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和書 9110231969 書庫 523.3/N34R/ ルネサンス理想都市 中嶋和郎著 講談社 １９９６．６

和書 9110221158 書庫 523.3/SE19B/ 西洋建築様式史 美術出版社 １９９５．３

和書 9110216980 開架 701/V44V/ ヴァザーリの芸術論 ヴァザーリ［著］ 平凡社 １９８０．２

和書 9110239930 開架 702.05/C15R/ ルネサンス リロ・カンタ文 岩崎書店 １９９７．４

和書 9110183020 開架 702.05/C84R/ ビジュアル美術館　第１１巻 同朋舎出版 １９９５．１

和書 9110449006 開架 702.05/L26R/ ルネサンス入門 アンドリュー・ラングリー著 あすなろ書房 ２００５．１１

和書 9110194346 書庫 702.05/TA54R/ ルネッサンスの光と闇 高階秀爾著 中央公論社 １９８７．４

和書 9110450544 開架 702.05/TS54S/ すぐわかる作家別ルネサンスの美術 塚本博著 東京美術 ２００６．１

和書 9110079424 開架 702.3/KE41I/3 ルネサンスの美術 ローザ・マリア・レッツ著 岩波書店 １９８９．３

和書 9110300350 開架 702.3/TA54G/ 芸術のパトロンたち 高階秀爾著 岩波書店 １９９７．３

和書 9110173515 開架 702.37/B23T/ とめどなく笑う ポール・バロルスキー著 ありな書房 １９９３．１２

和書 9110134197 開架 702.37/E64N/6 ＮＨＫフィレンツェ・ルネサンス　６ 日本放送出版協会 １９９１．１０

和書 9110297192 開架 702.37/I88T/ イタリア・ルネサンス美術論 関根秀一編 東京堂出版 ２０００．６

和書 9110294440 開架 702.37/ME66R/ ルネサンスの三大芸術家 クラウディオ・メルロ著 ＰＨＰ研究所（発売） ＰＨＰｴﾃﾞｨﾀｰｽﾞ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ １９９９．１２

和書 9110175986 開架 702.37/MI83I/2 イタリア美術鑑賞紀行　２ 宮下孝晴著 美術出版社 １９９４．４

和書 9110484533 開架 702.37/MI83M/ メディチ家１２の至宝をめぐる旅 宮下孝晴著 角川グループパブリッシング（発売） ｱｽｷｰ・ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ ２０１０．３

和書 9110310730 開架 702.37/MI83M/2 宮下孝晴の徹底イタリア美術案内　２ 宮下孝晴著 美術出版社 ２０００．１１

和書 9110461987 開架 702.37/MO66F/ フィレンツェ・ルネサンス５５の至宝 森田義之著 新潮社 ２００７．１

和書 9110468754 開架 702.37/ST3R/ ルネサンス美術解読図鑑 リチャード・ステンプ著 悠書館 ２００７．１０

和書 9110485174 開架 702.37/SU37I/ イラストで読むルネサンスの巨匠たち 杉全美帆子著 河出書房新社 ２０１０．４

和書 9110200828 書庫 702.37/SU79I/ イタリア・ルネサンスの芸術論研究 裾分一弘著 中央公論美術出版 １９８６．２

和書 9110000513 書庫 702.37/TA54F/ フィレンツェ 高階秀爾著 中央公論社 １９８０

和書 9110086545 開架 702.37/TA84I/ イタリア美術史 田中英道著 岩崎美術社 １９９０．８



和書 9110440744 開架 702.37/TS54I/ イタリア・ルネサンスの扉を開く 塚本博著 角川書店（発売） 角川学芸出版 ２００５．４

洋書 9120071223 書庫 702.37/V44C/ Ｖａｓａｒｉ’ｓ　Ｆｌｏｒｅｎｃｅ ｅｄｉｔｅｄ　ｂｙ　Ｐｈｉｌｉｐ　Ｊａｃｋｓ． １９９８．

和書 9110027034 開架 702.37/V44R/ ルネサンス彫刻家建築家列伝 ヴァザーリ［著］ 白水社 １９８９．１

和書 9110080176 開架 702.37/V44R/ ルネサンス画人伝 ヴァザーリ［著］ 白水社 １９８２．４

和書 9110220446 開架 702.37/V44R/2 ルネサンス画人伝　続 ヴァザーリ［著］ 白水社 １９９５．４

和書 9110391846 書庫 702.37/V44V/1 ヴァザリ美術家伝　１ ヴァザリ〔著〕 青木書店 １９４３．９

和書 9110442678 開架 706.9/E64N/3 ＮＨＫ世界美術館紀行　３ ＮＨＫ「世界美術館紀行」取材班編 日本放送出版協会 ２００５．６

洋書 9120027440 書庫 706.93/R81D/ Ｖａｓａｒｉ　ｅｔ　ｓｏｎ　ｔｅｍｐｓ； ｐａｒ　Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ　Ｍｏｎｂｅｉｇ－Ｇｏｇｕｅｌ． Ｅｄｉｔｉｏｎｓ　ｄｅｓ　Ｍｕｓｅｅｓ　ｎａｔｉｏｎａｕｘ １９７２．

和書 9110179223 開架 706.93/U52M/ ウフィツィ美術館 ルチアーノ・ベルティ［ほか著］ みすず書房 １９９４．７

洋書 9120021820 書庫 706.93/U52R/ Ｔｈｅ　Ｕｆｆｉｚｉ　ａｎｄ　Ｐｉｔｔｉ
Filippo　Rossi
〔translated　from　the　Italian　by　Richard　Waterhouse〕

Ｔｈａｍｅｓ　ａｎｄ　Ｈｕｄｓｏｎ ｃ１９６６．

和書 9110268664 開架 706.93/U52S/ 新編ウフィーツィ美術館 ジュリオ・カルロ・アルガン［ほか］著 岩波書店 １９９７．１１

和書 9110314239 開架 706.93/U52U/ ウフィツィ美術館 ジョイア・モーリ［編］著 日本経済新聞社 ２００１．２

和書 9110043379 開架 706.93/U52U/ ウフィーツィ美術館 ルチアーノ・ベルティ［ほか］著 岩波書店 １９８６．３

和書 9110440566 開架 708/W37V/3 ヴァールブルク著作集　３ アビ・ヴァールブルク著 ありな書房 ２００５．５

和書 9110450769 開架 708/W37V/4 ヴァールブルク著作集　４ アビ・ヴァールブルク著 ありな書房 ２００６．１

和書 9110394329 書庫 712F/MI131V/ ミケランジェロ伝 ジョルジーヨ・ヴァザーリ原著 寶雲舎 １９４３．８

和書 9110141674 開架 723.08/A82A/1 朝日美術鑑賞講座　１ 朝日新聞社 １９９２．２

和書 9110234218 開架 723.37/I88T/ イタリアのマニエリスム画集 リブロポート（発売） トレヴィル １９９６．１１

和書 9110292893 開架 723.37/MI83F/ フィレンツェ・美の謎空間 宮下孝晴講師 日本放送出版協会 １９９９．４

和書 9110312477 開架 723.37/MI83F/ フレスコ画のルネサンス 宮下孝晴著 日本放送出版協会 ２００１．１

和書 9110024551 開架 723/G62S/ 手段と目的 Ｅ．Ｈ．ゴンブリッチ［著］ 白水社 １９８８．２

和書 9110359830 開架 723/O67F/ フレスコ画への招待 大野彩著 岩波書店 ２００３．８

和書 9110185730 開架 723F/V44K/ ヴァザーリ ラウル・コルティ著 京都書院 １９９５．２

和書 9110409726 開架 723F/V44L/ ジョルジョ・ヴァザーリ ロラン・ル・モレ著 白水社 ２００３．１１


