
資料番号 場所区分 請求記号 書名 著者名 出版者 出版年
9110244724 書庫 T723.35/J92D/1996 １９－２０世紀フランス近代絵画展 毎日新聞社編集 毎日新聞社 ｃ１９９６
9110025245 書庫 702.35/I33F/ フランス美術断章 池上忠治著 美術公論社 １９８０．１１
9110290010 開架 723.35/SH49F/ フランス近代芸術 清水正和著 小沢書店 １９９９．３
9110227151 開架 723.35/SU96F/ フランス絵画の「近代」 鈴木杜幾子著 講談社 １９９５．１２
9110416186 書庫 T723F/L37S/2003 マリー・ローランサン回顧展 マリー・ローランサン［画］ 共同通信社 ｃ２００３

9120099770 書庫 T723F/D85T/2002 Ｋｅｅｓ　ｖａｎ　Ｄｏｎｇｅｎ
ｃｏｍｍｉｓｓａｉｒｅ　ｄｅ　ｌ’ｅｘｐｏｓｉｔｉｏｎ，
Ｄａｎｉｅｌ　Ｍａｒｃｈｅｓｓｅａｕ．

Ｆｏｎｄａｔｉｏｎ　Ｐｉｅｒｒｅ　Ｇｉａｎａｄｄａ ［２００２］

9110211071 書庫 T723F/L52B/1994 レジェ展 レジェ〔画〕 東京新聞 ｃ１９９４
9110519245 書庫 723F/L37L/ マリー・ローランサン作品集 マリー・ローランサン［画］ マリー・ローランサン美術館 ２０１１．５
9110411644 書庫 T723.35/H28K/2002 華やぐパリの芸術家たち展 原田平作［ほか］監修・執筆 ファンデーションカジカワ ｃ２００２
9110210753 書庫 T723.1/F36A/1992 フォーヴィスムと日本近代洋画 愛知県美術館編集 愛知県美術館 ｃ１９９２
9110456403 書庫 T723F/KI58I/2007 キスリング キスリング［画］ 「キスリング」展カタログ委員会 ｃ２００７
9110469994 書庫 T723F/L37A/2007 ロートレック展 ロートレック［画］ 毎日新聞社 ｃ２００７
9110160339 開架 723.06/D73F/ フォーヴィスム ガストン・ディール解説 美術出版社 １９８９
9110375600 書庫 T723.3/KY8Y/1993 キュビスムとその影響展 吉井コンテンポラリー ｃ１９９２
9110066589 書庫 T723.06/KY8F/1990 キュビスム展 フジテレビギャラリー編集 フジテレビギャラリー ｃ１９９０
9110089995 書庫 723.35/TA65F/ フランス絵画史 高階秀爾［著］ 講談社 １９９０．４
9110024480 開架 702.05/SY8R/ ロココからキュビスムへ ワイリー・サイファー［著］ 河出書房新社 １９８８．８
9110425050 開架 723F/R76T/ ルソーの夢 利倉隆構成・文 二玄社 ２００８．２
9110460095 開架 723F/P592P/ 美の２０世紀 二玄社 ２００６．１０
9110326300 開架 723F/R76S/ アンリ・ルソー コルネリア・スタベノフ著 洋販（発売） タッシェン・ジャパン ２００２．４
9110139676 書庫 T706.95/ME85Y/1989 メトロポリタン美術館名品展 横浜美術館編集 読売新聞社 ｃ１９８９
9110055048 書庫 T723.35/E44P/1985 エコール・ド・パリ展 総合美術研究所編集 読売新聞社 １９８５

9110466114 書庫 T723.35/E44K/2006 エコール・ド・パリ 熊本県立美術館［ほか］編集
「エコール・ド・パリ　プリミティヴィスムと
ノスタルジー」展カタログ委員会

ｃ２００６

9110053099 書庫 T723/N73F/1986 ２０世紀の巨匠たち展 フジカワ画廊東京店 ｃ１９８６
9110322150 書庫 T723.35/E44H/2000 「エコール・ド・パリ１９２０」展 柴勤監修 アートプランニングレイ ｃ２０００
9110265410 書庫 T723.35/E69I/1995 エルミタージュ美術館展 エルミタージュ美術館展実行委員会編集 エルミタージュ美術館展実行委員会 ｃ１９９５
9110306747 書庫 T723.35/N73N/1995 ２０世紀フランス絵画展 読売新聞大阪本社 ｃ１９９５
9110126103 書庫 T723.35/F92T/1989 フランス絵画の三世紀展 岐阜県美術館編集 フランス絵画の三世紀展実行委員会 ｃ１９８９
9110529902 書庫 T723.35/F92S/1983 フランス近世名画展 神奈川県立近代美術館編集・翻訳 毎日新聞社 ｃ１９８３
9110049514 書庫 T723.35/F92Y/1988 フランス近代絵画の流れ 安田火災美術財団編集 名古屋市美術館 ｃ１９８８
9110447600 書庫 T723.35/MI69S/2005 魅惑の１７－１９世紀フランス絵画展 読売新聞東京本社文化事業部編集 読売新聞東京本社 ｃ２００５
9110480955 書庫 T702.35/G32T/2008 芸術都市パリの１００年展 井出洋一郎〔ほか〕編 毎日放送 ｃ２００８
9110013440 開架 723F/C88K/ コロー コロー［画］ 美術出版社 １９７９
9110087551 開架 723F/MI27A/ アサヒグラフ別冊 朝日新聞社 １９８９
9110350880 書庫 T723.35/F92F/1999 フランス風景画 監修：芹川貞夫 ホワイトＰＲ １９９９
9110394006 書庫 723F/R271R/ 世界の美術 座右宝刊行会編 河出書房新社 １９６３
9110338099 書庫 T723F/C291Y/1999 セザンヌ展 セザンヌ［画］ ＮＨＫ ｃ１９９９
9110414520 書庫 T723.35/MO33K/2003 モネと印象派の画家たち モネ［ほか画］ 中日新聞社 ｃ２００３
9110472514 開架 723F/R271S/ もっと知りたいルノワール 島田紀夫著 東京美術 ２００９．１２
9110320067 開架 723F/G271W/ ポール・ゴーガン インゴ・Ｆ．ヴァルター著 洋販（発売） タッシェン・ジャパン ２００１．９
9120105288 書庫 723F/G271L/ Ｔａｈｉｔｉ－Ｇａｕｇｕｉｎ Ｐａｕｌｅ　Ｌａｕｄｏｎ． Ａ．　Ｂｉｒｏ ｃ２００３．
9110013306 開架 723F/MA431M/ マネ マネ著 美術出版社 １９７９
9110454801 開架 723F/R271R/ 西洋絵画の巨匠 小学館 ２００６．６
9110521459 書庫 T723F/D531Y/2010 ドガ展 ドガ［画］ 読売新聞東京本社 横浜美術館 ｃ２０１０
9110461350 開架 723F/D531G/ エドガー・ドガ ベルント・グローヴェ著 タッシェン・ジャパン ２００６．１２
9110476246 開架 723.05/G86I/ 印象主義 カリン・Ｈ．グリム著 タッシェン・ジャパン ２００８．１２
9110328440 開架 723.05/R81I/ 印象派 ジェームズ・Ｈ．ルービン著 岩波書店 ２００２．９
9110180930 開架 723.05/W72P/ ビジュアル美術館 同朋舎出版 １９９４．１１
9110425784 開架 723F/C88T/ コロー名画に隠れた謎を解く！ 高橋明也著 中央公論新社 ２００８．６
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