
資料番号 タイトル 人名

0116632449 アート鑑賞の玉手箱 白鳥　正夫／著 東京：梧桐書院 芸術      

0116033788 あの画家に会いたい個人美術館 大竹　昭子／著 東京：新潮社 芸術      

0116397407 安藤忠雄の美術館・博物館へ。 東京：マガジンハウス 工学      

0116849852 井浦新の日曜美術館 井浦　新／著 京都：青幻舎 芸術      

0117629360 いちからわかる円山応挙 岡田　秀之／著 東京：新潮社 芸術      

0115520249 一日で鑑賞するルーヴル美術館 小池　寿子／著 東京：新潮社 芸術      

0117583922 一目置かれる知的教養日本美術鑑賞 秋元　雄史／著 東京：大和書房 芸術      

0116795535 伊藤若冲と京(みやこ)の美術 細見美術館／監修・編集 京都：青幻舎 芸術      

0117076786 いま知りたい、私たちの「現代アート」 高松市美術館／監修 京都：青幻舎 芸術      

0116257643 印象派。 ペン編集部／編 東京：阪急コミュニケーションズ 芸術      

0117076471 歌川国貞 歌川　国貞／[画] 東京：東京美術 芸術      

0117288027 美しい世界の傑作ミュージアム MdN編集部／編 東京：エムディエヌコーポレーション 工学      

0117138438 絵とき日本美術 石川　マサル／共著 東京：エムディエヌコーポレーション 芸術      

0117578047 エミール・ガレのガラス 山根　郁信／編 東京：河出書房新社 芸術      

0117179416 MOA美術館 MOA美術館／監修・著 東京：東京美術 芸術      

0116585589 美味しい美術館　[PART1] 飯田　郷介／著 東京：求龍堂 芸術      

0117138735 美味しい美術館　PART2 飯田　郷介／著 東京：求龍堂 芸術      

0116690710 おさんぽ美術館 杉浦　さやか／著 東京：白泉社 芸術      

0114763535 乙女の絵画案内 和田　彩花／著 東京：PHP研究所 芸術      

0117479246 小原古邨 小原　古邨／[画] 東京：東京美術 芸術      

0116817131 オルセーはやまわり 有地　京子／著 東京：中央公論新社 芸術      

0116193624 オルセー美術館の名画101選 島田　紀夫／監修 東京：小学館 芸術      

0116644824 絵画の見かた 池上　英洋／編著 東京：新星出版社 芸術      

0116249814 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 東京：小学館 芸術      

0117201939 「画鬼」河鍋暁斎 河鍋　楠美／監修 東京：宝島社 芸術      

0117463794 カフェのある美術館 青い日記帳／監修 東京：世界文化社 芸術      

特集名：長野４月一般テーマ「美術館」
特集期間：2021/3/26～2021/4/28

出版者　　　　　　　　　　　　　    保管場所



0117069005 かわいい印象派 高橋　明也／監修・著 東京：東京美術 芸術      

0117163204 かわいい浮世絵 日野原　健司／著 東京：東京美術 芸術      

0116421736 関東周辺個人美術館めぐり 東京：日本出版社 芸術      

0117135798 企画展がなくても楽しめるすごい美術館 藤田　令伊／著 東京：ベストセラーズ 芸術      

0117330886 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 東京：G.B. 芸術      

0117794545 驚異の静物画 芸術新聞社／編 東京：芸術新聞社 芸術      

0117562207 京都国立近代美術館の名作 京都国立近代美術館／監修 東京：国立美術館 芸術      

0117675629 京都名筆散歩 中村　史朗／著 京都：淡交社 芸術      

0116931551 京都琳派をめぐる旅 淡交社編集局／編 京都：淡交社 芸術      

0116986738 芸術がわからなくても美術館がすごく楽しくなる本 藤田　令伊／著 東京：秀和システム 芸術      

0116911009 建築がすごい世界の美術館 東京：パイインターナショナル 工学      

0117704825 建築でめぐる日本の美術館 土肥　裕司／著 東京：G.B. 工学      

0117562223 国立国際美術館の名作 国立国際美術館／監修 東京：国立美術館 芸術      

0117562215 国立西洋美術館の名作 国立西洋美術館／監修 東京：国立美術館 芸術      

0117676759 国立西洋美術館名画の見かた 渡辺　晋輔／著 東京：集英社 芸術      

0115977639 この絵、誰の絵? 佐藤　晃子／著 東京：美術出版社 芸術      

0117272849 作家別あの名画に会える美術館ガイド　江戸絵画篇 金子　信久／著 東京：講談社 芸術      

0116576596 作家別あの名画に会える美術館ガイド　西洋絵画篇 千足　伸行／編著 東京：講談社 芸術      

0117602284 シェアする美術 洞田貫　晋一朗／著 [東京]：翔泳社 芸術      

0117027300 しかけ絵本の世界 佐久間　保明／監修 東京：グラフィック社 芸術      

0117708040 ジブリ美術館ものがたり Kanyada Phatan／著 東京：ディスカヴァー・トゥエンティワン 芸術      

0117671297 初老耽美派よろめき美術鑑賞術 高橋　明也／著 東京：毎日新聞出版 芸術      

0117314146 知られざる日本に眠る若冲 狩野　博幸／監修 東京：エクスナレッジ 芸術      

0116578089 新・美術空間散歩 青野　尚子／著 東京：日東書院本社 工学      

0117177014 新生オルセー美術館 高橋　明也／著 東京：新潮社 芸術      

0117490524 人生も作品!芸術家たちのプライベート美術館 講談社／編 東京：講談社 芸術      

0116251976 すぐわかる画家別西洋絵画の見かた 岡部　昌幸／著 東京：東京美術 芸術      

0115679466 すぐわかる女性画家の魅力 千足　伸行／監修 東京：東京美術 芸術      

0116790395 世界のデザインミュージアム 暮沢　剛巳／著 東京：大和書房 芸術      

0117211565 世界のベストミュージアム 東京：マガジンハウス 工学      

0116245739 世界の名画 大友　義博／監修 東京：メイツ出版 芸術      

0116863135 ゼロから始める西洋絵画入門 田中　久美子／監修 東京：KADOKAWA 芸術      



0117786251 旅する日曜美術館　東海・近畿・中国・四国・九州 NHK「日曜美術館」制作班／編 東京：NHK出版 芸術      

0117786269 旅する日曜美術館　北海道・東北・関東・甲信越・北陸 NHK「日曜美術館」制作班／編 東京：NHK出版 芸術      

0116259300 誰も知らない「名画の見方」 高階　秀爾／著 東京：小学館 芸術      

0116642570 知識ゼロからの印象派絵画入門 大橋　巨泉／著 東京：幻冬舎 芸術      

0117028738 知識ゼロからの名画入門 永井　龍之介／監修 東京：幻冬舎 芸術      

0116881434 庭園美術館へようこそ 朝吹　真理子／著 東京：河出書房新社 工学      

0117677138 展覧会の挨拶 酒井　忠康／著 東京：生活の友社 芸術      

0117462945 展覧会プロデューサーのお仕事 西澤　寛／著 東京：徳間書店 芸術      

0117562199 東京国立近代美術館の名作 東京国立近代美術館／監修 東京：国立美術館 芸術      

0117093609 東京周辺建築でめぐるひとり美術館 土肥　裕司／著 東京：G.B. 工学      

0117723601 東京と美術。 東京：平凡社 芸術      

0117153239 東京のちいさな美術館・博物館・文学館 増山　かおり／著 東京：エクスナレッジ 芸術      

0117782300 東京のミュージアム100 芸術新潮編集部／編 東京：新潮社 芸術      

0117685750 東京のレトロ美術館 とに〜／著 東京：エクスナレッジ 芸術      

0117617902 日本の美術館で見たい世界の名画と日本の名品100 東京：ぴあ 芸術      

0117049858 日本の美術館ベスト200最新案内　2016 東京：ぴあ 芸術      

0116762030 日本の美術館ベスト250完全案内 東京：ぴあ 芸術      

0117456905 日本画の歴史　近代篇 草薙　奈津子／著 東京：中央公論新社 芸術      

0117456913 日本画の歴史　現代篇 草薙　奈津子／著 東京：中央公論新社 芸術      

0117655753 仁清 金と銀 [野々村　仁清／作] 京都：淡交社 芸術      

0117299214 寧楽美術館の印章 久米　雅雄／監修 京都：思文閣出版 芸術      

0117465419 パリの小さな美術館 原田　マハ／著 東京：新潮社 芸術      

0116827114 美との対話 粟津　則雄／著 東京：生活の友社 芸術      

0116724501 美術館と建築 酒井　忠康／監修 京都：青幻舎 工学      

0117027417 美術館の舞台裏 高橋　明也／著 東京：筑摩書房 芸術      

0115983629 美術館は生まれ変わる 太田　泰人／編著 東京：鹿島出版会 工学      

0117726521 美術展の不都合な真実 古賀　太／著 東京：新潮社 芸術      

0116943549 フェルメールと「風俗画」の巨匠たち 尾崎　彰宏／監修 東京：小学館 芸術      

0117433417 武器になる知的教養西洋美術鑑賞 秋元　雄史／著 東京：大和書房 芸術      

0116441478 富豪への道と美術コレクション 志村　和次郎／著 東京：ゆまに書房 芸術      

0117734830 ぶらぶら美術・博物館プレミアムアートブック　2020-2021 東京：KADOKAWA 芸術      

0117072942 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 東京：集英社インターナショナル 芸術      



0117466243 フリーア美術館 東京：平凡社 芸術      

0117339820 ベラスケスとプラド美術館の名画 松原　典子／監修 東京：中央公論新社 芸術      

0117785287 偏愛ムラタ美術館　展開篇 村田　喜代子／著 東京：徳間書店 芸術      

0117565770 ポーランド・ポスターの光彩 籾山　昌夫／編著 東京：東京美術 芸術      

0116921461 幻の五大美術館と明治の実業家たち 中野　明／[著] 東京：祥伝社 芸術      

0116881640 まるごとちひろ美術館 高橋　明也／監修 東京：東京美術 芸術      

0116707084 まるごと三菱一号館美術館 高橋　明也／監修 東京：東京美術 芸術      

0117760942 京(みやこ)のくらし 京都国立近代美術館／編著 京都：青幻舎 芸術      

0115923666 名画美術館　1 岡部　昌幸／監修 [東京]：JTBパブリッシング 芸術      

0115923674 名画美術館　2 岡部　昌幸／監修 [東京]：JTBパブリッシング 芸術      

0116619974 メトロポリタン美術館ガイド ニューヨーク：メトロポリタン美術館 芸術      

0117351270 もっと知りたい文人画 黒田　泰三／著 東京：東京美術 芸術      

0117724831 モネとマティス モネ／[画] 東京：求龍堂 芸術      

0117699173 山内マリコの美術館は一人で行く派展 山内　マリコ／著 東京：東京ニュース通信社 芸術      

0117237792 ようこそ!西洋絵画の流れがラクラク頭に入る美術館へ とに〜／著 東京：誠文堂新光社 芸術      

0117766071 横山大観の全貌 足立美術館／監修 東京：平凡社 芸術      

0116388075 ル・コルビュジエの国立西洋美術館 藤木　忠善／著 東京：鹿島出版会 工学      

0117688168 ルーヴルに学ぶ美術の教養 木村　泰司／[著] 東京：ディスカヴァー・トゥエンティワン芸術      

0116432667 ルーヴルはやまわり 有地　京子／著 東京：中央公論新社 芸術      

0116611500 ルーヴル美術館の闘い ジャック・ラング／著 東京：未來社 芸術      

0116771080 ルーヴル美術館の舞台裏 パスカル・ボナフー／著 東京：西村書店 芸術      

0117690875 ルネ・ラリック ルネ・ラリック／[作] 東京：求龍堂 芸術      

0116069527 ルネ・ラリック イヴォンヌ・ブリュナメール／著 大阪：創元社 芸術      

0117266155 ルネサンス超入門 東京：枻出版社 芸術      

0117692244 ロンドン・ナショナル・ギャラリー 小池　寿子／監修 東京：平凡社 芸術      

0117800706 ロンドン・ナショナル・ギャラリー 細川　祐子／著 東京：明石書店 芸術      










