ウィリアム・モリスに関する当館所蔵の資料
開架
貸出
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

請求番号
757/MO78S/
757/MO78M/
757/MO78U/
757/MO78F/
757/MO78U/
757/MO78U/
757/MO78M/
757/MO78B/
757.02/Y19D
750.2/MO78A

書庫
貸出
○
○
○
○
○
×
×
○
○
○
×
○
○
○
○
○
×
○
○
×
○
×
○
○
○
○
○
×
○
○
×
×
○
×
×

請求番号
資料番号
757/MO78P/
9110148441
757/MO78O/
9110215651
757/MO78N/
9110256850
757/MO78S/
9110259683
757/MO78F/
9110234998
757/MO78T/1997
9110298959
757/MO78T/1997
9110298968
757/MO78N/
9110366674
757/MO78H/
9110081057
G757/MO78P/
9110259718
T757/MO78O/1999 9110463749
727/MO78O/
9110098081
G757/MO78U/
9110261529
757/MO78T/
9110180369
757/MO78P/
9110026850
G757/MO78U/
9110261538
757/MO78K
9110270241
020.2/ＴＨ5Ｕ/
9110240743
757/MO78P/
9110176894
757/MO78S/
9110256860
757/ＭＯ78Ｗ/
9110098359
Ｒ289.3/ＭＯ78Ｋ/
9110374317
704/ＭＯ78Ｍ/
9110209108
757/ＭＯ78Ｍ/
9110236482
757/ＭＯ78Ｋ/
9110353611
933/ＭＯ78Ｙ/
9110267424
520.1/ＳＨ80Ｒ/
9110153880
Ｔ757/Ｂ42Ｏ/1996 9110463758
757/ＭＯ78Ｃ/1
9120036752
757/ＭＯ78Ｍ/
9120062270
Ｔ757/ＭＯ78Ｈ/2003 9120105976
Ｔ757/ＭＯ78Ｖ/1996 9120065610
757/MO78S/
9120081220
Ｔ757.8/ＭＯ78Ｉ/1984 9120019626
//Ｃ07826
9910078269

※貸出が○でも展示中及び使用中のものは借りられません。期間終了後、貸出できますのでご了承下さい。

資料番号
9110450348
9110444000
9110273440
9110234030
9110367401
9110326740
9110437168
9110473629
9110239760
9110426333

タイトル
ｲｷﾞﾘｽの社会とﾃﾞｻﾞｲﾝ
ｳｨﾘｱﾑ・ﾓﾘｽ
ｳｨﾘｱﾑ・ﾓﾘｽ
ｳｨﾘｱﾑ・ﾓﾘｽへの旅
ｳｨﾘｱﾑ・ﾓﾘｽとｱｰﾂ&ｸﾗﾌﾂ
ｳｨﾘｱﾑ・ﾓﾘｽの庭
ｳｨﾘｱﾑ・ﾓﾘｽの楽園へ
図説ｳｨﾘｱﾑ・ﾓﾘｽ
ﾃﾞｻﾞｲﾝの国ｲｷﾞﾘｽ
ﾓﾘｽが先導したｱｰﾂ・ｱﾝﾄﾞ・ｸﾗﾌﾂ

サブタイトル
ﾓﾘｽとﾓﾀﾞﾆｽﾞﾑの政治学
ｽﾃﾝﾄﾞｸﾞﾗｽ・ﾃｷｽﾀｲﾙ・壁紙ﾃﾞｻﾞｲﾝ
決定版

ﾃﾞｻﾞｲﾝされた自然への愛
ｳﾞｨｸﾄﾘｱ朝を越えた巨人
〈用と美〉の「ﾓﾉ」づくり
ｲｷﾞﾘｽ・ｱﾒﾘｶ

著者
菅靖子著
ｳｨﾘｱﾑ・ﾓﾘｽ[作]
ﾘﾝﾀﾞ・ﾊﾟﾘｰ編
藤田治彦文・写真
藤田治彦監修
ｼﾞﾙ・ﾊﾐﾙﾄﾝ著
南川三治郎写真・文
ﾀﾞｰﾘﾝｸﾞ・ﾌﾞﾙｰｽ著
山田真実著
ﾋﾟｰﾀｰ・ｺｰﾏｯｸ執筆

出版社
彩流社
ｳｨﾘｱﾑ・ﾓﾘｽ出版委員会
河出書房新社
淡交社
梧桐書院
東洋書林
世界文化社
河出書房新社
創元社
ｱｰﾂ・ｱﾝﾄﾞ・ｸﾗﾌﾂ出版委員会

状態
展示中
展示中
使用中
使用中
使用中
展示中

※貸出が○でも展示中及び使用中のものは借りられません。期間終了後、貸出できますのでご了承下さい。

タイトル
サブタイトル
ｳｨﾘｱﾑ・ﾓﾘｽ
ｱｰﾂ・ｱﾝﾄﾞ・ｸﾗﾌﾂ運動創始者の全記録
ｳｨﾘｱﾑ・ﾓﾘｽ
ﾗﾃﾞｨｶﾙ・ﾃﾞｻﾞｲﾝの思想
ｳｨﾘｱﾑ・ﾓﾘｽ
ｳｨﾘｱﾑ・ﾓﾘｽ
ｳｨﾘｱﾑ・ﾓﾘｽ
近代ﾃﾞｻﾞｲﾝの原点
ｳｨﾘｱﾑ・ﾓﾘｽ
ﾓﾀﾞﾝﾃﾞｻﾞｲﾝの父
ｳｨﾘｱﾑ・ﾓﾘｽ
ﾓﾀﾞﾝﾃﾞｻﾞｲﾝの父
ｳｨﾘｱﾑ・ﾓﾘｽ
ｳｨﾘｱﾑ・ﾓﾘｽ伝
ｳｨﾘｱﾑ・ﾓﾘｽとｱｰﾂ・ｱﾝﾄﾞ・ｸﾗﾌﾂ運動
146枚の図版によるﾃﾞｻﾞｲﾝの原典
ｳｨﾘｱﾑ・ﾓﾘｽとｹﾙﾑｽｺｯﾄ・ﾌﾟﾚｽ刊本
大阪芸術大学図書館所蔵品展
ｳｨﾘｱﾑ・ﾓﾘｽとその仲間たち
ｱｰﾙﾇｰﾎﾞｰの源流
ｳｨﾘｱﾑ・ﾓﾘｽの壁紙ﾃﾞｻﾞｲﾝ
ｳｨﾘｱﾑ・ﾓﾘｽの全仕事
ｳｨﾘｱﾑ・ﾓﾘｽのﾃｷｽﾀｲﾙ
ｳｨﾘｱﾑ・ﾓﾘｽのﾃﾞｻﾞｲﾝ
ｳｨﾘｱﾑ・ﾓﾘｽ
芸術的社会思想家としての生涯と思想
美しい書物の話
中世の彩飾写本からｳｨﾘｱﾑ・ﾓﾘｽまで
ｹﾙﾑｽｺｯﾄ・ﾌﾟﾚｽ
ｳｨﾘｱﾑ・ﾓﾘｽの印刷工房
ｹﾙﾑｽｺｯﾄ・ﾌﾟﾚｽ図録
ﾃﾞｻﾞｲﾅｰとしてのｳｨﾘｱﾑ・ﾓﾘｽ
日本におけるｳｨﾘｱﾑ・ﾓﾘｽ文献
ﾓﾘｽ没後100年記念
民衆の芸術
ﾓﾘｽ記念論集
ﾓﾘｽ祭りへの招待
小さな芸術の大きな世界
ﾕｰﾄﾋﾟｱだより
ﾗｽｷﾝとﾓﾘｽとの建築論的研究
ｳﾞｨｸﾄﾘｱ朝挿絵本とｳｨﾘｱﾑ・ﾓﾘｽ展
大阪芸術大学図書館所蔵品特別展
The collected letters of William Morris.
The life of William Morris
The beauty of life
William Morris and the art of design
William Morris
The William Morris chronology
William Morris today
[1 March-29 April 1984]
William Morris: his life， work， and friends.

著者
ｸﾘｽﾁｰﾝ・ﾎﾟｰﾙｿﾝ著
小野二郎著
ｼﾞﾘｱﾝ・ﾈｲﾗｰ編
ﾋﾟｰﾀｰ・ｽﾀﾝｽｷｰ著
藤田治彦著
ｳｨﾘｱﾑ・ﾓﾘｽ[作]
ｳｨﾘｱﾑ・ﾓﾘｽ[作]
名古忠行著
ﾌｨﾘｯﾌﾟ・ﾍﾝﾀﾞｰｽﾝ著
ﾘﾝﾀﾞ・ﾊﾟﾘｰ著
平成9?11年度大阪芸術大学芸術研究所研究調査補助費共同研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ編集
岡田隆彦編著
ﾍﾟｷﾞｰ・ｳﾞｧﾝｽ[著]
ﾎﾟｰﾙ・ﾄﾑｽﾝ著
ﾘﾝﾀﾞ・ﾊﾟﾘｰ著
ｳｨﾘｱﾑ・ﾓﾘｽ[作]
加田哲二著
ｱﾗﾝ・G・ﾄﾏｽ著
ｳｨﾘｱﾑ・S.ﾋﾟｰﾀｰｽﾝ著
関川左木夫;ｺｰﾘﾝ・ﾌﾗﾝｸﾘﾝ著
ﾚｲ・ﾜﾄｷﾝｿﾝ著
兼松誠一編
ｳｨﾘｱﾑ・ﾓﾘｽ著
寿岳文章ほか[著]
ﾓﾘｽ祭り共同作業者ﾌﾟﾚ・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ・ﾁｰﾑ編集制作
ｳｨﾘｱﾑ・ﾓﾘｽ著
白石博三著
平成8年度・大阪芸術大学藝術研究所研究調査補助費・共同研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ編集
edited by Norman Kelvin.
J. W. Mackail.
ed.by Diane Waggoner
edited by Linda Parry.
Nicholas Salmon with Derek Baker.
Foreword by Allan Temko.

出版社
美術出版社
中央公論社
講談社
雄松堂出版
鹿島出版会
NHK大阪放送局
NHK大阪放送局
研究社
晶文社
千毯館
大阪芸術大学
岩崎美術社
千毯社
岩崎美術社
岩崎美術社
千毯社
岩波書店
晶文社
平凡社
雄松堂書店
岩崎美術社
兼松誠一
岩波書店
沖積舎
けやき美術館
岩波書店
中央公論美術出版
大阪芸術大学
Princeton University Press
B. Blom
Thames and Hudson
H.N. Abrams
Thoemmes Press
Institute of Contemporary Arts
McGraw-Hill

状態

展示中
展示中
展示中

展示中
展示中

展示中

展示中
展示中
展示中
展示中
展示中
展示中
展示中
展示中
展示中

展示中
展示中

