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1 舞台芸術の世界 : ディアギレフのロシアバレエと舞台デザイン
アラ・ローゼンフェルド
[ほか] 執筆 ; 柴勤 [ほ
か] 編

アートインプレッション c2007

2 国立西洋美術館名作選 = Masterpieces of the National Museum of Western Art, Tokyo
国立西洋美術館学芸課
編集

国立西洋美術館 : 西洋
美術振興財団

2006.3

3 高麗美術館蔵品図録 高麗美術館編 高麗美術館 2003.10

4 Moonlight serenade = 月夜曲
奈良美智文 ; チャール
ズ・ウォーゼン翻訳 ; 北
出智恵子編集

金沢21世紀美術館 2007.3

5 ポワレとフォルチュニィ : 20世紀モードを変えた男たち 河村三枝子[ほか]編
東京都歴史文化財団 :
東京都庭園美術館

c2009

6
染野夫妻陶芸コレクション : リーチ・濱田・豊藏・壽雪 = Bernard Leach, Hamada Shoji,
Arakawa Toyozo and Miwa Jusetsu from Mr. and Mrs.Someno's ceramics collection

東京国立近代美術館,
山口県立萩美術館・浦
上記念館編集 ; 下瀬信
雄写真撮影 ; マーテイ・
イエリネク, ダレン・ダモ
ンテ翻訳

東京国立近代美術館 2009

7 日本近代陶芸のあゆみ : 岐阜県現代陶芸美術館所蔵 姫路市立美術館編 姫路市立美術館友の会 2010.4
8 マイ・フェイバリット : とある美術の検索目録 : 所蔵作品から 池澤茉莉 [ほか] 編集 京都国立近代美術館 2010.3

9 Guerrino Tramonti : イタリア・ファエンツァが育んだ色の魔術師

東京国立近代美術館,
山口県立萩美術館・浦
上記念館, NHKプラネッ
ト中部編集 ; ザ・ワー
ド・ワークス, 文流イタロ
サービス翻訳

NHKプラネット中部 c2011

図録でめぐる美術館
ようやく暑さもやわらぎ、美術館に出かけたくなる季節の到来です。

図書館には多くの展覧会図録が所蔵されています。
近くにこんな素敵な美術館があるのをご存知でしたか？

展示期間：2015年9月18日(金)～10月30日(金) 展示場所：1Fアメニティゾーン

https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00043869
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00043865
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00043873
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00043883
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00048734
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00050282
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00050282
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00056105
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00056394
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00057612


作成日2015年9月17日
※複数冊ある資料もございます。

リンクがないもの・アクセス先がないものは現在利用できない資料です。
詳しくはカウンターまでお問い合わせください。

京都工芸繊維大学附属図書館

書名　(※OPACへのリンクがはってあります) 著者 出版社 出版年

10 王朝美術名品展
文化庁 : 東京国立博物
館,

文化庁 : 東京国立博物
館,

1976

11 李朝陶磁500年の美
大阪市立東洋陶磁美術
館編

大阪市美術振興協会 1987.10-1988.8

12 韓国美術五千年展
東京国立博物館 [ほか]
図録編集

朝日新聞社 c1976

13 シルクロード : 絹と黄金の道 : 日中国交正常化30周年記念 : 特別展
東京国立博物館, NHK,
NHKプロモーション編

NHK 2002.8

14 東洋陶磁の展開 : 大阪市立東洋陶磁美術館館蔵品選集
大阪市立東洋陶磁美術
館編

大阪市美術振興協会 1999

15 スペイン美術展 : ゴヤ グレコ ベラスケスを中心とする
ホアキン・デ・ラ・プエン
テ [ほか] 編集

朝日新聞東京本社 c1970

16 若冲と琳派 : きらめく日本の美 : 細見美術館コレクションより 細見美術館編集 毎日放送 c2003
17 茶道具 泉屋博古館[編] 泉屋博古館 1988.11

18 酒器
樋口隆康編集・解説 ; 1,
2

泉屋博古館 1984.10

19 大英博物館展 : 芸術と人間 世田谷美術館[ほか]編 日本放送協会 c1990
20 ソ連所蔵名品百選展 日本経済新聞社 1971

21 タイ美術展 : 日タイ修好100周年記念
東京国立博物館, 朝日
新聞社編

朝日新聞社 1987

22 弘法大師と密教美術 : 入定1150年
京都国立博物館 [ほか]
編

朝日新聞社 1983.3

23
浅川伯教・巧兄弟の心と眼 : 朝鮮時代の美 : 特別展 浅川巧生誕120年記念 = Asakawa
Noritaka & Takumi brothers : their souls and their visions : special exhibition in
commemoration of the 120th anniversary of Asakawa Takumi's birth

大阪市立東洋陶磁美術
館 [ほか] 編

美術館連絡協議会 2011.4

24 麗しき女性の美 : 松園、青邨、契月、麦僊、不矩
姫路市立美術館, 神戸
新聞社編

神戸新聞社 c2012

25 雑誌「オリーブ」のクリエイティビティ : Olive, 1982-2003 高橋律子執筆・編集 金沢21世紀美術館 2012.11
26 あたらしいあそびばをつくる せんだいメディアテーク せんだいメディアテーク 2010
27 もうひとつの現場 せんだいメディアテーク せんだいメディアテーク 2010

28
貴婦人と一角獣展 : フランス国立クリュニー中世美術館所蔵 = La dame à la licorne : et l'art
européen autour de 1500 dans les collections du Musée de Cluny, Paris

国立新美術館, NHK,
NHKプロモーション編集
; 泉美知子 [ほか] 翻訳

NHK : NHKプロモーショ
ン

c2013

https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00056860
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00057766
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00057768
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00057896
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00057900
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00057922
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00058366
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00058849
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00058860
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00058975
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00059027
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00059036
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00058783
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00060433
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00060433
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00060433
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00063382
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00063546
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00064520
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00064522
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00070268
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00070268
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29 アンドレアス・グルスキー = Andreas Gursky

[アンドレアス・グルス
キー写真] ; 読売新聞
東京本社文化事業部,
国立新美術館, 国立国
際美術館編集 ; クリスト
ファー・スティヴンズ翻
訳

読売新聞東京本社 2013.7

30 城 : つわものどもが夢の跡 姫路市立美術館編 姫路市立美術館 2014.2

31
金沢21世紀美術館オフィシャル・ミュージアム・ガイド = 21st Century Museum of
Contemporary Art, Kanazawa : official museum guide

落合博晃 [ほか] 編 金沢21世紀美術館 2014.3

32
チェコの映画ポスター : テリー・ポスター・コレクションより = Czech posters for films : from
the collection of Terry Posters

東京国立近代美術館
フィルムセンター, 京都
国立近代美術館編

東京国立近代美術館 2013

33 民衆の絵画展 : 1920s-1930s 姫路市立美術館編 姫路市立美術館友の会 2002.2

34 雪景色の系譜展 : その表現の歩み近世から近代まで
西宮市大谷記念美術
館, 枝松亜子編集

西宮市大谷記念美術館 c2015

35
紙片の宇宙 : シャガール、マティス、ミロ、ダリの挿絵本 : Artists books by 20th century
masters

ポーラ美術館学芸部編
; 岩崎余帆子 [ほか] 執
筆 ; ルース・マクレリー
翻訳

ポーラ美術館 c2014

36
ノスタルジー&ファンタジー : 現代美術の想像力とその源泉 = Nostalgia and fantasy :
imagination and its origins in contemporary art

安來正博編集 国立国際美術館 c2014

37 Aomori museum of art
青木淳, 椹木野衣, 中山
英之著 ; 鈴木理策写真

INAX出版 2006.7

38 The architecture of Luis Barragán Emilio Ambasz ; : pbk Museum of Modern Art 1976

39 Vidéo et aprés : la collection vidéo du Musée national d'art moderne
catalogue établi sous la
direction de Christine
Van Assche

Éditions Carré : Éditions
du Centre Georges
Pompidow

1992

https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00070270
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00071010
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00071083
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00071083
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00072781
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00072781
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00030214
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00073881
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00073946
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00073946
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00073966
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00073966
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00046372
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00010367
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TY10006473
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