
　　名古屋・トリノ姉妹都市提携１０周年　記念展示ブックリスト

　　　　2015年、名古屋市はトリノ市との姉妹都市提携10周年を迎えました。

　　　　トリノは、イタリア半島の北西に位置し、世界遺産の美しい宮殿が多数現存する歴史ある都市です。

　　　　現在では、自動車をはじめとする製造業や工業デザインが盛んです。また、「チョコレートの発祥地」としても有名です。

　　　　東図書館では、提携10周年を記念してイタリアの芸術をご紹介する本を展示貸出します。

　　　　イタリア・トリノへの理解と関心を深めていただく機会にして頂けたらと思います。

【美術に関する本】

書名 著者名 出版社 出版年 タイトルコード

イタリア・ルネサンス美術の水脈 塚本博／著 三元社 1994 1009410212723

イタリア・ルネサンスの扉を開く 塚本博／著 角川学芸出版 2005.04 1009915004786

イタリア・ルネサンス美術館 松浦弘明／著 東京堂出版 2011.11 1001110143882

イタリア・ルネサンス美術大図鑑 2 スティーヴン・Ｊ・キャンベル／著 柊風舎 2014.12 1001410083309

イタリア・ルネサンス美術論 関根秀一／編 東京堂出版 2000.06 1009910015695

イタリア・ルネサンス美女画集 池上英洋／監修・著 小学館 2014.1 1001410057829

イタリアの色 コロナ・ブックス編集部／編 平凡社 2013.9 1001310072597

イタリアルネサンスの旅 田中穣／著 日本交通公社出版事業局 1996.12 1009610086813

イタリア美術 ミシェル・フイエ／著 白水社 2012.9 1001210061859

イラストで読むルネサンスの巨匠たち 杉全美帆子／著 河出書房新社 2010.4 1001010003471

すぐわかる作家別ルネサンスの美術 塚本博／著 東京美術 2006.01 1009915071312

パトロンたちのルネサンス 松本典昭／著 日本放送出版協会 2007.4 1009917008855

フィレンツェ・ルネサンス５５の至宝 森田義之／著 新潮社 2007.01 1009916071771

ルネサンス・ヴェネツィア絵画 ピーター・ハンフリー／著 白水社 2010.8 1001010039595

ルネサンスとは何か。 池上英洋／監修 阪急コミュニケーションズ 2012.11 1001210077172

ルネサンスの芸術家工房 ブルース・コール／著 ぺりかん社 1994 1009510007021

ルネサンスの肖像画 ジョン・ポープ＝ヘネシー／著 中央公論美術出版 2002.08 1009912038973

ルネサンスの彫刻 石井元章／著 ブリュッケ 2007.04 1009917003219

ルネサンスの美人論 岡田温司／著 人文書院 1997.09 1009710042427

ルネサンスの名画１０１ 高階秀爾／編著 新書館 2011.12 1001110143676

ルネサンス天才の素顔 池上英洋／著 美術出版社 2013.9 1001310060187

レオナルド・ダ・ヴィンチ パトリシア・エミソン／著 西村書店 2014.9 1001410046855

図説イタリア・ルネサンス美術史 松浦弘明／著 河出書房新社 2015.3 1001410114616

西洋絵画の歴史 1 遠山公一／著 小学館 2013.1 1001310075761

西洋名画の読み方 4 神原正明／監修 創元社 2013.1 1001310066245

等身大の巨匠たち 諸川春樹／著 日経BP社 1997.07 1009710027724

名画が愛した女たち 木島俊介／著 集英社 2012.1 1001110166605

　芸術の国・イタリア　～美術・建築・音楽～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会場：東図書館３階閲覧室　展示コーナー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期間：平成27年10月1日（木）～10月31日（土）    



【建築に関する本】

書名 著者名 出版社 出版年 タイトルコード

イタリアの世界文化遺産を歩く 藤本強／編 同成社 2013.1 1001310084514

イタリア建築紀行 渡辺真弓／著 平凡社 2015.3 1001410114394

イタリア古寺巡礼 シチリア→ナポリ 金沢百枝／著 新潮社 2012.11 1001210084869

イタリア古寺巡礼　ミラノ→ヴェネツィア 金沢百枝／著 新潮社 2010.9 1001010055600

イタリア古寺巡礼　フィレンツェ→アッシジ 金沢百枝／著 新潮社 2011.9 1001110092350

イタリア修道院の回廊空間 竹内裕二／著 彩流社 2011.3 1001010140511

イタリア十六世紀の建築 コーリン・ロウ／著 六耀社 2006.01 1009915073339

サン・ピエトロ アウレリオ・アメンドラ／写真 岩波書店 1999.12 1009819056641

スカラ座 エーリオ・ピッカリアーニ／写真 富山房 1994 1009410238149

ルネサンスの演出家ヴァザーリ 野口昌夫／編著 白水社 2011.5 1001110008926

ローマ・フィレンツェ・ヴェネツィアイラストガイドブック アトリエビーナス／著 メイツ出版 2014.12 1001410074646

建築家とファシズム ジョルジョ・チゥッチ／著 鹿島出版会 2014.9 1001410046628

図説ボッティチェリの都フィレンツェ 佐藤幸三／著 河出書房新社 1998.1 1009810045525

北西イタリア・サヴォワ地方 谷克二／文 日経BP社 1999.04 1009819000701

歴史を旅するイタリアの世界遺産 武村陽子／著 山川出版社 2014.3 1001410003003

【音楽に関する本】

書名 著者名 出版社 出版年 タイトルコード

イタリア・オペラ ジル・ド・ヴァン／著 白水社 2005.05 1009915008419

イタリア・オペラの黄金時代 ウィリアム・ウィーヴァー／著 音楽之友社 1998.02 1009710066805

イタリア・オペラ史 水谷彰良／著 音楽之友社 2006.07 1009916030612

イタリアオペラ・ツアー 牧野宣彦／文・写真 あんず堂 2001.12 1009911060231

イタリアオペラの魅力 戸口幸策／著 日本放送出版協会 1981 1009210195184

イタリアオペラを原語で読むカヴァレリア・ルスティカーナ 武田好／著 小学館 2004.3 1009913077117

イタリアの詩歌 天野恵／著 三修社 2010.1 1001010056930

イタリアの歴史と音楽おもしろ見聞録 江本弘志／著 芸術現代社 2002.07 1009912028562

イタリア音楽の旅 舘田巌／著 日本テレビ放送網 1997.07 1009710029476

イタリア音楽散歩 林望／［ほか著］ 世界文化社 2006.01 1009915064492

ヴェネツィアと音楽 Ｈ．Ｃ．ロビンス・ランドン／著 音楽之友社 1996.06 1009610034665

ヴェルディ 加藤浩子／著 平凡社 2013.5 1001310017204

ヴェルディのオペラ 永竹由幸／著 音楽之友社 2002.02 1009911074817

スタンダード・オペラ鑑賞ブック　1 音楽之友社／編 音楽之友社 1998.05 1009810010344

ミラノスカラ座物語 浅子啓子／著 朝日新聞社 1995 1009510009339

メディチ家と音楽家たち 米田潔弘／著 音楽之友社 2002.02 1009911069482

ラ・ボエーム プッチーニ／［作曲］ 音楽之友社 2006.03 1009915080209

リッカルド・ムーティ、イタリアの心ヴェルディを語る リッカルド・ムーティ／著 音楽之友社 2014.5 1001410015471

リッカルド・ムーティ自伝 リッカルド・ムーティ／著 音楽之友社 2013.1 1001310076084

わたしのヴェルディ レオネッタ・ベンティヴォリオ／編著 音楽之友社 2001.12 1009911065810

椿姫 ヴェルディ／［作曲］ 音楽之友社 2004.11 1009914052208

                                                                                    　　　　　    以上、展示資料の一部をご案内しました


