
タイトル 著者等 出版者 請求記号 資料番号

図説世界のオペラ５０　新装改訂版 後藤真理子著 河出書房新社 766.1/G72Z/ 9110433848

ひとりでも行けるオペラ極楽ツアー 石戸谷結子文 朝日新聞出版 766.1/I81H/ 9110428131

オペラ・ギャラリー５０ 学研 766.1/O69G/ 9110368202

オペラ・ハイライト２５ 朝倉めぐみ絵 学研マーケティング 766.1/O69G/ 9110488102

パリ・オペラ座 ミッシェル・サラザン著 音楽之友社 766.1/SA69P/ 9110018438

パリ・オペラ座 竹原正三著 芸術現代社 766.1/TA61P/ 9110176615

バレエ・ギャラリー３０ 佐々木涼子監修 学研 769/B21G/ 9110451050

バレエ名作ガイド ダンスマガジン編 新書館 769/B21S/ 9110429916

２００キーワードで観るバレエの魅惑 長野由紀編 立風書房 769/N71R/ 9110317357

名作バレエ５０鑑賞入門 渡辺真弓文・監修 世界文化社 769/W46M/ 9110521904

Opéra de Paris 田原桂一［ほか］著 文献社 G766.1/O69K/3 9110306228

ドガ，ダリ，シャガールのバレエ ドガ［ほか作］
ポーラ美術振興財団
ポーラ美術館

T723/D531P/2006 9110470707

シャガール シャガール［画］ シャガール展実行委員会 T723F/C311A/2006 9110425247

マルク・シャガール マルク・シャガール［画］ 群馬県立近代美術館 T723F/C311G/2001 9110430336

マルク・シャガール展 マルク・シャガール［画］ 共同通信社 T723F/C311K/1995 9110245427

マルク・シャガール－愛をめぐる追想 シャガール［画］ ＩＳ　ＡＲＴ　ＩＮＣ． T723F/C311O/2012 9110524693

シャガール シャガール［ほか画］ 朝日新聞社 T723F/C311T/2010 9110500806

シャガール展 シャガール［画］ 谷口事務所 T723F/C311U/2007 9110469018

芸術新潮　2010年8月号　シャガールのパリ 新潮社 雑誌

週刊美術館　生きる喜びで空を飛ぶ　 小学館 雑誌 9510176661

パリ・オペラ座　バレエ



タイトル 著者等 出版者 請求記号 資料番号

アーティストの言葉 ピエ・ブックス 702.8/A94P/ 9110472416

「美」の巨匠たち 長谷川智恵子著 講談社 702.8/H36B/ 9110488630

アトリエの巨匠に会いに行く 南川三治郎著 朝日新聞出版 702.8/MI37A/ 9110480258

アトリエの巨匠・１００人 南川三治郎著 新潮社 702.8/MI37A/ 9110183370

芸術家との対話 矢内原伊作著 太陽出版 702.8/Y54G/ 9110104330

画家は語る ルイ・ゴルデーヌ［著］ 八坂書房 723.06/G61G/ 9110457788

ユダヤ系芸術家たち 小谷瑞穂子著 サイマル出版会 702.8/KO92Y/ 9110262357

マルク・シャガール シドニー・アレグザンダー著 芸立出版 723F/C311A/ 9110162119

シャガール　わが回想 マルク・シャガール著 朝日新聞社 723F/C311C/ 9110113750

シャガール　天使とぼくのあしあと ダヴィッド・マクニール著 西村書店 723F/C311M/ 9110471203

わが師シャガール シャルル・ソルリエ［著］ 新潮社 723F/C311S/ 9110116161

シャガール 愛と追放 ジャッキー・ヴォルシュレガー著 白水社 723F/C311W/ 9110502785

新潮社 雑誌

美の２０世紀②　シャガール 二玄社 723F/C311F/ 9110460086

はじめて読む芸術家ものがたり① ハワード・グリンフェルド著 同朋舎出版 723F/C311G/ 9110117310

Double Portrait au Verre 
de Vin Marc Chagall

Max-Henri　de　Larminat． Centre Georges Pompidou 723F/C311L/ 9120061236

シャガール ジル・ホロンスキー著 西村書店 723F/C311P/ 9110370701

シャガール シャガール［画］ 日本経済新聞社 723F/C311S/ 9110194177

マルク・シャガール インゴ・Ｆ．ヴァルター著 洋販 723F/C311W/ 9110316458

空飛ぶベラ ベラ・シャガール著 柏書房 929.7/C31S/ 9110180340

アーティストの風貌（かお） 横浜市市民局市民文化室
横浜市美術館収蔵作品展
実行委員会

T748/A94Y/1987 9110058952

R・trospectie is
Caisse nationale des 
monuments historiques 
et des sites

T748/B41H/1988 9120015930

レンズがとらえた２０世紀の顔 カーシュ［撮影］ 名古屋ボストン美術館 T748/KA68N/2000 9110387048

アーノルド・ニューマン展 ＰＰＳ通信社 T748/N68O/1992 9110334797

ピカソからシャガールへ ジャニーヌ・ヴァルノー著 清春白樺美術館 702.35/W39P/ 9110185258

異邦人（エトランジェ）たちのパリ ジャン＝ポール・アムリン 朝日新聞社 T702.35/E79K/2007 9110473914

モンパルナスのエコール・ド・パリ展 毎日新聞社 T723.35/MO35N/1978 9110350861

芸術家の肖像写真

蜂の巣（ラ・リューシュ）のシャガール

自伝・インタビュー　シャガールは語る

評伝

シャガールを知る

芸術新潮　1989年11月号　シャガールその「人間」と「市場」



タイトル 著者等 出版者 請求記号 資料番号

シャガールと旧約聖書 Ｈ‐Ｍ・ロータームント著 美術公論社 723F/C311R/ 9110024239

シャガール・聖書 マルク・シャガール［画］ 名古屋市美術館 732F/C311N/ 9110259155

シャガールの聖書 ［シャガール画］ 岩波書店 G723F/C311S/ 9110079916

マルク・シャガール マルク・シャガール［作］ ［高知県立美術館］ 732F/C311M/1 9110292338

ステンドグラス エリザベス・モリス著 美術出版社 751.5/MO78S/ 9110081208

世界のステンドグラス ピーピーエス通信社写真 ピエ・ブックス 751.5/SE22P/ 9110482931

芸術新潮　2013年7月号　シャガールと巡る旅 新潮社 雑誌

マルク・シャガール陶芸の世界 マルク・シャガール［作］ 同朋舎出版 G723F/C311C/ 9110147435

マルク・シャガール
シルヴィー・フォレスティ
エ

メルシャン軽井沢美術館 T723F/C311M/1996 9110349996

ＮＨＫ世界美術館紀行
ＮＨＫ「世界美術館紀行」
取材班編

日本放送出版協会 706.9/E64N/10 9110446864

ラ　ミューズ＝Ｌａ　ｍｕｓｅ　シャガール美術館 講談社 雑誌 9510035592

週刊世界の美術館 シャガール美術館 講談社 雑誌 9510177758

マルク・シャガール
ヤコブ・バール＝
テシューヴァ著

丸善 723F/C311B/ 9110327184

シャガール展 ドニ・ミヨー編
アート・フレンド・
アソシエーション

T723F/C311K/1963 9110396889

Marc Chagall Prestel T723F/C311M/1998 9120092107

シャガール展 シャガール［画］ 西日本新聞社 T723F/C311M/2002 9110415536

シャガール　私の物語 シャガール［画］
ポーラ美術振興財団
ポーラ美術館

T723F/C311P/2008 9110477172

シャガール展　色彩の詩人 シャガール〔画〕 西日本新聞社 T723F/C311S/2008 9110481139

聖書

作品集

シャガール美術館

陶芸

ステンドグラス


