
タイトル 著者 出版社 出版年 請求記号

ユキの回想 ユキ・デスノス著 美術公論社 １９７９．８ 289.3/D64D/

畸人・怪人伝 安原顕著 双葉社 ２０００．７ 702.35/Y64K/

ふたりであること 米倉守著 講談社 １９９１．６ 712F/C76Y/

智恵子相聞 北川太一著 蒼史社 ２００４．２ 712N/TA45C/

ライフ＝ワークス＝プロジェクト クリスト［作］ 図書新聞 ２００９．１２ 719/C58R/

名画が愛した女たち 木島俊介著 集英社 ２０１２．１ 723.05/KI19M/

恋愛美術館 西岡文彦著 朝日出版社 ２０１１．５ 723.05/N86R/

ラファエル前派の女たち ジャン・マーシュ著 平凡社 １９９７．１１ 723.33/MA52R/

恋する西洋美術史 池上英洋著 光文社 ２００８．１２ 723/I33K/

画家の妻たち 沢地久枝著 文芸春秋 １９９３．５ 723/SA93G/

ビュフェとアナベル ベルナール・ビュフェ美術館監修 フォイル ２００７．８ 723F/B85B/

シャガールとの日々 ヴァージニア・ハガード著 西村書店 １９９０．１１ 723F/C311H/

マルク・シャガール インゴ・Ｆ．ヴァルター著 洋販（発売） タッシェン・ジャパン ２００１．５ 723F/C311W/

ダリ アマンダ・リア著 西村書店 １９９３．１２ 723F/D321L/

ソニア・ドローネ 竹原あき子著 星雲社（発売） 彩樹社 １９９５．４ 723F/D552T/

ゴヤが描いた女たち 大高保二郎編 毎日新聞社 １９９６．９ 723F/G741G/

フリーダ・カーロとディエゴ・リベラ 堀尾真紀子著 ランダムハウス講談社 ２００９．１ 723F/KA19H/

カンディンスキーとわたし ニーナ・カンディンスキー［著］ みすず書房 １９８０．８ 723F/KA511K/

グスタフ・クリムト　女たちを描いた画家 グスタフ・クリムト［画］ 岩波書店 ２００９．９ 723F/KL61G/

マリー・ローランサン フロラ・グルー［著］ 新潮社 １９８９．１０ 723F/L37G/

タマラ・ド・レンピツカ ジル・ネレ著 丸善（発売） タッシェン・ジャパン ２００２．１２ 723F/L54N/

マン・レイ写真と恋とカフェの日々 ハーバート・Ｒ．ロットマン［著］ 白水社 ２００３．５ 723F/L91M/

ルネ・マグリット　増補新版 ルネ・マグリット［画］ 河出書房新社 ２００６．５ 723F/MA29P/

モディリアーニの恋人 橋本治著 新潮社 ２００８．３ 723F/MO13H/

オキーフ／スティーグリッツ ベニータ・アイスラー著 朝日新聞社 １９９４．１２ 723F/O49A/

ジョージア・オキーフと
アルフレッド・スティーグリッツ

ジョージア・オキーフ［画］ 岩波書店 ２０１０．１１ 723F/O49J/

ピカソと恋人ドラ ジェームズ・ロード著 平凡社 １９９９．１２ 723F/P592R/

ピカソ描かれた恋 結城昌子著 小学館 ２００８．１０ 723F/P592Y/

ジャクソン・ポロックとリー・クラズナー ジャクソン・ポロック［画］ 岩波書店 ２００９．７ 723F/P77J/

シュザンヌ・ヴァラドン ジャンヌ・シャンピヨン著 西村書店 １９９８．１２ 723F/V23C/

青木繁と画の中の女 中島美千代著 ＴＢＳブリタニカ １９９８．１２ 723N/A53N/

藤田嗣治 湯原かの子著 新潮社 ２００６．３ 723N/F67Y/

好太郎と節子 澤地久枝著 日本放送出版協会 ２００５．４ 723N/MI16S/

絵筆とリラと 織田広喜［述］ 西日本新聞社 １９９８．９ 723N/O17O/

愛する言葉 岡本太郎著 イースト・プレス ２００６．６ 723N/O42O/

画学生智恵子 北川太一著 蒼史社 ２００４．１０ 723N/TA45K/

竹久夢二恋の言葉 竹久夢二［著］ 河出書房新社 ２００４．７ 723N/TA61T/

モンパルナスのキキ キキ著 美術公論社 １９８０．９ 724.8/KI22K/

「恋する芸術家」展示資料リスト



キキ ルー・モルガール著 河出書房新社 １９８９．１１ 724.8/KI22M/

お葉というモデルがいた 金森敦子著 晶文社 １９９６．５ 724.8/SA75K/

日本の写真家 長野重一編集委員 岩波書店 １９９８．１２ 748/N71I/20

愛と死と音楽 Ｍ．ブリオン著 ジャン・ジャック書房 ２００４．１１ 762.06/B73A/

作曲家・武満徹との日々を語る 武満浅香著 小学館 ２００６．３ 762.1/TA63T/

バッハの思い出 アンナ　マグダレーナ　バッハ［著］ ダヴィッド社 １９８３ 762.34/B131B/

ベートーヴェン＜不滅の恋人＞の探究 青木やよひ著 平凡社 ２００７．１ 762.34/B321A/

ベートーヴェン＜不滅の恋人＞の謎を解く 青木やよひ著 講談社 ２００１．１ 762.34/B321A/

ベートーフェンわが不滅の恋人よ ベートーフェン著
近代文芸社（発売）
日本図書刊行会

２００３．７ 762.34/B321B/

吉田秀和ブラームスの音楽と生涯 吉田秀和著 音楽之友社 ２０００．１０ 762.34/B71Y/

カラヤンとともに生きた日々 エリエッテ・フォン・カラヤン著 アルファベータ ２００８．７ 762.34/KA62K/

グスタフ・マーラー アルマ・マーラー著 中央公論社 １９８７．８ 762.34/MA291M/

アルマ・マーラー フランソワーズ・ジルー著 河出書房新社 １９８９．７ 762.34/MA29J/

愛の人モーツァルト 小塩節著 青娥書房 １９９８．２ 762.34/MO981O/

コンスタンツェ・モーツァルトの結婚 ヴィゴー・ショークヴィスト著 音楽之友社 １９９３．４ 762.34/MO98S/

ローベルト　クラーラ　シューマン愛の手紙 ［ローベルト・シューマン著］ 国際文化出版社 １９８６．１１ 762.34/SC82S/

クララ・シューマン ナンシー・Ｂ・ライク著 音楽之友社 １９８７．５ 762.34/SC8R/

ワーグナーの妻コジマ ジョージ・Ｒ・マレック著 中央公論社 １９８３．１２ 762.34/W14M/

ノアンのショパンとサンド シルヴィ・ドレーグ＝モワン著 音楽之友社 １９９２．５ 762.349/C53D/

ショパンをめぐる女性たち 萩谷由喜子著 ショパン ２０１０．７ 762.349/C53H/

ドビュッシー書簡集 ドビュッシー［著］ 音楽之友社 １９９９．１１ 762.35/D52D/

哀愁のプリマドンナ 森重ツル子著 教文館 ２００９．１１ 762.389/L63M/

わが妻マリア・カラス 1
ジョヴァンニ・バッティスタ・
メネギーニ著

音楽之友社 １９８４．９ 762.53/C13M/1

わが妻マリア・カラス 2
ジョヴァンニ・バッティスタ・
メネギーニ著

音楽之友社 １９８４．９ 762.53/C13M/2

五線譜の薔薇 萩谷由喜子著 ショパン ２００２．６ 762.8/H14G/

音楽史を彩る女性たち 萩谷由喜子著 ショパン ２００５．１２ 762.8/H14O/

クラシック名曲と恋 桐山秀樹著 日本放送出版協会 ２００３．１２ 762.8/KI54K/

音楽家の恋文 クルト・パーレン著 西村書店 １９９６．１０ 762.8/P15O/

恋する大作曲家たち フリッツ・スピーグル著 音楽之友社 ２００１．３ 762.8/SP5K/

マダム貞奴 レズリー・ダウナー著 集英社 ２００７．１０ 772.1/KA94D/

ベル・エポックの肖像 高橋洋一著 小学館 ２００６．１ 772.35/B38T/

溝口健二を愛した女 大西悦子著 三一書房 １９９３．９ 778.21/SA34O/

ある映画作家の旅 フランシス・Ｈ・フラハティ［著］ みすず書房 １９９４．６ 778.25/F31F/

スタンリー・キューブリック クリスティアーヌ・キューブリック編著 愛育社 ２００４．７ 778.25/KU14K/

ムッシュウ・寺山修司 九条今日子著 筑摩書房 １９９３．２ 910.2/TE67K/

ムッシュー・コクトー キャロル・ヴェズヴェレール著 東京創元社 １９９７．１２ 950.2/C82B/

ジョルジュ・サンド１８０４－７６ 持田明子著 藤原書店 ２００４．６ 950.2/SA62M/

ジョルジュ・サンドへの書簡 フロオベル［著］ 創元社 １９３９．２ 955/SA62F/


