
日伊国交樹立150周年 特別展

資料名 作者名 発行所 発行年

科学者レオナルドダビンチ展  Mostra di Leonardo da
vinci,tecnico e scienziato

朝日新聞社/編 朝日新聞社 1974 M3633/ KO-1 /15

レオナルド・ダ・ヴィンチ 天才の実像 東京国立博物館/他編
朝日新聞社,NHK,NHKプ
ロモーション

2007 M3631/ TO-2 /414

レオナルド・ダ・ヴィンチの手稿
とちぎ蔵の街美術館,ミレニア/編     裾
分一弘/監修

アート・ビオトープ 2011 M32/ TO-11 /4

レオナルド・ダヴィンチ展 天才の肖像 アンブロ
ジアーナ図書館・絵画館所蔵

小佐野重利/責任編集 TBSテレビ 2013 M3631/ TO-4 /142 

レオナルド・ダ・ヴィンチ美の理想 静岡市美術館,Bunkamuraザ・ミュージアム,毎日新聞
社事業本部/編 毎日新聞社 2011 M54/ SH-17 /6

モナ・リザ展
 文化庁/他編
東京国立博物館/他主催

モナ・リザ歓迎委員会 1974 M3631/ TO-2 /173

ウィンザー城王立図書館所蔵レオナルド・ダ・
ヴィンチ人体解剖図

レオナルド・ダ・ヴィンチ/〔画〕 中部日本放送 1995 M55/ AI-4 /L3

薔薇のイコノロジー 若桑みどり/著 青土社 1984 7020/ 53 /84

列伝叢書 9 技術家評伝 続 三枝博音/著 大空社 1994 2810/ 221 /9

美術史 Vol.51No.2,152 美術史學会/編 美術史學会 2002

藝叢 12(1995) 筑波大学芸術学系芸術学研究室/編
筑波大学芸術学系芸術
学研究室

1996

藝叢 15(1998) 筑波大学芸術学系芸術学研究室/編
筑波大学芸術学系芸術
学研究室

1999

東京都美術館紀要 No.20 東京都美術館/編 東京都美術館 2014 M3631/ TO-4 /41-20

五浦論叢 茨城大学五浦美術文化研究所紀要
第21号

茨城大学五浦美術文化研究所/編
茨城大学五浦美術文化
研究所

2014

聲 9(1960.秋) 丸善 1960

モナ・リザ 100の微笑
ジャン=ミシェル・リベット,三浦篤,日
本経済新聞社/編

日本経済新聞社 2000 M3631/ TO-4 /59

歴史民俗資料学研究 第6号
神奈川大学大学院歴史民俗資料学研
究科/編

神奈川大学大学院歴史
民俗資料学研究科

2001

「モナ・リザ展」記録 文化庁/編 文化庁 1975 M3631/ TO-2 /L172

国立国会図書館月報 No.490(2002.1) 国立国会図書館 2002 M3634/ KO-3 /5-490

たんけん!びっくり!ふしぎな世界 平成11年度特
別展 サイエンス&アート

千葉県立現代産業科学館/編
千葉県立現代産業科
学館

2001 M35/ CH-20 /5

芸術新潮 第58巻第6号,通巻690号(2007.6) レオナル
ド・ダ・ヴィンチ《受胎告知》を読み解く 新潮社 2007

芸術新潮 第66巻第7号,通巻787号(2015.7) とて
つもない絵師、河鍋暁斎

新潮社 2015

世界の博物館 15 レオナルド・ダ・ビンチ博物館 青木国夫/編 講談社 1989 0690/ L2 /15

世界の博物館 10 ルーブル博物館 吉川逸治,堀米庸三/編 講談社 1980 0690/ L2 /10

世界の美術館 2 ルーブル美術館 Ⅱ 吉川逸治/編著 講談社  1965 7080/ L19 /2

世界の美術館 16 ウフィツィ美術館 摩寿意善郎/編著  講談社  1967 7080/ L19 /16

江戸東京博物館7階図書室 特集コーナー(入室無料)

2016年1月16日(土)～4月10日(日)

レオナルド･ダ･ヴィンチ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 天才の挑戦

関連図書リスト

　　レオナルド・ダ・ヴィンチ

請求記号



資料名 作者名 発行所 発行年

世界の美術館 25 エルミタージュ美術館 ワレンチナ・ボンディナ/編 講談社 1969 7080/ L19 /25

東京大学文学部次世代人文学開発センター研
究紀要 文化交流研究　第23号

東京大学文学部次世代
人文学開発センター

2010

資料名 作者名 発行所 発行年

西洋美術史 武蔵野美術大学出版局/編
武蔵野美術大学出
版局

2006 7023/ 14 /006

知識ゼロからの西洋絵画史入門  山田五郎/著  幻冬舎 2011 7230/ 16 /011

ライフ人間世界史 5 ルネサンス
ジョン・R・ヘイル/原著
タイムライフブックス編集部/編

タイムライフブック
ス

1980 2090/ 22 /5

イタリア名作デッサン展 イタリア大統領来日記念ウ
フィツィ美術館秘蔵

ブリヂストン美術館学芸部/編 日本テレビ放送網  1982 M3633/ BU-1 /L8

世界の歴史 12 ルネサンス 会田雄次/著 河出書房新社 1973 2090/ 18 /12

大系世界の美術 第13巻 ルネサンス美術 摩寿意善郎/責任編集 学習研究社 1990 7080/ L13 /13

大系世界の美術 第14巻 ルネサンス美術 摩寿意善郎/責任編集 学習研究社 1990 7080/ L13 /14

世界美術全集 30 西洋 6 ルネサンス 1 摩寿意善郎/編 角川書店 1961 7080/ 18 /30

世界美術全集 31 西洋 7 ルネサンス 2 摩寿意善郎/編 角川書店 1961 7080/ 18 /31

世界美術全集 32 西洋 8 ルネサンス 3 久保貞次郎/編 角川書店 1961 7080/ 18 /32

世界美術全集 16 ルネサンス 1 西洋十五世紀 平凡社 1950 7080/ 60 /16

世界美術全集 17 ルネサンス 2 西洋十六世紀 平凡社 1951 7080/ 60 /17

世界の歴史 9 ルネサンスと宗教改革 筑摩書房編集部/編集 筑摩書房 1961 2090/ 33 /9

世界の歴史 16 ルネサンスと地中海 樺山紘一/著 中央公論社 1996 2090/ 36 /16

フィレンツェ 初期ルネサンス美術の運命 高階秀爾/著 中央公論社 1989 7023/ 9 /89

ルネサンスの祝祭 王権と芸術 上 ロイ・ストロング/著 星和彦/訳 平凡社 1987 2305/ 4 /1

ルネサンスの祝祭 王権と芸術 下 ロイ・ストロング/著 星和彦/訳 平凡社 1987 2305/ 4 /2

フィレンツェとヴェネツィア エルミタージュ美術館所蔵
イタリアルネサンス美術展

越川倫明/責任編集
[国立西洋美術館/編]

NHK,NHKプロモー
ション

1999 M3631/ KO-2 /L23

フィレンツェ・ルネサンス芸術と修復展
Firenze:arte del rinascimento e restauro 世田谷美術館/編 日本放送協会 1991 M3654/ SE-3 /25

フィレンツェ 芸術都市の誕生展 越川倫明/責任編集 日本経済新聞社 2004 M3631/ TO-4 /78

パルマ イタリア美術、もう一つの都
国立西洋美術館,読売新聞東京本社事
業部/編

読売新聞東京本社 2007 M3631/ KO-2 /32

カポディモンテ美術館展 ナポリ・宮廷と美 ルネサン
スからバロックまで

国立西洋美術館,TBSテレビ,東京新聞/
編

TBSテレビ,東京新聞 2010 M3631/ KO-2 /49

大エルミタージュ美術館展 世紀の顔・西洋絵画の
400年

千足伸行/監修 日本テレビ放送網/編 日本テレビ放送網 2012 M3635/ KO-2 /54

ベルリン国立美術館展 学べるヨーロッパ美術の400
年

ベルリン国立美術館,国立西洋美術
館,TBS/編

国立西洋美術館,TBS
テレビ

2012 M3631/ KO-2 /56

エルミタージュ美術館展 イタリア ルネサンス・バロッ
ク絵画

エルミタージュ美術館展実行委員会/
編集

エルミタージュ美術
館展実行委員会

1993 M31/ IB-1 /40

請求記号

※貴重品・筆記用具以外のお荷物はロッカーにお預けください。
 http://www.edo-tokyo-museum.or.jp/purpose/library/

　　　ルネサンス・イタリア美術

請求記号

 http://edo-tokyo-museum-lib.opac.jp/ (OPAC=蔵書検索)

江戸東京博物館図書室(入室無料)
OPEN : 9:30～17:30　閲覧・複写(コピー)請求受付時間　9:30～11:30　13:00～16:30

複写料金　30円/1枚(白黒) 100円/１枚（カラー)
当館蔵書を著作権法の範囲内で可能。資料の状態によってはお断りする場合もあります。

※貸出は行っていません。


