
2014/04/10新居浜市立図書館(本館) 図書目録リスト
【別置】：I
【分類】：700～799
【配架区分】：泉幸吉文庫

館名 資料ＩＤ タイトル 責任表示 請求記号 出版者
本 0113015166 [ヴィ]ンケルマン 井島  勉‖著 I701/ｲ 弘文堂書房
本 0112354452 美について 今道 友信‖著 I701/ｲ 講談社
本 0112953625 視覚構造 植田  寿蔵‖著 I701/ｳ 弘文堂書房
本 0112988955 芸術論の探求 岡崎  義惠‖著 I701/ｵ 弘文堂書房
本 0112354247 美学及芸術学講義 金子 馬治‖著 I701/ｶ 理想社出版部
本 0112961885 美の思索 教材社編輯部‖編 池島  重信‖[ほ I701/ｷ 教材社
本 0112354256 美学原論 ベネデット・クロオチヱ‖原著 馬場 I701/ｸ 大村書店
本 0112972999 「いき」の構造 九鬼  周造‖著 I701/ｸ 岩波書店
本 0112961563 美術概論 児島  喜久雄‖著 I701/ｺ 小山書店
本 0112957694 美的教育論 シラー‖[著] 安倍  能成‖訳 I701/ｼ 岩波書店
本 0112961590 美学論集 上巻 シラー‖[著] 大庭  米治郎‖訳 I701/ｼ 岩波書店
本 0112356165 西洋美学史 上巻 鼓 常良‖著 I701/ﾂ/1 三笠書房
本 0112356174 西洋美学史 下巻 鼓 常良‖著 I701/ﾂ/2 三笠書房
本 0112354265 美学入門 中井 正一‖著 I701/ﾅ 朝日新聞社
本 0112352971 崇高と美の起原 E.バーク‖著 鍋島 能正‖訳 I701/ﾊﾞ 理想社
本 0112369990 日本芸術学の話 日夏 耿之介‖著 I701/ﾋ 新樹社
本 0112345695 深田康算全集 第1巻 深田 康算‖著 I701/ﾌ/1 玉川大学出版部
本 0112345702 深田康算全集 第2巻 深田 康算‖著 I701/ﾌ/2 玉川大学出版部
本 0112345711 深田康算全集 第3巻 深田 康算‖著 I701/ﾌ/3 玉川大学出版部
本 0112352917 間の研究 南 博‖編 I701/ﾏ 講談社
本 0112961377 美術 森口  多里‖著 I701/ﾓ 白揚社
本 0112973006 『「いき」の構造』を読む 安田 武‖著 多田 道太郎‖著 I701/ﾔ 朝日新聞社
本 0112335438 美学 山際 靖‖著 I701/ﾔ 朝倉書店
本 0112962544 鷲の巣 ジョン  ラスキン‖著 栗原  古城‖ I701/ﾗ 玄黄社
本 0112972007 飛鳥文化と聖徳太子展 I702/ｱ [聖徳太子奉賛会]
本 0112996786 三月堂 安藤  更生‖著 I702/ｱ 飛鳥園
本 0112354531 美の復興 荒城 季夫‖著 I702/ｱ 青磁社
本 0112960779 新日本美論 秋山  謙蔵‖著 I702/ｱ 大雅堂
本 0112977707 結界の美 伊藤  ていじ‖文 岩宮  武二‖写真 I702/ｲ 淡交新社
本 0112356334 西洋の美術 井手 則雄‖著 I702/ｲ 筑摩書房
本 0112964392 支那美術史 上巻 一氏  義良‖著 I702/ｲ 大阪屋号書店
本 0112959870 仏教美術の基本 石田  茂作‖著 I702/ｲ 東京美術
本 0112950959 ヴァザリ美術家伝 1 ヴァザリ‖[著] 富永  惣一‖[ほか] I702/ｳﾞ 青木書店
本 0112961581 美術史の基礎概念 ヴェルフリン‖著 守屋  謙二‖訳 I702/ｳﾞ 岩波書店
本 0112978877 ゴシック美術形式論 ウォーリンガア‖[著] 中野  勇‖訳 I702/ｳﾞ 座右宝刊行会
本 0112973514 イタリアとドイツ ハインリッヒ  ヴェルフリン‖著 杉 I702/ｳﾞ 清閑舎
本 0112989302 芸術の歴史 1 ヴァンルーン‖[著] 玉城  肇‖訳 I702/ｳﾞ/1 鮎書房
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館名 資料ＩＤ タイトル 責任表示 請求記号 出版者
本 0112988893 芸術の歴史 2 ヴァンルーン‖[著] 玉城  肇‖訳 I702/ｳﾞ/2 鮎書房
本 0112988964 芸術の歴史 3 ヴァンルーン‖[著] 玉城  肇‖訳 I702/ｳﾞ/3 鮎書房
本 0112339470 バロック論 エウヘーニオ・ドールス‖著 神吉 I702/ｴ 美術出版社
本 0112979073 江戸美術の祝祭 東京都庭園美術館学芸課‖編集 I702/ｴ 東京都文化振興会
本 0112363665 東洋の理想 岡倉 天心‖著 浅野 晃‖訳 I702/ｵ 創元社
本 0113013015 古京の芝草 岡田  弘子‖著 I702/ｵ 立命館出版部
本 0112979527 古式の笑 大久保  泰‖著 I702/ｵ 春鳥会
本 0112957471 大和古寺風物誌 亀井  勝一郎‖著 I702/ｶ 天理時報社
本 0112955080 表現の日本的特性 金原  省吾‖著 I702/ｷ 古今書院
本 0112959308 秘仏開扉 北川  桃雄‖著 I702/ｷ 矢貴書店
本 0112987518 ギリシヤの文化 谷口  吉郎‖編輯 村田  潔‖編輯 I702/ｷﾞ 大沢築地書店
本 0112362087 伝統の逆説 栗田 勇‖著 I702/ｸ 七曜社
本 0112356478 フランス中世美術の旅 黒江 光彦‖著 I702/ｸ 新潮社
本 0113012748 芸術家の名言 矢崎  源九郎‖編著 I702/ｹﾞ 実業之日本社
本 0112989482 弘法大師と密教美術 I702/ｺ 朝日新聞社
本 0112335429 日本美の理念 孝橋 謙二‖著 I702/ｺ 道統社
本 0112362309 伝統芸術研究 小宮 豊隆‖著 I702/ｺ 岩波書店
本 0112988713 芸術家 小林  秀雄‖著 I702/ｺ 新潮社
本 0112967264 レオナルド研究 [本文] 児島  喜久雄‖著 I702/ｺ/1 岩波書店
本 0112967273 レオナルド研究 [図録] 児島  喜久雄‖著 I702/ｺ/2 岩波書店
本 0112356147 西洋近代美術史 坂崎 坦‖著 I702/ｻ 風間書房
本 0112351204 西洋美術史研究 上巻 沢木 四方吉‖著 I702/ｻ/1 岩波書店
本 0112351213 西洋美術史研究 下巻 沢木 四方吉‖著 I702/ｻ/2 岩波書店
本 0112964409 支那美術史 『支那地理歴史大系』刊行会‖編 I702/ｼ 白揚社
本 0112962848 ルネッサンスの芸術家 下村  寅太郎‖著 I702/ｼ 筑摩書房
本 0112344133 人類の美術 [1] I702/ｼﾞ/1 新潮社
本 0112344142 人類の美術 [2] I702/ｼﾞ/2 新潮社
本 0112344151 人類の美術 [3] I702/ｼﾞ/3 新潮社
本 0112344160 人類の美術 [4] I702/ｼﾞ/4 新潮社
本 0112344179 人類の美術 [5] I702/ｼﾞ/5 新潮社
本 0112344188 人類の美術 [6] I702/ｼﾞ/6 新潮社
本 0112344197 人類の美術 [7] I702/ｼﾞ/7 新潮社
本 0112344204 人類の美術 [8] I702/ｼﾞ/8 新潮社
本 0112344213 人類の美術 [9] I702/ｼﾞ/9 新潮社
本 0112344222 人類の美術 [10] I702/ｼﾞ/10 新潮社
本 0112344231 人類の美術 [11] I702/ｼﾞ/11 新潮社
本 0112344240 人類の美術 [12] I702/ｼﾞ/12 新潮社
本 0112344259 人類の美術 [13] I702/ｼﾞ/13 新潮社
本 0112344268 人類の美術 [14] I702/ｼﾞ/14 新潮社
本 0112344277 人類の美術 [15] I702/ｼﾞ/15 新潮社
本 0112344286 人類の美術 [16] I702/ｼﾞ/16 新潮社
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館名 資料ＩＤ タイトル 責任表示 請求記号 出版者
本 0112344295 人類の美術 [17] I702/ｼﾞ/17 新潮社
本 0112344302 人類の美術 [18] I702/ｼﾞ/18 新潮社
本 0112344311 人類の美術 [19] I702/ｼﾞ/19 新潮社
本 0112973523 イタリア絵画史 第1巻 スタンダール‖[著] 富永  惣一‖共 I702/ｽ 河出書房
本 0112955124 図説日本美術史 田沢  坦‖編 大岡  実‖編 I702/ｽﾞ 岩波書店
本 0112359242 世阿弥と利休 桑田  忠親‖著 I702/ｾﾞ 至文堂
本 0112962134 ルネッサンスの光と闇 高階  秀爾‖著 I702/ﾀ 三彩社
本 0112958158 ヨーロッパの闇と光 高橋  巌‖著 I702/ﾀ 新潮社
本 0112355870 中国美術の研究 田中 豊蔵‖著 I702/ﾀ 二玄社
本 0112335410 日本美術の研究 田中 豊蔵‖著 I702/ﾀ 二玄社
本 0113019705 美の源流を尋ねて 田路  周一‖著 I702/ﾀ 博宝館
本 0112346854 大師のみてら東寺 土門 拳‖写真 I702/ﾀ 東寺文化財保存会
本 0112967521 中国石窟  鞏県石窟寺 河南省文物研究所‖編 I702/ﾁ 平凡社
本 0112991745 中国石窟  敦煌莫高窟 1 敦煌文物研究所‖編 I702/ﾁ/1 平凡社
本 0112964800 生活文化と美術 津田  敬武‖著 I702/ﾂ 霞ケ関書房
本 0112363834 東洋美術史要説 上巻 I702/ﾄ 吉川弘文館
本 0112961812 美術史学の方法論 外山  卯三郎‖著 I702/ﾄ 第三書院
本 0112364021 独墺の美術史家 徳川 義寛‖著 I702/ﾄ 座右宝刊行会
本 0112972089 新しき中世の美 中井  あい‖著 I702/ﾅ 山口書店
本 0112359625 満洲の美術 中村  亮平‖著 I702/ﾅ 寳雲舎
本 0112355978 中国美術論集 長広 敏雄‖著 I702/ﾅ 講談社
本 0112361998 天人の譜 長広 敏雄‖著 I702/ﾅ 淡交新社
本 0112363656 東洋の道と美 長与 善郎‖著 I702/ﾅ 聖紀書房
本 0112961386 美術と史学 楢崎  宗重‖著 I702/ﾅ 有光社
本 0113002713 人間国宝 読売新聞社‖編 I702/ﾆ 読売新聞社
本 0112366706 日本美再見 続 週刊朝日編集部‖編 I702/ﾆ/2 朝日新聞社
本 0112334037 日本上代絵画史 春山 武松‖著 I702/ﾊ 朝日新聞社
本 0112363825 東洋美術史研究 浜田 耕作‖著 I702/ﾊ 座右宝刊行会
本 0112976539 古典主義美術 F.G.パリゼ‖著 田中  英道‖訳 I702/ﾊﾟ 岩崎美術社
本 0113002955 パキスタン・ガンダーラ美術展 樋口  隆康‖[ほか]編集  執筆 I702/ﾊﾟ 日本放送協会
本 0112351384 マニエリスム 上巻 アーノルド・ハウザー‖著 若桑 み I702/ﾊ/1 岩崎美術社
本 0112351393 マニエリスム 中巻 アーノルド・ハウザー‖著 若桑 み I702/ﾊ/2 岩崎美術社
本 0112351400 マニエリスム 下巻 アーノルド・ハウザー‖著 若桑 み I702/ﾊ/3 岩崎美術社
本 0112346916 バーミヤーン 第3巻 樋口 隆康‖編 I702/ﾊﾞ/3 同朋舎出版
本 0112346925 バーミヤーン 第4巻 樋口 隆康‖編 I702/ﾊﾞ/4 同朋舎出版
本 0112358886 宝雲抄 東伏見  邦英‖著 I702/ﾋ 民友社
本 0112986261 ガンダーラの美神と仏たち 樋口  隆康‖著 I702/ﾋ 日本放送出版協会
本 0112337365 中国の銅器 樋口 隆康‖著 I702/ﾋ 中央公論美術出版
本 0112337132 バーミヤーンの石窟 樋口 隆康‖著 I702/ﾋ 同朋舎
本 0112959086 チチェローネ [ブルクハルト‖著] 嘉門  安雄‖訳 I702/ﾌﾞ 筑摩書房
本 0112351856 ベルニーニ 石鍋 真澄‖著 I702/ﾍﾞ 吉川弘文館
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本 0112962928 ルネッサンス ペイタア‖[著] 吉田  健一‖訳 I702/ﾍﾟ 角川書店
本 0112357752 法隆寺展 I702/ﾎ 朝日新聞東京本社
本 0112358074 法隆寺 北川 桃雄‖著 I702/ﾎ アトリヱ社
本 0112355898 中国文物見聞 繭山 康彦‖著 I702/ﾏ 繭山竜泉堂
本 0112951725 ミケランジェロ伝 ジョルジーヨ  ヴァザーリ‖著 レオ I702/ﾐ 宝雲舎
本 0112951716 ミケルアンジェロの生涯 ロマン  ローラン‖原著 古川  達雄 I702/ﾐ 二見書房
本 0112353168 フィレンツェ美術散歩 宮下 孝晴‖[ほか]著 I702/ﾐ 新潮社
本 0112980481 巨匠の手紙 三輪  福松‖著 I702/ﾐ 不二書房
本 0112956560 室町時代美術展図録 I702/ﾑ 京都国立博物館
本 0112954991 名品手帖 続 大口  理夫‖編 I702/ﾒ 創芸社
本 0112954982 名品手帖 大口  理夫‖編 I702/ﾒ 創芸社
本 0112962759 わびの芸術 望月  信成‖著 I702/ﾓ 創元社
本 0112354540 美の日本的完成 山口 諭助‖著 I702/ﾔ 宝雲舎
本 0112367634 日本の美とこころ 保田 与重郎‖著 I702/ﾔ 読売新聞社
本 0112972267 アヴェマリア 矢崎  美盛‖著 I702/ﾔ 岩波書店
本 0112955017 世界に於ける日本美術の位置 矢代  幸雄‖著 I702/ﾔ 東京堂
本 0112337515 歎美抄 矢代 幸雄‖著 I702/ﾔ 鹿島研究所出版会
本 0112954278 レオナルド・ダ・ヴィンチ アドルフ  ローゼンベルク‖著 加茂 I702/ﾚ 富山房
本 0112958899 ラオコオン レッシング‖[著] 高橋 義孝‖訳 I702/ﾚ 筑摩書房
本 0112954269 レオナルド・ダ・ヴィンチ研究 久保 尋二‖著 I702/ﾚ 美術出版社
本 0112952092 レオナルド・ダ・ヴィンチ 茂串  茂‖著 I702/ﾚ 日伊協会
本 0112980551 希臘羅馬の芸術 [ゲルハルト  ローデンワルト‖著] I702/ﾛ 青木書店
本 0112356441 フランスの聖堂 ロダン‖[著] 新庄 嘉章‖訳 I702/ﾛ 二見書房
本 0112972533 芸術論集 アラン‖[著] 桑原  武夫‖訳 I704/ｱ 岩波書店
本 0112955829 物の見えたる 安東  次男‖著 I704/ｱ 人文書院
本 0112957060 美術道すがら 浅野  長武‖著 I704/ｱ 講談社
本 0112354648 マスコミ時代と芸術 乾 孝‖著 I704/ｲ 理論社
本 0112959727 二つの絵 今泉  篤男‖著 I704/ｲ 用美社
本 0112975228 芸術と狂気 エドガー  ウィント‖[著] 高階  秀 I704/ｳ 岩波書店
本 0112955758 物射る眼 内田  巌‖著 I704/ｳ 立命館出版部
本 0112352882 美意識と神さま 梅棹 忠夫‖著 I704/ｳ 中央公論社
本 0112958443 美と善の歓喜 太田  三郎‖著 I704/ｵ 崇文堂
本 0112355996 空しき花束 大久保 泰‖著 I704/ｵ 大日本雄弁会講談社
本 0112988250 芸術論集 加藤  周一‖著 I704/ｶ 岩波書店
本 0112957462 【ビ】心游【レキ】 河北  倫明‖[述] 山本  康雄‖著 I704/ｶ 西日本新聞社
本 0112352686 全体人・河北倫明 河北 倫明‖著 米倉 守‖編 I704/ｶ 芸術新聞社
本 0112354498 美の典型 川路 柳虹‖著 I704/ｶ 淡海堂出版
本 0112982997 学生と芸術 河合  栄治郎‖編 I704/ｶﾞ 日本評論社
本 0112961554 美術の記 金原  省吾‖著 I704/ｷ 青磁社
本 0112965649 趣味雑話 黒田  鵬心‖著 I704/ｸ 趣味叢書発行所
本 0112975843 ゲーテ小品集 ゲーテ‖[著] 小牧  健夫‖訳 I704/ｹﾞ 甲文社
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本 0112988839 芸術の世界 井島  勉‖編 I704/ｹﾞ 創文社
本 0112957079 美術批評と美術問題 児島  喜久雄‖著 I704/ｺ 小山書店
本 0112966531 美術の小窓 児島  喜久雄‖著 I704/ｺ 雪華社
本 0112977538 希臘の鋏 児島  喜久雄‖著 I704/ｺ 道統社
本 0112335394 日本美の再建 佐藤 一英‖著 I704/ｻ 湯川弘文社
本 0112354470 美の教養 相良 徳三‖著 I704/ｻ 愛之事業社
本 0113016799 樹下美人 志賀  直哉‖著 I704/ｼ 河出書房新社
本 0112965417 宿命の芸術 式場  隆三郎‖著 I704/ｼ 昭和書房
本 0112955767 ものを創る 白洲  正子‖著 I704/ｼ 読売新聞社
本 0112953153 造型美論 高村  光太郎‖著 I704/ﾀ 筑摩書房
本 0112354443 美について 高村 光太郎‖著 I704/ﾀ 道統社
本 0112953590 滝拙庵美術論集 日本篇 滝  精一‖著 I704/ﾀ 座右宝刊行会
本 0112363807 東洋美と西洋美 鼓 常良‖著 I704/ﾂ 敞文館
本 0112958434 美と精神の秩序 中井  駿二‖著 I704/ﾅ 生活社
本 0112356254 西洋の誘惑 中山 公男‖著 I704/ﾅ 新潮社
本 0112972070 新しい形の美 長谷川  三郎‖著 I704/ﾊ 美術出版社
本 0112952056 礼の美 長谷川  如是閑‖著 I704/ﾊ 一条書房
本 0112957453 美術論萃 正編 古川  修‖著 I704/ﾌ 学而書院
本 0112961395 美術と思想の話 福田  新生‖著 I704/ﾌ 大雅堂
本 0112357725 ボオドレエル芸術論集 ボオドレエル‖[著] 中島 健蔵‖共 I704/ﾎﾞ 芝書店
本 0112961803 美術覚書 水沢  澄夫‖著 I704/ﾐ 昭森社
本 0112953313 太陽を慕ふ者 矢代  幸雄‖著 I704/ﾔ 角川書店
本 0112962713 私の美術遍歴 矢代  幸雄‖著 I704/ﾔ 岩波書店
本 0112354201 随筆ヴィナス 矢代 幸雄‖著 I704/ﾔ 朝日新聞社
本 0112981694 かたちとの対話 柳  宗玄‖著 I704/ﾔ 岩波書店
本 0112347639 美の棲家 1 米倉 守‖著 I704/ﾖ/1 彩樹社
本 0112347648 美の棲家 2 米倉 守‖著 I704/ﾖ/2 彩樹社
本 0112972052 新しい芸術の誕生 ラゴン‖[著] 高階  秀爾‖訳 I704/ﾗ 紀伊国屋書店
本 0112979019 エチュード ジャック  リヴィエール‖[著] 佐藤 I704/ﾘ 芝書店
本 0112353907 ロダンの言葉 ロダン‖[述] ポール・グゼル‖集録 I704/ﾛ 二見書房
本 0112353471 美術を聴く 渡辺 健治‖著 I704/ﾜ 近藤出版社
本 0112974746 うちの美術館 田島 三津雄‖編 I706/ｳ 新潮社
本 0112362791 東京・美術館への散歩道 1 東京新聞出版局‖著 I706/ﾄ/1 東京新聞出版局
本 0112362808 東京・美術館への散歩道 2 東京新聞出版局‖著 I706/ﾄ/2 東京新聞出版局
本 0112362817 東京・美術館への散歩道 3 東京新聞出版局‖著 I706/ﾄ/3 東京新聞出版局
本 0112350508 美術館を歩く 西日本編 保坂 清‖著 I706/ﾎ 玉川大学出版部
本 0112350492 美術館を歩く 東日本編 保坂 清‖著 I706/ﾎ 玉川大学出版部
本 0112961402 美術による人間形成 ヴィクター  ローウェンフェルド‖ I707/ﾛ 黎明書房
本 0113022540 疎松庵素玩 秋山  順一‖著 I708/ｱ
本 0112971749 秋の意匠 板橋区立美術館‖編集 I708/ｱ 板橋区立美術館
本 0112968290 岡倉天心全集 第1巻 岡倉  天心‖[著] 岡倉  一雄‖[編] I708/ｵ/1 六芸社
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館名 資料ＩＤ タイトル 責任表示 請求記号 出版者
本 0112968307 岡倉天心全集 第2巻 岡倉  天心‖[著] 岡倉  一雄‖[編] I708/ｵ/2 六芸社
本 0112968316 岡倉天心全集 第3巻 岡倉  天心‖[著] 岡倉  一雄‖[編] I708/ｵ/3 六芸社
本 0112968325 岡倉天心全集 第4巻 岡倉  天心‖[著] 岡倉  一雄‖[編] I708/ｵ/4 六芸社
本 0112968334 岡倉天心全集 第5巻 岡倉  天心‖[著] 岡倉  一雄‖[編] I708/ｵ/5 六芸社
本 0112988009 近代日本美術史におけるパリと日本 東京国立近代美術館‖編集 I708/ｷ 東京国立近代美術館
本 0112977681 近代世界美術全集 8 坂崎  乙郎‖編集責任 高階  秀爾‖ I708/ｷ/8 社会思想社
本 0112346774 原色日本の美術 別巻 I708/ｹﾞ 小学館
本 0112988900 現代の眼-近代日本の美術から 東京国立近代美術館‖編集 I708/ｹﾞ 東京国立近代美術館
本 0112986626 現代日本美術全集 7 座右宝刊行会‖編集制作 I708/ｹﾞ/7 集英社
本 0113004098 現代日本美術全集 8 座右宝刊行会‖編集制作 I708/ｹﾞ/8 集英社
本 0112344393 少年美術館 1 児島 喜久雄‖[ほか]編集 I708/ｼ/1 岩波書店
本 0112344400 少年美術館 2 児島 喜久雄‖[ほか]編集 I708/ｼ/2 岩波書店
本 0112344419 少年美術館 3 児島 喜久雄‖[ほか]編集 I708/ｼ/3 岩波書店
本 0112344428 少年美術館 4 児島 喜久雄‖[ほか]編集 I708/ｼ/4 岩波書店
本 0112344437 少年美術館 5 児島 喜久雄‖[ほか]編集 I708/ｼ/5 岩波書店
本 0112344446 少年美術館 6 児島 喜久雄‖[ほか]編集 I708/ｼ/6 岩波書店
本 0112344455 少年美術館 7 児島 喜久雄‖[ほか]編集 I708/ｼ/7 岩波書店
本 0112344464 少年美術館 8 児島 喜久雄‖[ほか]編集 I708/ｼ/8 岩波書店
本 0112344473 少年美術館 9 児島 喜久雄‖[ほか]編集 I708/ｼ/9 岩波書店
本 0112344482 少年美術館 10 児島 喜久雄‖[ほか]編集 I708/ｼ/10 岩波書店
本 0112344491 少年美術館 11 児島 喜久雄‖[ほか]編集 I708/ｼ/11 岩波書店
本 0112344507 少年美術館 12 児島 喜久雄‖[ほか]編集 I708/ｼ/12 岩波書店
本 0112344516 少年美術館 続篇1 安井 曾太郎‖[ほか]編集 I708/ｼ/1 岩波書店
本 0112344525 少年美術館 続篇2 安井 曾太郎‖[ほか]編集 I708/ｼ/2 岩波書店
本 0112344534 少年美術館 続篇3 安井 曾太郎‖[ほか]編集 I708/ｼ/3 岩波書店
本 0112344543 少年美術館 続篇4 安井 曾太郎‖[ほか]編集 I708/ｼ/4 岩波書店
本 0112344552 少年美術館 続篇5 安井 曾太郎‖[ほか]編集 I708/ｼ/5 岩波書店
本 0112344561 少年美術館 続篇6 安井 曾太郎‖[ほか]編集 I708/ｼ/6 岩波書店
本 0112344339 少年美術館 東洋篇1 志賀 直哉‖[ほか]編集 I708/ｼ/1 岩波書店
本 0112344348 少年美術館 東洋篇2 志賀 直哉‖[ほか]編集 I708/ｼ/2 岩波書店
本 0112344357 少年美術館 東洋篇3 志賀 直哉‖[ほか]編集 I708/ｼ/3 岩波書店
本 0112344366 少年美術館 東洋篇4 志賀 直哉‖[ほか]編集 I708/ｼ/4 岩波書店
本 0112344375 少年美術館 東洋篇5 志賀 直哉‖[ほか]編集 I708/ｼ/5 岩波書店
本 0112344384 少年美術館 東洋篇6 志賀 直哉‖[ほか]編集 I708/ｼ/6 岩波書店
本 0112967200 泉屋博古 中国絵画 泉屋博古館‖編集 I708/ｾ 泉屋博古館
本 0112952467 世界美術全集 17 I708/ｾ/17 角川書店
本 0113021079 泉屋博古 樋口  隆康‖編 I708/ｾ/88 泉屋博古館
本 0112357306 大系世界の美術 14 I708/ﾀ/14 学研
本 0112357315 大系世界の美術 15 I708/ﾀ/15 学研
本 0112362915 東西美術交流展 東京国立近代美術館‖編集 I708/ﾄ 東京国立近代美術館
本 0112365672 名古屋市美術館所蔵作品総目録 名古屋市美術館‖編集 I708/ﾅ 名古屋市美術館
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館名 資料ＩＤ タイトル 責任表示 請求記号 出版者
本 0112346658 日本美術全集 第3巻 I708/ﾆ 講談社
本 0112332583 日本古美術展 昭和39年 I708/ﾆ 東京国立博物館
本 0112967576 日本美術百選 矢代  幸雄‖編集 小林  秀雄‖編集 I708/ﾆ 新潮社
本 0112347540 万国博美術展総目録 1 富永 惣一‖[ほか]編集 I708/ﾊﾞ/1 日本万国博覧会協会万国博
本 0112347559 万国博美術展総目録 2 富永 惣一‖[ほか]編集 I708/ﾊﾞ/2 日本万国博覧会協会万国博
本 0112347568 万国博美術展総目録 3 富永 惣一‖[ほか]編集 I708/ﾊﾞ/3 日本万国博覧会協会万国博
本 0112347577 万国博美術展総目録 4 富永 惣一‖[ほか]編集 I708/ﾊﾞ/4 日本万国博覧会協会万国博
本 0112347586 万国博美術展総目録 5 富永 惣一‖[ほか]編集 I708/ﾊﾞ/5 日本万国博覧会協会万国博
本 0112348362 秘宝 第1巻 I708/ﾋ/1 講談社
本 0112348371 秘宝 第2巻 I708/ﾋ/2 講談社
本 0112348380 秘宝 第3巻 I708/ﾋ/3 講談社
本 0112348399 秘宝 第4巻 I708/ﾋ/4 講談社
本 0112348406 秘宝 第5巻 I708/ﾋ/5 講談社
本 0112348415 秘宝 第6巻 I708/ﾋ/6 講談社
本 0112348424 秘宝 第7巻 I708/ﾋ/7 講談社
本 0112348433 秘宝 第8巻 I708/ﾋ/8 講談社
本 0112348442 秘宝 第9巻 I708/ﾋ/9 講談社
本 0112348451 秘宝 第10巻 I708/ﾋ/10 講談社
本 0112348460 秘宝 第11巻 I708/ﾋ/11 講談社
本 0112348479 秘宝 第12巻 I708/ﾋ/12 講談社
本 0113030620 BRIDGESTONE  MUSEUM  OF  ART I708/ﾌﾞ ブリジストン美術館
本 0112966924 名作の鑑賞 名作の鑑賞編集委員会‖編集 I708/ﾒ 三彩社
本 0112967237 竜泉集芳 第1集 I708/ﾘ 繭山竜泉堂
本 0112967246 竜泉集芳 第2集 I708/ﾘ/2 繭山竜泉堂
本 0112967335 世界の美術館 18 I708/ﾜ 講談社
本 0112990336 国宝 京都国立博物館‖[編] 読売新聞社‖ I709/ｺ 読売新聞社
本 0112346300 正倉院の宝物 正倉院事務所‖編 I709/ｼ 朝日新聞社
本 0112347764 重要文化財 11 文部省文化庁‖監修 毎日新聞社「重 I709/ｼﾞ 毎日新聞社
本 0113031059 正倉院宝物 [1] 正倉院事務所‖編 I709/ｼ/1 朝日新聞社
本 0113031077 正倉院宝物 [3] 正倉院事務所‖編 I709/ｼ/2 朝日新聞社
本 0113031068 正倉院宝物 [2] 正倉院事務所‖編 I709/ｼ/3 朝日新聞社
本 0112367698 日本の文化財 1 I709/ﾆ/1 第一法規出版
本 0113004882 NHK国宝への旅 18 NHK取材班‖著 I709/ﾆ/18 日本放送出版協会
本 0112367705 日本の文化財 2 I709/ﾆ/2 第一法規出版
本 0112355120 佐藤忠良展 佐藤  忠良‖[作] I710/ｻ 現代彫刻センター
本 0112960029 彫刻家の眼 佐藤  忠良‖著 舟越  保武‖著 I710/ｻ 講談社
本 0112965970 純粋彫刻論 橋本  平八‖著 I710/ﾊ 昭森社
本 0113004597 仏教美術・金工品 I710/ﾌﾞ 泉屋博古館
本 0112960038 彫刻の美 本郷  新‖著 I710/ﾎ 富山房
本 0112346033 上代の彫刻 上野 直昭‖著 小川 晴暘‖写真 I712/ｳ 朝日新聞社
本 0112337579 チェルリニ自叙伝 チェルリニ‖[著] 黒田 正利‖訳 I712/ﾁ 創元社
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本 0112362336 天平彫刻 児島 喜久雄‖[ほか]編輯 I712/ﾃ 生活百科刊行会
本 0112353916 ロダン以後 成田 重郎‖著 I712/ﾅ 東京堂
本 0112335287 日本彫刻の美 野間 清六‖著 I712/ﾉ 不二書房
本 0112353925 ロダン伝 カミーユ・モオクレル‖[著] 徳久 I712/ﾛ 梁塵社
本 0112353952 ロダン ブールデル‖[著] 関 義‖訳 I712/ﾛ 構成社
本 0112353943 ロダン 菊池 一雄‖著 I712/ﾛ 中央公論社
本 0112353961 ロダン 高村 光太郎‖著 I712/ﾛ アルス
本 0112961028 ロダン 富永  惣一‖著 I712/ﾛ 雄山閣
本 0112971534 木内克の言葉 和田  敏文‖著 I712/ﾜ 農山漁村文化協会
本 0112366010 技術者のみた奈良と鎌倉の大仏 荒木 宏‖著者代表 I718/ｱ 有隣堂出版
本 0112966595 仏像の表情 入江  泰吉‖著 I718/ｲ 人物往来社
本 0112965284 十一面観音巡礼 白洲 正子‖[著] I718/ｼ 新潮社
本 0112966096 小仏像 田村  松魚‖著 I718/ﾀ 十一組出版部
本 0112954081 大石仏 塚本  善隆‖著 I718/ﾂ 弘文堂
本 0112977379 京都の仏像 塚本  善隆‖文 中野  玄三‖文 I718/ﾂ 淡交社
本 0112961652 新羅・高麗の仏像 中吉  功‖著 I718/ﾅ 二玄社
本 0112959905 仏像の鑑賞 上巻 中村  亮平‖著 I718/ﾅ/1 宝雲舎
本 0112959914 仏像の鑑賞 中巻 中村  亮平‖著 I718/ﾅ/2 宝雲舎
本 0112959923 仏像の鑑賞 下巻 中村  亮平‖著 I718/ﾅ/3 宝雲舎
本 0112347782 小金銅仏 松原 三郎‖著 田辺 三郎助‖著 I718/ﾏ 東京美術
本 0112959978 定本仏像 望月  信成‖[ほか]著 I718/ﾓ 日本放送出版協会
本 0112354461 美の観音 望月 信成‖著 I718/ﾓ 創元社
本 0112972347 阿弥陀如来之研究 八橋  徳次郎‖著 I718/ﾔ 岡書院
本 0112973578 イタリア日記 伊藤  廉‖著 I720/ｲ 双林社
本 0112362023 点線 伊藤 廉‖著 I720/ｲ 書物展望社
本 0112966372 カンヴァス日本の名画 9 井上  靖‖[ほか]編集委員 I720/ｶ/9 中央公論社
本 0112983102 鏡の前の幻想 坂崎  乙郎‖著 I720/ｻ 学芸書林
本 0112976913 帰りたい風景 洲之内  徹‖著 I720/ｽ 新潮社
本 0112952485 世界名画全集 続巻14 I720/ｾ 平凡社
本 0112952476 世界名画全集 続巻2 I720/ｾ 平凡社
本 0112967193 世界美術全集 8 座右宝刊行会‖編 I720/ｾ/8 集英社
本 0112986029 考える眼 寺田  透‖[著] I720/ﾃ 平凡社
本 0112361471 つりおとした魚の寸法 中川 一政‖著 I720/ﾅ 講談社
本 0112346756 日本絵画館 10 岡 畏三郎‖[ほか]編集委員 I720/ﾆ/10 講談社
本 0112346747 日本絵画館 5 岡 畏三郎‖[ほか]編集委員 I720/ﾆ/5 講談社
本 0112966363 日本の名画 7 I720/ﾆ/7 講談社
本 0112950824 風景との対話 東山 魁夷‖著 I720/ﾋ 新潮社
本 0112974862 腕(ブラ)一本 藤田  嗣治‖著 I720/ﾌ 東邦美術協会
本 0112966728 ファブリ世界名画集 6 I720/ﾌ/6 平凡社
本 0112966791 ファブリ世界名画集 7 I720/ﾌ/7 平凡社
本 0112966700 ファブリ世界名画集 15 I720/ﾌ/15 平凡社
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本 0112966782 ファブリ世界名画集 17 I720/ﾌ/17 平凡社
本 0112966773 ファブリ世界名画集 26 I720/ﾌ/26 平凡社
本 0112966764 ファブリ世界名画集 53 I720/ﾌ/53 平凡社
本 0112966719 ファブリ世界名画集 68 I720/ﾌ/68 平凡社
本 0112966737 ファブリ世界名画集 70 I720/ﾌ/70 平凡社
本 0112966746 ファブリ世界名画集 75 I720/ﾌ/75 平凡社
本 0112966755 ファブリ世界名画集 76 I720/ﾌ/76 平凡社
本 0112980800 画論 村上  華岳‖著 I720/ﾑ 弘文堂書房
本 0112966620 明治大正昭和美人画名作展 松屋‖編纂 I720/ﾒ 松屋
本 0112346694 名作絵画にみる日本の四季 第1集 田中 穣‖解説 読売新聞社‖編 I720/ﾒ/1 読売新聞社
本 0112346701 名作絵画にみる日本の四季 第2集 田中 穣‖解説 読売新聞社‖編 I720/ﾒ/2 読売新聞社
本 0112346710 名作絵画にみる日本の四季 第3集 田中 穣‖解説 読売新聞社‖編 I720/ﾒ/3 読売新聞社
本 0112346729 名作絵画にみる日本の四季 第4集 田中 穣‖解説 読売新聞社‖編 I720/ﾒ/4 読売新聞社
本 0112346738 名作絵画にみる日本の四季 第5集 田中 穣‖解説 読売新聞社‖編 I720/ﾒ/5 読売新聞社
本 0112952715 世界名画物語 山田  邦祐‖著 I720/ﾔ 研究社
本 0112984183 絵画の見かた 矢崎  美盛‖著 中村  研一‖著 I720/ﾔ 岩波書店
本 0112957765 夭折の画家たち I720/ﾖ 千葉県立美術館
本 0112960190 裸体画100年の歩み 国立国際美術館‖編集 I720/ﾗ 国立国際美術館
本 0112952118 レオナルド・ダ・ヴィンチの絵画論 レオナルド  ダ  ヴィンチ‖[著] 杉 I720/ﾚ アトリヱ社
本 0112966693 広重江戸風景版画集 [安藤  広重‖画] 松木  喜八郎‖編 I721/ｱ 岩波書店(発売)
本 0112966577 広重東海道五十三次 [安藤  広重‖作] 白石  克‖編 I721/ｱ 小学館
本 0112983086 画家との対話 安東  次男‖著 I721/ｱ 朝日出版社
本 0112984959 石本正 [石本  正‖画] I721/ｲ [村越画廊]
本 0112958014 上代倭絵年表 家永  三郎‖編 I721/ｲ 座右宝刊行会
本 0112974522 浮世絵師歌川列伝 飯島  虚心‖著 玉林  晴朗‖校訂 I721/ｲ 畝傍書房
本 0112988134 国芳の狂画 [歌川  国芳‖画] 稲垣  進一‖編著 I721/ｳ 東京書籍
本 0112967059 広重 内田  実‖著 I721/ｳ 岩波書店
本 0112958611 浮世絵  美人画・役者絵 1 I721/ｳ/1 講談社
本 0112974531 浮世絵  美人画・役者絵 3 I721/ｳ/3 講談社
本 0112974540 浮世絵  美人画・役者絵 4 I721/ｳ/4 講談社
本 0112958620 浮世絵美人画・役者絵 7 I721/ｳ/7 講談社
本 0112364067 土牛素描 [奥村 土牛‖画] I721/ｵ 吉井画廊出版部(制作)
本 0112340039 小倉遊亀 小倉 遊亀‖著 河北 倫明‖監修 I721/ｵ 日本経済新聞社
本 0112357805 北斎とドガ 小林 太市郎‖著 I721/ｶ 全国書房
本 0112361444 てぬぐい風俗絵巻 川上 桂司‖[著] I721/ｶ 雄山閣
本 0112979509 こしかたの記 続 鏑木 清方‖著 I721/ｶ 中央公論美術出版
本 0112979518 こしかたの記 [正] 鏑木 清方‖著 I721/ｶ 中央公論美術出版
本 0112357609 北斎論 楢崎 宗重‖著 I721/ｶ アトリエ社
本 0112357397 北斎の芸術 福本 和夫‖著 I721/ｶ 北光書房
本 0112967371 小林古径展 [小林  古径‖画] 京都市美術館‖編 I721/ｺ 京都新聞社
本 0113015923 古画の秘所 中野  栄三‖編 I721/ｺ 雄山閣出版
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本 0112333252 日本画の精神 坂崎 坦‖著 I721/ｻ 東京堂
本 0112332654 日本絵画史の研究 沢村 專太郎‖著 I721/ｻ 星野書店
本 0113012427 図録絵巻物小釋 松岡  映丘‖編著 I721/ｽﾞ 森江書店
本 0112346211 水墨美術大系 第5巻 I721/ｽ/5 講談社
本 0112346220 水墨美術大系 第6巻 I721/ｽ/6 講談社
本 0112346239 水墨美術大系 第11巻 I721/ｽ/11 講談社
本 0112952779 雪舟450年記念展図録 雪舟‖[画] I721/ｾ 東京国立博物館
本 0112339032 禅林画賛 I721/ｾﾞ 毎日新聞社
本 0112346998 日本仏教絵画史 高崎 富士彦‖著 I721/ﾀ 求竜堂
本 0112346685 聖家族1993 高山 辰雄‖著 I721/ﾀ 講談社
本 0112347050 大地を行く 高山 辰雄‖著 I721/ﾀ 講談社
本 0112361211 鉄斎 [富岡 鉄斎‖画] I721/ﾃ [朝日新聞社]
本 0112967433 富岡鉄斎展 [富岡  鉄斎‖画] I721/ﾄ 京都新聞社
本 0112364619 富岡鉄斎 正宗 得三郎‖著 I721/ﾄ 錦城出版社
本 0112364753 鳥居清長の生涯と藝術 平野 千恵子‖著 I721/ﾄ 味燈書屋
本 0112355335 三阿弥 仲田 勝之助‖著 I721/ﾅ アトリヱ社
本 0112966201 鍋島紀雄遺作集 鍋島  紀雄‖[画] I721/ﾅ 三彩社(発売)
本 0112341341 日本絵巻物全集 第1巻 角川書店編集部‖編 I721/ﾆ/1 角川書店
本 0112341350 日本絵巻物全集 第2巻 角川書店編集部‖編 I721/ﾆ/2 角川書店
本 0112341369 日本絵巻物全集 第3巻 角川書店編集部‖編 I721/ﾆ/3 角川書店
本 0112341378 日本絵巻物全集 第4巻 角川書店編集部‖編 I721/ﾆ/4 角川書店
本 0112341387 日本絵巻物全集 第5巻 角川書店編集部‖編 I721/ﾆ/5 角川書店
本 0112341396 日本絵巻物全集 第6巻 角川書店編集部‖編 I721/ﾆ/6 角川書店
本 0112341403 日本絵巻物全集 第7巻 角川書店編集部‖編 I721/ﾆ/7 角川書店
本 0112341412 日本絵巻物全集 第8巻 角川書店編集部‖編 I721/ﾆ/8 角川書店
本 0112341421 日本絵巻物全集 第9巻 角川書店編集部‖編 I721/ﾆ/9 角川書店
本 0112341430 日本絵巻物全集 第10巻 角川書店編集部‖編 I721/ﾆ/10 角川書店
本 0112341449 日本絵巻物全集 11巻 角川書店編集部‖編 I721/ﾆ/11 角川書店
本 0112341458 日本絵巻物全集 12巻 角川書店編集部‖編 I721/ﾆ/12 角川書店
本 0112341467 日本絵巻物全集 13巻 角川書店編集部‖編 I721/ﾆ/13 角川書店
本 0112341476 日本絵巻物全集 14巻 角川書店編集部‖編 I721/ﾆ/14 角川書店
本 0112341485 日本絵巻物全集 15巻 角川書店編集部‖編 I721/ﾆ/15 角川書店
本 0112341494 日本絵巻物全集 16巻 角川書店編集部‖編 I721/ﾆ/16 角川書店
本 0112341500 日本絵巻物全集 17巻 角川書店編集部‖編 I721/ﾆ/17 角川書店
本 0112341519 日本絵巻物全集 18巻 角川書店編集部‖編 I721/ﾆ/18 角川書店
本 0112341528 日本絵巻物全集 19巻 角川書店編集部‖編 I721/ﾆ/19 角川書店
本 0112341537 日本絵巻物全集 20 角川書店編集部‖編 I721/ﾆ/20 角川書店
本 0112341546 日本絵巻物全集 21 角川書店編集部‖編 I721/ﾆ/21 角川書店
本 0112341555 日本絵巻物全集 22巻 角川書店編集部‖編 I721/ﾆ/22 角川書店
本 0112341564 日本絵巻物全集 23 角川書店編集部‖編 I721/ﾆ/23 角川書店
本 0112341573 日本絵巻物全集 24巻 角川書店編集部‖編 I721/ﾆ/24 角川書店
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本 0112346792 日本美術絵画全集 第1巻 座右宝刊行会‖編 I721/ﾆ/1 集英社
本 0112345105 日本美術絵画全集 第14巻 座右宝刊行会‖編 I721/ﾆ/14 集英社
本 0112346809 日本美術絵画全集 第2巻 座右宝刊行会‖編 I721/ﾆ/2 集英社
本 0112966407 白隠 白隠‖[画] 竹内  尚次‖編著 I721/ﾊ 筑摩書房
本 0112958540 秘宝  三十六歌仙の流転 馬場  あき子‖著 NHK取材班‖著 I721/ﾊﾞ 日本放送出版協会
本 0112966540 東山魁夷の人と芸術 I721/ﾋ 日本美術社
本 0112986591 東山魁夷「樹々は語る」展 [東山  魁夷‖画] I721/ﾋ 日本経済新聞社
本 0112966489 東山魁夷自選画集 [東山  魁夷‖著] I721/ﾋ 美術出版社
本 0112971776 朝明けの潮 東山  魁夷‖[画] I721/ﾋ [銀座松屋]
本 0112976815 東山魁夷昭和三大障壁画 東山  魁夷‖著 I721/ﾋ 実業之日本社
本 0112961466 京洛四季 東山  魁夷‖著 I721/ﾋ 新潮社
本 0112966915 窓 東山  魁夷‖著 I721/ﾋ 新潮社
本 0112966559 森と湖の国 東山  魁夷‖著 I721/ﾋ 美術出版社
本 0112346346 白い馬の見える風景 東山 魁夷‖著 I721/ﾋ 新潮社
本 0112966684 平山郁夫 平山  郁夫‖[画] I721/ﾋ 三彩社
本 0112966657 平山郁夫欧州写生絵巻 1 [平山  郁夫‖著] 座右宝刊行会‖編 I721/ﾋ/1 小学館
本 0112966666 平山郁夫欧州写生絵巻 2 [平山  郁夫‖著] 座右宝刊行会‖編 I721/ﾋ/2 小学館
本 0112966675 平山郁夫欧州写生絵巻 3 [平山  郁夫‖著] 座右宝刊行会‖編 I721/ﾋ/3 小学館
本 0112336614 東山魁夷画文集 1 東山 魁夷‖著 I721/ﾋ/1 新潮社
本 0112336623 東山魁夷画文集 2 東山 魁夷‖著 I721/ﾋ/2 新潮社
本 0112336632 東山魁夷画文集 3 東山 魁夷‖著 I721/ﾋ/3 新潮社
本 0112336641 東山魁夷画文集 4 東山 魁夷‖著 I721/ﾋ/4 新潮社
本 0112336650 東山魁夷画文集 5 東山 魁夷‖著 I721/ﾋ/5 新潮社
本 0112336669 東山魁夷画文集 6 東山 魁夷‖著 I721/ﾋ/6 新潮社
本 0112336678 東山魁夷画文集 7 東山 魁夷‖著 I721/ﾋ/7 新潮社
本 0112336687 東山魁夷画文集 8 東山 魁夷‖著 I721/ﾋ/8 新潮社
本 0112336696 東山魁夷画文集 9 東山 魁夷‖著 I721/ﾋ/9 新潮社
本 0112336703 東山魁夷画文集 10 東山 魁夷‖著 I721/ﾋ/10 新潮社
本 0112336712 東山魁夷画文集 別巻 東山 魁夷‖著 I721/ﾋ/ﾍﾞﾂ 新潮社
本 0112974504 浮世絵 藤懸  静也‖著 I721/ﾌ 雄山閣
本 0112950405 平安仏画 奈良国立博物館‖編集 I721/ﾍ 奈良国立博物館
本 0112362746 北斎と広重 2 [葛飾  北斎‖画] [安藤  広重‖画] I721/ﾎ/2 講談社
本 0112955268 北斎と広重 4 [葛飾  北斎‖画] [安藤  広重‖画] I721/ﾎ/4 講談社
本 0112979055 北斎と広重 5 [葛飾  北斎‖画] [安藤  広重‖画] I721/ﾎ/5 講談社
本 0112958470 北斎と広重 6 [葛飾  北斎‖画] [安藤  広重‖画] I721/ﾎ/6 講談社
本 0112981729 北斎と広重 7 [葛飾  北斎‖画] [安藤  広重‖画] I721/ﾎ/7 講談社
本 0112336892 北斎と広重 8 [葛飾  北斎‖画] [安藤  広重‖画] I721/ﾎ/8 講談社
本 0112347363 鉄斎 [富岡 鉄斎‖画] 正宗 得三郎‖著 I721/ﾏ 平凡社
本 0112967567 本朝画人伝 村松  梢風‖著 I721/ﾑ 中央美術社
本 0112957925 靫彦 [安田  靫彦‖画] 小高根  太郎‖編 I721/ﾔ 大日本雄弁会講談社
本 0112954241 歴代画論 唐宋元編 青木  正児‖編訳 奥村  伊九良‖編 I722/ｱ 弘文堂書房
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本 0112363816 東洋美術史の研究 澤村 専太郎‖著 I722/ｻ 星野書店
本 0112339050 中國繪畫總合圖録 [正編]第1巻 I722/ﾁ/1 東京大学出版会
本 0112339069 中國繪畫總合圖録 [正編]第2巻 I722/ﾁ/2 東京大学出版会
本 0112339078 中國繪畫總合圖録 [正編]第3巻 I722/ﾁ/3 東京大学出版会
本 0112339087 中國繪畫總合圖録 [正編]第4巻 I722/ﾁ/4 東京大学出版会
本 0112339096 中國繪畫總合圖録 [正編]第5巻 I722/ﾁ/5 東京大学出版会
本 0112339871 中国書画話 長尾 雨山‖著 I722/ﾅ 筑摩書房
本 0112964132 支那絵画史 内藤  虎次郎‖著 I722/ﾅ 弘文堂書房
本 0112964178 支那画人研究 八幡  関太郎‖著 I722/ﾔ 明治書房
本 0112364352 有本利夫展 1980 有本 利夫‖画 I723/ｱ/80 弥生画廊
本 0112364316 有本利夫展 1981 有本 利夫‖画 I723/ｱ/81 弥生画廊
本 0112364325 有本利夫展 1982 有本 利夫‖画 I723/ｱ/82 弥生画廊
本 0112364334 有本利夫展 1983 有本 利夫‖画 I723/ｱ/83 弥生画廊
本 0112364343 有本利夫展 1986 有本 利夫‖画 I723/ｱ/86 弥生画廊
本 0112364361 有本利夫展 1987 有本 利夫‖画 I723/ｱ/87 弥生画廊
本 0112364370 有本利夫展 1989 有本 利夫‖画 I723/ｱ/89 弥生画廊
本 0112352695 西洋名画の謎 井出 洋一郎‖著 I723/ｲ 小学館
本 0113019670 石本正素描集 石本  正‖画 I723/ｲ 弥生画廊
本 0112967102 世界の名画 1 今泉  篤男‖編集責任 岡  鹿之助‖ I723/ｲ/1 美術出版社
本 0112967111 世界の名画 2 今泉  篤男‖編集責任 岡  鹿之助‖ I723/ｲ/2 美術出版社
本 0112967120 世界の名画 3 今泉  篤男‖編集責任 岡  鹿之助‖ I723/ｲ/3 美術出版社
本 0112967139 世界の名画 4 今泉  篤男‖編集責任 岡  鹿之助‖ I723/ｲ/4 美術出版社
本 0112967148 世界の名画 5 今泉  篤男‖編集責任 岡  鹿之助‖ I723/ｲ/5 美術出版社
本 0112967157 世界の名画 6 今泉  篤男‖編集責任 岡  鹿之助‖ I723/ｲ/6 美術出版社
本 0112972784 アンリー・ルッソー ヴィルヘルム  ウーデ‖著 野村  滋 I723/ｳ 創芸社
本 0112953894 フランドル画家論抄 宇田川  嘉彦‖著 I723/ｳ 洸林堂書房
本 0112971927 危ない曲り角 ヴラマンク‖作 税所  篤二‖訳 I723/ｳﾞ 建設社
本 0112984209 絵画鑑賞入門 リオネロ  ヴェントゥーリ‖[著] 石 I723/ｳﾞ みすず書房
本 0113019698 ヴェラスケス  画集と評伝 古澤  岩美‖編 I723/ｳﾞ 梧桐書院
本 0112983843 荻須高徳画集 [荻須  高徳‖画] 為永  清司‖編 I723/ｵ 毎日新聞社
本 0112984726 カナの饗宴 大久保  泰‖著 I723/ｵ 美術出版社
本 0112963874 西洋秘画集 烏森  与一‖著 I723/ｶ ベストセラーズ
本 0112983077 香月泰男 香月  泰男‖[画] I723/ｶ 弥生画廊
本 0112352622 春夏秋冬 香月 泰男‖絵と文 谷川 俊太郎‖編 I723/ｶ 新潮社
本 0112967512 直感の海へ 柏原  えつとむ‖[著] 正木  基‖編 I723/ｶ 現代企画室
本 0112981015 岸田劉生展 [岸田  劉生‖画] 東京国立近代美術 I723/ｷ 朝日新聞社
本 0112971446 木村荘八全集 第1巻 木村  荘八‖著 I723/ｷ/1 講談社
本 0112971455 木村荘八全集 第2巻 木村  荘八‖著 I723/ｷ/2 講談社
本 0112971464 木村荘八全集 第3巻 木村  荘八‖著 I723/ｷ/3 講談社
本 0112971473 木村荘八全集 第4巻 木村  荘八‖著 I723/ｷ/4 講談社
本 0112971482 木村荘八全集 第5巻 木村  荘八‖著 I723/ｷ/5 講談社
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本 0112971491 木村荘八全集 第6巻 木村  荘八‖著 I723/ｷ/6 講談社
本 0112971507 木村荘八全集 第7巻 木村  荘八‖著 I723/ｷ/7 講談社
本 0112960519 ティチアン クナツクフス‖著 岩崎  真澄‖訳 I723/ｸ 日本美術学院
本 0112984174 絵画の見かた ケネス  クラーク‖[著] 高階  秀爾 I723/ｸ 白水社
本 0112950842 風景画論 ケネス  クラーク‖著 佐々木  英也 I723/ｸ 岩崎美術社
本 0112351785 ベスト・オブ・ビアズリー ケネス・クラーク‖著 河村 錠一郎 I723/ｸ 白水社
本 0112337427 虫時雨 熊谷 守一‖著 I723/ｸ 世界文化社
本 0112978001 グレコ 黒田  重太郎‖著 I723/ｸ アルス
本 0112975424 木村荘八 倉田  三郎‖著 I723/ｸ 造形社
本 0112988214 グリューネヴァルトの素描 グリューネヴァルト‖[画] 高橋  恒 I723/ｸﾞ 岩崎美術社
本 0113018788 小磯良平画集 I723/ｺ 求竜堂
本 0112967442 コンスタブル コンスタブル‖画 ジョン  ウォーカ I723/ｺ 美術出版社
本 0112354238 コクトー アラゴン美をめぐる対話 ジャン・コクトー‖著 ルイ・アラゴ I723/ｺ 筑摩書房
本 0112953518 ジオット 河野  桐谷‖著 I723/ｺ 日本美術学院
本 0112984192 絵画の父プッサン 近藤  昭‖[著] I723/ｺ 新潮社
本 0112989375 小磯良平展 小磯  良平‖[画] 小磯良平展運営委 I723/ｺ 東急百貨店
本 0113019322 小松崎邦雄作品集 小松崎  邦雄‖画 I723/ｺ 弥生画廊
本 0112979340 ゴヤ論  サチュルヌ アンドレ・マルロー‖著 竹本  忠雄 I723/ｺﾞ 新潮社
本 0112972169 兄ゴッホの思ひ出 エリザベス  ヴァン  ゴッホ‖著 近 I723/ｺﾞ 改造社
本 0112979803 ゴーギャン展 ゴーギャン‖[画] ゴーギャン展カタ I723/ｺﾞ 読売新聞社
本 0112979849 ゴーガン シャルル  モリイス‖著 成田  重郎 I723/ｺﾞ 万里閣
本 0112979331 ゴヤ伝 ジョルジュ  グラップ‖[著] 高橋  I723/ｺﾞ 甲鳥書林
本 0113018476 ゴヤの藝術 ダニエル・リッチ・カットン‖編 I723/ｺﾞ 創藝社
本 0112958853 夜の向日葵 テオ  ファン  ホッホ‖[著] 式場  I723/ｺﾞ 畝傍書房
本 0112357636 ポール・ゴーガン ベリル・ベツカー‖著 村上 信彦‖ I723/ｺﾞ 淡海堂出版
本 0113016833 ヴァン・ゴッホ画集と評傳 ユリウス・マイヤー・グレーフェ‖ I723/ｺﾞ 創藝社
本 0113019689 ゴヤ  画集と評伝 古澤  岩美‖編 I723/ｺﾞ 梧桐書院
本 0112976352 ゴッホ 前篇 ギュスタヴ  コキオ‖著 成田  重郎 I723/ｺﾞ/1 東京堂
本 0112976361 ゴッホ 後篇 ギュスタヴ  コキオ‖著 成田  重郎 I723/ｺﾞ/2 東京堂
本 0112958693 佐伯祐三とエコール・ド・パリの仲間たち展 佐伯  祐三‖[ほか画] 笠間日動美術 I723/ｻ 大阪市
本 0112958684 佐伯祐三展 佐伯  祐三‖[画] 佐伯祐三展カタロ I723/ｻ 朝日新聞東京本社企画部
本 0112978145 クールベ 坂崎 坦‖著 I723/ｻ 岩波書店
本 0112964757 シャガール展 シャガール‖[画] ドニ  ミヨー‖編 I723/ｼ アート・フレンド・アソシ
本 0112961135 ロートレック 式場  隆三郎‖著 I723/ｼ 二見書房
本 0113022416 ヴェネチアの光 進藤  蕃‖著 I723/ｼ 東京梅田画廊
本 0112353578 セザンヌ ヴォルラアル‖著 成田 重郎‖訳 I723/ｾ 東京堂
本 0112353569 セザンヌ ジョン・リウォルド‖[著] 森 満二 I723/ｾ 青磁社
本 0112952859 セザンヌの手紙 セザンヌ‖[著] ジョン  リウォルド I723/ｾ 日下部書店
本 0112952788 セザンヌとその時代 ユリウス  マイヤー  グレーフェ‖ I723/ｾ 創芸社
本 0112366494 日曜日のセザンヌ レオ・ラルギエ‖著 古川 達雄‖訳 I723/ｾ 二見書房
本 0112967219 全和凰画集 全  和凰‖著 I723/ｾﾞ 求竜堂
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本 0112342117 世界の名画 1 井上 靖‖編集委員 高階 秀爾‖編集 I723/ｾ/1 中央公論社
本 0112342126 世界の名画 2 井上 靖‖編集委員 高階 秀爾‖編集 I723/ｾ/2 中央公論社
本 0112342135 世界の名画 3 井上 靖‖編集委員 高階 秀爾‖編集 I723/ｾ/3 中央公論社
本 0112342144 世界の名画 4 井上 靖‖編集委員 高階 秀爾‖編集 I723/ｾ/4 中央公論社
本 0112342153 世界の名画 5 井上 靖‖編集委員 高階 秀爾‖編集 I723/ｾ/5 中央公論社
本 0112342162 世界の名画 6 井上 靖‖編集委員 高階 秀爾‖編集 I723/ｾ/6 中央公論社
本 0112342171 世界の名画 7 井上 靖‖編集委員 高階 秀爾‖編集 I723/ｾ/7 中央公論社
本 0112342180 世界の名画 8 井上 靖‖編集委員 高階 秀爾‖編集 I723/ｾ/8 中央公論社
本 0112342199 世界の名画 9 井上 靖‖編集委員 高階 秀爾‖編集 I723/ｾ/9 中央公論社
本 0112342206 世界の名画 10 井上 靖‖編集委員 高階 秀爾‖編集 I723/ｾ/10 中央公論社
本 0112342215 世界の名画 11 井上 靖‖編集委員 高階 秀爾‖編集 I723/ｾ/11 中央公論社
本 0112342224 世界の名画 12 井上 靖‖編集委員 高階 秀爾‖編集 I723/ｾ/12 中央公論社
本 0112342233 世界の名画 13 井上 靖‖編集委員 高階 秀爾‖編集 I723/ｾ/13 中央公論社
本 0112342242 世界の名画 14 井上 靖‖編集委員 高階 秀爾‖編集 I723/ｾ/14 中央公論社
本 0112342251 世界の名画 15 井上 靖‖編集委員 高階 秀爾‖編集 I723/ｾ/15 中央公論社
本 0112342260 世界の名画 16 井上 靖‖編集委員 高階 秀爾‖編集 I723/ｾ/16 中央公論社
本 0112342279 世界の名画 17 井上 靖‖編集委員 高階 秀爾‖編集 I723/ｾ/17 中央公論社
本 0112342288 世界の名画 18 井上 靖‖編集委員 高階 秀爾‖編集 I723/ｾ/18 中央公論社
本 0112342297 世界の名画 19 井上 靖‖編集委員 高階 秀爾‖編集 I723/ｾ/19 中央公論社
本 0112342304 世界の名画 20 井上 靖‖編集委員 高階 秀爾‖編集 I723/ｾ/20 中央公論社
本 0112342313 世界の名画 21 井上 靖‖編集委員 高階 秀爾‖編集 I723/ｾ/21 中央公論社
本 0112342322 世界の名画 22 井上 靖‖編集委員 高階 秀爾‖編集 I723/ｾ/22 中央公論社
本 0112342331 世界の名画 23 井上 靖‖編集委員 高階 秀爾‖編集 I723/ｾ/23 中央公論社
本 0112342340 世界の名画 24 井上 靖‖編集委員 高階 秀爾‖編集 I723/ｾ/24 中央公論社
本 0112353300 名画を見る眼 [正] 高階 秀爾‖著 I723/ﾀ 岩波書店
本 0112353293 名画を見る眼 続 高階 秀爾‖著 I723/ﾀ 岩波書店
本 0112954722 三人の巨匠 田近  憲三‖著 I723/ﾀ 時事通信社
本 0112345114 田村一男画集 田村 一男‖著 I723/ﾀ 朝日新聞社
本 0113014005 グレコとベラスケス ウジェーヌ・ダビ‖著 吉川  逸治‖ I723/ﾀﾞ 筑摩書房
本 0112961153 詩想の画家ジョルジョーネ 辻  茂‖著 I723/ﾂ 新潮社
本 0112361523 デューラー [エミール・ワルドマン‖著] 塩谷 I723/ﾃﾞ 梧桐書院
本 0112361514 デューラー アンリ・ルウジョン‖[著] 成田 重 I723/ﾃﾞ 二見書房
本 0112361505 デューラー素描 デューラー‖[画] 土方 定一‖著 I723/ﾃﾞ 創芸社
本 0112361532 デューラー 前川 誠郎‖著 I723/ﾃﾞ 岩崎美術社
本 0112361499 デュフイの歌 大久保 泰‖著 I723/ﾃﾞ 毎日新聞社
本 0112363987 ドガ ヴオラアル‖[著] 小野 忠重‖訳 I723/ﾄﾞ 双林社
本 0112966880 聖書画集 ギュスターヴ  ドレ‖[画] I723/ﾄﾞ 座右宝刊行会
本 0112364708 ドラクロアの日記 ドラクロア‖[著] 中井 愛‖訳 I723/ﾄﾞ 石原求竜堂
本 0112364691 ドラクロアの日記 第1巻 ドラクロア‖[著] 中井 愛‖訳 I723/ﾄﾞ 石原求竜堂出版部
本 0112364744 ドラクロワ展図録 ドラクロワ‖画 I723/ﾄﾞ 朝日新聞社
本 0112951510 ルオー ベルナール  ドリヴァル‖著 高階  I723/ﾄﾞ 美術出版社
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本 0112364717 ドラクロア 古沢 岩美‖編 I723/ﾄﾞ 梧桐書院
本 0112364735 世界美術全集 14 座右宝刊行会‖編集 I723/ﾄﾞ 小学館
本 0112364726 ドラクロワ 寺田 透‖著 I723/ﾄﾞ 東京大学出版会
本 0112365324 中西利雄展 中西 利雄‖[画] I723/ﾅ
本 0112967424 中川一政展 中川  一政‖[画] 朝日新聞東京本社 I723/ﾅ 朝日新聞東京本社企画部
本 0112365459 中村研一遺作集 中村 研一‖著 福岡県文化会館‖編 I723/ﾅ 福岡県文化会館
本 0112957015 屋根と窓 中沢  弘光‖著 I723/ﾅ 有光社
本 0112365164 中谷貞彦展 中谷 貞彦‖[画] 小山敬三美術振興 I723/ﾅ 小山敬三美術振興財団
本 0113022327 花崎利善油絵作品集 花崎  利善‖画 I723/ﾊ 双樹社
本 0112976101 エル・グレコ モーリス  バレス‖[著] 関口  俊吾 I723/ﾊﾞ 白水社
本 0112347595 ラファエル前派の夢 ティモシー・ヒルトン‖著 岡田 隆 I723/ﾋ 白水社
本 0112362639 ドイツ・ルネサンスの画家たち 土方  定一‖著 I723/ﾋ 美術出版社
本 0112953910 ブリューゲル 土方  定一‖著 I723/ﾋ 美術出版社
本 0112972962 イカロスの墜落 パブロ  ピカソ‖絵 ガエタン  ピコ I723/ﾋﾟ 新潮社
本 0112961484 ピカソと其の友達 フエルナンド  オリヴィエ‖[著] 益 I723/ﾋﾟ 筑摩書房
本 0112966826 フェルメール全作品 フェルメール‖著 中山  公男‖編著 I723/ﾌ 中央公論社
本 0112355068 フェルメール ヨハネス・フェルメール‖画 黒江 I723/ﾌ 新潮社
本 0112356414 フランスを中心とする17世紀ヨーロッパ名画展 秋山 光和‖[ほか]編集 I723/ﾌ 東京国立博物館
本 0112974354 印象派時代 福島  繁太郎‖著 I723/ﾌ 石原求竜堂
本 0112979117 エコール・ド・パリ 1 福島  繁太郎‖著 I723/ﾌ 東京出版
本 0112966808 素描の魅惑への案内 ブールデル‖[画] 土方  定一‖監修 I723/ﾌﾞ 求竜堂
本 0113018494 ブリアンションとその周辺展 吉井画廊‖編 I723/ﾌﾞ 吉井画廊
本 0112979126 エコール・ド・パリ 1 福島  繁太郎‖著 I723/ﾌ/1 新潮社
本 0112979135 エコール・ド・パリ 2 福島  繁太郎‖著 I723/ﾌ/2 新潮社
本 0112979144 エコール・ド・パリ 3 福島  繁太郎‖著 I723/ﾌ/3 新潮社
本 0112950799 文芸復興期フィレンツェ派の巨匠達 [ベルンハルド  ベレンソン‖著] 杉 I723/ﾍﾞ アトリエ社
本 0112967362 ルネッサンスのイタリア画家 B  ベレンソン‖著 山田  智三郎‖[ I723/ﾍﾞ 新潮社
本 0112953616 文芸復興期シヱナ及ウムブリアの画家 ベレンソン‖原著 菅原  芳郎‖共訳 I723/ﾍﾞ アトリヱ社
本 0112358092 ボッティチェルリ サンドロ・ボッティチェルリ‖画 小 I723/ﾎﾞ 新潮社
本 0112957113 美術評論 ボードレエル‖[著] 望月  百合子‖ I723/ﾎﾞ ふらんす書房
本 0112962152 ロマン派の絵画 ボードレエル‖[著] 望月  百合子‖ I723/ﾎﾞ ふらんす書房
本 0112351892 ボッティチェルリの素描 ボッティチェルリ‖[画] 浜谷 勝也 I723/ﾎﾞ 岩崎美術社
本 0112358500 ポンペイの壁画 足立 源一郎‖著 I723/ﾎﾟ アトリヱ社
本 0113014434 エドワール・マネ ユリウス・マイヤー・グレーフェ‖ I723/ﾏ 創藝社
本 0112359509 マネ 富永  次郎‖著 I723/ﾏ アトリヱ社
本 0112951093 宮崎進作品集 宮崎  進‖[画] I723/ﾐ 彌生画廊
本 0112966425 三岸節子華 三岸  節子‖著 I723/ﾐ 求竜堂
本 0112962731 ワトオ 三輪  福松‖著 I723/ﾐ アトリヱ社
本 0112965293 十九世紀仏国絵画史 リヒヤルド  ムウテル‖著 木下  杢 I723/ﾑ 甲鳥書林
本 0112955428 民家を主とした向井潤吉油彩展 向井  潤吉‖[画] I723/ﾑ [高島屋]
本 0113017814 棟方志功畫集 日本板画院‖編 I723/ﾑ 昭森社
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本 0112963179 コロの生涯と作品 エティエンヌ  モロ  ネラトン‖著 I723/ﾓ 日本公論社
本 0112966862 山口薫 第2集 山口  薫‖著 I723/ﾔ 求竜堂
本 0112957257 山口長男作品集 山口  長男‖[画] 弥生画廊‖編集 I723/ﾔ 弥生画廊
本 0112958005 ユトリロ フランシス  カルコ‖作 古川  達雄 I723/ﾕ 二見書房
本 0112960207 ラファエルの素描(装丁に破損あり) 柳  亮‖著 I723/ﾗ 創芸社
本 0112952172 ルーベンス ヴェルハーレン‖[著] 土井  義信‖ I723/ﾙ 甲鳥書林
本 0112952047 ルノワル ヴォラアル‖著 成田  重郎‖訳 I723/ﾙ 東京堂
本 0112952190 ルーベンスの回想 ヤーコプ  ブルクハルト‖[著] 浅井 I723/ﾙ 二見書房
本 0112951538 ルオーとその周辺展 ルオー‖[画] I723/ﾙ 弥生画廊
本 0112952181 ルーベンス 古沢  岩美‖編 I723/ﾙ 梧桐書院
本 0112954321 ルウベンス 長原  孝太郎‖著 I723/ﾙ アルス
本 0112960966 レムブラントとその時代 上巻 ヘンドリック  ヴァン  ルーン‖著 I723/ﾚ 九鬼書房
本 0112960984 レンブラント ルードウィヒ‖[著] 土井  義信‖訳 I723/ﾚ 甲鳥書林
本 0112952109 レオナルド・ダ・ヴインチ レオナルド  ダ  ヴィンチ‖[画] 柳 I723/ﾚ 春鳥会
本 0112960975 レムブラント 嘉門  安雄‖著 I723/ﾚ 侑秀書房
本 0113012873 評伝レンブラント・ファン・レイン 土方  定一‖著 I723/ﾚ 新潮社
本 0112952074 随筆レオナルド・ダ・ヴィンチ 矢代  幸雄‖著 I723/ﾚ 朝日新聞社
本 0112352524 西洋名画の魅力 渡辺 健治‖著 I723/ﾜ 近藤出版社
本 0113011650 寓意と象徴  絵画の眼に映る世界と映らない世界 渡邊健治‖著 I723/ﾜ 森重出版
本 0112357618 墨光堂九十年のあゆみ 岡墨光堂‖編集 I724/ｵ 岡岩太郎
本 0112961867 静物を描く 堀内  規次‖[著] I724/ﾎ 美術出版社
本 0112984156 絵画 モロオ  ヴオチエー‖[著] 大森  啓 I724/ﾓ 春鳥会
本 0112336277 のらくろ一代記 田河 水泡‖著 高見沢 潤子‖著 I726/ﾀ 講談社
本 0112960387 書の美 綾村  勝次‖著 I728/ｱ 全国書房
本 0112963259 渾斎近墨 会津  八一‖著 I728/ｱ 春鳥会
本 0113014336 書聖梧竹と書の鑑賞 海老塚  四郎兵衛‖著 I728/ｴ 明玄書房
本 0112988884 現代字体字典 日本書道教育研究所‖編 I728/ｹﾞ 講談社
本 0112335973 野の書 榊 莫山‖著 I728/ｻ 創元社
本 0112960369 書の美 財津  永次‖著 I728/ｻﾞ 社会思想社
本 0112346293 書道芸術 第16巻 中田 勇次郎‖責任編集 I728/ｼ 中央公論社
本 0112350928 書道全集 第1巻 I728/ｼ/1 平凡社
本 0112350937 書道全集 第2巻 I728/ｼ/2 平凡社
本 0112350946 書道全集 第3巻 I728/ｼ/3 平凡社
本 0112350955 書道全集 第4巻 I728/ｼ/4 平凡社
本 0112350964 書道全集 第6巻 I728/ｼ/6 平凡社
本 0113016995 手紙  人と書 1 小松  茂美‖編 I728/ﾃ/1 二玄社
本 0112989712 考槃余事 屠  隆‖著 中田  勇次郎‖訳 I728/ﾄ 弘文堂書房
本 0112367260 日本の書 東京国立博物館‖編集 I728/ﾆ 東京国立博物館
本 0112334778 書人外書伝 疋田 寛吉‖著 I728/ﾋ 読売新聞社
本 0112967399 日本の書 4 I728/ﾌ 中央公論社
本 0112984511 うつくしい書 町  春草‖著 I728/ﾏ 婦人画報社
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本 0112342938 子規遺墨 第1巻 正岡 子規‖著 山上 次郎‖監修 I728/ﾏ/1 求龍堂
本 0112342947 子規遺墨 第2巻 正岡 子規‖著 山上 次郎‖監修 I728/ﾏ/2 求龍堂
本 0112342956 子規遺墨 第3巻 正岡 子規‖著 山上 次郎‖監修 I728/ﾏ/3 求龍堂
本 0112962946 Sam  Francis Sam  Francis‖[作] I730/ﾌ 弥生画廊
本 0112973499 板散華 棟方  志功‖著 I730/ﾑ 山口書店
本 0113013131 月映(つくはえ)の画家たち 田中 清光‖著 I732/ﾀ 筑摩書房
本 0112358476 ゑげれすいろは人物 川上 澄生‖著 I733/ｶ 竜星閣
本 0113017725 特命全権大使『米欧回覧実記』銅版画集 久米美術館‖編 I735/ﾄ 久米美術館
本 0112355834 写真の読みかた 名取 洋之助‖著 I740/ﾅ 岩波書店
本 0112962651 私のライカ 吉川  速男‖著 I742/ﾖ 玄光社
本 0112359714 スキー写真術 柴崎  高陽‖著 I743/ｼ アルス
本 0113017002 女性美の写し方 堀野  正雄‖著 I743/ﾎ 新潮社
本 0112966247 高瀬渓谷 荒川  久治‖写真 栗田  貞多男‖写 I748/ｱ 春秋社
本 0112346024 成吉思汗の末裔 宇佐美 博幸‖写真 工藤 美代子‖文 I748/ｳ ベースボール・マガジン社
本 0112966844 富士 岡田  紅陽‖著 I748/ｵ 求竜堂
本 0112967326 山岳飛翔 大森  弘一郎‖写真撮影 I748/ｵ 岩波書店
本 0112966960 みちのくの山 尾白  明夫‖著 竹ケ原  陽一郎‖著 I748/ｵ 朝日新聞社
本 0112353612 山稜玻璃 三宅 修‖撮影 串田 孫一‖詩・文 I748/ｻ 時事通信社
本 0112347443 嵯峨野 浅野 喜市‖写真 松本 清張‖[ほか] I748/ｻ 光村推古書院
本 0112967068 雪国 島田  謹介‖[撮影] I748/ｼ 暮しの手帖社
本 0112966381 日本の竹 高間  新治‖著 I748/ﾀ 研光社
本 0112967086 山の季節 田淵  行男‖著 I748/ﾀ 朝日新聞社
本 0112966648 風景 土門  拳‖写真と書 I748/ﾄﾞ 矢来書院
本 0112966274 日本の四季 [正] I748/ﾆ 毎日新聞社
本 0112966283 日本の四季 続 I748/ﾆ 毎日新聞社
本 0112962107 わが心の山 日本山岳写真集団‖著 I748/ﾆ 角川書店
本 0112335633 眠る5分まえに見る本 渋川 育由‖編 I748/ﾈ/1 河出書房新社
本 0112335642 眠る5分まえに見る本 Part 3 渋川 育由‖編 I748/ﾈ/3 河出書房新社
本 0112335651 眠る5分まえに見る本 Part 4 渋川 育由‖編 I748/ﾈ/4 河出書房新社
本 0112966602 瓢湖の白鳥 羽賀  康夫‖写真 嘉門  安雄‖[ほ I748/ﾊ 毎日新聞社
本 0112339014 空から見た日本 樋口 進‖著 I748/ﾋ 文芸春秋新社
本 0113017510 ライカ撮影全集 真継  不二夫‖著 I748/ﾏ 玄光社
本 0113018671 洛東法然院 水野  克比古‖写真 I748/ﾐ 本山獅子谷法然院
本 0112974345 印刷 内外出版印刷‖編輯 I749/ｲ 内外出版印刷
本 0112962704 私の念願 柳  宗悦‖著 I750/ﾔ 不二書房
本 0112989437 工芸文化 柳  宗悦‖著 I750/ﾔ 文芸春秋社
本 0112352418 民と美 上 柳 宗悦‖著 I750/ﾔ/1 靖文社
本 0112352427 民と美 下 柳 宗悦‖著 I750/ﾔ/2 靖文社
本 0112362853 陶器十五話 小野  賢一郎‖著 I751/ｵ 寳雲舎
本 0112362844 陶器を中心に 小野 賢一郎‖著 I751/ｵ 万里閣書房
本 0112337285 茶碗鑑賞の書 小野 賢一郎‖著 I751/ｵ 寳雲舎
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本 0112363549 陶片 大河内 正敏‖著 I751/ｵ 鉄塔書院
本 0112964677 清水六兵衛回顧展 [清水  六兵衛‖作] I751/ｷ 清水六兵衛回顧展実行委員
本 0113022522 近代巨匠陶芸展 [日本橋三越美術部]‖編 I751/ｷ [同美印刷]
本 0113019714 古代ガラスのロマン  日本板硝子コレクション I751/ｺ 日本板硝子
本 0112964454 支那青磁史稿 小山  富士夫‖著 I751/ｺ 文中堂
本 0113015193 支那陶瓷見聞録 ダントルコール‖著 小林  太市郎‖ I751/ﾀﾞ 第一書房
本 0112364502 徳利と盃と私 I751/ﾄ 光芸出版
本 0112363781 東洋陶磁展 I751/ﾄ 東京国立博物館
本 0112363166 陶磁大系 38 I751/ﾄ/38 平凡社
本 0112990602 陶磁大系 44 I751/ﾄ/44 平凡社
本 0112966434 埴輪美 野間  清六‖編 I751/ﾊ 聚楽社
本 0112961313 祥瑞 満岡  忠成‖編輯 I751/ﾐ 滴翠美術館
本 0112991344 古陶古仏 山口  諭助‖著 I751/ﾔ 寳雲舎
本 0112951388 万葉染色考 上村  六郎‖著 辰巳  利文‖著 I753/ｳ 古今書院
本 0112985814 新修神護寺経帙錦綾私見 [佐々木  信三郎‖著] I753/ｶ/1 川島織物研究所
本 0112985823 新修日本上代織技の研究 I753/ｶ/2 川島織物研究所
本 0112985805 羅技私考 [佐々木  信三郎‖著] I753/ｶ/4 川島織物研究所
本 0112979215 ひも 道明 新兵衛‖著 I753/ﾄﾞ 学生社
本 0112985556 紙のフォルム [1] 尾川 宏‖著 I754/ｵ 求竜堂
本 0112989516 古玩随語 伊東  祐淳‖著 I756/ｲ 創樹社美術出版
本 0113020409 楽器 樋口  隆康‖編 I756/ｶﾞ 泉屋博古館
本 0113020374 鏡鑑 樋口  隆康‖編 I756/ｷ 泉屋博古館
本 0113020365 鏡鑑 樋口  隆康‖編 I756/ｷ 泉屋博古館
本 0113003749 新修泉屋清賞 図録 I756/ｼ 泉屋博古館
本 0113020383 食器 樋口  隆康‖編 I756/ｼ 泉屋博古館
本 0113020212 酒器 Ⅰ 樋口  隆康‖編 I756/ｼ/1 泉屋博古館
本 0113020356 酒器 Ⅱ 樋口  隆康‖編 I756/ｼ/2 泉屋博古館
本 0112354773 生活とデザイン パウルソン‖著 パウルソン‖著 I757/ﾊﾟ 美術出版社
本 0112356101 自分色・発見事典 ヨシタ ミチコ‖著 I757/ﾖ 祥伝社
本 0112957444 美術様式論 アロイス  リイグル‖著 長広  敏雄 I757/ﾘ 座右宝刊行会
本 0113018779 鹿児島寿蔵の世界  人間国宝 西宮市大谷記念美術館‖編 I759/ｶ 西宮市大谷記念美術館
本 0113019144 鹿児島成恵  紙塑人形展 西部アート・フォーラム‖編 I759/ｶ 西部アート・フォーラム
本 0113018760 鹿児島寿蔵人形作品集  人間国宝 朝日新聞西部本社‖編 I759/ｶ 朝日新聞西部本社企画部
本 0113018751 鹿児島寿蔵のすべて  人間国宝  人形と短歌にかけた 朝日新聞西部本社企画部‖編 I759/ｶ 朝日新聞西部本社企画部
本 0113002410 人形工芸 東京国立近代美術館‖編集 I759/ﾆ 東京国立近代美術館
本 0112960902 名曲決定盤 あらえびす‖[著] I760/ｱ 中央公論社
本 0112367153 日本の耳 小倉 朗‖著 I760/ｵ 岩波書店
本 0112983344 音楽そのほか 大田黒  元雄‖著 I760/ｵ 第一書房
本 0112960911 レコード音楽夜話 久礼  伝三‖著 I760/ｸ 内田老鶴圃
本 0112974675 歌をなくした日本人 小島  美子‖著 I760/ｺ 音楽之友社
本 0112971963 明日への音楽 須永  克己‖著 I760/ｽ 名曲堂
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本 0112984290 音楽粋史 続 田辺  尚雄‖著 I760/ﾀ 日本出版協同
本 0112984281 音楽粋史 田辺  尚雄‖著 I760/ﾀ 日本出版協同
本 0112960895 レコード音楽読本 野村  光一‖著 I760/ﾉ 中央公論社
本 0112959521 ヂンタ以来(このかた) 堀内  敬三‖著 I760/ﾎ アオイ書房
本 0112348898 レコード音楽全集 第1巻 I760/ﾚ/1 三省堂
本 0112348905 レコード音楽全集 第2巻 I760/ﾚ/2 三省堂
本 0112348914 レコード音楽全集 第3巻 I760/ﾚ/3 三省堂
本 0112348923 レコード音楽全集 第4巻 I760/ﾚ/4 三省堂
本 0112348932 レコード音楽全集 第5巻 I760/ﾚ/5 三省堂
本 0112961796 レコードによるロマン派の音楽 あらえびす‖著 I762/ｱ レコード音楽社
本 0113002045 パブロ・カザルスとの対話 パブロ  カザルス‖[著] コレドール I762/ｶ 読売新聞社
本 0112361809 ではまた 加藤 恕彦‖著 I762/ｶ 聖パウロ女子修道会
本 0112354149 ピアノとともに ヴァルター・ギーゼキング‖[著] 杉 I762/ｷﾞ 白水社
本 0112960305 ショパン評伝 ウイリアム  マアドック‖[著] 大田 I762/ｼ 第一書房
本 0112960270 ショパンの芸術と生涯 リスト‖著 蕗沢  忠枝‖訳 I762/ｼ 新太陽社
本 0112964926 シューマン 伊庭  孝‖著 I762/ｼ アルス
本 0112353239 平民楽人シューベルト 兼常 清佐‖著 I762/ｼ 岩波書店
本 0113013578 チャイコフスキイ  一生と作品研究 ローザ・ニューマアチ‖著 柿沼  太 I762/ﾁ 十字屋楽器店
本 0112980640 嬉遊曲、鳴りやまず 中丸 美絵‖著 I762/ﾅ 新潮社
本 0112337196 ハイドン スタンダアル‖[著] 大岡 昇平‖訳 I762/ﾊ 創元社
本 0112337203 ハイドン ミシェル ブルネ‖[著] 大田黒 元雄 I762/ﾊ 第一書房
本 0112963491 真実なる女性 原田  光子‖著 I762/ﾊ 第一書房
本 0113016067 ある芸術家の人間像 [バルトーク‖著] 羽仁  協子‖訳編 I762/ﾊﾞ 富山房
本 0113001652 バッハ アンドレ  ピロ‖[著] 大田黒  元雄 I762/ﾊﾞ 第一書房
本 0112975120 楽聖バッハ 草川  宣雄‖著 I762/ﾊﾞ 教文館
本 0113001705 バッハの生涯と芸術 属  啓成‖著 I762/ﾊﾞ 千代田書房
本 0112952252 ブラームス 門馬  直美‖著 I762/ﾌﾞ 音楽之友社
本 0112358877 ヘンデル ロマン  ロラン‖[著] 村田 武雄‖ I762/ﾍ 玄同社
本 0112981863 回想のロンド カール  ベーム‖著 高辻  知義‖訳 I762/ﾍﾞ 白水社
本 0112358412 ベートーヴェンと彼の交響曲 1.-5. グローヴ‖原著 遠藤 宏‖全訳並編 I762/ﾍﾞ 岩波書店
本 0112358403 ベエトオヴェン パウル ベッカア‖[著] [エム・ボオ I762/ﾍﾞ 第一書房
本 0112358421 ベートォ〓ン ロマン・ロラン‖著 高田 博厚‖訳 I762/ﾍﾞ 叢文閣
本 0112956917 モーツァルトとの散歩 アンリ  ゲオン‖著 高橋  英郎‖訳 I762/ﾓ 白水社
本 0112956935 モーツァルトの生涯と書簡 モーツァルト‖[著] 服部  竜太郎‖ I762/ﾓ 文林堂双魚房
本 0112956944 モーツァルト頌 吉田  秀和‖編 高橋  英郎‖編 I762/ﾓ 白水社
本 0112960298 楽聖ショパン伝 フーゴォ  ライヒテントリット‖著 I762/ﾗ 淡海堂出版
本 0112953885 フランツ・リストの生涯 原田  光子‖著 I762/ﾘ 第一書房
本 0112965444 主題と変奏 ブルーノ  ワルター‖[著] 内垣  啓 I762/ﾜ 白水社
本 0113019242 近代交響楽 ワインガルトナー‖著 森本  覺丹‖ I762/ﾜ 音楽世界社
本 0112983335 音楽からの贈り物 和波 孝禧‖著 I762/ﾜ 新潮社
本 0112956695 名曲解説交響曲 伊庭  孝‖[ほか]編纂 I764/ﾒ 京文社
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本 0112337702 日本唱歌集 堀内 敬三‖編 井上 武士‖編 I767/ﾆ 岩波書店
本 0112356058 竹本小土佐の芸術と人 内野 三悳‖著 I768/ｳ 新泉社
本 0112980542 清元ひとすじ 清元  志寿太夫‖著 I768/ｷ 演劇出版社
本 0113011589 かたつむり 竹本  綱大夫‖著 I768/ﾀ 布井書房
本 0112362096 でんでん虫 竹本 綱大夫‖著 I768/ﾀ 布井書房
本 0112368321 日本音楽講話 田辺 尚雄‖著 I768/ﾀ 岩波書店
本 0112366984 日本の音楽 田辺 尚雄‖著 I768/ﾀ 文化研究社
本 0112332841 道八芸談 鶴沢 道八‖著 鴻池 幸武‖編 I768/ﾂ ぺりかん社
本 0112368125 日本音曲全集 第1巻 中内 蝶二‖編輯 田村 西男‖編輯 I768/ﾆ/1 日本音曲全集刊行会
本 0112368134 日本音曲全集 第2巻 中内 蝶二‖編輯 田村 西男‖編輯 I768/ﾆ/2 日本音曲全集刊行会
本 0112368143 日本音曲全集 第3巻 中内 蝶二‖編輯 田村 西男‖編輯 I768/ﾆ/3 日本音曲全集刊行会
本 0112368152 日本音曲全集 第4巻 中内 蝶二‖編輯 田村 西男‖編輯 I768/ﾆ/4 日本音曲全集刊行会
本 0112368161 日本音曲全集 第5巻 中内 蝶二‖編輯 田村 西男‖編輯 I768/ﾆ/5 日本音曲全集刊行会
本 0112368170 日本音曲全集 第6巻 中内 蝶二‖編輯 田村 西男‖編輯 I768/ﾆ/6 日本音曲全集刊行会
本 0112368189 日本音曲全集 第7巻 中内 蝶二‖編輯 田村 西男‖編輯 I768/ﾆ/7 日本音曲全集刊行会
本 0112368198 日本音曲全集 第8巻 中内 蝶二‖編輯 田村 西男‖編輯 I768/ﾆ/8 日本音曲全集刊行会
本 0112368205 日本音曲全集 第9巻 中内 蝶二‖編輯 田村 西男‖編輯 I768/ﾆ/9 日本音曲全集刊行会
本 0112368214 日本音曲全集 第10巻 中内 蝶二‖編輯 田村 西男‖編輯 I768/ﾆ/10 日本音曲全集刊行会
本 0112368223 日本音曲全集 第11巻 中内 蝶二‖編輯 田村 西男‖編輯 I768/ﾆ/11 日本音曲全集刊行会
本 0112368232 日本音曲全集 第12巻 中内 蝶二‖編輯 田村 西男‖編輯 I768/ﾆ/12 日本音曲全集刊行会
本 0112997106 歌曲考 山崎  美成‖著 藤田  徳太郎‖校 I768/ﾔ 大岡山書店
本 0112353177 邦楽の世界 山川 直治‖著 I768/ﾔ 講談社
本 0112988394 芸の心 吉住  慈恭‖著 I768/ﾖ 毎日新聞社
本 0112974041 井上八千代芸話 片山 慶次郎‖著 I769/ｶ 河原書店
本 0112977404 京舞 京都新聞編集局‖編 I769/ｷ 淡交新社
本 0112988349 芸について 安藤  鶴夫‖著 I770/ｱ 青蛙房
本 0112986056 観劇五十年 伊臣  真‖著 I770/ｲ 新陽社
本 0112988401 芸の世界  百章 宇野  信夫‖著 I770/ｳ 青蛙房
本 0112355594 役者その世界 永 六輔‖著 I770/ｴ 文芸春秋
本 0112986957 綺堂芝居ばなし 岡本  綺堂‖著 I770/ｵ 旺文社
本 0112982513 演劇とは何か 河原崎  国太郎‖[著] I770/ｶ ポプラ社
本 0112988330 芸道礼讃 喜多村  緑郎‖著 I770/ｷ 二見書房
本 0112964490 芝居修行 久保田  万太郎‖著 I770/ｸ 三田文学出版部
本 0113013364 余沫集 呉  文炳‖著 I770/ｸ 演劇出版社
本 0112988303 芸談百話 黒崎  貞治郎‖著 I770/ｸ 博文館
本 0112981042 芸道名言辞典 河竹  繁俊‖編 河竹  登志夫‖補注 I770/ｹﾞ 東京堂出版
本 0112982531 演劇論叢 小宮  豊隆‖著 I770/ｺ 聖文閣
本 0112981113 かべす 左本  政治‖著 I770/ｻ 六芸書房
本 0112362103 伝統芸術とは何なのか 武智 鉄二‖著 富岡 多恵子‖著 I770/ﾀ 学芸書林
本 0112989008 伝統と現代 第11巻 伝統芸術の会‖編 I770/ﾃﾞ 学芸書林
本 0112959709 舞台歳時記 戸板  康二‖著 I770/ﾄ 東京美術
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本 0112954688 残滴集 利倉  幸一‖著 I770/ﾄ 演劇出版社
本 0112988376 芸のこころ 坂東  三津五郎‖著 安藤  鶴夫‖著 I770/ﾊﾞ 日本ソノ書房
本 0112362292 伝統芸能の周辺 藤波 隆之‖著 I770/ﾌ 未来社
本 0112961019 老鬼寂寞 北条  秀司‖著 I770/ﾎ 演劇出版社
本 0112982452 演劇巡礼 続 三宅  周太郎‖著 I770/ﾐ 中央公論社
本 0112982443 演劇巡礼 三宅  周太郎‖著 I770/ﾐ 中央公論社
本 0112983424 大阪の芸と人 山口  広一‖著 I770/ﾔ 布井書房
本 0112974764 宇宙の孤児 山口 昌男‖著 I770/ﾔ 第三文明社
本 0112988438 芸能語典 矢野  誠一‖著 I770/ﾔ 青蛙房
本 0112990728 取材日記国立劇場 石原  重雄‖著 I771/ｲ 桜楓社
本 0112955749 物言う術 田中  千禾夫‖著 I771/ﾀ 白水社
本 0113013319 日本人の演技 戸井田  道三‖著 I771/ﾄ 弘文堂
本 0113013480 芝居五十年 渥美  清太郎‖著 I772/ｱ 時事通信社出版局
本 0112964971 昭和の名人名優 宇野  信夫‖著 I772/ｳ 講談社
本 0112960403 ランプの下にて 岡本  綺堂‖著 I772/ｵ 岡倉書房
本 0112332832 日本芸能史六講 折口 信夫‖著 I772/ｵ 三教書院
本 0112984110 女形今昔譚 尾沢  良三‖著 I772/ｵ 筑摩書房
本 0112978270 近世劇壇史 歌舞伎座篇 木村  錦花‖著 I772/ｷ 中央公論社
本 0112956445 役者の伝説 戸板  康二‖著 I772/ﾄ 駸々堂出版
本 0112352597 百人の舞台俳優 戸板 康二‖文 吉田 千秋‖写真 I772/ﾄ 淡交社
本 0112368312 日本演劇論 新関 良三‖著 I772/ﾆ 畝傍書房
本 0112988410 芸の道に生きた人々 野口  達二‖著 I772/ﾉ さ・え・ら書房
本 0112988704 芸十夜 坂東 三津五郎‖著 武智 鉄二‖著 I772/ﾊﾞ 駸々堂出版
本 0112956668 明治の宵 藤浦  富太郎‖著 I772/ﾌ 光風社書店
本 0112968183 演劇太平記 1 北条  秀司‖著 I772/ﾎ/1 毎日新聞社
本 0112968192 演劇太平記 2 北条  秀司‖著 I772/ﾎ/2 毎日新聞社
本 0112968209 演劇太平記 3 北条  秀司‖著 I772/ﾎ/3 毎日新聞社
本 0112953821 明治前期演劇論史 松本  伸子‖著 I772/ﾏ 演劇出版社
本 0112347434 芝居日記 三島 由紀夫‖著 I772/ﾐ 中央公論社
本 0113002884 俳優の運命 渡辺  保‖著 I772/ﾜ 講談社
本 0112353373 撩乱の花 大河内 俊輝‖[著] I773/ｵ 角川書店
本 0113012766 観阿弥清次 野上  豊一郎‖著 I773/ｶ 要書房
本 0112988429 芸の道・人の道 近藤  乾三‖[著] I773/ｺ 自由現代社
本 0112336838 能と歌舞伎 小宮 豊隆‖著 I773/ｺ 岩波書店
本 0112335740 能・捨心の芸術 桜間 道雄‖著 I773/ｻ 朝日新聞社
本 0112966933 三井家旧蔵能面 清水  真澄‖責任編集 I773/ｼ 学研
本 0112967077 老木の花 白洲  正子‖著 吉越  立雄‖撮影 I773/ｼ 求竜堂
本 0112357422 世阿弥の生涯 横井 春野‖著 I773/ｾﾞ 大東出版社
本 0112957168 世阿彌 小林  靜雄‖著 I773/ｾﾞ 檜書店
本 0112359199 世阿弥の能芸論 西尾 実‖著 I773/ｾﾞ 岩波書店
本 0112351259 世阿弥十六部集評釈 上 能勢 朝次‖著 I773/ｾﾞ/1 岩波書店

21／26



2014/04/10新居浜市立図書館(本館) 図書目録リスト
館名 資料ＩＤ タイトル 責任表示 請求記号 出版者
本 0112351268 世阿弥十六部集評釈 下 能勢 朝次‖著 I773/ｾﾞ/2 岩波書店
本 0112335759 能 野上 豊一郎‖著 I773/ﾉ 岩波書店
本 0112356110 修羅と艶 馬場 あき子‖[著] I773/ﾊﾞ 講談社
本 0112362773 東京の小芝居 阿部  優蔵‖著 I774/ｱ 演劇出版社
本 0112982103 猿翁 [市川  猿之助‖著] 市川  猿之助‖ I774/ｲ 東京書房
本 0112965275 十七代  市村羽左衛門聞書 [市村  羽左衛門‖述] 佐貫  百合人 I774/ｲ 日本放送出版協会
本 0112953171 団菊以後 続 伊原  青々園‖著 I774/ｲ 相模書房
本 0112953180 団菊以後 伊原  青々園‖著 I774/ｲ 相模書房
本 0112974103 伊原青々園集 伊原  敏郎‖著 I774/ｲ 坂上書院
本 0112953199 団菊物語 井口  政治‖著 I774/ｲ 三杏書院
本 0112973621 市川小団次 永井  啓夫‖著 I774/ｲ 青蛙房
本 0112974568 羽左衛門評話 三宅  周太郎‖著 I774/ｲ 富山房
本 0112982586 猿之助修羅舞台 市川  猿之助‖著 I774/ｲ 大和山出版社
本 0112365805 七世市川団蔵 市川  九蔵‖著 河竹  繁俊‖校注 I774/ｲ 石原求竜堂
本 0112959111 父左団次を語る 市川  左団次‖著 巌谷  三一‖編 I774/ｲ 三笠書房
本 0112965596 寿の字海老 市川  寿海‖著 I774/ｲ 展望社
本 0112339531 中車芸話 市川 中車‖著 I774/ｲ 築地書店
本 0112354611 又五郎の春秋 池波 正太郎‖[著] I774/ｲ 中央公論社
本 0112965257 十一世  市川団十郎 利根川  裕‖著 I774/ｲ 筑摩書房
本 0112973603 市川左団次覚書 利倉  幸一‖著 I774/ｲ 建設社
本 0112966611 百姿繚乱 梅村  豊‖著 I774/ｳ 演劇出版社
本 0112966817 風姿花影 梅村  豊‖著 I774/ｳ 演劇出版社
本 0112980953 鬼言冗語 岡  鬼太郎‖著 I774/ｵ 岡倉書房
本 0112365529 亡き人のこと・六代目菊五郎の思ひ出 寺島 千代‖述 岸井 良衛‖綴 I774/ｵ 演劇出版社
本 0112966210 七代目菊五郎の芝居 大倉  舜二‖写真 I774/ｵ 平凡社
本 0112985128 歌舞伎の素顔 大木  豊‖著 I774/ｵ 冬樹社
本 0112988624 芸 尾上  菊五郎‖著 I774/ｵ 改造社
本 0112956427 役者の子は役者 尾上  松緑‖著 I774/ｵ 日本経済新聞社
本 0112984085 女形の芸談 尾上  梅幸‖著 I774/ｵ 演劇出版社
本 0112356094 拍手は幕が下りてから 尾上 梅幸‖著 I774/ｵ NTT出版
本 0112357379 新歌舞伎の筋道 加賀山 直三‖著 I774/ｶ 木耳社
本 0112984094 女形芸談 河原崎  国太郎‖[著] I774/ｶ 未来社
本 0112356717 紫扇まくあいばなし 河原崎 権十郎‖著 I774/ｶ 演劇出版社
本 0112955008 名優芸談 川尻  清潭‖編 I774/ｶ 中央公論社
本 0112964515 芝居譚(ばなし) 片岡  仁左衛門‖著 I774/ｶ 河出書房新社
本 0112965266 十一世仁左衛門 片岡  千代之助‖編輯 I774/ｶ 和敬書店
本 0112364511 とにかく芝居がすき 片岡 孝夫‖著 I774/ｶ 大和書房
本 0113014256 花影流水 木村  富子‖著 I774/ｷ 中央演劇社
本 0112980221 郡司正勝刪定集 第1巻 郡司  正勝‖著 I774/ｸﾞ/1 白水社
本 0112980230 郡司正勝刪定集 第2巻 郡司  正勝‖著 I774/ｸﾞ/2 白水社
本 0112958951 作者部屋から 食満  南北‖著 I774/ｹ 宋栄堂
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本 0112973612 現代若手歌舞伎俳優集 1 萩原  雪夫‖編集 I774/ｹﾞ/1 日芸出版
本 0112982746 現代若手歌舞伎俳優集 3 萩原  雪夫‖編集 I774/ｹﾞ/3 日芸出版
本 0113002893 現代若手歌舞伎俳優集 5 萩原  雪夫‖編集 I774/ｹﾞ/5 日芸出版
本 0112985137 歌舞伎案内 小山  観翁‖著 I774/ｺ グラフ社
本 0112985100 歌舞伎の雑学 小山  観翁‖著 I774/ｺ グラフ社
本 0112985707 歌舞伎は花ざかり 小泉  喜美子‖著 I774/ｺ 駸々堂出版
本 0112988633 芸業五十年 小嶋  二朔‖著 I774/ｺ 青蛙房
本 0112355344 沢村源之助 佐藤 靄子‖著 I774/ｻ 光風社書店
本 0112956392 役者論語 守随  憲治‖著 I774/ｼ 東京大学出版会
本 0112956409 役者論語 続 守随  憲治‖編 I774/ｼ 東京大学出版会
本 0112965060 秀十郎夜話 千谷  道雄‖著 I774/ﾁ 文芸春秋新社
本 0112979046 江戸の役者たち 津田  類‖著 I774/ﾂ ぺりかん社
本 0112981952 女方 津田 類‖著 吉田 千秋‖著 I774/ﾂ 朝日新聞社
本 0112362504 戸板康二劇評集 戸板 康二‖著 I774/ﾄ 演劇出版社
本 0112336972 梅玉芸談 [中村 梅玉‖述] 山口 広一‖編著 I774/ﾅ 誠光社
本 0112365583 中村吉右衛門 稲越 功一‖写真 I774/ﾅ 用美社
本 0112365431 中村吉右衛門 河竹 繁俊‖著 I774/ﾅ 富山房
本 0112980882 勘三郎の天気 山川  静夫‖著 I774/ﾅ 読売新聞社
本 0112985084 歌舞伎の型 中村  歌右衛門‖[述] 安部  豊‖編 I774/ﾅ 文谷書房
本 0112955945 やっぱり役者 中村  勘三郎‖著 I774/ﾅ 文芸春秋
本 0112959380 役者の世界 続 中村  芝鶴‖著 I774/ﾅ 木耳社
本 0112959371 役者の世界 中村  芝鶴‖著 I774/ﾅ 木耳社
本 0112974666 歌右衛門の六十年 中村 歌右衛門‖著 山川 静夫‖著 I774/ﾅ 岩波書店
本 0112986047 勘九郎とはずがたり 中村 勘九郎‖著 I774/ﾅ 集英社
本 0112341127 半ズボンをはいた播磨屋 中村 吉右衛門‖著 I774/ﾅ 淡交社
本 0112361408 手前味噌 中村 仲蔵‖著 小池 章太郎‖訳 I774/ﾅ 角川書店
本 0112954580 三世中村時蔵 利倉  幸一‖編 I774/ﾅ 演劇出版社
本 0112966390 橋本治歌舞伎画文集 橋本  治‖著 I774/ﾊ 演劇出版社
本 0112974265 言わでもの事 坂東  三津五郎‖著 I774/ﾊﾞ 文化出版局
本 0112337720 父三津五郎 坂東 三津五郎‖述 小島 二朔‖編 I774/ﾊﾞ 演劇出版社
本 0112966470 坂東玉三郎 篠山  紀信‖写真 I774/ﾊﾞ 講談社
本 0112956855 もう一つの日本美 広末  保‖著 I774/ﾋ 美術出版社
本 0112956436 役者芸風記 三島  霜川‖著 I774/ﾐ 中央公論社
本 0112351776 平成歌舞伎俳優論 水落 潔‖著 I774/ﾐ 演劇出版社
本 0112967228 歌舞伎  役者の世界 吉田  千秋‖著 I774/ﾖ 日本放送出版協会
本 0112985020 歌舞伎という宇宙 渡辺 保‖著 I774/ﾜ 筑摩書房
本 0112354602 娘道成寺 渡辺 保‖著 I774/ﾜ 駸々堂出版
本 0112954465 日々願うこと 大矢  市次郎‖著 I775/ｵ 六芸書房
本 0112977182 喜多村緑郎日記 [喜多村  緑郎‖著] 喜多村  九寿子 I775/ｷ 演劇出版社
本 0113018902 わが藝談 喜多村  緑郎‖著 I775/ｷ 和敬書店
本 0113013220 芸に生き、愛に生き 曾我廼家  桃蝶‖著 I775/ｿ 六芸書房
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本 0112358840 紅皿かけ皿 花柳  章太郎‖著 I775/ﾊ 双雅房
本 0112354023 花柳章太郎舞台の衣裳 花柳 章太郎‖著 I775/ﾊ 求竜堂
本 0112981667 花顔の人 大笹 吉雄‖著 I775/ﾊ 講談社
本 0112981435 おとうちゃんは女形国太郎 松山  重子‖著 I775/ﾏ 新潮社
本 0112960323 女優一代 水谷  八重子‖著 I775/ﾐ 読売新聞社
本 0112950218 文楽・桐竹紋十郎 安藤  鶴夫‖文 金子  弘‖写真 I777/ｱ 求竜堂
本 0112357921 文楽の芸術 内海 繁太郎‖著 I777/ｳ 三笠書房
本 0112357930 文楽史 木谷 蓬吟‖著 I777/ｷ 全国書房
本 0112353104 文楽の研究 続 三宅 周太郎‖著 I777/ﾐ 創元社
本 0112353097 文楽の研究 三宅 周太郎‖著 I777/ﾐ 創元社
本 0112357912 文楽の鑑賞 山口 広一‖著 I777/ﾔ 畝傍書房
本 0112357887 文五郎芸談 吉田 文五郎‖著 I777/ﾖ 桜井書店
本 0112975139 蝦蟇の油 黒沢  明‖著 I778/ｸ 岩波書店
本 0112962269 わが青春 五所  平之助‖著 I778/ｺﾞ 永田書房
本 0112988544 黒沢明解題 佐藤  忠男‖著 I778/ｻ 岩波書店
本 0112361417 テニス 福田 雅之助‖著 I783/ﾌ 中央公論社
本 0112963981 最近のスキー術 小秋元  隆邦‖著 I784/ｺ 三省堂
本 0112957907 雪の山旅 小島  六郎‖共著 渡辺  公平‖共著 I784/ｺ 三省堂
本 0112952966 雪庇 帝国大学新聞社‖編輯 I784/ｾ 帝国大学新聞社出版部
本 0113017501 クリスチャニア  スキー写真と技術 長谷川  傳次郎‖著 大熊  勝郎‖著 I784/ﾊ 目黒書店
本 0112963151 これから始める人のスキー術 藤田  晧児‖著 I784/ﾌ 隆章閣
本 0112957612 山守り30年 伊藤  玉男‖著 I786/ｲ 銅山峰ヒュッテ30周年記念
本 0112957211 山へ入る日 石川  欣一‖著 I786/ｲ 中央公論社
本 0112954544 山日 浦松  佐美太郎‖著 I786/ｳ 文芸春秋新社
本 0112352891 青春を山に賭けて 植村 直己‖著 I786/ｳ 文芸春秋
本 0112957293 山 大島  亮吉‖著 I786/ｵ 岩波書店
本 0112957195 山への味到 冠  松次郎‖著 I786/ｶ 墨水書房
本 0112334260 山のABC 2 串田 孫一‖[ほか]編集 I786/ｸ 創文社
本 0112360604 つみくさ 黒田 初子‖著 I786/ｸ 常磐書房
本 0112957417 山と書物 続 小林  義正‖著 I786/ｺ 築地書館
本 0112348521 山岳講座 第1巻 I786/ｻ/1 共立社
本 0112348530 山岳講座 第2巻 I786/ｻ/2 共立社
本 0112348549 山岳講座 第3巻 I786/ｻ/3 共立社
本 0112348558 山岳講座 第4巻 I786/ｻ/4 共立社
本 0112348567 山岳講座 第5巻 I786/ｻ/5 共立社
本 0112954651 山頂漫歩 関口  泰‖著 I786/ｾ 書物展望社
本 0113014443 新緑登高 関口  泰‖著 I786/ｾ 那珂書店
本 0112364290 登山談義 高須 茂‖著 I786/ﾀ 東京中日新聞出版局
本 0112963133 岳 川崎  隆章‖編 I786/ﾀ 山と渓谷社
本 0112334297 山に生きる 竹節 作太‖著 I786/ﾀ 双山社
本 0112997277 登山の話 田村  剛‖著 I786/ﾀ 文化生活研究会

24／26



2014/04/10新居浜市立図書館(本館) 図書目録リスト
館名 資料ＩＤ タイトル 責任表示 請求記号 出版者
本 0112957328 山よお前は 畑野  進‖写真 八木  一郎‖文 I786/ﾊ 木耳社
本 0112971856 朝の山残照の山 日高  信六郎‖著 I786/ﾋ 二見書房
本 0112356815 自然案内人 降旗 信一‖著 I786/ﾌ ほるぷ出版
本 0112962401 わが山山 深田  久弥‖著 I786/ﾌ 改造社
本 0112954642 山頂山麓 深田  久弥‖著 I786/ﾌ 青木書店
本 0112957239 山があるから 深田  久弥‖著 I786/ﾌ 文芸春秋新社
本 0112355308 山岳展望 深田 久弥‖著 I786/ﾌ 三省堂
本 0112976806 雲表縦走 藤木  九三‖著 I786/ﾌ 三省堂
本 0112952948 雪線散歩 藤木  九三‖著 I786/ﾌ 三省堂
本 0112954937 峰・峠・氷河 藤木  九三‖編 I786/ﾌ 朋文堂
本 0112363291 登拝頌 藤木 九三‖著 I786/ﾌ 山と渓谷社
本 0112950860 風雪のビバーク 松濤  明‖著 I786/ﾏ 朋文堂
本 0112962606 わたしの山旅 槙  有恒‖著 I786/ﾏ 岩波書店
本 0112334242 山のガキ大将たち 三田 幸夫‖著 I786/ﾐ 二玄社
本 0112336909 ハイキング 茂木 槙雄‖著 I786/ﾓ 三省堂
本 0112334251 山のABC 串田 孫一‖[ほか]編集 I786/ﾔ 創文社
本 0112334288 山なみ 朝比奈 菊雄‖編者代表 I786/ﾔ
本 0112981159 北の山・南の山 吉沢  一郎‖著 I786/ﾖ 三省堂
本 0112958096 モン・ブランからヒマラヤへ ガストン  レビュファ‖著 近藤  等 I786/ﾚ 白水社
本 0112957177 われらの山々 1 近藤  等‖編集 安川  茂雄‖編集 I786/ﾜ/1 三笠書房
本 0112957202 われらの山々 2 近藤  等‖編 安川  茂雄‖編 I786/ﾜ/2 三笠書房
本 0112957569 われらの山々 3 近藤  等‖編 安川  茂雄‖編 I786/ﾜ/3 三笠書房
本 0112981444 男の闘い方 大島  武雄‖著 I788/ｵ 中経出版
本 0112352739 宮本武蔵五輪書入門 桑田 忠親‖著 I789/ｸ 日本文芸社
本 0112974871 馬よもやま話 竹田  恒徳‖著 I789/ﾀ ベースボール・マガジン社
本 0113012374 武道初心集 大道寺  友山‖著 矢野  一郎‖編 I789/ﾀﾞ 実業之日本社
本 0112339737 茶会への招待 井口  海仙‖著 I791/ｲ 淡交新社
本 0113012846 茶庭 上原  敬二‖著 I791/ｳ 加島書店
本 0112957088 利休の書簡 桑田  忠親‖著 I791/ｸ 河原書店
本 0112335358 日本茶道史 桑田 忠親‖著 I791/ｸ 角川書店
本 0112960430 利休の死 小松 茂美‖著 I791/ｾ 中央公論社
本 0112353426 千利休 西堀 一三‖著 I791/ｾ 河原書店
本 0112981471 お茶のこころ 千  宗室‖著 I791/ｾ 文芸春秋
本 0112960458 利休居士の茶道 千  宗守‖著 I791/ｾ 芸文書院
本 0112353435 千利休 竹内 尉‖著 I791/ｾ 創元社
本 0112342670 千利休 芳賀 幸四郎‖著 I791/ｾ 吉川弘文館
本 0113020178 茶道具 I791/ﾁ 泉屋博古館
本 0112950922 風流百話 一艸亭‖著 I791/ﾆ 創元社
本 0112950913 風流生活 西川  一草亭‖著 I791/ﾆ 第一書房
本 0112965989 如庵 松原  勇吉‖写真  文 I791/ﾏ 松原勇吉
本 0112337267 茶と美 柳  宗悦‖著 I791/ﾔ 牧野書店
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本 0113001457 花日記 白洲  正子‖著 I793/ｼ 世界文化社
本 0112333261 日本花道史 西堀 一三‖著 I793/ﾆ 創元社
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