平成 28 年 3 月 1 日作成

「光の画家」とも称されるクロード・モネ（1840－1926）は、印象派の代表的な存在です。
「印象派」と呼ばれるもととなった《印象、日の出》や連作で知られる《睡蓮》をはじめ、自然
の光を明るく大胆な筆致で描いた作品で有名です。
京都市美術館で開催されるモネ展（平成 28 年 3 月 1 日～5 月 8 日）にあわせて、モネや印象派に
関する府立図書館所蔵資料をご紹介します。

モネについて

生涯・作品等

タイトル 巻次

著者名

出版者名

僕はモネ

サラ・パップワース／文オード・ヴァン・リン／絵

パイインターナショナル

2015 723.35/Mo33

1110553151

もっと知りたいモネ 生涯と作品

安井 裕雄／著

東京美術

2013 723.35/Mo33

1110552195

クロード・モネの世界

名古屋ボストン美術館／編

風媒社(製作)

2008 723.35/Mo33

1108549138

モネ 《睡蓮》への歩み

六人部 昭典／著

六耀社

2006 723.35/Mo33

1110552203

モネ／[画]

小学館

2006 E/723/Se19/1

1108337450

カーラ・ラックマン／著

岩波書店

2003 723.35/Mo33

1108161983

西洋絵画の巨匠 1

モネ

モネ
クロード・モネ

1840-1926

刊行年

請求記号

資料コード

クリストフ・ハインリヒ／著

タッシェン・ジャパン

2000 723.35/Mo33

1106010851

ヴィヴァン 7 新装版・25 人の画家

モネ／[画]

講談社

1995 E/723.35/Mo33

1100281854

ビジュアル美術館 第 2 巻

ジュード・ウェルトン／著

同朋舎出版

1993 708/V82/2

1105924029

モネ

ジャン=ポール・クレスペル／著

岩波書店

1992 E/723.35/Mo33

1100281243

モネとその仲間たち

モネ／[ほか画]

京都市美術館

1989 723.35/Mo33

1107150896

モネ展

[モネ／画]

日本テレビ放送網

1982 723/MO

1100759461

座右宝刊行会／編集制作

集英社

1979 E/708.7/G34/2

1100269768

井上 靖／編集委員

中央公論社

1972 E/723/SE/6

1100789666

現代世界美術全集 2
世界の名画 6

モネ

モネ

モネと印象派

モネの庭について

ジヴェルニーの庭

モネの庭へ

南川 三治郎／写真・文

世界文化社

2004 723.35/Mo33

1108054873

モネが創った庭

エリザベス・マレー／著・写真

日本経済新聞社

1996 629/MU

1100176930

江村 清／著

日本郵趣出版

2014 723.05/E55

1110383005

原田 マハ／著

集英社

2013 913.6/H32

1110121595

モネ、ゴッホ、ピカソも治療した絵のお医者さん

岩井 希久子／著

美術出版社

2013 724.9/I93

1110309059

失われた時を求めて １

プルースト／作

岩波書店

2011 S/953.7/P94/1

1108910819

ゾラ・セレクション 9

ゾラ／[著]

藤原書店

2010 958.68/Z59

1108897065

オルセー印象派ノート

辻 仁成／著

世界文化社

2010 723.05/Ts41

制作

エミール・ゾラ／作

岩波書店

1999 自動

プルースト美術館 『失われた時を求めて』の画家たち

吉川 一義／著

筑摩書房

1998 953.7/P94

1106145905

印象派の人びと ジュリー・マネの日記

ジュリー・マネ／[著]

中央公論社

1990 723.35/Ma43

1100024825

モネ・イズ・マネー

テッド・エスコット／著

朝日新聞社

1988 自動

1106284530

小説、日記、批評、その他
印象派切手絵画館

その他
ジヴェルニーの食卓
美術論集

上巻・下巻

1108894880
1101984795 他

紀行 美術館ガイド
絵を旅する

印象派の旅から

藤谷 千恵子／著

求龍堂

2013 723.35/F67

1110321005

印象派を巡る旅ガイド パリとノルマンディー

[友田 葉子／ほか訳]

メディアファクトリー

2012 723.05/I57

1110038815

日本で見られる印象派の名画美術館ガイドブック

大友 義博／監修

メイツ出版

2011 706.9/N71

1108760164

NHK 世界美術館紀行 1

ン美術館 ギュスターヴ・モロー美術館

NHK「世界美術館
紀行」取材班／編

日本放送出版
協会

2005 706.9/N71/1

1108085679

パリ オルセ美術館と印象派の旅

丹尾 安典／[ほか]著

新潮社

1990 自動

1106790593

ロダン美術館 マルモッタ

印象派について
印象派という革命

木村 泰司／著

集英社

2012 723.35/Ki39

1108776731

森 実与子／著

新人物往来社

2012 723.05/Mo45

1110004023

印象派

ダイアナ・ニューオール／著

ゆまに書房

2011 723.05/N68

1108738996

印象派で「近代」を読む 光のモネから、ゴッホの闇へ

中野 京子／著

NHK 出版

2011 S/723.05/N39

1108697804

セーヌで生まれた印象派の名画

島田 紀夫／著

小学館

2011 S/723.05/Sh36

1110012018

印象派の誕生

モネとセザンヌ

光と色彩に輝く印象派の画家たち

吉川 節子／著

中央公論新社

2010 S/723.35/Y89

1108633486

印象派の挑戦 モネ、ルノワール、ドガたちの友情と闘い

島田 紀夫／著

小学館

2009 723.05/Sh36

1108866813

印象派

マリナ・フェレッティ／著

白水社

2008 S/723.05/F22

1108539915

すぐわかる画家別印象派絵画の見かた

島田 紀夫／監修

東京美術

2007 723.05/Su49

1108405984

印象派絵画と文豪たち

セルジュ・フォーシュロー／著

作品社

2004 723.05/F16

1108231109

印象派の歴史

ジョン・リウォルド／著

角川学芸出版

2004 723.05/R29

1108251958

三浦 篤／監修

美術出版社

2003 723.05/I57

1108040419

印象派

ジェームズ・H.ルービン／著

岩波書店

2002 723.05/R81

1107032904

美術フォーラム 21 7 特集・印象派研究大全

醍醐書房編集部／編集

醍醐書房

2002 705/B42/7

1108110816

印象派の水辺

モネ／[ほか]画

講談社

1998 自動

1101811444

バーナード・デンバー／著

日本経済新聞社

1994 723.05/D61

1106191925

ジュード・ウェルトン／著

同朋舎出版

1994 708/V82/6

1105921694

東京富士美術館

2014 723.05/To46

1110227871

マネとモネ

印象派とその時代

印象派全史

モネからセザンヌへ

1863-今日まで

ビジュアル美術館

第 6 巻 印象派の技法

印象派の図録等
五木田 聡／監修

光の賛歌印象派展

東京富士美術館／編集

ボストン美術館華麗なるジャポニスム展

世田谷美術館／編

NHK

2014 721.02/B66

1110253406

オルセー美術館展 印象派の誕生-描くことの自由

国立新美術館／編集

読売新聞東京本社

2014 E/723.35/Ko49

1110271366

ワシントン･ナショナル･ギャラリー展

日 本テレビ放送 網／

日本テレビ放送網

2011 723.35/N71

1107963942

日本テレビ放送網

2004 723.35/N71

1107439521

長谷川 徳七／著

日動出版部

1999 723.05/H36

1106064619

太田 泰人／責任編集

講談社

1992 E/723.08/Me24/19

1100281698

印象派･ポスト印象派奇跡のコレクション

編集

パリ／マルモッタン美術館展

日 本テレビ放送 網／

モネとモリゾ日本初公開ルアール・コレクション

私が惚れて買った絵
名画への旅 第 19 巻

ビデオ

セザンヌ・モネ・ピカソ……

屋外へ出たカンヴァス

２階マルチメディア室でご覧いただけます

世界・美の旅 第 3 巻
世界の美術館

[ほか]編

モネ ～印象派の巨匠～

華麗なる美の殿堂 印象派物語Ⅰ

日経映像
ICC／企画・制作

テレビ東京

VC723

1500012131

DV706

1500081532

当館地下１階の美術館特設コーナーでは、京都市美術館及び京都国立近代美術館で開催された
過去およそ 10 年分の展覧会図録をご覧いただけます。
京都府立図書館では、京都府内に在住・在勤・在学の方
だけでなく、京都府に隣接している府県にお住まいの方
へも本を貸出しています。
●開館時間 火曜日～金曜日
土曜日・日曜日 祝日
●休 館 日

午前９時 30 分～午後７時
午前９時 30 分～午後５時

月曜日（祝日および振替休日は開館、翌日が休館）
毎月第４木曜日（祝日は開館） 年末年始 整理期間

●交通機関 京都市営地下鉄 東西線「東山」駅下車 徒歩 10 分
京都市バス「岡崎公園 美術館・平安神宮前」下車すぐ
京都市バス「東山二条」下車 徒歩５分

