
書名(漢字) 著者名 出版社 出版年 タイトルコード 守山
所蔵

至上の印象派展　ビュールレ・コレクション 国立新美術館／編集 東京新聞 2018 1001810038761 ○

印象派への招待 朝日新聞出版 2018 1001710092322 ○

代表作でわかる印象派ＢＯＸ 冨田章／著 講談社 2018 1001710092904 ○

絵とき印象派 美術展が１０倍楽しくなる名画鑑賞ガ
イド

池上英洋／監修 石川マサル／共著
エムディエヌコー
ポレーション

2017 1001710015471

近代絵画史　上（中公新書） 高階秀爾／著 中央公論新社 2017 1001710048681

西洋美術の歴史　近代美術の誕生、ロマン派から印象
派へ

小佐野重利／編集委員 中央公論新社 2017 1001610101909 ○

西洋名画の読み方　５　印象派 神原正明／監修 創元社 2016 1001610025185

かわいい印象派
高橋明也／監修・著 杉山菜穂子／監
修

東京美術 2016 1001510112374

印象派のすべて（別冊宝島） 中野京子／監修 宝島社 2014 1001410024972

オルセーはやまわり　さっと深読み名画４０ 有地京子／著 中央公論新社 2014 1001410027411

絵を旅する 印象派の旅から 藤谷千恵子／著 求竜堂 2013 1001310046776

イラストで読む印象派の画家たち 杉全美帆子／著 河出書房新社 2013 1001310108034 ○

西洋美術史　ルネサンスから印象派、ロダン、ピカソ
まで　朝日おとなの学びなおし！ 美術

国立西洋美術館／編 朝日新聞出版 2013 1001210103452

印象派の名画はなぜこんなに面白いのか（中経の文
庫）

井出洋一郎／著 中経出版 2012 1001210033792

印象派という革命 木村泰司／著 集英社 2012 1001110166618

名画に隠された「二重の謎」  印象派が「事件」だっ
た時代

三浦篤／著 小学館 2012 1001210091481

印象派で「近代」を読む 光のモネから、ゴッホの闇
へ

中野京子／著 ＮＨＫ出版 2011 1001110021967

日本で見られる印象派の名画美術館ガイドブック 大友義博　尾藤衡己監修 メイツ出版 2011 1001110144199 ○

印象派　アート・イン・ディテール
ダイアナ・ニューオール／著 藤村奈
緒美／訳

ゆまに書房 2011 1001110103799

セーヌで生まれた印象派の名画 島田紀夫／著 小学館 2011 1001110102982

大橋巨泉の美術鑑賞ノート　４　印象派こんな見かた
があったのか

大橋巨泉／著 ダイヤモンド社 2011 1001110006359

オルセー美術館の名画１０１選 バルビゾン派から印
象派、世紀末の絵画まで

島田紀夫／監修 小学館 2010 1001010017319

オルセー印象派ノート 辻仁成／著 世界文化社 2010 1001010014570

誰も知らない印象派　娼婦の美術史 山田登世子／著 左右社 2010 1001010051216

印象派。 絵画を変えた革命家たち ペン編集部／編
阪急コミュニケー
ションズ

2010 1001010057678 ○

印象派はこうして世界を征服した
フィリップ・フック／著 中山ゆかり
／訳

白水社 2009 1000910031021

絵画と写真の交差 印象派誕生の軌跡 美術館連絡協議会 2009 1000910088886

印象派〈新版〉　文庫クセジュ ９２０
マリナ・フェレッティ／著 武藤剛史
／訳

白水社 2008 1000710010113

印象派の名画を旅する モネ・セザンヌ・ルノワー
ル・ゴッホ（別冊家庭画報）

南川三治郎／写真 松井文恵／文 世界文化社 2008 1000810111805

印象派から２０世紀名画に隠れた謎を解く！ フィラ
デルフィア美術館の至宝から

吉岡正人／著 中央公論新社 2007 1009917035320

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 2007 1009916069826 ○

西洋絵画の到来　日本人を魅了したモネ、ルノワー
ル、セザンヌなど

宮崎克己／著
日本経済新聞出版
社

2007 1009917056873

名古屋市図書館所蔵　印象派関連図書リスト

名古屋市美術館「至上の印象派展　ビュールレコレクション」応援展示

2018.8.8名古屋市守山図書館作成

守山図書館「印象派に魅せられて」

［注意］・守山図書館の展示は、守山所蔵の図書を中心におこなっています。
　　　　・図書を所蔵している図書館、冊数、貸出状況は本により違います。お読みになりたい本がある場合は、
　　　　　窓口で問い合わせ・ご予約ください。
　      ・関連図書全てを網羅したリストではありません。ご了承ください。

●展覧会図録[展覧会会期中（９月２４日まで）は館内閲覧用です。貸出できません。】

○「印象派」を知る



書名(漢字) 著者名 出版社 出版年 タイトルコード 守山
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一冊でわかる絵画の楽しみ方ガイド 印象派、写実主
義から抽象絵画、シュルレアリスムまで

太田治子／監修 成美堂出版 2005 1009915004844 ○

印象派美術館 島田紀夫／監修 小学館 2004 1009914057182

印象派絵画と文豪たち
セルジュ・フォーシュロー／著 作田
清／訳

作品社 2004 1009914033639

印象派とその時代 モネからセザンヌへ 三浦篤, 中村誠／監修 美術出版社 2004 1009913047575

印象派　岩波世界の美術
ジェームズ・Ｈ．ルービン／著 太田
泰人／訳

岩波書店 2002 1009912044663

印象派の絵画　アート・ライブラリー
マーク・パウエル＝ジョーンズ／著
フィリップ・クーパー／作品解説

西村書店 2001 1009911007919 ○

印象派の水辺　赤瀬川原平の名画探険
モネ／［ほか］画　赤瀬川原平／
文・構成

講談社 1998 1009810027167 ○

赤瀬川原平の印象派探険（別冊太陽 日本のこころ ９
６）

平凡社 1997 1009610091899

印象派　きたえられた眼（名画の秘密をさぐる１０） Ｙ・バイエ／文 岩崎書店 1997 1009710006061

セーヌの印象派 島田紀夫／著 小学館 1996 1009610032001 ○

後期印象派と世紀末の魅力　生命のドラマと新しい造
形への旅立ち

同朋舎出版 1996 1009610051617 ○

二時間の印象派 全ガイド味わい方と読み方 西岡文彦／著 河出書房新社 1996 1009610093103

印象派の魅力 花ひらく光と色彩のハーモニー 同朋舎出版 1996 1009610044471

印象派の画家たち　絵とき美術館
フランチェスコ・サルヴィ／文　ル
イス・Ｒ．ガランテ／［ほか］絵

講談社 1996 1009510031167

印象派全史　１８６３－今日まで バーナード・デンバー／著 日本経済新聞社 1994 1009810034195

バーンズ・コレクション 印象派の宝庫
フランソワーズ・カシャン／他著 天
野知香／［ほか］翻訳

講談社 1993 1009410205160

印象派
モーリス・セリュラス／著 平岡昇，
丸山尚一／共訳

白水社 1992 1009410155716

ジャポニスム　印象派と浮世絵の周辺（講談社学術文
庫）

大島清次／[著] 講談社 1992 1001710013125

パリオルセ美術館と印象派の旅 丹尾安典／［ほか］著 新潮社 1990 1009410092317

印象派の冒険 山川健一／著 講談社 1989 1009410077656

印象派 ジャン・クレイ／著 中央公論社 1987 1009410017140

パリ印象派美術館 ルーシー＝スミス・エドワード／著 講談社 1984 1009310014854

印象派以後 中込純次／著 審美社 1983 1009210211782

ジャポニスム　印象派と浮世絵の周辺 大島清次／著 美術公論社 1980 1009410051008

　★ルノワール
ルノワール

ウィリアム・ゴーント／著　キャサ
リーン・アドラー／作品解説

西村書店 2011 1001110163555

ルノワール　新装版 ウィリアム・ゴーント／著　キャサリーン・アド
ラー／作品解説，深谷克典／訳

西村書店 2011 1001110163555

もっと知りたいルノワール　生涯と作品 島田紀夫／著 東京美術 2009 1000910074868

ルノワール　色の魔術師（別冊太陽） 平凡社 2008 1000710011451

わが父ルノワール
ジャン・ルノワール／［著］粟津則
雄／訳

みすず書房 2008 1000710020433

ルノワール ウィリアム・ゴーント／著　キャサリーン・アド
ラー／作品解説，深谷克典／訳

西村書店 1997 1009710039729 ○

ルノワールと裸婦
ルノワール／［画］イザベル・カー
ン／著

求竜堂 1997 1009710021538

ルノワール
ルノワール／［画］ゲハード・グ
ルートロイ／著

日本経済新聞社 1996 1009610010980

ルノワール　生命の讃歌（「知の再発見」双書）
アンヌ・ディステル／著　柴田都志
子／訳

創元社 1996 1009610012629 ○

ルノワール
ルノワール／［画］ソフィー・モヌ
レ／著

中央公論社 1991 1009410136733

ルノワール
ルノワール／［画］ウォルター・
パッチ／著

美術出版社 1991 1009410152639

ルノワールは語る
Ａ．ヴォラール／［著］成田重郎／
訳

東出版 1981 1009410057214

ルノワールの生涯
アンリ・ペリュショ／著　千葉順／
訳

講談社 1981 1009210121785

○ビュールレコレクションの画家たち（評伝など）
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　★セザンヌ
セザンヌ

アレックス・ダンチェフ／[著]　二
見史郎／訳

みすず書房 2015 1001510078527

もっと知りたいセザンヌ 永井隆則／著 東京美術 2012 1001110189056

セザンヌのエチュード
ジャン＝クロード・レーベンシュテ
イン／著　浅野春男／訳

三元社 2009 1000910057903

セザンヌ ガスケ／著　与謝野文子／訳 岩波書店 2009 1000910007552

セザンヌ受容の研究 永井隆則／著 中央公論美術出版 2007 1009916082170

セザンヌの楽園
フィリップ・ソレルス／著　五十嵐
賢一／訳

書肆半日閑 2002 1009911067831

セザンヌ　孤高の先駆者（「知の再発見」双書 ９
２）

ミシェル・オーグ／著　高階秀爾／
監修

創元社 2000 1009910046618 ○

セザンヌとその時代 浅野春男／著 東信堂 2000 1009910005063

セザンヌ画家のメチエ 前田英樹／著 青土社 2000 1009819067114

セザンヌの画 内田園生／［著］ みすず書房 1999 1009819048095

セザンヌのプロヴァンス セザンヌ／［画］ 求竜堂 1998 1009710066549

セザンヌ逍遥 藤谷千恵子／著 求竜堂 1997 1009610098086

ポール・セザンヌ
クルト・レオンハルト／著　岡村奈
保／ほか共訳

Parco出版 1996 1009610048704

セザンヌ回想
Ｐ．Ｍ．ドラン／編　高橋幸次ほか
／訳

淡交社 1995 1009510020481

セザンヌ論　その発展の研究
ロジャー・フライ／［著］辻井忠男
／訳

みすず書房 1990 1009410109210

セザンヌ　美術特集 セザンヌ／［著］ 朝日新聞社 1988 1009410043759

セザンヌの散歩道 藤谷千恵子／著 牧羊社 1988 1009410045324

セザンヌは何を描いたか 吉田秀和／著 白水社 1988 1009410026958

セザンヌ物語１ 吉田秀和／著 中央公論社 1986 1009310057488

セザンヌ物語２ 吉田秀和／著 中央公論社 1986 1009310057489

セザンヌ　世界伝記双書 黒江光彦,稲田弘子／共訳 小学館 1984 1009310000872

セザンヌの塗り残し　気まぐれ美術館 洲之内徹／著 新潮社 1983 1009210152973

セザンヌとの対話
ジョアキム・ギャスケ／著　成田重
郎／訳

東出版 1981 1009410057209

セザンヌの芸術 クルト・バット／著　佃堅輔／訳 美術公論社 1981 1009210103443

セザンヌ
ジョアキム・ギャスケ／著　與謝野
文子／訳

求竜堂 1980 1009410186886

セザンヌ
アンリ・ペリュショ／著　矢内原伊
作／訳

みすず書房 1976 1009210183486

　★ゴッホ
ゴッホのあしあと　日本に憧れ続けた画家の生涯 原田マハ／著 幻冬舎 2018 1001810020081

先駆者ゴッホ 印象派を超えて現代へ 小林英樹／[著]　山田美明／訳 みすず書房 2017 1001710062091

ゴッホの耳　天才画家最大の謎 バーナデット・マーフィー／著 早川書房 2017 1001710048747

もっと知りたいゴッホの世界 ゴッホ／[画]　圀府寺司／監修 宝島社 2017 1001710040625

フィンセント・ファン・ゴッホ　失われたアルルのス
ケッチブック

フィンセント・ファン・ゴッホ／[画]　ボゴ
ミラ・ウェルシュ＝オフチャロフ／著

河出書房新社 2017 1001710007899

先駆者ゴッホ　印象派を超えて現代へ 小林英樹／[著] 河出書房新社 2017 1001710007899

謎解きゴッホ　見方の極意　魂のタッチ 西岡文彦／著 河出書房新社 2016 1001610050147 ○

ファン・ゴッホの生涯　上
スティーヴン・ネイフ,グレゴリー・
ホワイト・スミス／著

国書刊行会 2016 1001610063722

ファン・ゴッホの生涯　下
スティーヴン・ネイフ,グレゴリー・
ホワイト・スミス／著

国書刊行会 2016 1001610063724

ゴッホへの招待 朝日新聞出版／編 朝日新聞出版 2016 1001610059993

ゴッホを旅する 千足伸行／著 論創社 2015 1001510043551

「ゴッホの夢」美術館 ポスト印象派の時代と日本 圀府寺司／監修・著 小学館 2013 1001210129350

ゴッホ契約の兄弟　フィンセントとテオ・ファン・
ゴッホ

新関公子／著 ブリュッケ 2011 1001110140892



書名(漢字) 著者名 出版社 出版年 タイトルコード 守山
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ゴッホ　日本の夢に懸けた芸術家 圀府寺司／［著］ 角川書店 2010 1001010055223

ゴッホの宇宙（そら）きらめく色彩の軌跡 小林英樹／著 中央公論新社 2010 1001010043548

ファン・ゴッホ　アルルの悲劇（岩波アート・ライブ
ラリー）

ファン・ゴッホ／［画］　アルフ
レート・ネメチェク／解説

岩波書店 2010 1001010018394

ファン・ゴッホ詳伝 二見史郎／［著］ みすず書房 2010 1001010068376

ファン・ゴッホ　自然と宗教の闘争 圀府寺司／著 小学館 2009 1000910000239

ゴッホの遺言 小林英樹／著 中央公論新社 2009 1000910062342

ゴッホの魂 利倉隆／構成・文 二玄社 2008 1000710018601

ゴッホ
コルネリア・ホンブルフ／著　江口
泰子／訳

ソフトバンククリ
エイティブ

2008 1000810115325

ファン・ゴッホ　荒ぶる魂を削る
アンナ・トルテローロ／著　樺山紘
一／日本語版監修

昭文社 2007 1009916085083

もっと知りたいゴッホ 圀府寺司／著 東京美術 2007 1000710000462

ゴッホ千日の光芒 小山田義文／著 三元社 2006 1009916001457

ゴッホの眼 高階秀爾／著 青土社 2005 1009914083864

ゴッホ、ミレーとバルビゾンの画家たち ゴッホ／［ほか画］ 飯田画廊 2004 1009915062031

耳を切り取った男 小林英樹／著 日本放送出版協会 2002 1009912030041 ○

ゴッホ　闘う画家 木下長宏／著 六耀社 2002 1009911074417

ファン・ゴッホの手紙
ファン・ゴッホ／［著］二見史郎／
編訳

みすず書房 2001 1009911057836

物のまなざし　ファン・ゴッホ論
ジャン＝クレ・マルタン／著　杉村
昌昭／訳

大村書店 2001 1009910063963

ゴッホ自画像の告白
ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ／
画・文　木下長宏／編・訳

二玄社 1999 1009810065734

ゴッホ 小林利裕／著 近代文芸社 1997 1009710026919

ゴッホ 崩れ去った修道院と太陽と讃歌 林正樹／著 近代文芸社 1996 1009610015594

至福のファン・ゴッホ 田代裕／著 筑摩書房 1996 1009610081753

二時間のゴッホ 名画がわかる、天才が見える 西岡文彦／著 河出書房新社 1995 1009510031090

ファン・ゴッホとミレー
ルイ・ファン・ティルボルフ／［ほ
か］編 二見史郎／[ほか]著

みすず書房 1994 1009410245162

ヴァン・ゴッホの生涯
フランク・エルガー／著　久保文／
訳

同時代社 1993 1009410207872

ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ
マルク・エド・トラルボー／著　坂
崎乙郎／訳

河出書房新社 1992 1009410173309

ゴッホ
ゴッホ／［画］パスカル・ボナフ／
著

中央公論社 1991 1009410139537

ゴッホ　燃え上がる色彩（「知の再発見」双書 ０３
）

パスカル・ボナフー／著　高橋啓／
訳

創元社 1990 1009410105325 ○

ゴッホ　一○○年目の真実
デイヴィッド・スウィートマン／著
野中邦子／訳

文芸春秋 1990 1009410109838

ゴッホ
ベルナール・チュルシェ／著　田中
梓／訳

西村書店 1990 1009410134154

ゴッホ巡礼（とんぼの本） 向田直幹,匠秀夫／他著 新潮社 1990 1009410109916 ○

ゴッホ星への旅　上 藤村信／著 岩波書店 1989 1009410070203

ゴッホ星への旅　下 藤村信／著 岩波書店 1989 1009410068316

ゴッホ神話の解体へ 木下長宏／著 五柳書院 1989 1009410065870

ファン・ゴッホ
Ｒ．Ｊ．Ｍ．フィルポット／著　嘉
門安雄／[ほか]訳

西村書店 1989 1009410077121

アルルのファン・ゴッホ
ロナルド・ピックヴァンス／［著］
二見史郎／訳

みすず書房 1986 1009310069363 ○

ヴァン・ゴッホ
アントナン・アルトー／［著］粟津
則雄／訳

筑摩書房 1986 1009310068903

ヴァン・ゴッホ 小川国夫／著 小沢書店 1986 1009310068106

ファン・ゴッホ書簡全集　１
ファン・ゴッホ／［著］二見史郎／
［ほか］訳

みすず書房 1984 1009310013381

ファン・ゴッホ書簡全集　２
ファン・ゴッホ／［著］二見史郎／
［ほか］訳

みすず書房 1984 1009310014591

ファン・ゴッホ書簡全集　３
ファン・ゴッホ／［著］二見史郎／
［ほか］訳

みすず書房 1984 1009310016712

ヴァン・ゴッホの思い出
エリザベス・バン・ゴッホ／著　東
珠樹／訳編

東出版 1976 1009210052471



書名(漢字) 著者名 出版社 出版年 タイトルコード 守山
所蔵

　★ピサロ
ピサロ 永遠の印象派（「知の再発見」双書 １６５）

クレール・デュラン＝リュエル・ス
ノレール／著 藤田治彦／監修

創元社 2014 1001410041011

幻視とレアリスム　クールベからピサロへフランス近
代絵画の再考

石谷治寛／著 人文書院 2011 1001110049240

　★モネ
モネのあしあと　私の印象派鑑賞術（幻冬舎新書 ） 原田マハ／著 幻冬舎 2016 1001610076606 ○

モネとセザンヌ 光と色彩に輝く印象派の画家たち 森実与子／著 新人物往来社 2012 1001110180368

もっと知りたいモネ 安井裕雄／著　高橋明也／監修 東京美術 2010 1000910084918

モネとジヴェルニーの画家たち アメリカ印象派の始
まり

モネ／［ほか画］　宮沢政男／［ほ
か］訳

西日本新聞社 2010 1001210058325

印象派の挑戦 モネ、ルノワール、ドガたちの友情と
闘い

島田紀夫／著 小学館 2009 1000910072745

モネ　光と色の革命児（別冊太陽） 平凡社 2007 1009917045355 ○

モネ　名画に隠れた謎を解く！ 吉岡正人／著 中央公論新社 2007 1009917000417

モネ 印象派の誕生 (「知の再発見」双書 ６７) シルヴィ・パタン／著 渡辺隆司／訳 創元社 1997 1009710016722 ○

クロード・モネ　はじめて読む芸術家ものがたり ５ アン・ウォルドロン／著 同朋舎出版 1993 1009410192132

巨匠の絵画技法モネ
モネ／［画］　Ｔ．コプルストン／
著

エルテ出版 1988 1009410046157

クロード・モネ 印象派の歩み
ギュスターブ・ジェフロワ／著 黒江
光彦／訳

東京美術 1974 1009819014028

　★マネ
マネ

ジョルジュ・バタイユ／著　江澤健
一郎／訳

月曜社 2016 1001610030255

マネと印象派の巨匠たち 印象派ってナニ？ 島田紀夫／監修 小学館 2014 1001410028164

印象派の誕生 マネとモネ（中公新書） 吉川節子／著 中央公論新社 2010 1001010011832

もっと知りたいマネ 高橋明也／著 東京美術 2010 1000910096236

マネ　近代絵画の誕生（「知の再発見」双書 １３
７）

フランソワーズ・カシャン／著　藤
田治彦／監修

創元社 2008 1000810012781 ○

ゴダール　マネ　フーコー　思考と感性とをめぐる断
片的な考察

蓮実重彦／著 ＮＴＴ出版 2008 1000810115419

マネの絵画
ミシェル・フーコー／著　阿部崇／
訳

筑摩書房 2006 1009916062710

近代芸術家の表象　マネ、ファンタン＝ラトゥールと
１８６０年代のフランス絵画

三浦篤／著 東京大学出版会 2006 1009916044346

マネ マネ／[画]　アンリ・ララマン／著 日本経済新聞社 1996 1009610010979

現代芸術の出発　バタイユのマネ論をめぐって
ユセフ・イシャグプール／［著］
川俣晃自／訳

法政大学出版局 1993 1009410188300

マネの肖像 吉田秀和／著 白水社 1992 1009410169620

ナナ　マネ・女・欲望の時代
ヴェルナー・ホーフマン／著　水沢
勉／訳

PARCO出版局 1991 1009410130742

印象派の人びと　 ジュリー・マネの日記
ジュリー・マネ／［著］ ロザリンド・
ドゥ・ボランド・ロバーツ／［ほか］編

中央公論社 1990 1009410102510

マネの想い出
アントナン・プルースト／著　野村
太郎／訳

美術公論社 1983 1009210206986

パリの詩（うた）・マネとマラルメ 柏倉康夫／著 筑摩書房 1982 1009210128934

　★ドガ
ドガ　踊り子の画家 　(「知の再発見」双書)

アンリ・ロワレット／著　遠藤ゆか
り／訳

創元社 2012 1001210079746

ドガ
ドガ／［画］ 　 ゲハード・グルー
トロイ／著 　 林羊歯代／訳

日本経済新聞社 1996 1009610049901

巨匠の絵画技法ドガ
ドガ／［画］ 　 Ｌ．ボウルトン／
著 　 北村孝一／訳

エルテ出版 1989 1009410069876

ドガの想い出
Ｊ．フェブル 　 Ａ．ヴォラール／著 　 東
珠樹／訳

美術公論社 1984 1009310007503

叔父ドガ　その生涯と芸術
ジャンヌ・フェブル／著 　 東珠樹
／訳

東出版 1976 1009210171355

　★ゴーギャン
もっと知りたいゴーギャン 六人部昭典／著 東京美術 2009 1000910010122

ゴーギャン　芸術・楽園・イヴ 湯原かの子／著 講談社 1995 1009510000550

ゴーギャン　私の中の野生（「知の再発見」双書 １
３）

フランソワーズ・カシャン／著　田
辺希久子／訳

創元社 1992 1009410157084

ゴーギャン　美術特集 朝日新聞社 1990 1009410108968



書名(漢字) 著者名 出版社 出版年 タイトルコード 守山
所蔵

ゴーギャンの手紙 ゴーギャン／［著］　東珠樹／訳編 美術公論社 1988 1009410033935

タヒチのゴーギャン
Ｂ．ダニエルソン／著　中村三郎／
訳

美術公論社 1984 1009310015928

ゴッホとゴーギャン（ちくま日本文学全集１６収録） 福永武彦／著 筑摩書房 1991 1009410144610 ○

ゴーギャンの世界（福永武彦全集１９収録） 福永武彦／著 新潮社 1988 1009410031949

モネとジャポニスム　現代の日本画はなぜ世界に通用
しないのか

平松礼二／著 PHP研究所 2016 1001510117539

ゴッホの地図帖　ヨーロッパをめぐる旅
ニーンケ・デーネカンプ,ルネ・ファ
ン・ブレルク／著

講談社 2016 1001610057479

印象派のミューズ　ルロル姉妹と芸術家たちの光と影 ドミニク・ボナ／著 白水社 2015 1001510040968 ○

ドストエフスキイとセザンヌ　詩学の共生 山田幸平,近藤耕人／著 晃洋書房 2014 1001410048442

印象派切手絵画館 江村清／著 日本郵趣出版 2014 1001410027363

ゴッホのひまわり全点謎解きの旅 朽木ゆり子／著 集英社 2014 1001310146316

ゴッホ〈自画像〉紀行 木下長宏／著 中央公論新社 2014 1001410075939

「ゴッホの夢」美術館　ポスト印象派の時代と日本 圀府寺司／監修・著 小学館 2013 1001210129350

ポール・セザンヌと蒸気鉄道　近代技術による視覚の
変容

秋丸知貴／著 晃洋書房 2013 1001310090854

モネ、ゴッホ、ピカソも治療した絵のお医者さん　修
復家・岩井希久子の仕事

岩井希久子／著 美術出版社 2013 1001310017231 ○

印象派を巡る旅ガイド パリとノルマンディー ［友田葉子／ほか訳］
メディアファクト
リー

2012 1001210041058

ゴッホの手紙　絵と魂の日記
ゴッホ／［著］Ｈ．アンナ・スー／
編

西村書店 2012 1001210041017

モネ庭とレシピ 林綾野／著 講談社 2011 1001010126946

「ゴッホ」にいつまでだまされ続けるのか　はじめて
のゴッホ贋作入門

小林英樹／著
情報センター出版
局

2011 1001110030956

ゴッホ旅とレシピ 林綾野／著 講談社 2010 1001010057899

ゴッホを旅する 南川三治郎／写真 世界文化社 2010 1001010055855

プルーストの記憶、セザンヌの眼　脳科学を先取りし
た芸術家たち

ジョナ・レーラー／著　鈴木晶／訳 白揚社 2010 1001010030203

梅原竜三郎とルノワール 梅原竜三郎／［著］嶋田華子／編著 中央公論美術出版 2010 1001010068217

魅惑のドガエトワール物語 守山実花／監修 世界文化社 2010 1001010049155

印象派の挑戦　モネ、ルノワール、ドガたちの友情と
闘い

島田紀夫／著 小学館 2009 1000910072745

印象派の名画を旅する　モネ・セザンヌ・ルノワー
ル・ゴッホ

南川三治郎／写真　松井文恵／文 世界文化社 2008 1000810111805

ゴッホは殺されたのか　伝説の情報操作 小林利延／著 朝日新聞社 2008 1000710014784

ゴッホの復活　日本にたどり着いた「ひまわり」の正
体

小林英樹／著
情報センター出版
局

2007 1009917044353

テオもうひとりのゴッホ マリー＝アンジェリーク・オザンヌ,フレデリッ
ク・ド・ジョード／著

平凡社 2007 1009917032672

ルノワールは無邪気に微笑む　芸術的発想のすすめ 千住博／著 朝日新聞社 2006 1009916048401 ○

絵画のなかの熱帯　ドラクロワからゴーギャンへ 岡谷公二／著 平凡社 2005 1009915061321

イル・ド・フランス　パリ近郊「印象派」の散歩道
［２００５年］（旅名人ブックス）

吉村葉子／文 日経BP企画 2005 1009915057728

モネの庭　花々が語るジヴェルニーの四季
ヴィヴィアン・ラッセル／文・写真
六人部昭典／監訳

西村書店 2005 1009915061184

ふたりのゴッホ ゴッホと賢治３７年の心の軌跡 伊勢英子／著 新潮社 2005 1009915026680

青空の憂鬱 ゴッホの全足跡を辿る旅 吉屋敬／著 評論社 2005 1009915010731

ゴッホはなぜゴッホになったか 芸術の社会学的考察
ナタリー・エニック／［著］ 三浦篤
／訳

藤原書店 2005 1009915000437

モネの庭へ　ジヴェルニー・花の桃源郷 南川三治郎／写真・文 世界文化社 2004 1009914007546

アトリエから戸外へ 印象派の時代　名画で見る世界
のくらしとできごと

アントニー・メイソン／著 武富博子
／訳

国土社 2004 1009913077238

ゴッホを旅する カルチャー紀行 南川三治郎／写真・文 世界文化社 2003 1009913021429

都市風景画を読む　１９世紀ヨーロッパ印象派の都市
景観

萩島哲／著 九州大学出版会 2002 1009912058258

ゴッホになろう 憧れの巨匠の油絵技法をマスターす
る

大津英敏／著 日本経済新聞社 2002 1009912020157

○いろいろな視点から



書名(漢字) 著者名 出版社 出版年 タイトルコード 守山
所蔵

版画史解剖　正倉院からゴーギャンへ 黒崎彰／著 阿部出版 2002 1009912044109

吉田秀和全集18　セザンヌ 吉田秀和／著 白水社 2002 1009912001462

ゴッホ　オリジナルとは何か？ １９世紀末のある挑
戦

コルネリア・ホンブルク／著 野々川
房子／訳

美術出版社 2001 1009911067777

クロード・モネ名画の地を訪ねて 宮川継／文　岡田邦明／写真
日本美術教育セン
ター

2001 1009911017080

ゴッホの証明　自画像に描かれた別の顔の男 小林英樹／著
情報センター出版
局

2000 1009910024273

ゴッホ「医師ガシェの肖像」の流転
シンシア・ソールツマン／著 島田三
蔵／訳

文芸春秋 1999 1009819053914

ゴッホのフランス風景紀行 パリ、アルル、サン・レ
ミ、オーヴェール

佐々木三雄,佐々木綾子／文 求竜堂 1999 1009819031414

ゴッホの遺言　贋作に隠された自殺の真相 小林英樹／著
情報センター出版
局

1999 1009819002418

路　印象派への旅 平松礼二／著 里文出版 1999 1009819033251

ゴッホ紀行　星への軌跡 野村篤／著 求竜堂 1998 1009710070915

イル・ド・フランス  パリ近郊「印象派」の散歩道
（旅名人ブックス ８）

吉村葉子／文　宇田川悟／写真 日経BP社 1998 1009810016761 ○

モネと歩くフランス　カミーユあるいは光と風の旅 林寛子／著 風琳堂 1997 1009710068511

印象派の庭と花　庭と絵から印象派の画家たちの発想
とその意図を読む

デレック・フェル／著・写真 日本経済新聞社 1997 1009710013803

フランス印象派の旅 ルノワール、モネ、セザンヌ、
ゴッホを訪ねて(ＪＴＢキャンブックス)

田中穣／著
日本交通公社出版
事業局

1996 1009610086812 ○

モネの風景紀行　ノルマンディー・ベリール・パリ・
セーヌ河のほとり

佐々木三雄､佐々木綾子／文 求竜堂 1996 1009610008249

モネが創った庭　画家ならではのアイデア・インスピ
レーション・洞察力・それを支えた情熱

エリザベス・マレー／著・写真　清
水道子／訳

日本経済新聞社 1995 1009510019000

プロヴァンス歴史と印象派の旅（とんぼの本） 牟田口義郎／［ほか］著 新潮社 1995 1009410242825

ルノワールから学ぶ絵画テクニック 深沢孝哉／著 グラフィック社 1995 1009510022118

ゴーギャンから学ぶ絵画テクニック 深沢孝哉／著 グラフィック社 1995 1009510033995

モネから学ぶ絵画テクニック 深沢孝哉／著 グラフィック社 1994 1009410224307

セザンヌから学ぶ絵画テクニック 深沢孝哉／著 グラフィック社 1994 1009410230867

ゴッホから学ぶ絵画テクニック 深沢孝哉／著 グラフィック社 1993 1009410221118

ゴッホ　はたしてゴッホは感情のまま筆を動かしたの
か

視覚デザイン研究所編集室／編
視覚デザイン研究
所

1994 1009410218861 ○

印象派旅人宣言 メトロポリタン出版部／編 メトロポリタン 1993 1009410205866

ゴッホとモーパッサン　文学と絵画への旅 清水正和／著 皆美社 1993 1009410190802

国語通信「ゴッホ物語」高校生と教育 １０ 吉村英夫／著 高校出版 1992 1009410165687

近代名画の鑑賞入門 日本の美術館で見られる　ルノ
ワールから横山大観まで

主婦と生活社 1992 1009410168003

猫の印象派 スーザン・ハーバート／［画］ 講談社 1992 1009410176907

思想史としてのゴッホ　複製受容と想像力 木下長宏／著 学芸書林 1992 1009410165786

真実のゴッホ　ある精神科医の考察
マンフレート・イン・デア・ベーク
／著　徳田良仁／訳

西村書店 1992 1009410165827

ナナ　マネ・女・欲望の時代
ヴェルナー・ホーフマン／著　水沢
勉／訳

PARCO出版局 1991 1009410130742

ゴーギャンへの誘惑 荻原雄一／著 高文堂出版社 1990 1001110148915

黒耀石の頭 ピカソ・仮面・変貌
アンドレ・マルロー／［著］岩崎力
／訳

みすず書房 1990 1009410095280

行動する画家　印象派よりポップ・アートまで 東大寺乱／著 沖積舎 1988 1009410045318

マネと現代美術 沼尻真理子／著 酒井書店 1988 1009410029445

ゴッホが愛した浮世絵　美しきニッポンの夢 ＮＨＫ取材班／著 日本放送出版協会 1988 1009410043573

齋藤茂吉のヴァン・ゴッホ　歌人と西洋絵画との邂逅 片野達郎／著 講談社 1986 1009310054712

ルノワールの家 池波正太郎／著 朝日新聞社 1985 1009310036184

ヴァン・ゴッホの蜃気楼　絵筆の旅 おおば比呂司／著 講談社 1984 1009310007963

ゴッホ紀行 粟津則雄／著 平凡社 1984 1009310009716

私のピカソ私のゴッホ 池田満寿夫／著 中央公論社 1983 1009210162087



書名(漢字) 著者名 出版社 出版年 タイトルコード 守山
所蔵

パリの詩（うた）・マネとマラルメ 柏倉康夫／著 筑摩書房 1982 1009210128934

朝日・美術館風土記シリーズ１ゴーギャンと大原美術
館

朝日新聞社／編 朝日新聞社 1982 1009210147769

朝日・美術館風土記シリーズ２セザンヌとブリジスト
ン美術館

朝日新聞社／編 朝日新聞社 1982 1009210147770

ヤスパース選集36ストリンドベリとヴァン・ゴッホ カール・ヤスパース／著 理想社 1980 1009410184397

ルノワールの時代　近代ヨーロッパの光と影 ルノワール／[ほか作]
名古屋ボストン美
術館

2016 1001610082273

ゴッホとゴーギャン展 ゴッホ,ゴーギャン／[画] 東京新聞 2016 1001610107508

もうひとつの輝き最後の印象派１９００- ２０’ｓ
Ｐａｒｉｓ

ヤン・ファリノー＝ル・シダネル,
古谷可由／監修・執筆

「もうひとつの輝き最後の印
象派１９００-２０’ｓ　Ｐａ
ｒｉｓ」カタログ委員会

2015 1001610015095 ○

ボストン美術館華麗なるジャポニスム展　印象派を魅
了した日本の美

世田谷美術館／[ほか]編集 ＮＨＫ 2014 1001510027981

印象派を超えて 点描の画家たち ゴッホ、スーラから
モンドリアンまで

ゴッホ／[ほか画]　クレラー＝ミュ
ラー美術館／[ほか]編集・構成

東京新聞 2013 1001310151823

奇跡のクラーク・コレクション　ルノワールとフラン
ス絵画の傑作

ルノワール／［ほか画］三菱一号館
美術館／編集

読売新聞東京本社 2013 1001310011034

印象派とエコール・ド・パリ ポーラ美術館コレク
ション展

ポーラ美術振興財団ポーラ美術館／
［ほか］編集

TBSテレビ 2010 1001110009804

オルセー美術館展２０１０「ポスト印象派」 国立新美術館／編集 日本経済新聞社 2010 1001110001680

ルノワール　伝統と革新
ルノワール／［画］国立国際美術館
／［ほか］編集

読売新聞大阪本社 2010 1001110004130

ゴッホ展　没後１２０年
ゴッホ／［画］クリス・ストルウェ
イク／［ほか］編集

東京新聞 2010 1001110004124

ターナーから印象派へ
ターナー／［ほか画］ クリスト
ファー・ニューアル／監修・執筆

アルティス 2009 1001310033188

ゴーギャン展　我々はどこから来たのか我々は何者か
我々はどこへ行くのか

ゴーギャン／［画］
名古屋ボストン美
術館

2009 1001010029556

クロード・モネの世界　陽光と色彩のメッセージ。 名古屋ボストン美術館／編
名古屋ボストン美
術館

2008 1000810014456 ○

ポーラ美術館の印象派コレクション展 木島俊介／監修 TBSテレビ 2006 1001710006434

ゴッホ展　孤高の画家の原風景
ゴッホ／［画］　東京国立近代美術
館／［ほか］編集

ＮＨＫ 2005 1009916026865

ボストンに愛された印象派 名古屋ボストン美術館／編集
名古屋ボストン美
術館

2003 1001010024837

スーラと新印象派 １８８５-１９０５ スーラ／[ほか画]
アプトインターナ
ショナル

2002 1001810025768

ルノワール　異端児から巨匠への道
ルノワール／［画］ブリヂストン美
術館／編集

中日新聞社 2001 1009911017037 ○

モネ、ルノワールと印象派の風景 図録 名古屋ボストン美術館／編集
名古屋ボストン美
術館

1999 1009917006428

セザンヌ展
セザンヌ／［画］愛知県美術館／
［ほか］編集

日本放送協会 1999 1009910022560

絵画の黄昏　エドゥアール・マネ没後の闘争 稲賀繁美／著 名古屋大学出版会 1997 1009610099121

２０世紀美術の冒険　セザンヌ，ファン・ゴッホから
現在まで

２０世紀美術の冒
険展開催実行委員
会

1997 1009915064050

バイエラーのまなざし　印象派から現代へ・美の系譜
１００年

北海道立近代美術館／［ほか］編集 日本テレビ放送網 1996 1009915004233

ノートン美術館 印象派からピカソへ
千足伸行, デイヴィド・セット
フォード／監修

アートライフ 1996 1001210050714

《印象派の巨匠》展図録　ケルン市立美術館所蔵 ホワイトPR 1996 1009710061215

印象派・後期印象派展　松坂屋美術館開館５周年記念 セゾン美術館／編集 東京新聞 1995 1009810029518

ゴッホ展　オランダクレラ＝ミュラー美術館所蔵
ゴッホ／［画］横浜美術館学芸部／
［ほか］編集

日本テレビ放送網 1995 1009610000051 ○

フランス印象派とその流れ グラスゴー美術館所蔵 国際芸術文化振興会／制作
国際芸術文化振興
会

1994 1009710073371

印象派とヨーロッパ近代絵画展 中村隆雄／監修・編集 谷口事務所 1993 1009810029454

フィンセント・ファン・ゴッホ　没後１００年大回顧
展の記録　素描

ゴッホ／［画］ヨハンネス・ファ
ン・デル・ウォルク／編

同朋舎出版 1993 1009914035006

フィンセント・ファン・ゴッホ　没後１０１年大回顧
展の記録　油彩

ゴッホ／［画］シラール・ファン・
ヒューフテン／編

同朋舎出版 1993 1009914035005

フィラディルフィア美術館展 北海道立近代美術館／編集 北海道新聞社 1992 1009710073370

ゴッホと日本展
ロナルド・デ・レーウ／［ほか］執筆　　ス
タンレイ・Ｎ．アンダーソン／［ほか］訳

全国朝日放送 1992 1000810144220

世界の印象派光の賛美展 木島俊介／［ほか］編集 中日新聞社 1991 1009810029527

印象派・後期印象派展　ハーヴァード大学　フォッグ
美術館　ワートハイムコレクション

東京新聞／編集 東京新聞 1990 1009810029526

１９世紀フランス印象派展 デンマーク国立オード
ロップゴー美術館

日本経済新聞社／編集 日本経済新聞社 1989 1009810018749

○こんな展覧会もありました（図録）



書名(漢字) 著者名 出版社 出版年 タイトルコード 守山
所蔵

日本人と印象派　日本アイ・ビー・エム創立５０周年
記念出版

日本アイ・ビー・
エム

1987 1001010136517

ゴーギャン展　楽園をもとめて
［ゴーギャン／画］　東京国立近代
美術館／編集

東京新聞 1987 1009912000016

英国・国立ウェールズ美術館展 イギリス風景画から
印象派へ

朝日新聞社 1986 1009810018775

フランス近代絵画展 印象派からエコール・ド・パリ
まで

木島俊介／監修 中日新聞社 1986 1009913014718

セザンヌ展
セザンヌ／［画］島田紀夫／監修・
訳

東京新聞 1986 1009912043777

フランス近代絵画の巨匠たち　ルノワールからマチス
まで

島田紀夫／監修　朝日新聞東京本社
企画第１部／編集

朝日新聞社 1985 1009913014715

ゴッホ展 ゴッホ／［画］ 東京新聞 1985 1009310051125

フランス美術の黄金時代展 ロココから印象派まで 神奈川県立近代美術館／編集・訳 毎日新聞社 1986 1009913014716

印象派・後期印象派展　ロンドン大学コートールド・
コレクション

日本経済新聞社／編集 日本経済新聞社 1984 1009810018682

ピサロ展 ピサロ／［画］　池上忠治／監修 アート・ライフ 1984 1009917023075

パリの女流画家６人展 印象派からエコール・ド・パ
リまで

大島清次／監修 朝日新聞社本社企画
部／編集

朝日新聞社 1983 1009913014720

１９世紀オランダ絵画展　ゴッホとその時代の画家た
ち

［ゴッホ／ほか画］ 中日新聞社 1979 1009810029466

ヴァン・ゴッホ展　オランダ国立ヴァン・ゴッホ美術
館所蔵

ヴァン・ゴッホ／［画］ 東京新聞 1976 1009410155653

印象派１００年展 読売新聞社 1974 1009917021162

モネ展 印象派１００年光と色彩の交響 モネ／［画］ 読売新聞社 1973 1009917019658

ゴッホ原寸美術館 [ゴッホ／画] 小学館 2017 1001710036110

西洋絵画の巨匠 ２　ゴッホ 小学館 2006 1009915077576

西洋絵画の巨匠　４　ルノワール 小学館 2006 1009916013467

セザンヌ（岩波世界の美術）
メアリー・トンプキンズ・ルイス／
著　宮崎克己／訳

岩波書店 2005 1009914075449

モネ（岩波世界の美術）
カーラ・ラックマン／著　高階絵里
加／訳

岩波書店 2003 1009913066705

ゴッホ全油彩画
ゴッホ／［画］インゴ・Ｆ．ヴァル
ター／著

タッシェン・ジャ
パン

2002 1001510051989

セザンヌ Ｃｅｚａｎｎｅ，Ｐａｕｌ／［画］Ｌａｌｌｅｍａ
ｎｄ，Ｈｅｎｒｉ／著

日本経済新聞社 1996 1009610075501

モネ モネ／［画］アンリ・ララマン／著 日本経済新聞社 1996 1009610049902

ヴィヴァン　新装版・２５人の画家　9　ルノワール 講談社 1995 1009710022261

ヴィヴァン　新装版・２５人の画家　10　セザンヌ 講談社 1995 1009710022259

ヴィヴァン　新装版・２５人の画家　11　ゴッホ 講談社 1995 1009710022246

モネ（アートライブラリー） ジョン・ハウス／著　舟木力英／訳 西村書店 1994 1009410220892 ○

セザンヌ（アートライブラリー）
キャサリン・ディーン／著　浅野春
男／訳

西村書店 1994 1009410226826 ○

ピサロ（アートライブラリー）
クリストファー・ロイド／著　島田
紀夫／［ほか］訳

西村書店 1994 1009410220895 ○

マネ（アートライブラリー）新装版
ジョン・リチャードソン／著　キャ
スリーン・アドラー／作品解説

西村書店 2012 1001210021042

マネ（アートライブラリー）
ジョン・リチャードソン／著　キャ
スリーン・アドラー／作品解説

西村書店 1999 1009810063436 ○

ドガ（アートライブラリー）新装版
キース・ロバーツ／著 　 ヘレン・
ラングドン／作品解説

西村書店 2009 1000810150135

ドガ（アートライブラリー）
キース・ロバーツ／著 　 ヘレン・
ラングドン／作品解説

西村書店 1999 1009819031618 ○

シスレー（アートライブラリー）
リチャード・ショーン／著 　 島田
紀夫／訳

西村書店 1999 1009819031616 ○

ゴッホ（アート・ライブラリー）
ウィルヘルム・ウーデ／著　坂上桂
子／訳

西村書店 1997 1009610099480 ○

カンヴァス版世界の名画　５マネとドガ 井上靖,高階秀爾／共編 中央公論社 1994 1009410216384

カンヴァス版世界の名画　６モネと印象派 井上靖,高階秀爾／共編 中央公論社 1994 1009410211710

カンヴァス版世界の名画　７ルノワール 井上靖,高階秀爾／共編 中央公論社 1993 1009410211254

カンヴァス版世界の名画　８セザンヌ 井上靖,高階秀爾／共編 中央公論社 1993 1009410209199

カンヴァス版世界の名画　９スーラと新印象派 井上靖,高階秀爾／共編 中央公論社 1995 1009410241430

○もっとみてみたい（画集）



書名(漢字) 著者名 出版社 出版年 タイトルコード 守山
所蔵

カンヴァス版世界の名画　１０ゴーギャン 井上靖,高階秀爾／共編 中央公論社 1994 1009410214297

カンヴァス版世界の名画　１１ゴッホ 井上靖,高階秀爾／共編 中央公論社 1993 1009410204271

ルノワール（岩波世界の巨匠）
ルノワール／［画］パトリック・
ベード／著

岩波書店 1992 1009410166069 ○

モネ（岩波世界の巨匠）
モネ／［画］ジャン＝ポール・クレ
スペル／著

岩波書店 1992 1009410172618 ○

セザンヌ（岩波世界の巨匠）
セザンヌ／［画］コンスタンス・ノ
ベール＝ライザー／著

岩波書店 1993 1009410180998 ○

マネ（岩波世界の巨匠）
マネ／［画］　サラ・カー＝ゴム／
［著］

岩波書店 1994 1009410224271 ○

ドガ（岩波世界の巨匠）
ドガ／［画］ 　 パトリック・ベー
ド／［著］ 　 廣田治子／訳

岩波書店 1994 1009410219476 ○

ゴッホ（岩波世界の巨匠）
ゴッホ／［画］ウィリアム・フィー
ヴァー／著

岩波書店 1993 1009410192765 ○

ゴーギャン（岩波世界の巨匠）
ゴーギャン／［画］　ペギー・ヴァ
ンス／著

岩波書店 1992 1009410178158

ゴッホ（巨匠のデッサンシリーズ）
ゴッホ／［画］エーフェルト・ファ
ン・アイテルト／著

岩崎美術社 1992 1009410155120

セザンヌ（巨匠のデッサンシリーズ）
ゲッツ・アドリアーニ／著　中村昌
子／訳

岩崎美術社 1992 1009410173976

ゴッホ（ＢＳＳギャラリー世界の巨匠）
ゴッホ／［画］マイヤー・シャピロ
／著

岩崎美術社 1992 1009410155120

モネ（ＢＳＳギャラリー世界の巨匠）
モネ／［画］ウィリアム・ザイツ／
著

美術出版社 1991 1009410152640

セザンヌ（ＢＳＳギャラリー世界の巨匠）
セザンヌ／［画］　マイヤー・シャ
ピロ／著

美術出版社 1991 1009410145847

画集オーヴェールのゴッホ　１８９０年５月２０日‐
７月２９日

ゴッホ／［画］アラン・モッテ／著 朝日新聞社 1990 1009410096779 ○

セザンヌの水彩　光琳社の画集 ２ セザンヌ／［画］井上明彦／著 光琳社出版 1990 1009410103578

巨匠の絵画技法 ルノワール
ルノアール／［画］Ｇ．ジェニング
ズ／著

エルテ出版 1989 1009410064887

巨匠の絵画技法 ゴーギャン
ゴーギャン／［画］　Ｌ．ボウルト
ン／著

エルテ出版 1988 1009410049381

ルノワール(アサヒグラフ別冊） ルノワール／［著］ 朝日新聞社 1989 1009410073469

アート・ギャラリー　現代世界の美術　２　ルノワー
ル

集英社 1985 1009310021629 ○

アート・ギャラリー　現代世界の美術　３　セザンヌ 集英社 1986 1009310058016 ○

アート・ギャラリー　現代世界の美術　４　ゴーギャ
ン

集英社 1987 1009912000016 ○

世界の名画　原色版　３造形の根源へ（セザンヌ
スーラ）

井上靖／［ほか］監修 ほるぷ出版 1981 1001510015024

世界の名画　原色版　５孤高と反逆（ゴーギャン） 井上靖／［ほか］監修 ほるぷ出版 1981 1001510015026

世界の名画　原色版　６生の讃歌（ルノワール） 井上靖／［ほか］監修 ほるぷ出版 1981 1001510015027

印象派　　世界の巨匠シリーズ 別巻
ピエール・クールティヨン／著 山梨
俊夫／訳

美術出版社 1979 1009210094071

世界素描全集 講談社 1978 1000810106064

世界美術全集印象派の画家たち　１ 日本アート・センター／編 千趣会 1978 1009917047879

世界美術全集印象派の画家たち　２ 日本アート・センター／編 千趣会 1978 1009917047880

世界美術全集印象派の画家たち　３ 日本アート・センター／編 千趣会 1978 1009917047881

世界美術全集印象派の画家たち　４ 日本アート・センター／編 千趣会 1977 1009917047882

世界美術全集印象派の画家たち　５ 日本アート・センター／編 千趣会 1978 1009917047883

世界美術全集印象派の画家たち　６ 日本アート・センター／編 千趣会 1978 1009917047884

世界美術全集印象派の画家たち　７ 日本アート・センター／編 千趣会 1978 1009917047885

世界美術全集印象派の画家たち　８ 日本アート・センター／編 千趣会 1977 1009917047886

世界美術全集印象派の画家たち　９ 日本アート・センター／編 千趣会 1978 1009917047887

世界美術全集印象派の画家たち　１０ 日本アート・センター／編 千趣会 1977 1009917047888

世界美術全集印象派の画家たち　１１ 日本アート・センター／編 千趣会 1978 1009917047889

世界美術全集印象派の画家たち　１２ 日本アート・センター／編 千趣会 1977 1009917047890

世界美術全集印象派の画家たち　１３ 日本アート・センター／編 千趣会 1978 1009917047891

世界美術全集印象派の画家たち　１４ 日本アート・センター／編 千趣会 1978 1009917047892



書名(漢字) 著者名 出版社 出版年 タイトルコード 守山
所蔵

世界美術全集印象派の画家たち　１５ 日本アート・センター／編 千趣会 1978 1009917047893

ヴァン・ゴッホ全画集1 ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ／著 講談社 1978 1009210153043

ヴァン・ゴッホ全画集2 ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ／著 講談社 1978 1009210153044

ヴァン・ゴッホ全画集3 ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ／著 講談社 1978 1009210153045

世界美術全集　１１　ピサロ　シスレー　スーラ　シ
ニャック　セガンティーニ

研秀出版 1978 1001710101525

世界美術全集　１２　ルノワール 研秀出版 1977 1001710101514

世界美術全集　１３　セザンヌ 研秀出版 1977 1001710101522

世界美術全集　１４　ヴァン・ゴッホ 研秀出版 1978 1001710101523

世界美術全集　１５　ゴーギャン 研秀出版 1978 1001710101526

ヴァン・ゴッホ全画集　１ ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ／著 講談社 1978 1009210153043

ヴァン・ゴッホ全画集　２ ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ／著 講談社 1978 1009210153044

ヴァン・ゴッホ全画集　３ ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ／著 講談社 1978 1009210153045

グランド世界美術　２０　ルノワールとドガ 講談社 1974 1009410245851

グランド世界美術　２１　セザンヌ；ゴッホ；ゴーガ
ン

講談社 1974 1009410245852

世界の美術　ファブリ版　印象派の巨匠たち　１ 小学館 1976 1009210166521

世界の美術　ファブリ版　印象派の巨匠たち　２ 小学館 1975 1009210166406

世界の美術　ファブリ版　印象派の巨匠たち　３ 小学館 1975 1009210166407

世界の美術　ファブリ版　印象派の巨匠たち　４ 小学館 1975 1009210166408

世界の美術　ファブリ版　印象派の巨匠たち　５ 小学館 1975 1009210166522

世界の美術　ファブリ版　印象派の巨匠たち　６ 小学館 1975 1009210166523

世界の美術　ファブリ版　印象派の巨匠たち　７ 小学館 1976 1009210231374

世界の美術　ファブリ版　印象派の巨匠たち　８ 小学館 1975 1009210166524

世界の美術　ファブリ版　印象派の巨匠たち　９ 小学館 1975 1009210166409

世界の美術　ファブリ版　印象派の巨匠たち　10 小学館 1976 1009210231375

世界の美術　ファブリ版　印象派の巨匠たち　11 小学館 1976 1009210166410

世界の美術　ファブリ版　印象派の巨匠たち　12 小学館 1976 1009210231376

現代の絵画　１　フランス印象派 平凡社 1976 1009210165419

現代の絵画　２　印象派の画家たち 平凡社 1974 1009210180554

現代の絵画　３　セザンヌと後期印象派 平凡社 1974 1009210180555

殺されたゴッホ
マリアンヌ・ジェグレ／著　橘明美
／訳

小学館 2017 1001710055538

ジヴェルニーの食卓 原田マハ／著 集英社 2013 1001210130033 ○

セザンヌの山・空の細道　結城信一作品選 結城信一／［著］ 講談社 2002 1009912052962

セザンヌを探せ ピーター・メイル／著 河出書房新社 1998 1009810031982

炎の人　ゴッホ小伝 三好十郎／著 而立書房 1989 1009410081729

裸婦は裸婦として　人間ピカソ 中田耕治／著 サンケイ出版 1982 1009210140793

ポール・セザンヌ　世界の名画：巨匠と作品 スージー・ブルックス／著 六耀社 2016 1001610026932

あるアーティストと悪がきだったぼくのこと　アルル時代
のファン・ゴッホの物語

シェーン・ピーコック／さく　ソ
フィ・カーソン／え

六耀社 2016 1001610045496 ○

ぼくはクロード・モネ（画家のものがたり絵本） 林綾野／さく 美術出版社 2014 1001410053096

ケイティとすいれんの池（ケイティのふしぎ美術館）
ジェイムズ・メイヒュー／作 　 西
村秀一／訳 　 結城昌子／監修

サイエンティスト
社 2013 1001210112258 ○

○こどもの本もおもしろい

○着想を得て(文学・戯曲など）



書名(漢字) 著者名 出版社 出版年 タイトルコード 守山
所蔵

ゲルニカ  ピカソ、故国への愛
アラン・セール／文・図版構成 松島
京子／訳

富山房インターナ
ショナル 2012 1001210014527 ○

マルサンカクシカク　セザンヌ（ＤＡＤＡフランス発こど
もアートシリーズ７）

ＤＡＤＡ日本版編集部／編著 朝日学生新聞社 2012 1001210074829 ○

ルノワール、みつけた（ＤＡＤＡフランス発こどもアート
シリーズ４ ）

ＤＡＤＡ日本版編集部／編著　今井
敬子／訳

朝日学生新聞社 2011 1001110144779 ○

モネ色いろ（ＤＡＤＡフランス発こどもアートシリーズ3
）

ＤＡＤＡ日本版編集部／編著 朝日学生新聞社 2011 1009410203695 ○

ゴッホ　風がはこんだ色彩
キアーラ・ロッサーニ／文　オクタ
ヴィア・モナコ／絵

西村書店 2010 1001010064595 ○

にいさん いせひでこ／作 偕成社 2008 1000710025258

ドガと小さなバレリーナ　エドガー・ドガのおはなし
ローレンス・アンホルト／さく　あ
べのりこ／やく

ベファーナ 2007 1009917041661

ゴッホとひまわりの少年　フィンセントファン・ゴッホの
おはなし

ローレンス・アンホルト／さく　あ
べのりこ／やく

ベファーナ 2006 1009916042139

モネのまほうのにわ
ローレンス・アンホルト／さく　あ
べのりこ／やく

ベファーナ 2006 1009916042140

アトリエから戸外へ　印象派の時代　名画で見る世界のく
らしとできごと

アントニー・メイソン／著　武富博
子／訳

国土社 2004 1009913077238

ジベルニィのシャーロット
ジョアン・マックファイル・ナイト／文　メリッ
サ・スウィート／絵，江国香織／訳

ＢＬ出版 2004 1009914008766

セザンヌとスーラ（おはなし名画シリーズ） セザンヌ,スーラ／［画］ 博雅堂出版 2000 1009910032356

ルノワール　永遠の夏を生きた画家 Ｊ・ルメイ／文　Ｆ・ティリ／絵 岩崎書店 1997 1009710006063

孤独なひまわり　ファン・ゴッホの告白 田代裕／著 あすなろ書房 1997 1009710012210

印象派　きたえられた眼　（名画の秘密をさぐる）
バイエ・ヨランド／著　Ｃ・モーク
レール／絵

岩崎書店 1997 1009710006061

ドガ　瞬間を描いた画家（名画の秘密をさぐる） Ｊ・ルメイ／文　N・マサール／絵 岩崎書店 1997 1009710006062

ルノワール　はじめてであう絵画の本 ７
ルノワール／［画］　アーネスト・
ラボフ／作

あすなろ書房 1995 1009510009609

ゴッホはじめてであう絵画の本 １０ ゴッホ／［画］ あすなろ書房 1995 1009510009612

ゴーギャン　はじめてであう絵画の本 ９
ゴーギャン／［画］　アーネス
ト・ラボフ／作

あすなろ書房 1995 1009510009611

ゴーギャンの絵本　はだしになって
ゴーギャン／［画］　結城昌子／
構成・文

小学館 1995 1009510033253

ビジュアル美術館５　マネ 同朋舎出版 1994 1009410211696 ○

マネとモネ（おはなし名画シリーズ） マネ／文　モネ／［画］ 博雅堂出版 1994 1009510002083

ルノワールの絵本　ないしょかな？
ルノワール／［画］　結城昌子／構
成・文

小学館 1994 1009410228227 ○

マネとモネ（おはなし名画シリーズ） 博雅堂出版 1994 1009510002083

ゴッホの絵本　うずまきぐるぐる ゴッホ／［画］結城昌子／構成・文 小学館 1993 1009410194012 ○

ルノワールとドガ ルノワール,ドガ／［画］ 博雅堂出版 1993 1009410197592

ルノワールとドガ（おはなし名画シリーズ） 博雅堂出版 1993 1009410197592

クロード・モネ　はじめて読む芸術家ものがたり　５ アン・ウォルドロン／著 同朋舎出版 1993 1009410215167

ゴーギャン　南の国にひかれた画家
ミシェル・ピエール／文　岡田好
惠／訳

岩崎書店 1993 1009410182994

ビジュアル美術館　１ゴッホ リリーフ・システムズ／翻訳 同朋舎出版 1993 1009410203694 ○

ビジュアル美術館　２　モネ リリーフ・システムズ／翻訳 同朋舎出版 1993 1009410203695 ○

ビジュアル美術館　３ゴーギャン リリーフ・システムズ／翻訳 同朋舎出版 1993 1009410208548

ファン・ゴッホ　火の玉の太陽にこがれて（名画の秘
密をさぐる ４）

ジャクリーヌ・ルメイ／文　長島
良三／訳

岩崎書店 1993 1009410182993

ゴッホとゴーギャン（おはなし名画シリーズ） ゴーギャン／［画］ 博雅堂出版 1992 1009410172876

ゴッホ　画家になった男の子の話 木下長宏／著 ブロンズ新社 1988 1009410030851

少年少女名作絵画館　7
サンケイ新聞写真
ニュースセンター 1986 1009410020972

少年少女名作絵画館６　セザンヌ　自然を考える 中山公男／監修
サンケイ新聞写真
ニュースセンター 1986 1009410020971


