
実は愉しい芸術 中央館
2018年11月～12月展示

書名 著者名 出版者
時を巡る肖像 柄刀　一∥著 実業之日本社
画題で読み解く日本の絵画 佐藤  晃子∥文 山川出版社
日本美術史入門 河野  元昭∥監修 平凡社

ポール・ゴーガン
インゴ・Ｆ．ヴァルター
∥著

タッシェン・ジャパン

もっと知りたいモネ 安井　裕雄∥著 東京美術
国宝の旅 講談社
ご近所美術館 森福　都∥著 東京創元社
写楽・考 北森／鴻∥著 新潮社
展覧会いまだ準備中 山本　幸久∥著 中央公論新社
もっと知りたい菱田春草 鶴見　香織∥著 東京美術
大絵画展 望月　諒子∥著 光文社
京都国宝の美 山村　純也∥監修 コトコト
すぐわかる日本の美術 田中　日佐夫∥監修 東京美術

にせもの美術史
トマス・ホーヴィング∥
著

朝日新聞社

楽園のカンヴァス 原田　マハ∥〔著〕 新潮社
もっと知りたいゴッホ 圀府寺　司∥著 東京美術
地獄絵を旅する 加須屋　誠∥監修 平凡社
東日本美術館ベストガイド エー　アール　ティ∥著 メイツ出版
日本の美術館ベスト２００最新案内 ぴあ
ヘンタイ美術館 山田  五郎∥著 ダイヤモンド社

光琳デザイン
ＭＯＡ美術館∥企画・監
修

淡交社

おとなの美術館 日経ホーム出版社

ＮＨＫ『迷宮美術館』巨匠の言葉
ＮＨＫ『迷宮美術館』制
作チーム∥著

三笠書房

虚栄の肖像 北森　鴻∥著 文芸春秋
かぜまち美術館の謎便り 森  晶麿∥著 新潮社
永遠の森 菅／浩江∥著 早川書房
黄昏たゆたい美術館 柄刀　一∥著 実業之日本社
名画の謎 中野  京子∥著 文芸春秋
「盗まれた世界の名画」美術館 サイモン　フープト∥著 創元社
もっと知りたい尾形光琳 仲町　啓子∥著 東京美術

クイズ迷宮美術館
ＮＨＫ『迷宮美術館』制
作チーム∥著

河出書房新社

横山大観の世界 横山／大観∥著 美術年鑑社
もっと知りたいシャガール 木島　俊介∥著 東京美術
葬送　上 平野／啓一郎∥著 新潮社
葬送　下 平野／啓一郎∥著 新潮社

三つの小さな王国
スティーヴン・ミルハウ
ザー∥〔著〕

白水社

もっと知りたい俵屋宗達 村重　寧∥著 東京美術
もっと知りたい曾我蕭白 狩野　博幸∥著 東京美術
ルーヴル美術館の舞台裏 パスカル  ボナフー∥著 西村書店
いかさま師 柳原／慧∥著 宝島社
深淵のガランス 北森／鴻∥著 文芸春秋
もっと知りたいセザンヌ 永井　隆則∥著 東京美術
岡倉天心 古田　亮∥監修 平凡社
この絵、誰の絵？ 佐藤　晃子∥著 美術出版社
もっと知りたいミレー 安井  裕雄∥著 東京美術
もっと知りたい酒井抱一 玉虫　敏子∥著 東京美術

日本画名作から読み解く技法の謎
東京芸術大学大学院保存
修復日本画研究室∥監修

世界文化社

マルセル 高樹　のぶ子∥著 毎日新聞社
注文の多い美術館 門井  慶喜∥著 文芸春秋
渡辺崋山 ドナルド　キーン∥著 新潮社
岡倉天心 松本　清張∥著 河出書房新社
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書名 著者名 出版者
もっと知りたいゴーギャン 六人部　昭典∥著 東京美術
猫は抱くもの 大山  淳子∥著 キノブックス
暗幕のゲルニカ 原田  マハ∥〔著〕 新潮社
企画展がなくても楽しめるすごい美術館 藤田  令伊∥著 ベストセラーズ
こちら警視庁美術犯罪捜査班 門井  慶喜∥著 光文社
ダ・ビンチ・コード ダン・ブラウン∥著 角川書店
あなたは、誰かの大切な人 原田  マハ∥著 講談社
ダ・ビンチ・コード ダン・ブラウン∥著 角川書店
構図がわかれば絵画がわかる 布施　英利∥著 光文社
西日本美術館ベストガイド エー　アール　ティ∥著 メイツ出版
我れ、美に殉ず 小嵐  九八郎∥著 講談社
ジヴェルニーの食卓 原田　マハ∥著 集英社
尾形光琳 河野  元昭∥監修 平凡社
等伯　上 安部 龍太郎∥著 日本経済新聞出版社
等伯　下 安部 龍太郎∥著 日本経済新聞出版社
デトロイト美術館の奇跡 原田  マハ∥著 新潮社
写楽閉じた国の幻 島田　荘司∥著 新潮社
運命の絵 中野  京子∥著 文芸春秋
もっと知りたいボッティチェッリ 京谷　啓徳∥著 東京美術
企画展だけじゃもったいない日本の美術館めぐ
り

浦島 茂世∥著 G.B.

万能の天才レオナルド・ダ・ヴィンチ
アレッサンドラ　フレゴ
レント∥著

ランダムハウス講談社

もっと知りたい興福寺の仏たち 金子　啓明∥著 東京美術
「日本名画」ミステリー３１０ 榊原　悟∥監修 講談社
ＭＯＡ美術館 ＭＯＡ美術館∥監修  著 東京美術

ゴッホの地図帖
ニーンケ  デーネカンプ
∥著

講談社

47都道府県・国宝/重要文化財百科 森本 和男∥著 丸善出版
その絵、いくら？ 小山　登美夫∥著 講談社
フェルメールの憂鬱 望月  諒子∥著 光文社
新怖い絵 中野  京子∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
たゆたえども沈まず 原田 マハ∥著 幻冬舎
システィーナ・スカル 柄刀　一∥著 実業之日本社
写真家たちの世界遺産 水越　武∥〔ほか撮影〕 クレヴィス
名画の謎 中野  京子∥著 文芸春秋
すぐわかる日本の絵画 守屋  正彦／著 東京美術
もっと知りたいレオナルド・ダ・ヴィンチ 裾分 一弘∥監修 東京美術
もっと知りたい法隆寺の仏たち 金子　啓明∥著 東京美術

古書贋作師
ブラッドフォード  モ
ロー∥著

東京創元社

月と六ペンス モーム∥作 岩波書店
空飛ぶ馬 北村／薫∥著 東京創元社
アート少女 花形　みつる∥著 ポプラ社
カラフル 森　絵都∥著 講談社
京都美術鑑賞入門 布施　英利∥著 筑摩書房
美術館へ行こう 草薙　奈津子∥著 岩波書店

色でみつける名画の秘密
ロージー  ディキンズ∥
文

あかね書房

葛飾北斎 葛飾　北斎∥〔画〕 博雅堂出版
見てごらん！名画だよ マリー　セリエ∥文 西村書店

名画で遊ぶあそびじゅつ！
エリザベート  ド  ラン
ビリー∥著

ロクリン社

若冲のまいごの象 〔伊藤　若冲∥画〕 博雅堂出版

マルク・シャガール
ハワード・グリンフェル
ド∥著

同朋舎出版

名画で遊ぶあそびじゅつ！
エリザベート  ド  ラン
ビリー∥著

ロクリン社
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書名 著者名 出版者
雪舟 小西／聖一∥著 理論社
シャガールの絵本 シャガール∥〔画〕 小学館
ルノワールとドガ ルノワール∥〔画〕 博雅堂出版

はじめての美術鑑賞
ロージー  ディキンズ∥
文

あかね書房

和楽 小学館
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