
名画に親しむ－ダ・ヴィンチ没後５００年－

NO タイトル 請求記号 資料ID

1
西洋絵画史入門 : 知識ゼロからの / 山田五郎著. -- 幻冬
舎, 2011.

049||CZ11 11377960

2
知識ゼロからのルネサンス絵画入門 / 宮下規久朗著. -- 幻
冬舎, 2012.

049||CZ11 11377901

3
図説名画の歴史 : 鑑賞と理解完全ガイド / 西岡文彦著 ; :
新装版. -- 河出書房新社, 2019. -- (ふくろうの本).

208||FR14 11417724

4
図説ルネサンスに生きた女性たち / 佐藤幸三著. -- 河出書
房新社, 2000. -- (ふくろうの本).

208||FR14 11348805

5
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. -- (ふくろうの本).

208||FR14 11392011

6
図説レオナルド・ダ・ヴィンチ : 万能の天才を尋ねて / 佐
藤幸三編・文・写真 ; 青木昭文. -- 河出書房新社, 1996. -
- (ふくろうの本).

208||FR14 11348804

7
歴史のなかの女たち : 名画に秘められたその生涯 / 高階秀
爾著. -- 文芸春秋, 1978.

280.9||T1-1 10051128

8
レオナルド・ダ・ヴィンチの科學 / I.B.ハート著 ; 加茂儀
一訳. -- 創元社, 1942. -- (創元科學叢書 ; 21).

402.3||L1-1 10250001

9
科學について / レオナルド・ダ・ヴィンチ著 ; 杉浦明平訳.
-- 十一組出版部, 1943.10, 1943.

404||L2-1 10250126

10
レオナルド・ダ・ヴィンチ解剖図集 / 松井喜三編集・解説.
-- みすず書房, 1971.

491.1||L1-1 10274966

11 金属材料学 / 森永卓一 [ほか] 共著. -- 朝倉書店, 1964. 501.41||M1-1||a 10280102

12
ルネサンスの工学者たち : レオナルド・ダ・ヴィンチの方法
試論 / 山田慶兒訳 ; ベルトラン・ジル著. -- 以文社,

502.3||GB18 11344269

13
ルネッサンスと近代技術 : ダ・ヴィンチの科學的業蹟 /
パースンズ [著] ; 牧俊一郎, 廣野正治共譯. -- 白揚社,

502.3||P1-1 10280576

14
レオナルドよりマルコーニまで / F. サヴォルニャン著 ; G.
パガニーニ, 横堀富雄共訳. -- 金城書房, 1942.

502.3||S1-1 10280577

15
美術ってなあに? : "なぜ?"から広がるアートの世界 / スー
ジー・ホッジ著 ; 小林美幸訳. -- 河出書房新社, 2017.

700||HS2 11413653

16
ルネサンスとは何か。 / ペン編集部編. -- 阪急コミュニ
ケーションズ, 2012. -- (Pen books ; 018).

702.05||PR19 11378499

17
ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」はなぜ傑作か? : 聖書の物語
と美術 / 高階秀爾著. -- 小学館, 2014. -- (小学館101ビ
ジュアル新書 ; V030 . Art ; 14).

702.09||TS4 11394830

18
レオナルド・ダ・ヴィンチ / 下村寅太郎著. -- 改装版. --
勁草書房, 1974. -- (思想学説全書 ; 8).

702.32||ST18 11068605

19
レオナルド・ダ・ヴィンチ / セルジュ・ブランリ著 ; 五十
嵐見鳥訳. -- 平凡社, 1996.

702.37||BS18 11256275

20
ミケランジェロ / アンソニー・ヒューズ著 ; 森田義之訳. -
- 岩波書店, 2001. -- (岩波世界の美術).

702.37||HA13 11278492

21
宮廷人レオナルド・ダ・ヴィンチ / 久保尋二著. -- 平凡社,
1999.

702.37||KH11 11256272

22
イタリア・ルネサンス / 久保尋二著. -- 美術出版社, 1976.
-- (美術選書).

702.37||KH9 10031409

23
レオナルド=ダ=ヴィンチ鏡面文字の謎 / 高津道昭著. -- 新
潮社, 1990. -- (新潮選書).

702.37||TM18 11038070

24
万能の天才 : レオナルド・ダ・ヴインチ / ヴィンゾ・コミ
ト, ロベルト・グァテッリ共著 ; 坪内章, 岩崎純孝, 加茂正
一共訳. -- 第一出版協会, 1942.

702.8||C1-1 10309064

25
アート鑑賞、超入門! : 7つの視点 / 藤田令伊著. -- 集英
社, 2015. -- (集英社新書 ; 0771F).

707.9||FR1 11413656

26
レオナルド・ダ・ヴィンチの繪畫論 / ジーン・ポール・リヒ
ター編 ; レオナルド・ダ・ヴィンチ[著] ; 杉田益次郎訳. -
- アトリエ社, 1941.

720.1||L1-1||a 10311068

27
死ぬまでに観ておきたい世界の絵画1001 / スティーヴン・
ファージング編集 ; 藤村奈緒美 [ほか] 訳. -- 実業之日本
社, 2013.

720.2||FS19 11398567
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28
人はなぜ傑作に夢中になるの : モナリザからゲルニカまで /
木下哲夫訳 ; アメリア・アレナス著. -- 淡交社, 1999.

720.4||AA8 11330538

29
マルチメディア美術館 : ハイビジョンCGが探る名画の秘密 /
西岡文彦著. -- NTT出版, 1995. -- (ICC books).

720.4||NF13 11100065

30
フランス流はじめての名画の見方 / フランソワーズ・バル
ブ・ガル著 ; 栗原千恵訳. -- パイインターナショナル,

720.79||BF6 11395126

31
絵画の読み方 : 知的に名画を解読する完全ビジュアルガイド
/ 西岡文彦著. -- 増補改訂版. -- 洋泉社, 1999.

720.79||NF11 11262107

32
世界名画の旅 / 朝日新聞日曜版「世界名画の旅」取材班著 ;
1 - 5. -- 朝日新聞社, 1985.

720.8||AS14||3 11021321

33
イタリア・ルネサンスの開花 : 自然と人間の新しい発見. --
平凡社, 1959. -- (世界名画全集 / 新規矩男 [ほか] 編集 ;

720.8||S1-1||4 10310758

34
イタリア・ルネサンスの展開 : かたちから色彩へ. -- 平凡
社, 1959. -- (世界名画全集 / 新規矩男 [ほか] 編集 ; 5).

720.8||S1-1||5 10310759

35
レオナルド・ダ・ヴィンチ画集 / 北原義雄編. -- アトリヱ
社, 1926.

723.37||D1-1 10311561

36
レオナルド : 最後の晩餐 / ルードヴィッヒ H.ハイデンライ
ヒ著 ; 生田円訳. -- みすず書房, 1979. -- (アート・イ
ン・コンテクスト ; 第3).

723.37||L1-2 10042192

37
レオナルド・ダ・ヴィンチ / マルセル・ブリヨン〔ほか著〕
; 佐々木英也〔ほか〕訳. -- 小学館, 1983. -- (世界伝記双

723.37||L1-3 10042193

38
レオナルド・ダ・ヴィンチの素描 / 〔レオナルド・ダ・ヴィ
ンチ画〕 ; 裾分一弘編集・解説. -- 岩崎美術社, 1986. --
(版画と素描シリーズ).

723.37||LR4 11019140

39
二時間のモナ・リザ : 謎の名画に全絵画史を読む / 西岡文
彦著. -- 河出書房新社, 1994.

723.37||NF14 11094357

40
ルネサンスの驚愕 / 遠山公一著. -- 小学館, 2013. -- (小
学館101ビジュアル新書 ; V026 . Art ; 10 . 西洋絵画の歴

723||SK14||1 11394828

41
ダ・ヴィンチ・コード / ダン・ブラウン著 ; 越前敏弥訳 ;
上, 下. -- 角川書店, 2004.

933.7||BD4||0407 11307954

42
ダ・ヴィンチ・コード / ダン・ブラウン著 ; 越前敏弥訳 ;
上, 下. -- 角川書店, 2004.

933.7||BD4||0407 11307953

43
名画はなぜ心を打つか : 感性にひそむ論理を探る / 瀬木慎
一著 ; -. -- 講談社, 1992. -- (ブルーバックス ; B-944).

B1||944 11063835

44
イタリア・ルネサンス絵画 / ジャン・リュデル著 ; 望月典
子[ほか]訳. -- 白水社, 2010. -- (文庫クセジュ ; 952).

B2||952 11362901

45
建築家レオナルド・ダ・ヴィンチ : ルネッサンス期の理想都
市像 / 長尾重武著 ; -. -- 中央公論社, 1994. -- (中公新
書 ; 1201).

C1||1201 11211482

46
ミケランジェロ / 木下長宏著. -- 中央公論新社, 2013. --
(中公新書 ; 2232).

C1||2232 11380782

47
ダ・ヴィンチ絵画の謎 : カラー版 / 斎藤泰弘著. -- 中央公
論新社, 2017. -- (中公新書 ; 2425).

C1||2425 11405837

48
君はレオナルド・ダ・ヴィンチを知っているか / 布施英利
著. -- 筑摩書房, 2005. -- (ちくまプリマー新書 ; 026).

C9||26 11347641

49
踏みはずす美術史 : 私がモナ・リザになったわけ / 森村泰
昌著. -- 講談社, 1998. -- (講談社現代新書 ; 1404).

K10||1404 11232636

50
モナ・リザの罠 / 西岡文彦著. -- 講談社, 2006. -- (講談
社現代新書 ; 1838).

K10||1838 11324957


