
◆東山魁夷の作品
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

1 古き町にて  北欧紀行 東山 魁夷／著 講談社 2010.7 29389/18 一般開架

2 現代日本素描全集    6　東山魁夷 河北 倫明／監修 ぎょうせい 1992.1 7208/3/6 一般大型

3 カンヴァス日本の名画　25　東山魁夷
井上 靖／[ほか]
編集委員

中央公論社 1979.3 7208/4/25 一般大型

4 日本の名画    25　東山魁夷
井上 靖／[ほか]
編集委員

中央公論社 1977 72087/1/25 一般大型

5
東山魁夷《道》への道
市川市東山魁夷記念館 開館一周年記念展

東山 魁夷／画 市川市 2006.11 C721/12 郷土開架

6 近代日本美術の伏流 金原 宏行／著 沖積舎 2004.11 72102/47 一般書庫

7 東山魁夷    第1巻　風景遍歴1 東山 魁夷／著 講談社 1989.1 7219/1/1 一般大型

8 東山魁夷    第2巻　風景遍歴2 東山 魁夷／著 講談社 1989.6 7219/1/2 一般大型

9 東山魁夷    第3巻　欧州紀行 東山 魁夷／著 講談社 1989.8 7219/1/3 一般大型

10 東山魁夷    第4巻　中国紀行 東山 魁夷／著 講談社 1989.12 7219/1/4 一般大型

11 東山魁夷    第5巻　障壁画 東山 魁夷／著 講談社 1990.3 7219/1/5 一般大型

12 東山魁夷自選画文集    1　旅への誘い 東山 魁夷／著 集英社 1996.3 7219/25/1 一般書庫

13 東山魁夷自選画文集    2　欧州巡遊 東山 魁夷／著 集英社 1996.5 7219/25/2 一般書庫

14 東山魁夷自選画文集    3　美しい日本 東山 魁夷／著 集英社 1996.6 7219/25/3 一般書庫

15 東山魁夷自選画文集    4　水墨の魅力 東山 魁夷／著 集英社 1996.7 7219/25/4 一般書庫

16 東山魁夷自選画文集    5　自然への賛歌 東山 魁夷／著 集英社 1996.8 7219/25/5 一般書庫

17 東山魁夷をたずねて 東山 魁夷／画 ビジョン企画出版社 1995.8 7219/33 一般書庫

18 美と遍歴  東山魁夷座談集 東山 魁夷／著 芸術新聞社 1997.1 7219/37 一般書庫

19 白馬幻想  心の風景より 東山 魁夷／絵・文 ビジョン企画出版社 1996.12 7219/38 一般書庫

20 東山魁夷「森への誘い」 東山 魁夷／著 日本経済新聞社 1997.11 7219/43 一般書庫

21 東山魁夷画文集    1　わが遍歴の山河 東山 魁夷／著 新潮社 1978 7219/50/1 一般書庫

22 東山魁夷画文集    2　私の窓 東山 魁夷／著 新潮社 1978 7219/50/2 一般書庫
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23 東山魁夷画文集    4　白夜の旅 東山 魁夷／著 新潮社 1979.1 7219/50/4 一般書庫

24 東山魁夷画文集    5　美の訪れ 東山 魁夷／著 新潮社 1979.2 7219/50/5 一般書庫

25
東山魁夷画文集    6
ドイツ紀行－馬車よ、ゆっくり走れ－

東山 魁夷／著 新潮社 1979 7219/50/6 一般書庫

26 東山魁夷画文集    8　唐招提寺への道 東山 魁夷／著 新潮社 1979.5 7219/50/8 一般書庫

27 東山魁夷画文集    9　六本の色鉛筆 東山 魁夷／著 新潮社 1979.6 7219/50/9 一般書庫

28
東山魁夷画文集    10
水墨画の世界－中国への旅－

東山 魁夷／著 新潮社 1979.7 7219/50/10 一般書庫

29 東山魁夷画文集    別巻　自伝抄　旅の環 東山 魁夷／著 新潮社 1980.1 7219/50/ヘ 一般書庫

30 東山魁夷 田中 穣／著 芸術新聞社 1992.6 7219/53 一般書庫

31 京洛四季 東山 魁夷／絵・文 ビジョン企画出版社 1998.4 7219/78 一般書庫

32 僕の留学時代 東山 魁夷／著 日本経済新聞社 1998.11 7219/89 一般書庫

33 白夜の国 東山 魁夷／著 ビジョン企画出版社 1999.1 7219/92 一般書庫

34 東山魁夷「水辺への誘い」 東山 魁夷／著 日本経済新聞社 1999.6 7219/98 一般書庫

35 追憶の古都 東山 魁夷／著 ビジョン企画出版社 1999.1 7219/105 一般書庫

36 私の風景  東山魁夷画文集 東山 魁夷／画・文 求竜堂 1999.12 7219/108 一般開架

37 東山魁夷  わが遍歴の山河 東山 魁夷／著 日本図書センター 1999.12 7219/109 一般書庫

38 東山魁夷　古都への誘い 東山 魁夷／画 日本経済新聞社 2000.2 7219/111 一般書庫

39 山水悠久  障壁画の世界 東山 魁夷／著 ビジョン企画出版社 2000.11 7219/119 一般書庫

40 東山魁夷  素顔の芸術家 佐々木 徹／執筆 ビジョン企画出版社 2004.1 7219/161 一般開架

41 もっと知りたい東山魁夷  生涯と作品 鶴見 香織／著 東京美術 2008.3 7219/197 一般開架

42 東山魁夷を語る  東山すみ対談集 東山 すみ／著 美術年鑑社 2008.3 7219/198 一般開架

43 東山魁夷「大和春秋」展 東山 魁夷／画 市川市 2009 7219/213 一般開架

44 東山魁夷全版画集  1956-1995 東山 魁夷／監修 日本経済新聞社 1995.4 7321/3 書庫大型

45 大版画  モニュメンタル・リトグラフィー 森 仁志／著
Maisonneuve &
Larose・ART

1999.11 73408/1 一般書庫

46 『少年倶楽部』熱血・痛快・時代短篇選 講談社文芸文庫／編 講談社 2015.1 91368/221 一般開架

◆同じ時代を生きた日本画家
☆岡本太郎☆

47
岡本藝術　岡本太郎の仕事1911-1996→
Shogakukan Creative Visual Book OKAMOTO
TARO WORLD

岡本 太郎／作 小学館クリエイティブ　 2015.3 7087/88 一般開架

48 ドキドキしちゃう　岡本太郎の“書” 岡本 太郎／書 小学館クリエイティブ　 2010.2 7231/329 一般開架

49 岡本太郎 岡本 太郎／作 平凡社 1979.1 7231/354 一般大型
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☆杉山寧☆

50 画作の余白に 杉山 寧／著 美術年鑑社 1989.3 704/43 一般書庫

51 カンヴァス日本の名画　26　杉山寧
井上 靖／[ほか]
編集委員

中央公論社 1979.6 7208/4/26 一般大型

52 日本の名画    26　杉山寧
井上 靖／ほか
編集委員

中央公論社 1977 72087/1/26 一般大型

53 杉山寧 杉山 寧／作 芸術新聞社 1989.7 7219/46 一般大型

☆高山辰雄☆

54 現代日本素描全集    7　髙山辰雄 河北 倫明／監修 ぎょうせい 1992.2 7208/3/7 一般大型

55 存在追憶限りなき時の中に 高山 辰雄／著 角川書店 2007.12 7219/193 一般開架

☆田中一村☆

56 田中一村の世界　孤高・異端の日本画家 田中一村 ／画 NHK出版 1995 C721/19 郷土開架

57 田中一村作品集 田中 一村／画 NHK出版 2013.12 7219/132/13 一般大型

58 田中一村　新たなる全貌 田中 一村／画 千葉市美術館 2010.8 7219/214 一般大型

◆友・川端康成
59

作家の自伝　15　川端康成
十六歳の日記／少年／故園〔抄〕

佐伯 彰一／監修 日本図書センター 1994.1 91026/23/15 一般書庫

60 生命なりけり  スター・芸術家33人の晩年 中島 力／編・著 心交社 2003.2 91026/668 一般書庫

61
川端文学への視界
川端文学研究 22(年報2007)

川端文学研究会／編 銀の鈴社 2007.6 91026/ｶﾔ8/22 一般書庫

62 世界の中の川端文学 川端文学研究会／編 おうふう 1999.11 91026/ｶﾔ14 一般書庫

63 川端康成と東山魁夷  響きあう美の世界 川端 香男里／監修 求龍堂 2006.9 91026/ｶﾔ22 一般書庫

64 巨匠の眼  川端康成と東山魁夷 川端 香男里／監修 求龍堂 2014.4 91026/ｶﾔ26 一般開架

65 古都 川端 康成／著 新潮社 1979 9136/KA91 書庫ＣＬ

66 新潮現代文学    1　川端康成 新潮社 1979.5 91368/15/1 一般書庫

67 美しい日本の私  その序説 川端 康成／著 講談社 1969.3 9146/KA91 書庫ＣＬ

68 日本の名随筆 　19　秋 山本　健吉/編 作品社 1984.5 91468/N71/19 書庫ＣＬ

69 川端康成全集    第7卷 川端 康成／著 新潮社 1981.1 91868/ｶﾔ1/７ 一般書庫

70 川端康成全集    第28卷 川端 康成／著 新潮社 1982.2 91868/ｶﾔ 1/28 一般書庫

◆ゆかりのある人物
71

素顔の大建築家たち
弟子の見た巨匠の世界  2

日本建築家協会
／企画・監修

建築資料研究社 2001.6 52028/5/2 一般書庫

72 建築は詩  建築家吉村順三のことば100 吉村 順三／著 彰国社 2005.1 5204/76 一般開架

73 火と水と木の詩  私はなぜ建築家になったか 吉村 順三／著 新潮社 2008.11 5204/89 一般開架

74
三里塚教会物語と吉村順三展
時代を越えて生き続ける小さな木造教会

吉村 順三／作
公益財団法人ギャ
ラリーエークワッド

2013 C523/1 郷土開架
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75
モダニズム建築の軌跡
60年代のアヴァンギャルド

内井 昭蔵／監修 INAX出版 2000.8 5231/26 一般書庫

76 芸術における近代 神林 恒道／編 ミネルヴァ書房 1999.4 70206/17 一般書庫

77
NHKフィレンツェ・ルネサンス    3
百花繚乱の画家たち

佐々木　英也/監修 日本放送出版協会 1991.6 70237/13/3 一般書庫

78
ドイツ・ロマン主義絵画
フリードリヒとその周辺

ハンス・ヨアヒム・
ナイトハルト／著

講談社 1984.11 723/N29 書庫ＣＬ

79
ドイツ・ロマン主義の世界
フリードリヒからヴァーグナーへ

神林 恒道／編 法律文化社 1990.1 7233/D83 書庫ＣＬ

80
フリードリヒ《氷海》  死を通過して、新しい生
命へ

ペーター・ラウトマ
ン／著

三元社 2000.11 72334/44 一般開架

81
ドイツ・ロマン派風景画論  新しい風景画への
模索

神林 恒道／編訳 三元社 2006.11 72334/65 一般開架

82
C.D.フリードリヒ
《画家のアトリエからの眺め》-視覚と思考の近代

仲間 裕子／著 三元社 2007.3 72334/66 一般開架

83 フリードリヒ崇高のアリア 新保 祐司／著 角川学芸出版 2008.3 72334/71 一般開架

84 フリードリヒへの旅 小笠原 洋子／著 角川学芸出版 2009.9 72334/77 一般開架

85 フラ・アンジェリコ神秘神学と絵画表現
G.ディディ=ユベ
ルマン／著

平凡社 2001.5 72337/50 一般書庫

86 フラ・アンジェリコ
クリストファー・ロ
イド／著

西村書店 1999.1 72337/58 一般開架

87
ドイツ・ロマン派画集
フリードリヒ・ルンゲ・ナザレ派・ビーダーマイヤー

前川 道介／編集 国書刊行会 1985.3 948/1/ヘ1 一般書庫

◆名作を生み出した地・市川
88 新編市川歴史探訪　下総国府周辺散策 千野原 靖方／著 崙書房出版 2006.9 C232/H02- 4/06 郷土開架

89 市川ひと事典  これ1冊で市川が読める
市川ひと事典制
作委員会／編

エピック 2004.12 C281/5/04 郷土開架

90
千葉「地理・地名・地図」の謎
意外と知らない千葉県の歴史を読み解く!

高林 直樹／監修 実業之日本社 2014.7 C29/39 郷土開架

91 千葉県の歴史散歩
千葉県高等学校
教育研究会歴史
部会／編

山川出版社 2006.5 C2902/2/06 郷土開架

92 花散歩千葉を歩く
ブルーガイド編集
部／編

実業之日本社 2003.2 C2909/53 郷土開架

93 るるぶ船橋市川 JTBパブリッシング 2007.5 C2932/H00-7 郷土開架

94 いちかわ水土記　土地の名・川の名 鈴木 恒男／著 崙書房 1990.1 C2932/H02- 1 郷土開架

95 いちかわ民俗誌 萩原 法子／著 崙書房 1985.11 C382/7 郷土開架

96
クイズで探る千葉県北西部の軍跡  市川・船
橋・習志野・千葉・松戸・柏・鎌ケ谷等に残る
軍事遺跡のあれこれ

武井 順一／著 崙書房出版 2009.1 C395/1 郷土開架

97 市川の文学　散文編
「市川の文学」調
査研究会／編集

市川市文学プラザ 2012.3 C902/6/2 郷土開架

98 市川の文学　詩歌編
「市川の文学」調
査研究会／編集

市川市文学プラザ 2011.3 C902/6/11-1 郷土開架
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◆故郷やゆかりの地
☆出生の地・横浜☆

99
横浜謎とき散歩  異国情緒あふれる歴史の街
を訪ねて

谷内 英伸／著 広済堂出版 1998.5 2137/17 一般書庫

100 昭和30年代の神奈川写真帖    上巻
アーカイブス出版
編集部／編

アーカイブス出版 2007.6 2137/50/1 一般開架

101 昭和30年代の神奈川写真帖    下巻
アーカイブス出版
編集部／編

アーカイブス出版 2007.9 2137/50/2 一般開架

102 横浜歴史と文化  開港150周年記念
横浜市ふるさと歴
史財団／編

有隣堂 2009.6 2137/56 一般開架

103 神奈川県の歴史散歩    上
神奈川県高等学校教
科研究会社会科部会
歴史分科会／編

山川出版社 2005.5 29137/1/05-1 一般開架

104 神奈川県の歴史散歩    下
神奈川県高等学校教
科研究会社会科部会
歴史分科会／編

山川出版社 2005.5 29137/1/05-2 一般開架

105 美術のなかの横浜 宮野 力哉／著 有隣堂 1994.6 29137/MI79 書庫ＣＬ

106 横浜中華街物語  落地生根
読売新聞社横浜
支局／著

アドア出版 1998.2 67213/3 一般書庫

107 文学にみる港の姿  横浜港ものがたり 志澤 政勝／著 有隣堂 2015.11 68392/8 一般開架

☆父方の出身地・香川☆

108 香川県の歴史　県史 37 木原 溥幸／著 山川出版社 2011.11 2182/1/11 一般書庫

109 香川県の百年　県民100年史 37 伊丹 正博／著 山川出版社 2003.8 2182/2/1 一般開架

110
昭和30年頃の香川県  写真で見る懐かしい昭
和の記憶

薗部 澄／写真 アーカイブス出版 2007.11 2182/4 一般開架

111 香川歴史紀行  古から未来へ架ける橋
『香川歴史学会
60周年記念誌』
編集委員会／編

美巧社 2013.1 2182/8 一般開架

112 写真記録「日本」　中・四国2 写真記録刊行会／編 日本ブックエース 2010.11 29108/20/4-2 一般開架

113 香川県の歴史散歩
香川県の歴史散歩
編集委員会／編

山川出版社 2013.12 29182/7 一般開架

☆少年時代を過ごした・兵庫☆

114 兵庫県の歴史散歩    上
兵庫県の歴史散歩
編集委員会／編

山川出版社 2006.6 29164/1/ 06-1 一般開架

115 兵庫県の歴史散歩    下
兵庫県の歴史散歩
編集委員会／編

山川出版社 2006.6 29164/1/06-2 一般開架

116 兵庫県の不思議事典 有井 基／編 新人物往来社 2007.12 29164/17 一般開架

☆作品を育ててくれた故郷・長野☆

117 長野県の歴史　県史 20 古川 貞雄／著 山川出版社 2010.12 2152/3/10 一般開架

118 写真記録「日本」    中部2 写真記録刊行会／編 日本ブックエース 2010.1 29108/20/3－2 一般開架

119 長野県の歴史散歩
長野県の歴史散歩
編集委員会／編

山川出版社 2006.11 29152/4/06 一般開架

120 長野県　新風土記　岩波写真文庫 岩波書店編集部／編集 岩波書店 1955 29152/16 一般書庫

121 信州 '09 昭文社 2008.5 29152/58/09 一般開架
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☆美術学校時代のおもてなしに感謝・岐阜☆

122 高山100景いまむかし　保存版写真集
『高山100景いまむ
かし』刊行会／編

郷土出版社 1996.8 2153/1      2153/1/1一般開架

123 岐阜県の歴史　県史 21 松田 之利／著 山川出版社 2012.1 2153/7/12 一般開架

124 写真記録「日本」　中部1 写真記録刊行会／編 日本ブックエース　 2010.1 29108/20/3-1 一般開架

125 岐阜県の歴史散歩
岐阜県高等学校教育
研究会地歴・公民部
会,地理部会／編

山川出版社 2006.8 29153/1/06 一般開架

126 ぬくもりの岐阜地名 丸山 幸太郎／著 教育出版文化協会 1998.3 29153/4 一般書庫

127 岐阜県　新風土記　岩波写真文庫 岩波書店編集部／編集 岩波書店 1957.12 29153/10 一般書庫

◆留学の地・ドイツ
128 ドイツロマン主義とナチズム  遅れてきた国民

ヘルムート・プレ
スナー／著

講談社 1995.5 1349/30 一般開架

129 ドイツ・ロマン主義研究 伊坂 青司／編 御茶の水書房 2007.1 23406/21 一般書庫

130 ドイツ・1936年  名取洋之助写真集 名取 洋之助／写真 岩波書店 2006.12 23407/130 一般書庫

131 地球の歩き方  A14　ドイツ
地球の歩き方編
集室／編集

ダイヤモンド・ビッグ社 2016.6 29093/2 一般開架

132 地球の歩き方  A15　南ドイツ
地球の歩き方編
集室／編集

ダイヤモンド・ビッグ社 2017.6 29093/2 一般開架

133 地球の歩き方  A16　ベルリンと北ドイツ
地球の歩き方編
集室／編集

ダイヤモンド・ビッグ社 2016.3 29093/2 一般開架

134 ヨーロッパところどころ 石田 均／著 東京図書出版会 2003.5 29309/30 一般開架

135 ドイツファンタスティック街道夢紀行 相原 恭子／文・写真 東京書籍 1998.1 2934/10 一般書庫

136
ドイツの歴史と文化の旅
歴史家の手作りツアー体験記

望田 幸男／著 ミネルヴァ書房 2001.9 2934/19 一般開架

137 ドイツ  古都と古城と聖堂 魚住 昌良／著 山川出版社 2002.8 2934/22 一般開架

138
デュッセルドルフに暮らす
GERMANY DUSSELDORF

ジェトロ／編 ジェトロ 2009.5 2934/24/09 一般開架

139 ドイツ・チェコ・オーストリア歴史と文化の旅 松田 至弘／文・写真 冬至書房 2004.1 2934/25 一般開架

140
ドイツ・ロマン主義の教育学
ロマン主義教育学の基礎と国民教育学の思想

O.F.ボルノウ／著 北樹出版 2013.11 37123/32 一般開架

141 芸術と民族主義  ドイツ・モダニズムの源流 長谷川 章／著 ブリュッケ 2008.11 70234/10 一般書庫

142
ナチス・ドイツと<帝国>日本美術
歴史から消された展覧会

安松 みゆき／著 吉川弘文館 2016.2 7069/130 一般開架

143 ドイツ・ロマン主義 J.F.アンジェロス／著 白水社 1978 9402/A49 書庫ＣＬ

144 ドイツ・ロマン主義
ヴァルター・ベン
ヤミン／著

晶文社 1971 94026/2 一般書庫

145
ドイツ・ロマン主義美学
フリードリヒ・シュレーゲルにおける芸術と共同体

田中 均／著 御茶の水書房 2010.1 94026/ｼﾌ1 一般開架

146
そこに僕らは居合わせた
語り伝える、ナチス・ドイツ下の記憶

グードルン・パウ
ゼヴァング／著

みすず書房 2012.7 9437/ﾊｸ2 一般開架

147
ドイツ・ロマン派論考
リカルダ・フーフ　トーマス・マン　Ｔ・Ｗ・アドルノ

前川 道介／編集 国書刊行会 1984.12 948/1/10 一般書庫
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