
 ２０１４年８月特集展示「ザ・アートブック」

請求記号 書名 著者名 出版者名
069シ 首都圏親子でおでかけ！博物館・美術館ベストガイド おさんぽマミーズ メイツ出版
069ト 東京ミュージアムグッズ図鑑 ＴＯＫＩＭＥＫＩパブリッシング

383.3ツ 日本装身具史　カラー版 露木　宏 美術出版社
521シ 新選日本の名城 新人物往来社
521ワ 寺社の装飾彫刻　宮彫り－壮麗なる超絶技巧 若林　純 日貿出版社
523カ イタリア古寺巡礼　シチリア→ナポリ 金沢　百枝 新潮社
523カ ガウディ建築入門 赤地　経夫 新潮社
523サ 図説西洋建築の歴史　美と空間の系譜 佐藤　達生 河出書房新社
523セ 世界のタワー パイインターナショナル

523ナ 図説キリスト教会建築の歴史 中島　智章 河出書房新社
523ニ ニッポンのタワー　ＬＯＶＥ　ＴＯＷＥＲ！ 豊科　穂 朝日新聞出版
523ヘ 図説ヨーロッパ１００名城公式ガイドブック 紅山　雪夫 河出書房新社
523メ ヨーロッパ古城物語 ジャン・メスキ 創元社
523メ 明治の洋館２４選　関東の名建築を訪ねて 淡交社
589ホ ポケットの中のデザイン史 ＪＴデザインセンター 美術出版社
700エ 絵でわかるアートのコトバ 「美術検定」実行委員会 美術出版社
702ア 日本美術観光団 赤瀬川　原平 朝日新聞社
702ア 図説ミケランジェロ 青木　昭（１９３５～ 河出書房新社
702オ 京都美術の新・古・今 太田垣　實 淡交社
702カ 快読・日本の美術　美意識のルーツを探る 神原　正明 勁草書房
702ケ 現代美術の教科書　２１世紀のアートがわかる 美術手帖編集部 美術出版社
702ケ 現代アーティスト事典 美術手帖 美術出版社
702チ 超絶技巧美術館 山下　裕二 美術出版社
702ホ ポップ・アート クラウス・ホネフ タッシェン・ジャパン
702ミ かわいい琳派 三戸　信惠 東京美術
702ワ 古〓今（むかしといま）比べてわかるニッポン美術入門 和田　京子 平凡社
704モ 芸術脳 茂木　健一郎 新潮社
706イ 一日で鑑賞するルーヴル美術館 小池　寿子 新潮社
706イ サザビーズ　「豊かさ」を「幸せ」に変える 石坂　泰章 講談社
706イ 台北國立故宮博物院を極める 板倉　聖哲 新潮社
706オ お騒がせ贋作事件簿　だます人だまされる人 大宮　知信 草思社
706タ 台北故宮博物院 平凡社
706ト 東京アートガイド 美術手帖 美術出版社
706ナ 直島瀬戸内アートの楽園 秋元　雄史 新潮社
707ケ 現代アートの本当の学び方 フィルムアート社 フィルムアート社
708サ 錯視芸術の巨匠たち　世界のだまし絵作家２ アル・セッケル 創元社
712ウ 運慶　時空を超えるかたち 山本　勉 平凡社
712ヒ ロダン　神の手を持つ男 エレーヌ・ピネ 創元社
717テ 海底美術館 ジェイソン・デカイレス・テイラー 日経ナショナルジオグラフィック社

718イ 壊れても仏像　文化財修復のはなし 飯泉　太子宗 白水社
719ヤ ウルトラ　ヤノベケンジアートプロジェクト ヤノベ　ケンジ 青幻舎
720ウ 巨匠に学ぶ構図の基本　名画はなぜ名画なのか？ 内田　広由紀 視覚デザイン研究所
720エ ＮＨＫ『迷宮美術館』巨匠の言葉　この「一枚の絵」は何を語っている？ ＮＨＫ『迷宮美術館』制作チーム 三笠書房
720サ この絵、どこがすごいの？　名画のひみつと鑑賞のルール 佐藤　晃子 新人物往来社
720ハ フランス流はじめての名画の見方 フランソワーズ・バルブ・ガル パイインターナショナル

720ハ 画家の食卓 林　綾野 講談社
720メ 迷宮美術館　アートエンターテインメント ＮＨＫ『迷宮美術館』制作チーム 河出書房新社
721ア 歌川広重冨士三十六景 歌川　広重（１代目） 二玄社
721ウ 浮世絵師列伝 小林　忠 平凡社
721ウ 浮世絵美人解体新書 安村　敏信 世界文化社
721オ もっと知りたい雪村　生涯と作品 小川　知二 東京美術
721コ 笑顔をはこぶ花の絵手紙 小池　邦夫 小学館
721ス 図説浮世絵入門 稲垣　進一 河出書房新社
721ス すぐわかる水墨画の見かた 島尾　新 東京美術
721ツ ギョッとする江戸の絵画 辻　惟雄 羽鳥書店
721ツ 奇想の江戸挿絵 辻　惟雄 集英社
721ナ 江戸名所図屏風　大江戸劇場の幕が開く 内藤　正人 小学館

1 江戸川区立篠崎図書館



 ２０１４年８月特集展示「ザ・アートブック」

請求記号 書名 著者名 出版者名
721ヤ ヘンな日本美術史 山口　晃（１９６９～ 祥伝社
723エ 日のあたる白い壁 江国　香織 白泉社
723コ もっと知りたいレンブラント　生涯と作品 幸福　輝 東京美術
723シ もっと知りたいルノワール　生涯と作品 島田　紀夫 東京美術
723ス すぐわかるキリスト教絵画の見かた 千足　伸行 東京美術
723タ モナ・リザは、なぜ微笑むのか 田中　英道 ＰＨＰ研究所
723タ ヘンリー・ダーガー非現実を生きる ヘンリー・ダーガー 平凡社
723タ 図説だまし絵　もうひとつの美術史 谷川　渥 河出書房新社
723タ ダリ・私の５０の秘伝　画家を志す者よ、ただ絵を描きたまえ！ サルヴァドール・ダリ マール社
723ナ 怖い絵 中野　京子 朝日出版社
723ヒ 名画絶世の美女 平松　洋 新人物往来社
723ヒ 名画絶世の美男同性愛 平松　洋 新人物往来社
726イ 日本の美術絵はがき１９００－１９３５ 生田　誠 淡交社
726シ 日本近代漫画の誕生 清水　勲 山川出版社
740イ 深読み！日本写真の超名作１００ 飯沢　耕太郎 パイインターナショナル

748ア 赤ちゃんのおひるねアート 青木　水理 主婦の友社
750サ サヨナラ、民芸。こんにちは、民藝。 里文出版 里文出版
750シ 白洲正子美の種まく人 白洲　正子 新潮社
751エ 江戸切子　職人という生き方 ニッポンのワザドットコム編集部 ブレインカフェ
751オ オールド・ノリタケと日本の美 大賀　弓子 平凡社
751オ すぐわかるヨーロッパ陶磁の見かた 大平　雅巳 東京美術
751カ 野に遊ぶ魯山人 梶川　芳友 平凡社
751カ 買って楽しむやきもの名品 阿部出版
751カ カンペール陶器のすべて デニズ・レナル ミュゼ
751カ 韓国のやきもの 姜　敬淑 淡交社
751シ シルクロードのガラス　時空を超えた魅惑の 平山郁夫シルクロード美術館 山川出版社
751ス すぐわかる作家別やきものの見かた 中ノ堂　一信 東京美術
751ス もっと知りたいエミール・ガレ　生涯と作品 鈴木　潔（１９５４～ 東京美術
751ス もっと知りたいルネ・ラリック　生涯と作品 鈴木　潔（１９５４～ 東京美術
751タ 古代ガラス　銀化と彩り 谷一　尚 里文出版
751タ 世界の切子ガラス 谷一　尚 里文出版
751ト ウィリアム・ド・モーガン ウィリアム・ド・モーガン ウィリアム・ド・モーガン出版委員会

751ニ 日本のガラス　その見方、楽しみ方 戸澤　道夫 里文出版
751マ マイセンカップ＆ソウサー 落合　三酉庵 里文出版
751ヨ トンボ玉 由水　常雄 平凡社
755イ 髪飾り 池田　重子 アシェット婦人画報社
755サ 根付を楽しむ　掌の上のアート 齋藤　美洲（１９４３～ 日貿出版社
755フ Ｖ＆Ａの名品でみるヨーロッパの宝飾芸術 クレア・フィリップス 東京美術
755フ カメオの世界 藤井　明（カメオ研究家） 繊研新聞社
755ユ 指輪８８　四千年を語る小さな文化遺産たち 宝官　優夫 淡交社
756ナ ニセモノはなぜ、人を騙すのか？ 中島　誠之助 角川書店
760タ ＬＰジャケット美術館　クラシック名盤１０ 高橋　敏郎 新潮社
764ロ ＲＯＣＫ！ジャケ弁スタイル オバッチ ステレオサウンド
791コ 小堀遠州綺麗さびの極み 小堀　宗実 新潮社
933シ 真珠の耳飾りの少女 トレイシー・シュヴァリエ 白水社
B933フ ダ・ヴィンチ・コード　上 ダン・ブラウン 角川書店
B933フ 天使と悪魔　上 ダン・ブラウン 角川書店
B933ヘ １ドルの価値／賢者の贈り物　他２１編 Ｏ．ヘンリー 光文社
B933モ 月と六ペンス モーム 光文社
BFア 地獄変・偸盗　改版 芥川　竜之介 新潮社
Fシ 菊燈台 澁澤　龍彦 平凡社
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