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61063660 526.7/O81 美術館は生まれ変わる : 21世紀の現代美術館 / 太田泰人//[ほか]編著. -- 鹿島出版会, 2000.

67012079 702.07/F67 現代アート、超入門! / 藤田令伊著. -- 集英社, 2009. -- (集英社新書 ; 0484F).

61474503 702.07/H81 5歳の子どもにできそうでできないアート : 現代美術 (コンテンポラリー・アート) 100の読み解き / スージー・ホッジ著 ; 藤村奈緒美, 難波道明, 徳永優子訳. -- 東京美術, 2017.

13176899 702.07/J18 ポップ・アート / ジェイミー・ジェイムズ/著 ; 福満葉子/訳. -- 西村書店, 2002.

61467714 702.07/Ka24 めくるめく現代アート : イラストで楽しむ世界の作家とキーワード / 筧菜奈子文・絵. -- フィルムアート社, 2016.

67027625 702.07/Mi85 現代アートを買おう! / 宮津大輔著. -- 集英社, 2010. -- (集英社新書 ; 0544F).

61474521 702.07/Sh96 現代アートが未来を描く / 庄司惠一著. -- 方丈堂出版, 2017.

67068664 702.16/Ku83 水玉の履歴書 / 草間彌生著. -- 集英社, 2013. -- (集英社新書 ; 0692F).

61379237 704/C43 地域を変えるソフトパワー : アートプロジェクトがつなぐ人の知恵、まちの経験 / 藤浩志/著 ; AAFネットワーク/著. -- 青幻舎, 2012.

61039351 706.9/H92 パリと七つの美術館 : カラー版 / 星野知子/著. -- 集英社, 2002. -- (集英社新書 ;0169F).

61203814 706.9/I89 気になる世界の美術館 : 美の感銘と旅の楽しみ / 伊藤誠/著. -- 伊藤誠, 2006.

61309690 706.9/Ke23 Art(museum) around Tokyo : 東京から行くアートな町歩き。 / 京阪神エルマガジン社/編. -- 京阪神エルマガジン社, 2009. -- (エルマガmook).

61513595 706.9/Mi77 アートと地域づくりの社会学 : 直島・大島・越後妻有にみる記憶と創造 / 宮本結佳著. -- 昭和堂, 2018.

61342308 706.9/N49 直島瀬戸内アートの楽園 / 秋元雄史, 安藤忠雄ほか著. -- 新潮社, 2006. -- (とんぼの本).

61474577 706.9/To46 東京美術館案内 : 名画と出会えるミュージアムガイド / 昭文社編集部, ティーケープランニング編. -- 昭文社, 2017.

61301190 706.9/To46 東京アートナビ / 東京地図出版編集部/編. -- 東京地図出版, 2009.

67111095 707.9/A52 いちばんやさしい美術鑑賞 / 青い日記帳著. -- 筑摩書房, 2018. -- (ちくま新書 ; 1349).

67088282 707.9/Ta33 現代美術コレクター / 高橋龍太郎著. -- 講談社, 2016. -- (講談社現代新書 ; 2393).

61508684 708.7/Su74
サントリー美術館プレミアム・セレクション : 新たなる美を求めて : 美を結ぶ。美をひらく。
= Masterpieces from the Suntory Museum of Art : An unending search for beauty / サントリー美術館企画・編集 ; ルース・S・マクレリー英訳. -- 求龍堂, 2018.

61470961 709.1/I43 ワークショップのはなしをしよう : 芸術文化がつくる地域社会 / 今井良朗著. -- 武蔵野美術大学出版局, 2016.

67033650 709.1/Y24 観光アート / 山口裕美/著. -- 光文社, 2010. -- (光文社新書 ;488).

61402362 709.141/Ki63 美術は地域をひらく : 大地の芸術祭10の思想 / 北川フラム著. -- 現代企画室, 2014.

61200723 710.4/A68 商店街と現代アート : 大津中町の試み / アーケードアーツの会//編. -- 東方出版, 1999.

61523500 720.79/A37 絵を見る技術 : 名画の構造を読み解く / 秋田麻早子著. -- 朝日出版社, 2019.

61474700 723/To63 ようこそ!西洋絵画の流れがラクラク頭に入る美術館へ : ポップカルチャーで読み解く世界の名画 / とに～著. -- 誠文堂新光社, 2017.

61296401 723.1/I46 忌野清志郎の世界 / 〔忌野清志郎〕/〔画〕 ; ベイビィズ/企画・監修. -- ぴあ, 2009.

61314180 723.1/O42 強く生きる言葉 / 岡本太郎/著. -- イースト・プレス, 2003.

61523671 723.346/Kl6 クリムトへの招待 / 朝日新聞出版著. -- 朝日新聞出版, 2019.

13176861 723.346/Kl6 クリムト / クリムト//[画] ; キャサリン・ディーン//著 ; 冨田章//訳. -- 西村書店, 2002. -- (アート・ライブラリー).

61499226 723.35/D93 マルセル・デュシャンとは何か = What is Marcel Duchamp? / 平芳幸浩著. -- 河出書房新社, 2018.

61335706 723.35/G27 ゴーガン / ゴーガン/〔画〕 ; アラン・ボウネス/著 ; 冨田章/訳. -- 西村書店, 2010. -- (アート・ライブラリー).

13176988 723.35/Mo13 モディリア-ニ / モディリア-ニ/〔画〕 ; ダグラス・ホ-ル/著 ; 森田義之/訳 ; 上月裕子/訳. -- 西村書店, 1994. -- (ア-ト・ライブラリ-).

61334709 723.35/Mo33 モネ / モネ/〔画〕 ; ジョン・ハウス/著 ; 舟木力英/訳. -- 西村書店, 2010. -- (アート・ライブラリー).

61334683 723.358/Ma29 マグリット / マグリット/〔画〕 ; リチャード・カルボコレッシ/著 ; 南雄介/訳. -- 西村書店, 2010. -- (アート・ライブラリー).

13176997 723.359/G57 ゴッホ / ゴッホ//[画] ; ウィルヘルム・ウーデ//著 ; 坂上桂子//訳. -- 西村書店, 1997. -- (アート・ライブラリー).

61334692 723.36/P59 ピカソ / ピカソ/〔画〕 ; ローランド・ペンローズ/著 ; 末永照和/訳. -- 西村書店, 2010. -- (アート・ライブラリー).

61334718 723.389/Mu32 ムンク / ムンク/〔画〕 ; ジョン・ボールトン・スミス/著 ; 佐藤幸宏/訳. -- 西村書店, 2010. -- (アート・ライブラリー).

61474693 727.087/P46 ファット・キャット・アート : デブ猫、名画を語る / スヴェトラーナ・ペトロヴァ著 ; 喜多直子訳. -- エクスナレッジ, 2017.

13522906 933.6/C22 不思議の国のアリス : with artwork by 草間弥生 / ルイス・キャロル著 ; 草間弥生挿画 ; 楠本君恵訳. -- グラフィック社, 2013.


