
記号 書名(著者名) 出版者 所在

1 702.1ｸｻ 草間彌生(建畠 晢∥監修) 平凡社 一般

2 H702.1ﾀﾆ 札幌アートウオーク(谷口　雅春／著) 北海道新聞社 郷一

3 702.1ﾆｼ ニセモノ図鑑(西谷 大∥編著) 河出書房新社 一般

4 702.3ｲｹ もっと知りたいミケランジェロ(池上 英洋∥著) 東京美術 一般

5 706.7ｳｲ ＦＢＩ美術捜査官(ロバート・Ｋ．ウィットマン／著) 柏書房 一般

6 706.7ｿﾙ 偽りの来歴(レニー・ソールズベリー／著) 白水社 一般

7 706.9ｲﾏ 展覧会カタログの愉しみ(今橋　映子／編著) 東京大学出版会 閉架

8 706.9ｵｵ あの画家に会いたい個人美術館(大竹　昭子／著) 新潮社 一般

9 706.9ｵﾄ 大人が憧れる全国美術館ガイド 主婦の友社 一般

10 H706.9ｻﾂ 札幌美術展　さっぽろ・昭和３０年代(札幌芸術の森美術館／編者) 札幌市芸術文化財団 郷一

11 706.9ﾊｾ 美術館へ行こう(長谷川　智恵子／著) 求竜堂 一般

12 706.9ﾊﾟﾘ パリオルセー美術館(ハナブサ　リュウ／撮影) 平凡社 一般

13 706.9ﾎｼ 小さな美術館への旅(星　瑠璃子／著) 二玄社 閉架

14 706.9ﾖﾛ 日本の個人美術館を旅する(万　真智子／文) 世界文化社 一般

15 707.9ｴﾇ ＮＨＫ美の壷 アスコム 一般

16 H708.7ｺﾚ コレクションへの招待(北海道立近代美術館／編集) 響文社 郷一

17 708.7ｻｸ 錯視芸術の巨匠たち(アル・セッケル／〔編〕著) 創元社 一般

18 708.7ｻﾙ 謎解き錯視傑作１３５選(ジャンニ・Ａ．サルコーネ／著) 創元社 一般

19 708.7ﾌｶ 不可能美術館(セリーヌ・ドゥラヴォー／〔編〕著) ユーキャン 一般

20 H712.1ｸﾒ 安田侃(久米　淳之／著) 北海道新聞社 郷一

21 717ﾃｲ 海底美術館(ジェイソン　デカイレス　テイラー∥著) 日経ナショナルジオグラフィック社 一般

22 720.4ﾑﾗ 偏愛ムラタ美術館(村田　喜代子／著) 平凡社 一般

23 720ｻﾄ この絵、どこがすごいの？(佐藤　晃子／著) 新人物往来社 一般

24 721.3ｶﾉ 無頼の画家曾我蕭白(狩野　博幸／著) 新潮社 一般

25 721.4ｲﾉ 異能の画家伊藤若冲(狩野　博幸／ほか著) 新潮社 一般

26 721.4ﾔｽ もっと知りたい狩野派(安村　敏信／著) 東京美術 一般

27 721.5ﾀﾏ もっと知りたい酒井抱一(玉虫　敏子／著) 東京美術 一般

28 721.5ﾅｶ もっと知りたい尾形光琳(仲町　啓子／著) 東京美術 一般

29 721.5ﾑﾗ もっと知りたい俵屋宗達(村重　寧／著) 東京美術 一般

30 721.8ｲｻ もっと知りたい歌川国芳(悳　俊彦／著) 東京美術 一般

31 721.8ｳｷ 8 浮世絵大系 8(座右宝刊行会／編集制作) 集英社 閉架

32 721.8ﾅｲ もっと知りたい歌川広重(内藤　正人／著) 東京美術 一般

33 721.9ｶﾄ もっと知りたい上村松園(加藤　類子／著) 東京美術 一般

34 721.9ﾋｶﾞ 東山魁夷への旅(東山　魁夷／〔画〕) 日本経済新聞社 一般

35 721.9ﾋｶﾞ 東山魁夷(菊屋　吉生／監修) 平凡社 一般

36 721ｴﾄﾞ 江戸絵画入門(河野　元昭／監修) 平凡社 一般

37 721ｷﾝ 近代日本の画家たち(古田　亮／監修) 平凡社 一般

38 721ｾﾝ 画家の息吹を伝える原寸美術館(千住　博／著) 小学館 大型

39 721ﾆﾎ 日本絵画の楽しみ方完全ガイド(細野　正信／監修) 池田書店 一般
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40 721ﾐﾔ すぐわかる寺院別障壁画の見かた(宮元　健次／著) 東京美術 一般

41 721ﾔｽ 江戸の絵師「暮らしと稼ぎ」(安村　敏信／著) 小学館 一般

42 H723.1ｵｵ 山下りん(大下　智一／著) 北海道新聞社 郷一

43 723.1ﾄｳ 東郷青児(野崎　泉／編) 河出書房新社 一般

44 723.1ﾕﾊ 藤田嗣治(湯原　かの子／著) 新潮社 一般

45 723.3ｲｹ もっと知りたいラファエッロ(池上　英洋／著) 東京美術 一般

46 723.3ｵｵ もっと知りたいゴヤ(大高　保二郎／著) 東京美術 一般

47 723.3ｵｶ 図説ヒエロニムス・ボス(岡部　紘三／著) 河出書房新社 一般

48 723.3ｷﾖ もっと知りたいボッティチェッリ(京谷　啓徳／著) 東京美術 一般

49 723.3ｺｳ もっと知りたいゴッホ(圀府寺　司／著) 東京美術 一般

50 723.3ｺﾊﾞ もっと知りたいフェルメール(小林　頼子／著) 東京美術 一般

51 723.3ｼﾏ もっと知りたいルノワール(島田　紀夫／著) 東京美術 一般

52 723.3ｽｷﾞ もっと知りたいロートレック(杉山　菜穂子／著) 東京美術 一般

53 723.3ｾﾝ もっと知りたいクリムト(千足　伸行／著) 東京美術 一般

54 723.3ﾌｼﾞ ロートレックとミュシャ(藤　ひさし／著) ランダムハウス講談社 一般

55 723.3ﾌﾞﾘ ブリューゲルへの招待(朝日新聞出版∥編) 朝日新聞出版 一般

56 723.3ﾏﾂ もっと知りたいピカソ(松田　健児／著) 東京美術 一般

57 723.3ﾐﾔ カラヴァッジョへの旅(宮下　規久朗／著) 角川学芸出版 一般

58 723.3ﾐﾔ もっと知りたいカラヴァッジョ(宮下　規久朗／著) 東京美術 一般

59 723.3ﾑﾄ もっと知りたいゴーギャン(六人部　昭典／著) 東京美術 一般

60 723.3ﾑﾗ もっと知りたいサルバドール・ダリ(村松 和明∥著) 東京美術 一般

61 723.3ﾓﾈ モネ 平凡社 一般

62 723.3ﾔﾏ もっと知りたいルドン(山本　敦子／著) 東京美術 一般

63 723.3ﾕｳ ピカソ描かれた恋(結城　昌子／著) 小学館 一般

64 723.3ﾙﾉ ルノワール() 平凡社 一般

65 723.5ﾋﾞﾕ フリーダ・カーロ(クリスティーナ・ビュリュス／著) 創元社 一般

66 723ｷﾑ 巨匠たちの迷宮(木村　泰司／著) 集英社 一般

67 723ｽｸﾞ すぐわかるキリスト教絵画の見かた(千足　伸行／監修) 東京美術 一般

68 723ｽｸﾞ すぐわかる画家別抽象絵画の見かた(本江　邦夫／監修) 東京美術 一般

69 723ｽｸﾞ すぐわかる画家別印象派絵画の見かた(島田　紀夫／監修) 東京美術 一般

70 723ﾅｶ 名画の謎　対決篇(中野 京子∥著) 文藝春秋 一般

71 723ﾅｶ 新怖い絵(中野 京子∥著) KADOKAWA 一般

72 Y723.3ﾄｼ レオナルドの謎(利倉　隆／構成・文) 二玄社 一般

73 724.3ｽｽﾞ 基本から始めよう(鈴木　輝実／著) グラフィック社 一般

74 724.3ﾅｶ 光と影を描く(中西　繁／著) 講談社 一般

75 724.4ｵｵ 知識ゼロからの水彩画入門(大友　ヨーコ／著) 幻冬舎 一般

76 724.4ﾔﾏ はじめての植物画(やまだ　えりこ／著) 日貿出版社 一般

77 725.2ｽｷﾞ だまし絵の描き方入門(杉原　厚吉／著) 誠文堂新光社 一般

78 725.5ｱﾜ 色鉛筆から始めるはじめての仏画(粟生　密弘／著) 日貿出版社 大型

79 726.1ﾃｽﾞ 手塚治虫と６人(平田　昭吾／共著) ブティック社 大型

80 726.5ﾀｹ 竹久夢二名品１００選(竹久　夢二／〔画〕) 東方出版 大型
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81 726.5ﾅｶ みすゞ憧憬(中島　潔／画・文) 二玄社 大型

82 726.5ﾔﾏ ニャーヴル美術館(シュー・ヤマモト／著) 講談社 一般

83 730.8ｴﾂ Ｍ・Ｃ・エッシャー(Ｍ．Ｃ．エッシャー／〔画〕) タッシェン・ジャパン 大型

84 Fｱｻ 眩(くらら)(朝井 まかて∥著) 新潮社 一般

85 Fｵﾘ 黙の部屋(折原　一／著) 文芸春秋 閉架

86 Fｵﾝ 禁じられた楽園(恩田　陸／著) 徳間書店 閉架

87 Fｶｼﾞ ヨイ豊(梶 よう子∥著) 講談社 一般

88 Fｶｼﾞ 北斎まんだら(梶 よう子∥著) 講談社 一般

89 Fｶﾄﾞ 天才たちの値段(門井　慶喜／著) 文芸春秋 閉架

90 Fｷﾀ 虚栄の肖像(北森　鴻／著) 文芸春秋 一般

91 Fｸﾛ 離れ折紙(黒川　博行／著) 文芸春秋 一般

92 Fｺﾊﾞ フェルメールの仮面(小林　英樹／著) 角川書店 一般

93 Fｻﾜ 若冲(沢田　瞳子／著) 文芸春秋 一般

94 Fﾀｶ 1 ゴッホ殺人事件　上(高橋　克彦／〔著〕) 講談社 閉架

95 Fﾀｶ 2 ゴッホ殺人事件　下(高橋　克彦／〔著〕) 講談社 閉架

96 Fﾂｶ 黄昏たゆたい美術館(柄刀　一／著) 実業之日本社 閉架

97 Fﾂｶ システィーナ・スカル(柄刀　一／著) 実業之日本社 一般

98 Fﾊﾂ レオナルドのユダ(服部　まゆみ／著) 角川書店 閉架

99 Fﾊﾗ 楽園のカンヴァス(原田  マハ／〔著〕) 新潮社 一般

100 Fﾊﾗ モダン(原田　マハ／著) 文芸春秋 一般

101 Fﾊﾗ 暗幕のゲルニカ(原田 マハ∥[著]) 新潮社 一般

102 Fﾊﾗ デトロイト美術館の奇跡(原田 マハ∥著) 新潮社 一般

103 Fﾊﾗ サロメ(原田 マハ∥著) 文藝春秋 一般

104 Fﾊﾗ アノニム(原田 マハ∥著) KADOKAWA 一般

105 BFﾀﾆ 異人館画廊(谷　瑞恵／著) 集英社 文庫

106 BFﾀﾆ 3 異人館画廊 [3](谷 瑞恵∥著) 集英社 文庫

107 BFﾀﾆ 4 異人館画廊 [4](谷 瑞恵∥著) 集英社 文庫

108 933.7ｼﾕ 真珠の耳飾りの少女(トレイシー・シュヴァリエ／〔著〕) 白水社 閉架

109 933.7ﾌﾞﾗ 1 ダ・ヴィンチ・コード　上(ダン・ブラウン／著) 角川書店 閉架

110 933.7ﾌﾞﾗ 2ダ・ヴィンチ・コード 下(ダン・ブラウン／著) 角川書店 閉架

111 936ｳｵ ネットオークションで騙す。(ケネス・ウォルトン／著) 光文社 一般

112 700ｾｶ 世界のａｒｔ図鑑(レベッカ・ライオンズ／総監修) ポプラ社 児童

113 702ﾏﾂ ラスコーの洞窟(エミリー・アーノルド・マッカリー／絵と文) 小峰書店 児童

114 706ｻｶﾞ 美術館にもぐりこめ！(さがら　あつこ／文) 福音館書店 児童

115 723ｺﾞｯ ゴッホ(フカキ ショウコ∥漫画) ポプラ社 児童

116 723ｾﾘ 見てごらん！名画だよ(マリー・セリエ／文) 西村書店 児童

117 723ﾋﾟｶ ピカソびっくりキュビスム(ＤＡＤＡ日本版編集部／編著) 朝日学生新聞社 児童

118 723ﾏﾙ マルサンカクシカク　セザンヌ(ＤＡＤＡ日本版編集部／編著) 朝日学生新聞社 児童

119 723ﾓﾈ モネ色いろ(ＤＡＤＡ日本版編集部／編著) 朝日学生新聞社 児童

120 723ﾗﾝ 名画で遊ぶあそびじゅつ！(エリザベート・ド・ランビリー／著) 長崎出版 児童

121 723ﾗﾝ 名画で遊ぶあそびじゅつ！(エリザベート・ド・ランビリー／著) 長崎出版 児童
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122 723ﾙｿ ルソーおかしなジャングル(ＤＡＤＡ日本版編集部／編著) 朝日学生新聞社 児童

123 726ｱﾃ ARTIST to artist(エリック　カール絵本美術館∥ほか著) 東京美術 児童

124 913ﾊﾅ アート少女(花形　みつる／著) ポプラ社 児童

125 Y933ﾊﾞﾘ 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 児童

126 Eﾀﾝ ぼくはヨハネス・フェルメール(林　綾野／さく) 美術出版社 児童

127 Eﾌﾞﾙ ミッフィーとほくさいさん(菊地 敦己∥構成) 美術出版社 児童

128 Eﾒｲ ケイティとひまわりのたね(ジェイムズ・メイヒュー／作) サイエンティスト社 児童

129 Eﾒｲ ケイティとモナリザのひみつ(ジェイムズ・メイヒュー／作) サイエンティスト社 児童

130 Eﾒｲ ケイティと花たばのプレゼント(ジェイムズ・メイヒュー／作) サイエンティスト社 児童

131 Eﾒｲ ケイティと星月夜(ジェイムズ・メイヒュー／作) サイエンティスト社 児童

132 Eﾒｲ ケイティときょうりゅう博物館(ジェイムズ・メイヒュー／作) サイエンティスト社 児童

133 Eﾒｲ ケイティのゆかいな水あそび(ジェイムズ・メイヒュー／作) サイエンティスト社 児童

134 Eﾒｲ ケイティのはじめての美術館(ジェイムズ・メイヒュー／作) サイエンティスト社 児童

135 Eﾒｲ ケイティとスペインのおひめさま(ジェイムズ・メイヒュー／作) サイエンティスト社 児童

136 Eﾒｲ ケイティとイギリスの画家たち(ジェイムズ・メイヒュー／作) サイエンティスト社 児童

137 Eﾒｲ ケイティとすいれんの池(ジェイムズ・メイヒュー／作) サイエンティスト社 児童

＊所在

　　文庫：文庫本

・・・　一般：一般図書　児童：児童図書　閉架：閉架書庫　郷一：郷土資料一般　大型：大型図書
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