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§ 書名 資料番号 請求記号 配架場所

§4-01
日本美術の冒険者 : チャールズ・ラング・フリーアの生涯 / 中野明著.-- 日経BP日本経済新

聞出版本部.
2021102356 289.3/F46/n 2F展示

§4-02 新ジャポニズム産業史1945-2020 / マット・アルト著 ; 村井章子訳.-- 日経BP. 2021102357 361.5/A41 2F展示

§4-03 ジャポニスム入門 / ジャポニスム学会編.-- 思文閣出版; 2000.11. 2013101758 702.06/J24 2F展示

§4-04 ウィーンのジャポニスム / 東京新聞編.-- 東京新聞; c1994. 2005303264 703.8/C26 2F展示

§4-05
芸術がわからなくても美術館がすごく楽しくなる本 : 知識がなくてもできる教養の磨き方 /

藤田令伊著.-- 秀和システム; 2015.9.
2015106257 706.9/F67 2F展示

§4-06 かわいい美術に会いに行こう.-- マイナビ出版; 2019.7. 2019106023 706.9/Ka93 2F展示

§4-07 東洋と西洋篇 ; 1 北斎とドガ.-- 淡交社 ; 1974.-- (小林太市郎著作集 ; 2||2) 0074100756 708/27/2 2F展示

§4-08
ギメ美術館 ; 2, 2||ISBN:4-06-191287-9.-- 講談社 ; 1990.3.-- (秘蔵浮世絵大観 / 楢崎宗重|

編著 ; 7||7).
0090100177 721.8/47/7 2F展示

§4-09
東海道五拾三次 : 描かれた人々の「声」を聴く : NHK浮世絵EDO-LIFE / 藤澤紫, NHK「浮

世絵EDO-LIFE」制作班編著.-- NHK出版; 2021.7.
2021102362 721.8/A47/f 2F展示

§4-10 知られざる北斎 / 神山典士著.-- 幻冬舎; 2018.7. 2021102355 721.8/Ka88/k 2F展示

§4-11 北斎さんぽ : 江戸の名所を巡る / 片山喜康著.-- 青幻舎; 2021.3. 2021102359 721.8/Ka88/k 2F展示

§4-12 浮世絵の解剖図鑑 : 江戸の暮らしがよく分かる / 牧野健太郎著.-- エクスナレッジ; 2020.9. 2021102360 721.8/Ma35 2F展示

§4-13 日本をすり抜けた西洋 : 北斎の知恵、そして写楽 / 横地清著.-- 東海大学出版会; 2008 2008107217 721.8/Y74 2F展示

§4-14
画狂人ホルスト・ヤンセン : 北斎へのまなざし / ホルスト・ヤンセン著.-- 平凡社; 2005.--

(コロナ・ブックス ; 117)
2005101943 723.34/J23 2F展示

§4-15
ミュシャと日本、日本とオルリク / 西山純子 [ほか] 編 ; 山野英嗣 [ほか] 執筆 ; 青木加苗 [ほ

か] 翻訳.-- 国書刊行会; 2019.9.
2021102374 723.348/Mu13/n 2F展示

§4-16 北斎とドガ / 小林太市郎|[著].-- 全国書房 ; 1946 0000036538 723.35/6 2F展示

§4-17
ドビュッシー : 生と死の音楽 / V･ジャンケレヴィッチ著 ; 船山隆, 松橋麻利訳.-- 改訂新版.--

青土社 ; 1999.10.
2000105700 762.35/6/A 2F展示

§4-18
Hokusai and his age : ukiyo-e painting, printmaking and book illustration in late Edo

Japan / edited by John T. Carpenter.-- Hotei; c2005.
2007202030 769.92/Ka88/c 3F展示
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§4-19

The great wave / inspired by a woodcut by Hokusai ; text by Véronique Massenot ;

illustrations by Bruno Pilorget ; English translation, Cynthia Hall, Stephanskirchen.--

Prestel; [2011].

2021200172 769.92/Ka88/m 2F展示

§4-20

Hiroshige ; Hiroshige and Japanese landscapes ; Korin ; Utamaro ; Hokusai / [Yone

Noguchi].-- Edition Synapse; 2008.-- (Collected English works of Yone Noguchi ; . Books

on ukiyoe and Japanese arts in English by Yone Noguchi / edited by Shigemi Inaga ; v. 1).

2011200460 895.6/N93/2(1) 2F展示

§4-21

More queer things about Japan : to which are added a précis of the terms of peace, and a

skeleton history of the entire war, specially compiled for this edition, entitled "The War at

a glance" / by Douglas Sladen and Norma Lorimer ; with ten double-page illustrations by

the celebrated Hokusai and fourteen other double illustrations by Japanese artists.--

Dodge Pub. Co.; [1905].

0083202568 915.2/16 2F展示

§4α　情報検索

§ 書名 資料番号 請求記号 配架場所

§4α-01
資料検索入門 : レポート・論文を書くために / 市古みどり編著 ; 上岡真紀子, 保坂睦著.-- 慶

應義塾大学出版会; 2014.1.-- (アカデミック・スキルズ).
2014106220 007.58/I14 2F展示 

§4α-02 スキルアップ!情報検索 : 基本と実践 / 中島玲子, 安形輝, 宮田洋輔著.-- 日外アソシエーツ. 2018102675 007.58/N34 2F展示


