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雑誌 9510151027 書庫 // キネマ旬報　(02025～02028)　1997-01-01 キネマ旬報社 1997.1.1

雑誌 9510198453 書庫 // キネマ旬報　(02193～02197)　2003-05-01 キネマ旬報社 2003.5.1

雑誌 9510291986 書庫 // キネマ旬報　(02320～02323)　2008-05-01 キネマ旬報社 2008.5.1

雑誌 9510292016 書庫 // キネマ旬報　(02333～02336)　2008-11-01 キネマ旬報社 2008.11.1

雑誌 9510301456 書庫 // キネマ旬報　(02354～02357)　2009-09-01 キネマ旬報社 2009.9.1

雑誌 9510261950 書庫 // 美術の窓新人大図鑑（２７９号）　2006-04-20 生活の友社 2006.4.20

書庫 // 書庫 // 美術手帖361号 ㈱美術出版社 1972.12

書庫 // 書庫 // 美術手帖803号 ㈱美術出版社 2001.4

書庫 // 書庫 // 美術手帖490号 ㈱美術出版社 1981.12

書庫 // 書庫 // 美術手帖913号 ㈱美術出版社 2008.1

書庫 // 書庫 // キネマ旬報2378号 キネマ旬報社 2010.9上

和書 9110423000 書庫 T702.16/G91P/2002 ＧＯＯＤ　ＬＵＣＫ！！ 村田朋泰〔作〕 〔多摩市文化振興財団〕 2002.11

和書 9110453410 書庫 T778.06/A94A/1 アートフィルム・フェスティバル 愛知県文化情報センター企画・編集 愛知県文化情報センター 1996

和書 9110453484 書庫 T778.06/A94A/10 アートフィルム・フェスティバル　第１０回 愛知県文化情報センター編集 愛知県文化情報センター 2005

和書 9110469288 書庫 T778.06/A94A/12 アートフィルム・フェスティバル　第１２回 〔愛知県文化情報センター〕 愛知県文化情報センター 2007

和書 9110453420 書庫 T778.06/A94A/2 アートフィルム・フェスティバル　第２回 愛知県文化情報センター企画・編集 愛知県文化情報センター 1997

和書 9110453439 書庫 T778.06/A94A/3 アートフィルム・フェスティバル　第３回 愛知県文化情報センター企画・編集 愛知県文化情報センター 1998

和書 9110349691 書庫 T778.06/A94A/4 アートフィルム・フェスティバル　第４回 愛知県文化情報センター編集 愛知県文化情報センター 1999

和書 9110347033 書庫 T778.06/A94A/5 アートフィルム・フェスティバル　第５回 愛知県文化情報センター編集 愛知県文化情報センター 2000

和書 9110453457 書庫 T778.06/A94A/7 アートフィルム・フェスティバル　第７回 越後谷卓司編集担当 愛知芸術文化センター 2002

和書 9110453466 書庫 T778.06/A94A/8 アートフィルム・フェスティバル　第８回 越後谷卓司編集 愛知芸術文化センター 2003

和書 9110453475 書庫 T778.06/A94A/9 アートフィルム・フェスティバル　第９回 愛知県文化情報センター編集 愛知県文化情報センター 2004

和書 9110461083 書庫 T778.06/P58P/21 ぴあフィルムフェスティバル　第２１回（１９９９） ぴあ株式会社ＰＦＦ事務局 1999.7

和書 9110423770 書庫 T778.06/P58P/25 ぴあフィルムフェスティバル　第２５回（２００３） ぴあ株式会社ＰＦＦ事務局 2003.7

和書 9110423780 書庫 T778.06/P58P/27 ぴあフィルムフェスティバル　第２７回（２００５） ぴあ株式会社ＰＦＦ事務局 2005.7

和書 9110475169 書庫 T778.06/P58P/28 ぴあフィルムフェスティバル　第２８回（２００６） ぴあ株式会社ＰＦＦ事務局 2006.7

和書 9110475178 書庫 T778.06/P58P/29 ぴあフィルムフェスティバル　第２９回（２００７） ぴあ株式会社ＰＦＦ事務局 2007.7

和書 9110475187 書庫 T778.06/P58P/30 ぴあフィルムフェスティバル　第３０回（２００８） ぴあ株式会社ＰＦＦ事務局 2008.7

和書 9110493381 書庫 T778.06/P58P/31 ぴあフィルムフェスティバル　第３１回（２００９） ぴあ株式会社ＰＦＦ事務局 2009.7

和書 9110336380 書庫 T778.06/SO81S/1967 草月実験映画祭　第１回 草月アートセンター 1967.11

和書 9110423171 書庫 T778.2/SU54M/2002 スクリーン・メモリーズ 水戸芸術館現代美術センター 2002.4

和書 9110352347 書庫 T778.77/A49O/2000 アニメはともだち 大分県立芸術会館，「アニメはともだち」展実行委員会編 大分県立芸術会館 2000.8

和書 9110046165 書庫 T778.77/A49S/1988 アニメ進化論 品川文化振興事業団Ｏ美術館編集 品川文化振興事業団Ｏ美術館 1988

和書 9110264576 書庫 T778.77/A49T/1995 アニメーション 東京都写真美術館編集 東京都文化振興会 1995

和書 9110416337 書庫 T778.77/MU59T/2003 村田朋泰 村田朋泰〔作〕 富岡市立美術博物館・福沢一郎記念美術館 2003.7

和書 9110418073 書庫 T778.77/N71T/2004 日本漫画映画の全貌 大塚康生監修 「日本漫画映画の全貌展」実行委員会 2004.7
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和書 9110279971 開架 769.12/O67B/ 舞踏譜　増補版 大野一雄著 思潮社 1998.1
和書 9110458300 開架 769.12/O67H/ 秘する肉体（からだ） 大野慶人監修 クレオ 2006.7
和書 9110306264 開架 769.12/O67O/ 大野一雄 大野一雄〔ほか〕著 書肆青樹社 1997.11
和書 9110239617 開架 769.12/O67O/ 大野一雄稽古の言葉 大野一雄著 フィルムアート社 1997.4
和書 9110291439 開架 769.12/O67O/ 大野一雄魂の糧 大野慶人編 フィルムアート社 1999.9
和書 9110462581 開架 769.12/O67O/ 大野一雄百年の舞踏 大野一雄舞踏研究所編 フィルムアート社 2007.2
和書 9110172840 開架 769.12/O67T/ 天人戯楽 立木鷹志編著 青弓社 1993.12
和書 9110445203 開架 769.12/O67W/ わたしの舞踏の命 大野一雄著 矢立出版 2005.4
和書 9110352946 書庫 778.01/E39K/ 情報デザインシリーズ　Ｖｏｌ．４ 京都造形芸術大学編 角川書店 2000.5
和書 9110097066 開架 778.01/MO31E/ 映画の教科書 ジェイムズ・モナコ著 フィルムアート 1983.8
和書 9110445974 開架 778.04/C16K/ カレル・チャペックの映画術 カレル・チャペック著 青土社 2005.1
和書 9110417423 開架 778.04/E18E/ 映画 越後谷卓司著 愛知芸術文化センター企画事業実行委員会 2000.3
和書 9110417432 開架 778.04/E41A/ Ｅｄｇｅ 城戸朱理監修 ＡＲＴ　ＳＱＵＡＲＥ 2003.11
和書 9110468404 開架 778.04/KA99G/ 現代映像芸術論 風間正著 出版文化研究会 ２００７．１０
和書 9110424070 開架 778.04/ME14K/ メディアアートの世界 伊奈新祐編 国書刊行会 ２００８．１
和書 9110232590 開架 778.04/O12K/ ４／９秒の言葉 大林宣彦著 創拓社 １９９６．６
和書 9110273350 開架 778.04/Y81E/ 映画史への招待 四方田犬彦著 岩波書店 １９９８．４
和書 9110446149 開架 778.09/E37K/ 映画プロデューサーの基礎知識 キネマ旬報映画総合研究所編 キネマ旬報社 ２００５．９
和書 9110274320 開架 778.2/A94F/ アート系映画徹底攻略 曽根幸子〔ほか〕編 フィルムアート社 １９９８．５
和書 9110258247 書庫 778.2/A94U/ アート・ドキュメンタリー映画祭　９５ ユーロスペース １９９５．１１
和書 9110365149 開架 778.2/D53E/ 映画映像史 出口丈人著 小学館 ２００４．４
和書 9110318238 開架 778.21/A46K/ アンダーグラウンド・フィルム・アーカイブス 平沢剛編 河出書房新社 ２００１．７
和書 9110452674 開架 778.21/MO45M/ 森達也の夜の映画学校 森達也編著 現代書館 ２００６．４
和書 9110132906 書庫 778.21/N82U/ 生まれつつある映像 西嶋憲生著 文彩社 １９９１
和書 9110169479 開架 778.21/O24O/ 映画を穫る 小川紳介著 筑摩書房 １９９３．１０
和書 9110193920 書庫 778.21/TE67T/ 寺山修司実験映画カタログ　第２版 アップリンク １９９３．５
和書 9110340355 開架 778.21/Y81N/ 日本映画史１００年 四方田犬彦著 集英社 ２０００．３
和書 9110292641 書庫 778.25/A44F/ アメリカの実験映画 アダムズ・シトニー編 フィルムアート社 １９７２
和書 9110428893 開架 778.3/H42E/ 映画監督になるには　改訂 波多野哲朗編著 ぺりかん社 １９９４
和書 9110251157 開架 778.4/H92F/ フィルム・メーキング　４訂版 ほしのあきら〔著〕 フィルムアート社 １９９５（５刷）
和書 9110266150 開架 778.4/MA54E/ 映画製作ハンドブック 丸林久信著 黎明書房 １９８９．１２
和書 9110440440 開架 778.7/D83G/ ドキュメンタリーとは何か 土本典昭フィルモグラフィ展２００４実行委員会編 現代書館 ２００５．５
和書 9110282019 開架 778.7/D83G/ ドキュメンタリー映画の現場 シグロ編 現代書館 １９８９．７
和書 9110459890 開架 778.7/D83M/ ドキュメンタリー映画は語る 山形国際ドキュメンタリー映画祭東京事務局編 未来社 ２００６．１０
和書 9110451292 開架 778.7/E37S/ 映画は世界を記録する 村山匡一郎編 森話社 ２００６．９
和書 9110439780 開架 778.7/KA31D/ ドキュメンタリーの力 鎌仲ひとみ著 子どもの未来社 ２００５．３
和書 9110244170 開架 778.7/SA85N/ 日常という名の鏡 佐藤真著 凱風社 １９９７．１０
和書 9110179911 開架 778.7/SU96E/ 映画素志 鈴木志郎康著 現代書館 １９９４．８
和書 9110436287 開架 778.7/Y78D/ ドキュメンタリー作家の仕事 横田安正著 フィルムアート社 ２００４．１２
和書 9110428900 書庫 778.77/A49G/ アニメーションの本 アニメ６人の会編著 合同出版 １９７８．４
和書 9110478859 開架 778.77/A49R/ アニメーションの映画学 加藤幹郎編 臨川書店 ２００９．２
和書 9110426576 開架 778.77/KI74T/ 日本初のアニメーション作家北山清太郎 津堅信之著 臨川書店 ２００７．７
和書 9110297737 開架 778.77/TO62S/ 世界アニメーション映画史 伴野孝司共著 １９８６
和書 9110106880 開架 778.77/Y24N/ 日本アニメーション映画史 山口且訓著 有文社 １９７７
和書 9110328243 開架 778.77/Y99F/ ユーロ・アニメーション 昼間行雄編 フィルムアート社 ２００２．７
和書 9110362924 開架 778/G41E/1 映画技法のリテラシー　１ ルイス・ジアネッティ著 フィルムアート社 ２００３．１１
和書 9110367312 開架 778/G41E/2 映画技法のリテラシー　２ ルイス・ジアネッティ著 フィルムアート社 ２００４．７
和書 9110465752 開架 778/O36E/ 〈映才教育〉時代 岡博大著 フィルムアート社 ２００７．８
和書 9110159991 開架 778/P71E/34 ビジュアル博物館　第３４巻 リリーフ・システムズ訳 同朋舎出版 １９９２．１２
和書 9510122212 開架 912.7/N63E/1995 年鑑代表シナリオ集　’９５ シナリオ作家協会編 映人社 １９９６．５
和書 9110354682 開架 912.7/N63E/1997 年鑑代表シナリオ集　’９７ シナリオ作家協会編 映人社 １９９８．５
和書 9110354717 開架 912.7/N63E/1999 年鑑代表シナリオ集　’９９ シナリオ作家協会編 映人社 ２０００．５
和書 9110354726 開架 912.7/N63E/2001 年鑑代表シナリオ集　’０１ シナリオ作家協会編 映人社 ２００２．４
和書 9110458604 開架 912.7/N64S/2005 年鑑代表シナリオ集　’０５ シナリオ作家協会年鑑代表シナリオ集編纂委員会編 シナリオ作家協会 ２００６．８
和書 9110424348 開架 912.7/N64S/2006 年鑑代表シナリオ集　’０６ シナリオ作家協会年鑑代表シナリオ集編纂委員会編 シナリオ作家協会 ２００８．２


