世界 富岡惣一郎著 日本経済新聞社 １９８８．３ 723N/TO56T/ 9110303155

図書 川瀬巴水作品集 川瀬巴水［作］ 東京美術 ２０１３．４ 732N/KA96S/ 9110528585

図書 川瀬巴水木版画集　第２版 川瀬巴水著 阿部出版 ２０１７ 732N/KA98K/ 9110554530

図書 斎藤清画業 斎藤清著 阿部出版 １９９０.１１ 732N/SA25S 9110111890

図書 鈴木爽司作品集 鈴木爽司著 河出書房新社（発売） ２００４．７ 751.1/SU95S/ 9110366923

図書 つむぎおり 志村ふくみ著 求龍堂 ２０１６．９ 753.3/SH55T/ 9110551153

図書 シューベルトの「冬の旅」 イアン・ボストリッジ著 アルテスパブリッシング ２０１７．２ 767.3/SC80B/ 9110553612

図書
シューベルト作曲歌曲集

冬の旅対訳と分析
南弘明著 国書刊行会 ２００５．１ 767.3/SC80M/ 9110436895

図書 童謡の風景２ 合田道人文 中日新聞社 ２００９．７ 767.7/G55D/2 9110480481

図書 童謡の風景３ 合田道人文 中日新聞社 ２０１０．５ 767.7/G55D/3 9110485620

図書 童謡と唱歌 池田小百合著 夢工房 ２００２．１１ 767.7/I32D/1 9110428810

図書 図説童謡唱歌の故郷を歩く 井筒清次著 河出書房新社 ２００６．４ 767.7/I98Z/ 9110452709

図書 演目別歌舞伎の衣裳鑑賞入門 丸山伸彦監修 東京美術 ２０１４．３ 774.67/E61T/ 9110507600

図書 現代日本戯曲大系１ 三一書房編集部編 三一書房 １９７８ 912.6/G34S/1 9110016086

図書 高村光太郎全集１ 高村光太郎〔著〕 筑摩書房 １９７６ 918.6/TA45T/1 9110158994

図書 お婆ちゃんの冬物語 ジョージ・ピール著 早稲田大学出版部 １９８８．１１ 932/P33O/ 9110019613

図書 シェイクスピア全集１８　冬物語 シェイクスピア著 筑摩書房 ２００９．１ 932/SH12S/17 9110487197

冬とアート ～雪景色編～ 展示リスト　 2017/11/22-2018/1/14
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図書 雪と氷 群馬県立館林美術館 ｃ２０１２ T702.1/Y97G/2011 9110528020

図書 国立ロシア美術館展 東京富士美術館編集 産経新聞社 ｃ２００７ T706.93/KO49T/2006 9110425149

図書 オルセー美術館展 国立新美術館編集 読売新聞東京本社 ｃ２０１４ T706.93/O71K/2013 9110540392

図書 色の詩情 刈谷市美術館編集 刈谷市美術館 １９９６ T720.8/I66K/1995 9110245392

図書 福田豊四郎 福田豊四郎［画］ 山種美術館 ［１９９１］ T721.9/F74Y/1990 9110139326

図書 東山魁夷の世界 東山魁夷［ほか画］ 信越放送 長野県信濃美術館 ２００５．４ T721.9/H55N/2004 9110533950

図書 米谷清和 米谷清和［画］
三鷹市芸術文化振興財団

三鷹市美術ギャラリー
２０１６．１ T721.9/Y83M/2015 9110550684

図書 雪景色の系譜展 西宮市大谷記念美術館編集 西宮市大谷記念美術館 ｃ２０１５ T721/Y97N/2014 9110541228

図書 ブリューゲルとバロックの巨匠 ブリューゲル［ほか画］ ホワイトインターナショナル ［２０１６］ T723.05/B94O/2016 9110555199

図書
ケルン市立美術館所蔵

ドイツ絵画バロックから印象派まで
ホワイトＰＲ ｃ１９９２ T723.34/KE59S/1991 9110245267

図書 スイス・スピリッツ
Ｂｕｎｋａｍｕｒａ

ザ・ミュージアム編集
Ｂｕｎｋａｍｕｒａ ｃ２００５ T723.34/SU51B/2004 9110466286

図書 冬の国 佐藤節子編集 国立西洋美術館 ｃ１９９３ T723.38/F99K/1992 9110253509

図書 忘れえぬロシア アートインプレッション ２００９．４ T723.38/W44B/2008 9110493345

図書 カンディンスキーと青騎士 カンディンスキー［ほか画］ 東京新聞 ｃ２０１０ T723F/KA511M/2009 9110496187

図書 カミーユ・ピサロと印象派－永遠の近代 カミーユ・ピサロ［画］ アルティス ｃ２０１２ T723F/P68U/2011 9110529180

図書 シスレー展 シスレー［画］ アート・ライフ ｃ２０００ T723F/SI9I/1999 9110415269

図書 モーリス・ユトリロ モーリス・ユトリロ［画］ ＩＳ　ＡＲＴ ｃ２００７ T723F/U96M/2006 9110466820

図書 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 T723F/W98B/2007 9110477842

図書 相原求一朗の世界展自然の詩情 相原求一朗［画］ 川越市立美術館 ２００２．１２ T723N/A24K/2001 9110411161

図書 高島野十郎 高島野十郎［画］ 東京美術 ２０１５．１２ T723N/TA54F/2014 9110539060

図書 大正ロマン・昭和モダン 竹久夢二［ほか画］ 茨城県天心記念五浦美術館 ｃ２００９ T726.5/TA24I/2008 9110494226

図書 伊砂利彦　志村ふくみ二人展 伊砂利彦［作］
福島県立美術館協力会

福島県立美術館
ｃ２００８ T753.8/I68F/2007 9110512235

雑誌
アートコレクターズ　2013年12月号

寒い冬を楽しむ　あったかアートＢｅｓｔ４０！
生活の友社 ２０１３ // 9510319503

ＣＤ
エイト・シーズンズ／ギドン・クレーメル（ＶＬＮ）

クレメラータ・バルティカ（ＳＴＲＳ）
ピアソラ，アストル／クレメル，ギドン

ＷＡＲＮＥＲ　ＭＵＳＩＣ

ＪＡＰＡＮ，ＮＯＮＥＳＵＣＨ
２０００ A2ｳ//ｸ 9310173379

ＣＤ
チャイコフスキー

交響曲第１番「冬の日の幻想」、序曲「１８１２年」

チャイコフスキー ピョートル・イリイチ

／小林　研一郎
オクタヴィア・レコード ２０１５ A0ﾁ//ｺ 9310205516

ＣＤ 冬の旅：歌曲集：Ｄ．９１１／シューベルト
シューベルト　フランツ・ペーター

／ボストリッジ　イアン
東芝ＥＭＩ ２００４ F0ｼ//ﾎ 9310189593

ＤＶＤ 冬物語 ハウエル，ジェーン テレシスインターナショナル 〔２００７〕 6L// 9430002317

ＤＶＤ 坂東玉三郎舞踊集 坂東　玉三郎（５代目） 松竹株式会社ビデオ事業室 〔２００３．６〕 7J5// 9430001507


