
◆ミュシャの作品を楽しむ

書名 著者 出版社 出版年 資料コード

ミュシャ 華麗なるアール・ヌーヴォーの世界 ミュシャ／[画] 小学館 2019 1111036503

ミュシャ パリの華、スラヴの魂 小野尚子／著 新潮社 2018 1110880398

ミュシャ展 国立新美術館開館10周年・チェコ文
化年事業

ミュシャ／[画] 求龍堂 2017 1110712773

アルフォンス・ミュシャの世界 2つのおとぎの国
への旅

アルフォンス・ミュシャ／[画]
パイインターナショナ
ル

2016 1110821400

ミュシャスラヴ作品集 ミュシャ／[画] 東京美術 2015 1110425129

モダニズム切手絵画館 江村 清／著 日本郵趣出版 2015 1110438460

ミュシャの世界 ミュシャ／[画] 新人物往来社 2013 1110107636

ミュシャ パリに咲いたスラヴの華 ミュシャ／[画] 小学館 2013 1110115324

ミュシャ 広告のなかのアール・ヌーヴォーの美
女たち

ミュシャ／[画] 東京美術 2013 1110302021

ミュシャ装飾デザイン集 ミュシャ／[画] 東京美術 2012 1110060470

ミュシャ作品集 パリから祖国モラヴィアへ ミュシャ／[画] 東京美術 2012 1110000708

アルフォンス・ミュシャ 堺市所蔵品カタログ アルフォンス・ミュシャ／[画]
生誕150年記念アル
フォンス・ミュシャ展堺
実行委員会

2011 1107980128

アルフォンス・ミュシャ展 アルフォンス・ミュシャ／[画] 産経新聞大阪本社 2010 1107980326

ステンドグラスで表現するミュシャと花の世界 彩の会／編 日貿出版社 2010 1110620141

夢想 ゆめみるおもい ミュシャ小画集 アルフォンス・ミュシャ／画 講談社 1997 1101974077

アルフォンス・ミュシャ作品集 アルフォンス・ミュシャ／[画] ドイ文化事業室 1992 1100282308

アール・ヌーヴォーの世界 1 ミュシャとパリ 学研 1987 1100135316

アルフォンス・ミュシャ アルフォンス・ミュシャ／著 講談社 1986 1106047226

◆ミュシャの生涯とその周辺

書名 著者 出版社 出版年 資料コード

もっと知りたいミュシャ 生涯と作品 千足伸行／著 東京美術 2019 1111037774

フランスのポスター 平芳幸浩／編著 青幻舎 2017 1110744057

図説ベル・エポック フロラン・フェルス／著 八坂書房 2016 1110704887

スラヴの十字路 嵐田 浩吉／著 里文出版 2013 1110325345

複数形のプラハ 阿部 賢一／著 人文書院 2012 1108781855

芸術家の家 作品の生まれる場所
ジェラール=ジョルジュ・ルメー
ル／文

西村書店 2012 1108782093

ベル・エポックの肖像 サラ・ベルナールとその
時代

高橋 洋一／著 小学館 2006 1108342997

アルフォンス・ミュシャ波乱の生涯と芸術 アルフォンス・ミュシャ／[画] 講談社 2001 1105982084

サラ・ベルナール フランソワーズ・サガン／著 河出書房新社 1989 1100246618

スラヴ民族史の研究 清水 睦夫／著 山川出版社 1983 1100169471
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◆ミュシャと日本

書名 著者 出版社 出版年 資料コード

ミュシャから少女まんがへ 大塚英志／[著]  KADOKAWA 2019 1111038541

ジャポニスム 流行としての「日本」 宮崎克己／著 講談社 2018 1111012223

天野喜孝展天馬 天野喜孝／[画] [馬事文化財団] 2018 1110688221

パリ万国博覧会とジャポニスムの誕生 寺本敬子／著 思文閣出版 2017 1110716972

少女マンガ歴史・時代ロマン決定版全100作ガ
イド

細谷正充／著 河出書房新社 2017 1110763123

<少女マンガ>ワンダーランド 菅 聡子／編 明治書院 2012 1110019542

だって読みたいんだもん少女マンガベスト100 少女漫画発掘研究所／著 ソニー・マガジンズ 2000 1106245374

少女まんがゆめ王国 白泉社 1997 1101758694

◆アール・ヌーヴォー
書名 著者 出版社 出版年 資料コード

20世紀初頭のロマンティック・ファッション ベル・
エポックからアール・ヌーヴォー、アール・デコ
までの流行文化史

長澤均／編著 青幻舎 2018 1111009856

アールヌーヴォーの残照 小谷匡宏／著 創英社 2017 1110756606

世紀末文化を楽しむカルチャー・ツーリズム
アール・ヌーヴォーの世界へ誘う

光武 幸／著 創風社 2013 1110332648

アール・ヌーヴォーの華麗なファッションイラスト 石山 彰／編 グラフィック社 2013 1110133061

パリのヴィンテージロマンティック図案
パイインターナショナ
ル

2013 1110350665

ヨーロッパの装飾と文様
パイインターナショナ
ル

2013 1110345699

すぐわかる作家別アール・ヌーヴォーの美術 岡部 昌幸／著 東京美術 2011 1108680487

ヨーロッパのアール・ヌーボー建築を巡る 堀本 洋一／写真・文
角川SSコミュニケー
ションズ

2009 1108586957

オルセー美術館展パリのアール・ヌーヴォー 世田谷美術館／[ほか]編集 読売新聞東京本社 2009 1110272349

世界図案百科 古代ギリシャからアール・ヌー
ヴォーまで

青幻舎 2009 1108821461

ヨーロッパ・ポスター芸術の開花 アール・ヌー
ヴォーから20世紀初頭まで

徳島県立近代美術館／編集 徳島県立近代美術館 2009 1107930776

モダン模様 大正のデザイン 荻野 一水／著 芸艸堂 2008 1108480110

図説アール・ヌーヴォー建築 橋本 文隆／著 河出書房新社 2007 1108531334

アールヌーヴォーのガラス NHK「美の壺」制作班／編 日本放送出版協会 2006 1107883041

アール・ヌーヴォー スティーヴン・エスクリット／著 岩波書店 2004 1108231273

装飾スタイル事典 すぐに使える世界の伝統文
様

アレクサンダー・シュペルツ／
著

東京美術 2001 1105915993

◆武田五一とアール・ヌーヴォー

書名 著者 出版社 出版年 資料コード

武田五一的な装飾の極意 茶室からアール・
ヌーヴォーをめぐる建築意匠

谷藤史彦／著 水声社 2017 1110730023

武田五一の建築標本 LIXIL出版 2017 1110845151

近代京都の生活デザイナー 建築家・武田五一
展

武田五一記念展実行委員会
／[編]

[京都市文化観光資源
保護財団]

2004 1107104547

武田五一・人と作品 博物館明治村／編集 名古屋鉄道 1987 1101518411
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