
一般財団法人 名古屋大学出版会

美術史学会会員の皆様

日頃よりご愛顧くださりありがとうございます。このたび、会員の皆様を対象に特別価格で販売いたします。
秋冬にかけての新刊や、まだお手にしていない既刊書、ロングセラーの定番書など、ぜひこの機会に購入を
ご検討ください。

展示期間：

2020 年 11 月 9 日（月）　～　2020 年 12 月 25 日（金）予定

支払方法：

クレジットカード、郵便払込、銀行振込

※公費・校費・研究費等でのお支払いも可能、必要な書類の作成も承ります

送　　料：

全国一律 500 円（2 冊以上または 10,000 円以上お買い上げの場合は小会負担）

注文方法：

小会へ直接ご注文ください

メール　info@unp.nagoya-u.ac.jp　または　FAX　052-781-0697
※詳細は 2 ページ目の「注文用紙」をご参照ください 
※全国の書店、生協書籍部、ネット書店を通じてのご注文は通常価格となります

割　　引：

全品、定価（税込価格）より 20% 割引（100 円未満は切り捨て）

お問い合わせ：

名古屋大学出版会・営業部

TEL: 052-781-5353　　FAX: 052-781-0697 
メール : info@unp.nagoya-u.ac.jp　　ウェブサイト（https://www.unp.or.jp/）

オンライン書籍展示

mailto: info@unp.nagoya-u.ac.jp
https://www.unp.or.jp/


お名前※

フリガナ※

ご所属※
勤務先、在学学校名、所属学会など

お届け先※

〒　　　　　　-

TEL ※ FAX

メール

クレジットカード払いを希望される場合は記入必須です　　　　　　　　　　　　　　□メールマガジン配信を希望する

書籍名※

冊

冊

冊

合計［　　　　］冊

到着希望日時

通常、ご注文から 1 週間程度で発送します。希望の日付・時間帯があればご記入ください。

□最短日
□［　　　　］月［　　　　］日　午前・14-16 時・16-18 時・18-20 時・19-21 時

支払方法※

□クレジットカード 決済方法をメールでご案内いたします

□郵便払込　　□銀行振込 振込手数料はお客様のご負担となります

□公費・校費・研究費等
　見積書［　　　　］部・納品書［　　　　］部・請求書［　　　　］部
　書類の宛名［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

連絡事項 例）送料は別途記載せず書籍代金に含めてほしい。／納品書・請求書の日付は書籍の注文日（○月○日）にしてほしい。etc.

名古屋大学出版会／美術史学会オンライン書籍展示 2020 注文用紙　※は記入必須

ご注文は　メール info@unp.nagoya-u.ac.jp　または　FAX 052-781-0697　まで

本紙を使用しない場合は「美術史学会オンライン書籍展示」と明記してご注文ください

mailto:info@unp.nagoya-u.ac.jp


掲載書籍以外も全品 20％で販売いたします。本の情報はウェブサイトをご覧ください（https://www.unp.or.jp/）

小津映画の日常
戦争をまたぐ歴史のなかで

朱 宇正著
互いに武力闘争を繰り返す城塞化した村落——。それは王朝
交替や辛亥革命などを経ても変わらぬ、明末以来の基層社
会の姿であり、共産主義へと向かう農民運動の凄惨な暴力に
極まる。宣教師文書を駆使しつつ、初めてその生成・展開・
終焉を跡づけ、新たな中国史像を提示した渾身の力作。

通常価格 5,400 円 + 税
判型 Ａ５判・上製

ページ数 356 頁
刊行年 2020 年

在庫状況 在庫有り
ISBN 978-4-8158-1002-3

C コード C3074

影の美学
日本映画と照明

宮尾大輔著、笹川慶子・溝渕久美子訳
光と影から見た日本映画史——。それは伝統ではなかった！ 

『陰翳礼讃』以前、日本映画は「明るさ」に価値を求めていた。
では「影の美学」はどのように現れ、展開し、伝統となったのか。
照明のテクノロジーに注目し、トランスナショナルな視点か
ら新たな日本映画史を描く。

通常価格 5,400 円 + 税
判型 Ａ５判・上製

ページ数 374 頁
刊行年 2019 年

在庫状況 在庫有り
ISBN 978-4-8158-0951-5

C コード C3074

映画観客とは何者か
メディアと社会主体の近現代史

藤木秀朗著
民衆・国民・東亜民族・大衆・市民——。映画館でシネマを
観る「数」であるにとどまらず、映画や社会と多様な関係を
とりむすぶ人々のあり様を、大正期から現在まで、社会主体
をめぐる言説に注目することで、変容する政治やメディア環
境との交渉のうちに浮かび上がらせた、映画観客 100 年史。

通常価格 6,800 円 + 税
判型 Ａ５判・上製

ページ数 680 頁
刊行年 2019 年

在庫状況 在庫有り
ISBN 978-4-8158-0938-6

C コード C3074

テレビ成長期の日本映画
メディア間交渉のなかのドラマ

北浦寛之著
「テレビ vs 映画」を超えて、映像の新時

代はいかに到来したか。産業の動きやそ
こで活躍する人々から、様々なジャンル
の作品まで大転換の実像を描く。

絨毯が結ぶ世界
京都祇園祭インド絨毯への道

鎌田由美子著
京都祇園祭で使われている「幻の絨毯」
は世界とつながっていた。日本、インド、
ヨーロッパを結ぶ絨毯の道をたどる、美
のグローバル・ヒストリー。

韓国仏像史
三国時代から朝鮮王朝まで

水野さや著
豊かな造形を誇り、独自の美を示して華
ひらいた朝鮮半島の仏像史を、初めて包
括的かつ平易に紹介、東アジア圏での交
流の重要性を浮彫りにする必携の一書。

イスラーム・ガラス
真道洋子著、桝屋友子監修
歴史を彩る「世界の華」——。古来のガラス文化を統合して
成立し、近代芸術にも大きな影響を与えたイスラーム・ガラス。
その器形や成形・装飾技法から、美術工芸としての展開、さ
らには日本をはじめ世界各地への伝播まで、多数のカラー図
版とともに豊かな物質文化の全体像を映し出す。

通常価格 7,200 円 + 税
判型 Ａ５判・上製

ページ数 496 頁
刊行年 2020 年

在庫状況 在庫有り
ISBN 978-4-8158-1001-6

C コード C3072

キュビスム芸術史
20 世紀西洋美術と新しい〈現実〉

松井裕美著　第 32 回「和辻哲郎文化賞」受賞

絵画、彫刻、文学、建築などの作品においても、理論や批
評の言説においても、多面的かつ国際的な拡がりをもつキュ
ビスム。「幾何学」的表現の誕生・深化から、二度の世界大
戦を経て、歴史的評価の確立へと至る曲折に満ちた展開を、
美術と〈現実〉との関係を軸に描ききる。

通常価格 6,800 円 + 税
判型 Ａ５判・上製

ページ数 692 頁
刊行年 2019 年

在庫状況 在庫有り
ISBN 978-4-8158-0937-9

C コード C3071

桃源の水脈
東アジア詩画の比較文化史

芳賀 徹著
なぜ懐かしさを感じるのか——。ユートピアでもなくアルカ
ディアでもなく、東アジアの人びとの根源的な夢想と願望に
根ざして作り上げられた、平和の小世界。古代中国に発し、
詩的トポスとして幾多の詩文や絵画を生み出してきた「桃源
郷」の系譜を、現代の日本に掬いとるライフワーク。

通常価格 3,600 円 + 税
判型 四六判・上製

ページ数 380 頁
刊行年 2019 年

在庫状況 在庫有り
ISBN 978-4-8158-0946-1

C コード C3090

フィクションとは何か
ごっこ遊びと芸術

ケンダル・ウォルトン著、田村均訳
ホラー映画を観れば恐怖を覚え、小説を読めば主人公に共
感する。そもそも私たちはなぜ虚構にすぎないものに感情を
動かされるのか。絵画、文学、演劇、映画などの芸術作品か
ら日常生活まで、虚構世界が私たちを魅了し、想像や行動を
促す原理をトータルに解明するフィクション論の金字塔。

通常価格 6,400 円 + 税
判型 Ａ５判・上製

ページ数 514 頁
刊行年 2016 年

在庫状況 在庫有り
ISBN 978-4-8158-0837-2

C コード C3010

中国芸術というユートピア
ロンドン国際展からアメリカの林語堂へ

範 麗雅著
第二次世界大戦前、中英の協力により一大展覧会が開かれ
た。様々な出版や外交を伴い東西文化交流の転換点となっ
たイベントを軸に、日本の影響深いウェイリーらの研究から、
在英中国知識人の活動、パール・バックの後押しした林語
堂の傑作まで、中国芸術とは何かを問いかける。

通常価格 11,000 円 + 税
判型 菊判・上製

ページ数 590 頁
刊行年 2018 年

在庫状況 在庫有り
ISBN 978-4-8158-0909-6

C コード C3070

陶芸のジャポニスム
  第 38 回「ジャポニスム学会賞」受賞

今井祐子著
見出された新たな美。海を越えた日本陶
磁や陶器書を手がかりに、美意識や造形
が転換・深化していくプロセスを跡づけ、
グローバルな芸術文化史を描き出す。

美学イデオロギー
商業社会における想像力

大河内 昌著
近代英国の政治経済学からロマン主義ま
でを貫く「美学イデオロギー」を読み解き、
思想史と文学研究を編み直す。

怪を志
しる

す
六朝志怪の誕生と展開

佐野誠子著
「怪力乱神を語らぬ」儒教の国にあって、

怪異はなぜ、いかにして記録されるよう
になったのか。歴史と宗教のあしもとから、
中国人の精神のかたちを逆照射する。

中世日本の王権神話
阿部泰郎著
龍や狐、海人や童子、神仏や魔王が躍
動し、神器や国土の由来を説く物語たち。
天皇の即位儀礼から武家の始祖伝承ま
で、王権神話の水脈を尋ねる探究の到達
点。

家のイングランド
変貌する社会と建築物の詩学

大石和欣著
カントリー・ハウスや田舎家から、都市
の闇としてのスラムまで——。「イングリッ
シュな家」の神話を問い直し、ハビトゥ
スとしての家を甦らせる建築文学論。

https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN978-4-8158-1002-3.html
https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN978-4-8158-0951-5.html
https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN978-4-8158-0938-6.html
https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN978-4-8158-0905-8.html
https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN978-4-8158-0855-6.html
https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN978-4-8158-0847-1.html
https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN978-4-8158-1001-6.html
https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN978-4-8158-0937-9.html
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https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN978-4-8158-0909-6.html
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https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN978-4-8158-0983-6.html
https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN978-4-8158-0982-9.html
https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN978-4-8158-0959-1.html


掲載書籍以外も全品 20％で販売いたします。本の情報はウェブサイトをご覧ください（https://www.unp.or.jp/）

稲賀繁美著
- 接触造形論
触れあう魂、紡がれる形
感覚と藝術、その臨界へ——。「触れる」ことで作品は紡がれ、

「接触」によって思想や文化が「写り／移り」を遂げる。彫刻・
陶藝などの立体作品から、建築や翻訳の領域まで、異質なる
ものが触れあう時に何が生まれるのか。「接触造形」の視点
から近現代の藝術や文化を探究、未踏の領野へと踏み出す。

通常価格 5,400 円 + 税
判型 Ａ５判・上製

ページ数 484 頁
刊行年 2016 年

在庫状況 在庫有り
ISBN 978-4-8158-0831-0

C コード C3071

イスラームの写本絵画
桝屋友子著
書物の文化とともにさまざまな地域・王朝で花開き、驚くべ
き美の表現を達成してきたイスラームの写本絵画。その多様
なる作品世界はどのように読み解くことができるのか。科学
書から歴史書・文学書まで、色彩豊かな図版を多数掲載し、
イスラーム地域の絵画芸術を基礎から本格的に解説。

通常価格 9,200 円 + 税
判型 Ｂ５判・上製

ページ数 372 頁
刊行年 2014 年

在庫状況 在庫有り
ISBN 978-4-8158-0760-3

C コード C3071

アニメ・マシーン
グローバル・メディアとしての日本アニメーション
トーマス・ラマール著、藤木秀朗監訳、大崎晴美訳
アニメはどのようにテクノロジーと向き合い、いかなる思考を
促すのか。その映像の基盤となる物質的・技術的な原理とは
何か。トランスメディアの結節点として、いかなる運動を展
開するのか。これらの問いを具体的な作品に即して探究し、
従来の研究・批評を刷新する画期的なアニメーション論。

通常価格 6,300 円 + 税
判型 Ａ５判・上製

ページ数 462 頁
刊行年 2013 年

在庫状況 在庫有り
ISBN 978-4-8158-0730-6

C コード C3074

カラヴァッジョ
聖性とヴィジョン

宮下規久朗 著
血と暴力に彩られた破滅的な生涯を送りながら、深い精神性
と宗教性をたたえた作品によって時代を越えて人々の心を打
つカラヴァッジョ。本書は、反宗教改革期イタリアの精神風
土のなか、幻視のリアリズムを実現した「呪われた画家」の
芸術の本質に迫る、わが国初の本格的著作である。

通常価格 4,800 円 + 税
判型 Ａ５判・上製

ページ数 450 頁
刊行年 2004 年

在庫状況 在庫有り
ISBN 978-4-8158-0499-2

C コード C3071

- 絵画の臨界
近代東アジア美術史の桎梏と命運

「海賊史観」による世界美術史に向けて——。近代以降の地
政学的変動のなかで、絵画はいかなる役割を背負い、どのよ
うな運命に翻弄されてきたのか。浮世絵から極東モダニズム、
植民地藝術、現代美術まで、「日本美術」「東洋美術」の揺
れ動く輪郭を歴史的に見据えつつ、国境を跨ぐイメージと文
化の相互作用を、その接触の臨界に立って考察する。

通常価格 9,500 円 + 税
判型 Ａ５判・上製

ページ数 786 頁
刊行年 2014 年

在庫状況 在庫有り
ISBN 978-4-8158-0749-8

C コード C3071

- 絵画の東方
オリエンタリズムからジャポニスムへ
西欧近代美術の外部に排除された広大な領域と、内部に取
り込まれた諸要素との臨界を検証し、その透過と拒絶のメカ
ニズム、および諸要素の意味と運命を、ドラクロワからゴッ
ホ、ゴーギャン、マティスへ、あるいは徳川日本の洋風画から、
北斎、印象派、世紀末装飾藝術まで、卓抜な読みと縦横な
論理をもって描き出した労作。

通常価格 4,800 円 + 税
判型 Ａ５判・上製

ページ数 484 頁
刊行年 1999 年

在庫状況 在庫有り
ISBN 978-4-8158-0365-0

C コード C3071

- 絵画の黄昏
エドゥアール・マネ没後の闘争
本書は、これまで近代絵画史の分水嶺と見なされてきたエ
ドゥアール・マネをめぐるスキャンダルを、1）絵画と批評言
語の関係、2）美術の社会認知をめぐる政治力学を軸に再検
討し、「近代芸術」の価値観・歴史観、その成り立ち自体を
も捉え直した気鋭による力作である。

第 19 回（1997）「サントリー学芸賞」ほか多数受賞

通常価格 4,800 円 + 税
判型 Ａ５判・上製

ページ数 474 頁
刊行年 1997 年

在庫状況 在庫有り
ISBN 978-4-8158-0300-1

C コード C3071

唯美主義とジャパニズム
谷田博幸著
モダニズムの軛を解き放ち、ヴィクトリア
朝の社会と文化の中でロセッティ、ホイッ
スラー、レイトンらの仕事を捉えることで、
英国美術の近代性を問い直す。

イスラーム 書物の歴史
小杉 泰／林 佳世子編
近代以前、イスラーム世界は中国と並ぶ、
世界の書物文化の双璧であった。広大
な知と文芸を支えた華麗なる書物の歴史
を、デジタル時代の今、ふり返る。

山下清と昭和の美術
「裸の大将」の神話を超えて

服部 正／藤原貞朗著
貼絵が広く愛され続ける一方、芸術の世
界にも福祉の世界にも落ち着く場所のな
かった山下の存在を通して、現在へとつ
ながる昭和の時代を問い直す。

ゴシックの視覚宇宙
木俣元一著
西洋中世において爆発的に拡大したイ
メージの世界は、何を顕わにし、それを
観る者にいかなる経験や認識をもたらし
たのか。画期的なゴシック美術論。

藤田嗣治 作品をひらく
旅・手仕事・日本

林 洋子著
異文化を放浪して彼が追い求めたものは
何か。多数の図版掲載を実現し、これま
での評伝を超えて、藤田の驚くべく豊饒
な創作活動に作品から迫った意欲作。

敗戦とハリウッド
占領下日本の文化再建

北村 洋著
なぜ日本人はハリウッド映画を受け入れ
たのか。検閲・配給をめぐる試行錯誤か
らファン文化の形成まで、熱狂と葛藤に
満ちた時代を描き出す。

肖像画の時代
中世形成期における絵画の思想的深層

伊藤大輔著
絵巻物との連続性から肖像画を捉えること
で、その深層に形成された思想の言葉の
次元を明るみに出す。変革期の社会にあっ
て、絵画は何を語り出そうとしたのか。

イメージの地層
ルネサンスの図像文化における奇跡・分身・予言

水野千依著
「迷信」に満ちたイメージの力を無視するこ
となく、人 の々痕跡や文化の記憶が織りな
す複雑な地層に光をあて、ルネサンス理
解を刷新するイメージの歴史人類学。

近代書史
石川九楊著
東アジアの文化の根幹をなす「書」が
むかえたモダンとは？　書道家の作品
にとどまらない日本の書字の表現史を
初めて全体として捉えた、絢爛たるラ
イフワーク。
第 36 回「大佛次郎賞」受賞

日本書史
石川九楊著
書を筆蝕の美学と捉える視点から、古
代から明治初年までの代表的作品に
定着された精神の軌跡を、その表現に
即してひとつひとつ丹念に明らかにし、そ
れを通じて日本書史の全体像を提示。
第 56 回「毎日出版文化賞」受賞

https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN978-4-8158-0831-0.html
https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN978-4-8158-0760-3.html
https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN978-4-8158-0730-6.html
https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN4-8158-0499-0.html
https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN978-4-8158-0749-8.html
https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN4-8158-0365-x.html
https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN4-8158-0300-5.html
https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN4-8158-0493-1.html
https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN978-4-8158-0773-3.html
https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN978-4-8158-0762-7.html
https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN978-4-8158-0724-5.html
https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN978-4-8158-0588-3.html
https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN978-4-8158-0775-7.html
https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN978-4-8158-0682-8.html
https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN978-4-8158-0673-6.html
https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN978-4-8158-0600-2.html
https://www.unp.or.jp/ISBN/ISBN4-8158-0405-2.html

