
No.
図書タイトル

（雑誌記事／雑誌タイトル）
著者名 出版者

出版年
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請求記号 備　考

1 西洋絵画の巨匠 5 小学館 2006.7 723.0087/SE/5

2 レンブラントとフェルメール 岡部/昌幸‖著 新人物往来社 2011.3 723.359/REM

3 フェルメール論 小林/頼子‖著 八坂書房 2008.7 723.359/VER

4 フェルメール巡礼 朽木/ゆり子‖著 新潮社 2011.11 723.359/VER

5 フェルメール全点踏破の旅 朽木/ゆり子‖著 集英社 2006.9 S723.359/VER 新書

6 もっと知りたいフェルメール 小林/頼子‖著 東京美術 2007.9 723.359/VER

7 フェルメールの秘密 利倉/隆‖構成・文 二玄社 2008.2 723.359/VER

8 フェルメール隠された次元 福岡/伸一‖著 木楽舎 2019.2 723.359/VER

9 フェルメールとスピノザ ジャン=クレ・マルタン
‖著

以文社 2011.12 723.359/VER

10 レンブラントとフェルメール 高橋/明也‖監修 東京美術 2020.12 J72/J/7 児童書

11 ぼくはヨハネス・フェルメール 林/綾野‖さく 美術出版社 2014.2 E/B 絵本

12 フェルメール キアーラ・ロッサーニ‖
文

西村書店 2018.12 E/F
絵本

13 レンブラント パスカル・ボナフー‖著 創元社 2001.9 723.359/REM

14 レンブラント 影のドラマ 利倉/隆‖構成・文 二玄社 2009.10 723.359/REM

15 レンブラント マイケル・キツソン‖著 西村書店 2009.5 723.359/REM

16 はじめてであう絵画の本 6 アーネスト・ラボフ‖作 あすなろ書房 1995.4 J72/HA/6 児童書

17 おしえて、レンブラントさん ヤン・パウル・スクッテ
ン‖文

BL出版 2015.3 E/O
絵本

18 物語オランダの歴史 桜田/美津夫‖著 中央公論新社 2017.5 S235.9/MO 新書

19 オランダ小史 ペーター・J.リートベル
ゲン‖著

かまくら春秋社 2018.8 235.9/O

20 図説オランダの歴史 佐藤/弘幸‖著 河出書房新社 2019.5 235.9/Z

21 ドレスデン逍遙 川口マーン惠美‖著 草思社 2005.12 293.41/D

22 地図で見るドイツハンドブック ミシェル・デシェ‖著 原書房 2020.2 302.34/C

23 理由がわかればもっと面白い!西洋絵画の教科書 田中/久美子‖監修 ナツメ社 2021.3 723/R

24 西洋絵画のひみつ 藤原/えりみ‖著 朝日出版社 2010.3 723/SE

25 西洋絵画の楽しみ方完全ガイド 雪山/行二‖監修 池田書店 2007.4 723.05/SE

26 ルーヴルに学ぶ美術の教養 木村/泰司‖[著] ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2020.1 723.3/R

27 レンブラント、フェルメールの時代の女性たち 尾崎/彰宏‖著 小学館 2008.8 723.359/R

28 本物・にせ物 レンブラント/ゴヤ
（アトリエ = Atelier ８２２号）

アトリエ = Atelier アトリエ社 1996.2 雑誌
ｐ20-54

29 フェルメールに魅せられて
（一枚の繪 ： 美術と随筆の本 ４８２号）

 一枚の繪 ： 美術と随
筆の本

銀座美術館 2011.9 雑誌
ｐ6-35

30 甦るフェルメール･ブルー : 《手紙を読む青衣
の女》修復物語（藝術新潮 ６３巻１号）

藝術新潮 新潮社 2012.1 雑誌 ｐ118
-120

31 永遠のフェルメール
（ 藝術新潮 ６７巻２号）

藝術新潮 新潮社 2016.2 雑誌
ｐ12-93

32 フェルメールの静かな革命
（藝術新潮 ６９巻１０号）

藝術新潮 新潮社 2018.10 雑誌
ｐ10-83

33 フェルメール
（ 週刊グレート・アーティスト ２巻２４号）

週刊グレート・アーティ
スト

同朋舎出版 1991.6 雑誌

34 レンブラント
（ 週刊グレート・アーティスト ２巻２１号）

週刊グレート・アーティ
スト

同朋舎出版 1991.6 雑誌

35 フェルメール
（ BT：美術手帖　６４巻９６８号）

BT ： 美術手帖 美術出版社 2012.6 雑誌

36 フェルメールが描いたオランダを旅する
（ミセス ７６６号）

ミセス 文化出版局 2018.9 雑誌 ｐ118
-155

37 フェルメール絵画の魅力
（本の窓 ４１巻１０号）

本の窓 小学館 2018.11 雑誌
ｐ6-11

38 フェルメール
（ユリイカ：詩と詩論 = Eureka ４０巻９号）

ユリイカ ： 詩と詩論 =
Eureka

青土社 2008.8 雑誌

【オランダ、オランダ絵画、ドレスデン（ドイツ）を知る】

【関連記事を読む】

【令和４年度道立図書館・道立近代美術館連携事業】
　フェルメールと１７世紀オランダ絵画展　関連資料リスト

期日：令和4年(2022年)4月22日(金)～令和4年(2022年)6月26日(日)

 会場：北海道立近代美術館特別展示室Ｂ出口

【フェルメールを知る】

【レンブラントを知る】


