
種別 場所 請求記号 資料番号 書名 著者名 出版者 出版年

図書 開架 701.4/F46K/ 9110183351 芸術の幼年期 サラ・コフマン著 水声社 1994.1

図書 開架 702.06/A79S/ 9110351330 アール・ヌーヴォーとアール・デコ 千足伸行監修 小学館 2001.5

図書 開架 702.06/E72A/ 9110412893 アール・ヌーヴォー スティーヴン・エスクリット著 岩波書店 2004.9

図書 開架 702.06/J24A/ 9110087589 アサヒグラフ別冊 朝日新聞社 1990

図書 開架 702.06/MA12J/ 9110243119 ジャポニスム 馬淵明子著 星雲社（発売） 1997.9

図書 開架 702.06/SE51A/ 9110462518 アール・ヌーヴォー クラウス・ユルゲン・ゼンバッハ著 タッシェン・ジャパン 2007.2

図書 開架 702.06/U76S/ 9110000406 世紀末の街角 海野弘著 中央公論社 1981.8

図書 開架 702.07/N14E/ 9110409762 越境する造形 永井隆則編著 晃洋書房 2003.1

図書 開架 702.3/I35S/ 9110365425 池内紀の仕事場 池内紀［著］ みすず書房 2004.6

図書 開架 702.34/MI37Z/ 9110273261 図説ウィーン世紀末散歩 南川三治郎著 河出書房新社 1998.4

図書 開架 702.34/U76H/ 9110272934 ハプスブルク美の帝国 海野弘著 集英社 1998.4

図書 開架 723.05/F71F/ 9110476827 ファッションから名画を読む 深井晃子著 ＰＨＰ研究所 2009.3

図書 開架 723.05/H81Y/ 9110098170 ユーゲントシュティール絵画史 ハンス・Ｈ・ホーフシュテッター著 河出書房新社 1990.9

図書 開架 723.05/MI96E/ 9110425588 水の女　改訂版 高宮利行解説 河出書房新社（発売） 2006.1

図書 開架 723/I11F/ 9110423959 ファム・ファタル イミョンオク著 作品社 2008.1

図書 開架 723F/KL61D/ 9110173328 クリムト フランソワーズ・デュクロ［著］ 岩波書店 1994.1

図書 開架 723F/KL61F/ 9110023358 風景 クリムト［画］ リブロポート 1989.1

図書 開架 723F/KL61K/ 9110279541 クリムトとモード クリムト［画］ 求竜堂 1998.1

図書 開架 723F/KL61K/ 9110518963 クリムトの世界 クリムト［画］ 新人物往来社 2011.1

図書 開架 723F/KL61S/ 9120030258 Ｇｕｓｔａｖ　Ｋｌｉｍｔ Ｉｉｏｎａ　Ｓáｒｍáｙ－Ｐａｒｓｏｎｓ． Ｆｌａｍｍａｒｉｏｎ ｃ1987．

図書 開架 723F/KL61W/ 9110145243 クリムト フランク・ウィットフォード著 洋販（発売） 1992.9

図書 開架 723F/MO81F/ 9120043194 Ｋｏｌｏｍａｎ　Ｍｏｓｅｒ Ｗｅｒｎｅｒ　Ｆｅｎｚ
Ｒｅｓｉｄｅｎｚ
Ｖｅｒｌａｇ

ｃ
1984．

図書 開架 723F/MO81K/ 9120057752 Ｋｏｌｏ　Ｍｏｓｅｒ
Ｄａｎｉｅｌｅ　Ｂａｒｏｎｉ，
Ａｎｔｏｎｉｏ　ｄ’Ａｕｒｉａ．

Ｒｉｚｚｏｌｉ 1986

図書 開架 762.34/I35U/ 9110019300 ウィーン・都市の万華鏡 池内紀著 音楽之友社 1983.6

図書 開架 762.34/MA29J/ 9110150708 アルマ・マーラー ウィーン式恋愛術 フランソワーズ・ジルー著 河出書房新社 1989.7

図書 開架 762.34/MA291F/ 9110290487 マーラーの生涯 ピーター・フランクリン著 青土社 1999.6

図書 開架 762.34/MA291M/ 9110366413 マーラー 村井翔著 音楽之友社 2004.6

図書 開架 762.34/SC6F/ 9110274269 シェーンベルク エーベルハルト・フライターク著 音楽之友社 1998.5

図書 開架 762.34/SH69O/ 9110174657 作曲家別名曲解説ライブラリー 音楽之友社編 音楽之友社 1994.3

図書 開架 762.34/SM5S/ 9110225308 新ウィーン楽派の人々 ジョーン・アレン・スミス著 音楽之友社 1995.9

図書 開架 762.34/ST8K/ 9110312360 ヨハン・シュトラウス 小宮正安著 中央公論新社 2000.1

図書 開架 762.34/U56S/ 9110144371 ウィーン大研究 春秋社 1992.7

図書 書庫 134.8/W79K/ 9110081979 ウィトゲンシュタインの生涯と哲学 黒崎宏著 勁草書房 1984.1

図書 書庫 234.6/I35U/ 9110082377 ウィーンの世紀末 池内紀著 白水社 1981.6

図書 書庫 234.6/TA98H/ 9110082466 ハプスブルク帝国１８０９－１９１８ Ａ．Ｊ．Ｐ．テイラー著 筑摩書房 1987.6

図書 書庫 383.1/C79A/ 9120097210 Ｃｌｏｔｈｅｓｌｉｎｅｓ
ｅｄｉｔｅｄ　ｂｙ
Ｓｔａｎ　Ｔｙｍｏｒｅｋ．

Ｈ．Ｎ．　Ａｂｒａｍｓ 2001

図書 書庫 520.8/I52I/2 9110254560 コロマン・モーザー 藤本幸三著 ＩＮＡＸ 1992.5

図書 書庫 523/SA42G/ 9110370532 作家たちのモダニズム 黒田智子編 学芸出版社 2003.2

図書 書庫 523/W14K/ 9110042676 近代建築 オットー・ヴァーグナー［著］ 中央公論美術出版 1985.9

図書 書庫 702.06/A79G/3 9110082671 アール・ヌーヴォーの世界 学研 1987.8

図書 書庫 702.06/MI96K/ 9110086465 この終わりのときにも 水沢勉著 思潮社 1989.1

図書 書庫 702.06/U76S/ 9110169639 世紀末のスタイル 海野弘著 美術公論社 1993.9

図書 書庫 702.34/I35S/ 9110082457 世紀末ウィーンを歩く 池内紀著 新潮社 1987.3

図書 書庫 702.34/N61V/ 9120028115 Ｖｅｒ　Ｓａｃｒｕｍ　１８９８－１９０３ Ｃｈｒｉｓｔｉａｎ　Ｍ．　Ｎｅｂｅｈａｙ． Ｅｄｉｔｉｏｎ　Ｔｕｓｃｈ ｃ1975

図書 書庫 704/Y84S/ 9110173533 世の終わりにうたう歌 伊藤勝彦編 新曜社 1993.1

図書 書庫 706.916/KY6K/ 9110045060
京都工芸繊維大学美術工芸資料館蔵品
図録

京都工芸繊維大学美術工
芸資料館編集

京都工芸繊維大学
美術工芸資料館

1981

図書 書庫 723F/D98W/ 9110024749 デューラー フランツ・ヴィンツィンガー著 グラフ社 1985.1

図書 書庫 757/SC8M/ 9120043354
Ｍｅｉｓｔｅｒ　Ｗｅｒｋｅ　ｄｅｒ　Ｗｉｅｎｅｒ　Ｗｅｒｋｓ
ｔäｔｔｅ　１．　Ａｕｆｌ．

Ｗｅｒｎｅｒ　Ｊ．　Ｓｃｈｗｅｉｇｅｒ． Ｃ．Ｂｒａｎｄｓｔäｔｔｅｒ ｃ1990

図書 書庫 757/SC8W/ 9120049705 Ｗｉｅｎｅｒ　Ｗｅｒｋｓｔäｔｔｅ Ｗｅｒｎｅｒ　Ｊ．　Ｓｃｈｗｅｉｇｅｒ
Ｔｈａｍｅｓ　ａｎｄ
Ｈｕｄｓｏｎ

1984

図書 書庫 761.7/SC6O/ 9110285066 音楽の様式と思想 アルノルト・シェーンベルク［著］ 三一書房 1973

図書 書庫 762.34/MA291S/ 9110095348 マーラーとヒトラー 桜井健二著 二見書房 1988.1

図書 書庫 948/D83K/1 9110082401 ドイツの世紀末 国書刊行会 1986.9



図書 書庫 G757/U56G/1 9110080621 ウィーン工房の装飾文様 オーストリア工芸美術館編 学研 1989.5

図書 書庫 T383.1/H45M/1995 9120051534 Ｈａｕｔｅ　ｃｏｕｔｕｒｅ
Ｒｉｃｈａｒｄ　Ｍａｒｔｉｎ　＆　Ｈａｒ
ｏｌｄ　Ｋｏｄａ．

Ｍｅｔｒｏｐｏｌｉｔａｎ
Ｍｕｓｅｕｍ ｏｆ Ａｒｔ

ｃ1995

図書 書庫 T383.1/KA64K/2004 9110419277 ＣＯＬＯＲＳ 河本信治監修
京都服飾文化研究
財団

2004.4

図書 書庫 T702.06/A79S/1990 9110162736 アール・ヌーヴォーとユーゲントシュティール展 そごうグループ編集 そごうグループ 1990

図書 書庫 T702.34/H29N/1997 9110334886 ハプスブルク王朝の都ウィーンの歴史と芸術 名古屋市博物館 1997

図書 書庫 T702.34/U56S/1991 9110136173 ウィーン分離派展
西武百貨店商品部商品二
部美術部編集

西武百貨店商品部
商品二部美術部

ｃ1991

図書 書庫 T702.34/U56T/1994 9110211106 ウィーンのジャポニスム 東京新聞編集 東京新聞 ｃ1994

図書 書庫 T702.34/W72M/1996 9120091629 Ｗｉｅｎ　１９００
Ｋ．　Ｖａｒｎｅｄｏｅ　：　Ｕｂｅｒｓ
ｅｔｚｕｎｇ　ａｕｓ　ｄｅｍ　Ｅｎｇｌｉ
ｓｃｈｅｎ．　Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｋｏｕｌｅ

Ｂｅｎｅｄｉｋｔ　Ｔａｓｃｈ
ｅｎ　Ｖｅｒｌａｇ

ｃ1987

図書 書庫 T702.34/W72V/1997 9120072006 Ｗｉｅｎ　１９００
ｈｅｒａｕｓｇｅｇｅｂｅｎ　ｖｏｎ　Ｅｄ
ｗｉｎ　Ｂｅｃｋｅｒ，　Ｓａｂｉｎｅ　Ｇ
ｒａｂｎｅｒ

Ｖａｎ　Ｇｏｇｈ
Ｍｕｓｅｕｍ

ｃ1997

図書 書庫 T723.34/KU64S/2009 9110496820 クリムト、シーレ　ウィーン世紀末展 クリムト［ほか画］ 読売新聞東京本社 ｃ2009

図書 書庫 T723.34/U56Y/1997 9110306738 ウィーン世紀末展
読売新聞社文化事業部［ほ
か］編集

読売新聞社 ｃ1997

図書 書庫 T723.346/N46S/2005 9120110715 Ｔｈｅ　ｎａｋｅｄ　ｔｒｕｔｈ
ｅｄｉｔｅｄ　ｂｙ　Ｔｏｂｉａｓ　Ｇ．
Ｎａｔｔｅｒ　ａｎｄ　Ｍａｘ　Ｈｏｌｌｅｉ

Ｐｒｅｓｔｅｌ ｃ2005

図書 書庫 723F/KL61O/ 9110013119 女 ［クリムト画］ リブロポート 1986.1

図書 書庫 T723F/MO81L/2007 9120116110 Ｋｏｌｏｍａｎ　Ｍｏｓｅｒ 〔Ｋｏｌｏｍａｎ　Ｍｏｓｅｒ〕
Ｌｅｏｐｏｌｄ
Ｍｕｓｅｕｍ

ｃ2007

図書 書庫 T732F/D98N/2003 9110418289 デューラー版画展　第２版 アルブレヒト・デューラー〔画〕
名古屋ボストン美術
館

2003.1

図書 書庫 T757/H81T/1996 9110247216 ホフマンとウィーン工房展 ホフマン［ほか作］ 豊田市美術館 ｃ1996

タリカ 書庫 //C05788 9910057886 Ｇｕｓｔａｖ　Ｋｌｉｍｔ Ａｌｅｓｓａｎｄｒａ　Ｃｏｍｉｎｉ．
Ｅｄｉｔｉｏｎｓ
ｄｕ　Ｓｅｕｉｌ

1975

タリカ 書庫 //C05790 9910057901 Ｇｕｓｔａｖ　Ｋｌｉｍｔ
Ｊｏｈａｎｎｅｓ　Ｄｏｂａｉ　；　〔Ｈｅ
ｒａｕｓｇｅｂｅｒ，　Öｓｔｅｒｒｅｉｃｈｉｓ
ｃｈｅ　Ｇａｌｅｒｉｅ，　Ｗｉｅｎ〕．

Ｖｅｒｌａｇ　Ｇａｌｅｒｉｅ
Ｗｅｌｚ

ｃ1981

雑誌 書庫 // 9510137968 みづゑ　（９３４号） 美術出版社

雑誌 書庫 // 9510014322 みづゑ　（７２４号） 美術出版社

雑誌 書庫 // 9510010056 みづゑ　（７９３号） 美術出版社

雑誌 書庫 // 9510078689 アールヴィヴァン　クリムトとピカソ 西武美術館

雑誌 書庫 // 9510039152 芸術新潮　省略が芸術を創る（19巻7号） 新潮社

芸術新潮　クリムト　きらめく黄金の裏側へ
（57巻10号）

新潮社

芸術新潮　百花繚乱のウィーン（36巻10号） 新潮社

雑誌 書庫 // 9510028088 週刊グレート・アーティスト　クリムト 同朋舎出版

雑誌 書庫 // 9510173347
週刊美術館　世紀末を妖艶に生きる　クリム
ト／シーレ

小学館


