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資料区分 書名 巻次 著者名 出版者 出版年
一般 魔法のはさみ 今森　光彦∥著 クレヴィス 2011.8
一般 博物館のファントム 伊与原  新∥著 集英社 2014.1
一般 岩井希久子の生きる力 岩井  希久子∥著 六耀社 2014.3

一般 フランス人がときめいた日本の美術館 ソフィー  リチャード∥著
集英社イン
ターナショ

ナル
2016.4

一般 トワイライト★ミュージアム 初野　晴∥著 講談社 2009.5
一般 等伯 上 安部 龍太郎∥著 日本経済新

聞出版社 2012.9
一般 楽園のカンヴァス 原田　マハ∥〔著〕 新潮社 2012.1
一般 注文の多い美術館 門井  慶喜∥著 文芸春秋 2014.1
一般 デトロイト美術館の奇跡 原田  マハ∥著 新潮社 2016.9
一般 フェルメールの仮面 小林　英樹∥著 角川書店 2012.8
一般 赤い帽子 ジョン　ベイリー∥著 南雲堂フェ

ニックス 2007.3
一般 序の舞 上 宮尾  登美子∥著 朝日新聞社 1982.1
一般 たゆたえども沈まず 原田 マハ∥著 幻冬舎 2017.1
一般 ダ・ビンチ・コード 上 ダン・ブラウン∥著 角川書店 2004.5
一般 作家名でわかる逆引き美術館手帖 世界文化社 2011.6
一般 葬送 第１部 平野／啓一郎∥著 新潮社 2002.8
一般 ご近所美術館 森福　都∥著 東京創元社 2012.7
一般 序の舞 下 宮尾  登美子∥著 朝日新聞社 1982.1
一般 かぜまち美術館の謎便り 森  晶麿∥著 新潮社 2014.1
一般 画家名で探す日本で見られる西洋名画 小学館「週刊西洋絵画の

巨匠」編集部∥編 小学館 2010.1
一般 この絵、どこがすごいの？ 佐藤　晃子∥著 新人物往来 2012.3
一般 ショートショート美術館 太田 忠司∥著 文藝春秋 2018.1
一般 フェルメールの街 櫻部 由美子∥[著] 角川春樹事

務所 2017.9

一般 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. 2018.1

一般 眩（くらら） 朝井  まかて∥著 新潮社 2016.3
一般 大人の博物館 一個人編集部∥編 ベストセ

ラーズ 2012.1
一般 京都ミュージアムワンダーランド 光村推古書 2005.8
一般 謎解き錯視傑作１３５選 ジャンニ  Ａ．サルコー

ネ∥著 創元社 2015.5
一般 大英博物館展 筑摩書房 2015.3
一般 深淵のガランス 北森／鴻∥著 文芸春秋 2006.3
一般 ダ・ビンチ・コード 下 ダン・ブラウン∥著 角川書店 2004.5
一般 名画の謎を解き明かすアトリビュート・

シンボル図鑑 平松  洋∥著 ＫＡＤＯＫ
ＡＷＡ 2015.9

一般 展覧会をつくる 足沢　るり子∥著 柏書房 2010.1
一般 ニュー・ミュージアム ミミ　ザイガー∥著 鹿島出版会 2007.4
一般 こんなに面白い東京国立博物館 新潮社∥編 新潮社 2005.4
一般 八月の博物館 瀬名／秀明∥〔著〕 角川書店 2000.1
一般 フェルメール全点踏破の旅 朽木　ゆり子∥著 集英社 2006.9
一般 フェルメールの憂鬱 望月  諒子∥著 光文社 2016.6
一般 水上博物館アケローンの夜 蒼月 海里∥著 幻冬舎 2018.4
一般 等伯 下 安部 龍太郎∥著 日本経済新

聞出版社 2012.9

一般 ＫＡＮＳＡＩ大学博物館ガイド 大坪　覚∥著 Ｐヴァイ
ン・ブック 2011.9
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一般 赤い博物館 大山  誠一郎∥著 文芸春秋 2015.9
一般 美術館の舞台裏 高橋  明也∥著 筑摩書房 2015.1
一般 みんなの「金沢２１世紀美術館」 主婦と生活 2008.3
一般 足立美術館 足立美術館∥監修 河出書房新 2014.1
一般 若冲原寸美術館 〔伊藤  若冲∥画〕 小学館 2016.4
一般 まるごと東京ステーションギャラリー 東京ステーションギャラ

リー∥監修 東京美術 2017.1
一般 鉄道博物館読本 洋泉社編集部∥編 洋泉社 2016.9
一般 もっと知りたいフェルメール 小林 頼子∥著 東京美術 2017.8
一般 三度目のフェルメール 有吉　玉青∥著 小学館 2010.3
一般 日本の美術館ベスト２００最新案内 2016 ぴあ 2016.3
一般 京都のちいさな美術館めぐり 岡山  拓∥著 Ｇ．Ｂ． 2015.1
一般 あの画家に会いたい個人美術館 大竹　昭子∥著 新潮社 2009.5
一般 新生オルセー美術館 高橋  明也∥著 新潮社 2017.1
一般 美術館へ行こう 伊藤 まさこ∥著 新潮社 2018.4
一般 フェルメール巡礼 朽木　ゆり子∥著 新潮社 2011.1
一般 邸宅美術館の誘惑 朽木  ゆり子∥著 集英社 2014.1
一般 超絶技巧美術館 山下  裕二∥監修 美術出版社 2013.1
一般 世界の博物館謎の収集 井出／洋一郎∥監修 青春出版社 2005.4
一般 巨匠に教わる絵画の見かた 視覚デザイン研究所∥編 視覚デザイ

ン研究所 1996.1

一般 東京ミュージアムグッズ図鑑
ＴＯＫＩＭ
ＥＫＩパブ
リッシング

2010.1

一般 怖い絵 中野　京子∥著 朝日出版社 2007.7
一般 日本縦断個性派美術館への旅 なかやま　あきこ∥写真 小学館 2008.4
一般 美貌のひと 中野 京子∥著 PHP研究所 2018.6
一般 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 2016.8
一般 日本全国産業博物館めぐり 武田　竜弥∥編著 ＰＨＰ研究 2008.5
一般 知識ゼロからの博物館入門 竹内　誠∥監修 幻冬舎 2010.4
一般 一日で鑑賞するルーブル美術館 小池／寿子∥著 新潮社 2006..5
一般 聖徳記念絵画館オフィシャルガイド 明治神宮外苑∥編 東京書籍 2016.9
一般 近代美術の名作１５０ 北沢　憲昭∥監修 美術出版社 2013.4
一般 岡倉天心アルバム 茨城大学五浦美術文化研

究所∥監修
中央公論美

術出版 2013.1

一般 モネ、ゴッホ、ピカソも治療した絵のお
医者さん 岩井　希久子∥著 美術出版社 2013.6

一般 人騒がせな名画たち 木村 泰司∥著 マガジンハ
ウス 2018.1

一般 永遠の森 菅／浩江∥著 早川書房 2000.7
一般 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 2009.1
一般 ヨーロッパのおもしろい博物館 宇田川／悟∥文・写真 リブロポー 1997.9
一般 謎解きフェルメール 小林／頼子∥著 新潮社 2003.6
一般 るるぶにっぽんの博物館 JTBパブ

リッシング 2018.8
一般 異人館画廊 谷  瑞恵∥著 集英社 2014.2
一般 喜多川歌麿女絵草紙 藤沢　周平∥著 文芸春秋 2012.7
一般 フェルメール殺人事件 エイプリル・ヘンリー∥

〔著〕 講談社 2002.4
児童 博物館へ行こう 木下　史青∥著 岩波書店 2007.7
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児童 フェルメールの暗号 ブルー・バリエット∥著 ソニー・マ

ガジンズ 2005.8

郷土 ふくいのミュージアム 福井県博物館協議会/
〔編〕

福井県博物
館協議会 2018.4

郷土 ふくい博物館マップ 福井県博物館協議会／
[編]

福井県博物
館協議会 2014.1

郷土 Ｆｕｋｕｉ  Ｇｏｏｄ  Ｍｕｓｅｕｍ 福井の文化国際発信実行
委員会/〔編〕

福井の文化
国際発信実
行委員会

2018.3

郷土 福井県立恐竜博物館100 福井県立恐竜博物館∥監 講談社 2017.2
一般 世界のデザインミュージアム 暮沢  剛巳∥著 大和書房 2014.5
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