
所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 1/39ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 和書

受入日付  ： 2017年02月01日～2017年03月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

1 サントリー学芸賞選評集 : サントリー文化財団30周年記念 サントリー文化財団  編 サントリー文化財団 1110137716      002     /ｻﾝﾄ     /木村S   

2 疾風時代の編集者日記 臼井 史朗  著 淡交社 1110134036      021.4   /ｳｽｲ     /木村S   

3 モダニズム出版社の光芒 小野 高裕 〔ほか〕  著 淡交社 1110135322      023.1   /ｵﾉ      /木村S   

4 愛書趣味 ミシェル・ヴォケール  著 白水社 1110136817      024.9   /ﾎﾞｹｰ    /木村S   

5 男の茶碗 高森 和子  著 集英社 1110135561      049.1   /ﾀｶﾓ     /木村S   

6 愁いなきに似たり 橋本秀男 著 北斗工房 1110138565      049.1   /ﾊｼﾓ     /木村S   

7 メディアとしての博物館 梅棹 忠夫  著 平凡社 1110134069      069     /ｳﾒｻ     /木村S   

8 世界の博物館 川成 洋  編 丸善 1110136148      069     /ｶﾜﾅ     /木村S   

9 みんなの博物館 諸岡 博熊  著 日本地域社会研究所 1110134077      069     /ﾓﾛｵ     /木村S   

10 「MI」:変革する博物館第三世代 諸岡 博熊  著 創元社 1110136403      069     /ﾓﾛｵ     /木村S   

11 フォト・ジャーナリズム : いま写真に何ができるか 徳山 喜雄  著 平凡社 1110138045      070.17  /ﾄｸﾔ     /木村S   

12 世界大思想全集 14 ゴットホールド・イ・レッシング 〔ほか〕 著 春秋社 1110127352      080     /ｾｶｲ     /木村S   

13 神々の冒険 梅原 猛  著 小学館 1110132550      081.6   /ｳﾒﾊ     /木村S   

14 存在から存在学へ 松岡 正剛  ［述］ 工作舎 1110126719      104     /ﾏﾂｵ     /木村S   

15 まなざしの記憶 植田 正治  著 ティビーエス・ブリタニカ 1110136452      104.9   /ｳｴﾀﾞ    /木村S   

16 ことばの顔 鷲田 清一  著 中央公論新社 1110137864      104.9   /ﾜｼﾀﾞ    /木村S   

17 講座哲学大系 6 田中 美知太郎 編 人文書院 1110136320      108     /ﾀﾅｶ     /木村S   

18 實存主義 ポール・フールキエ  著 白水社 1110126636      114.5   /ﾌｰﾙ     /木村S   

19 神秘と冗談 高橋 克己 〔ほか〕  編・［述］ 工作舎 1110126735      115.7   /ﾀｶﾊ     /木村S   

20 論理学 當津 武彦  著 三和書房 1110130554      116     /ﾄｳｽﾞ    /木村S   

21 本居宣長 子安 宣邦  著 岩波書店 1110137203      121.52  /ｺﾔｽ     /木村S   

22 近世日本の哲学:安藤昌益・平賀源内・三浦梅園 高崎哲学堂設立の会  編 高崎哲学堂設立の会 1110130430      121.59  /ﾀｶｻ     /木村S   

23 和辻哲郎 湯浅 泰雄  著 ミネルヴァ書房 1110135108      121.6   /ﾕｱｻ     /木村S   

24 西田哲学：続 続 高山岩男 著 岩波書店 1110137609      121.9   /ﾀｶﾔ     /木村S   

25 インド文明の曙 辻 直四郎  著 岩波書店 1110126974      126.2   /ﾂｼﾞ     /木村S   

26 ギリシアの哲學 上 山内 得立 著 弘文堂書房 1110130505      131     /ﾔﾏｳ     /木村S   

27 トピカ:辨證論 アリストテレス  著 河出書房 1110127287      131.4   /ｱﾘｽ     /木村S   

28 ルネサンス精神史 S.ドレスデン  著 平凡社 1110129572      132.3   /ﾄﾞﾚｽ    /木村S   

29 若きヘーゲルにおける媒介の思想 上 高橋 昭二  著 晃洋書房 1110136262      134     /ﾀｶﾊ     /木村S   

30 カントとヘーゲル 高橋昭二 著 晃洋書房 1110138532      134     /ﾀｶﾊ     /木村S   



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 2/39ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 和書

受入日付  ： 2017年02月01日～2017年03月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

31 カント カント  著 河出書房新社 1110131081      134.2   /ｶﾝﾄ     /木村S   

32 カントの弁証論 高橋 昭二  著 創文社 1110130182      134.2   /ﾀｶﾊ     /木村S   

33 後期シェリングと神話 山口 和子  著 晃洋書房 1110131503      134.3   /ﾔﾏｸﾞ    /木村S   

34 コーヘン 佐藤 省三  著 弘文堂書房 1110130521      134.832 /ｻﾄｳ     /木村S   

35 ハイデッガーと現代 : ハイデッガー生誕100周年記念論文集 辻村公一 編 創文社 1110137559      134.9   /ﾂｼﾞﾑ    /木村S   

36 サルトルと構造主義 ジャン=ポール・サルトル 〔ほか〕  著 武内書店 1110128384      135.9   /ｻﾙﾄ     /木村S   

37 心理學 高橋 穣  著 岩波書店 1110132147      140     /ﾀｶﾊ     /木村S   

38 イメージの人間学 水島 恵一 〔ほか〕  編 誠信書房 1110130125      141.27  /ﾐｽﾞｼ    /木村S   

39 感情の世界 島崎 敏樹  著 岩波書店 1110126800      141.6   /ｼﾏｻﾞ    /木村S   

40 好きと嫌いの心理学 詫摩 武俊  著 講談社 1110131198      141.6   /ﾀｸﾏ     /木村S   

41 ユングとキリスト教 湯浅 泰雄  著 人文書院 1110130034      146     /ﾕｱｻ     /木村S   

42 色と形の深層心理 岩井 寛  著 日本放送出版協会 1110135140      146.1   /ｲﾜｲ     /木村S   

43 北極の神秘主義 ジョスリン・ゴドウィン  著 工作舎 1110130075      147     /ｺﾞﾄﾞｳ   /木村S   

44 妖術 ジャン・パルー  著 白水社 1110126560      147.1   /ﾊﾟﾙｰ    /木村S   

45 呪術 J.A.・ロニー  著 白水社 1110127162      147.1   /ﾛﾆｰ     /木村S   

46 芸術と創造的無意識 エーリッヒ・ノイマン  著 創元社 1110132659      148     /ﾉｲﾏ     /木村S   

47 倫理学の基礎 當津 武彦  著 三和書房 1110130562      150     /ﾄｳｽﾞ    /木村S   

48 日本人の心理 南 博  著 岩波書店 1110126818      154     /ﾐﾅﾐ     /木村S   

49 わが体験的古典論 新井 正明  講話 ブレーンセンター 1110133814      159     /ｱﾗｲ     /木村S   

50 抜萃のつづり その76 熊平製作所  〔編〕 熊平製作所 1110135587      159     /ｸﾏﾋ     /76      

51 抜萃のつづり その76 熊平製作所  〔編〕 熊平製作所 1110135595      159     /ｸﾏﾋ     /76      

52 どケチ人生の勧め 吉本 晴彦  講話 大阪府 1110132782      159     /ﾖｼﾓ     /木村S   

53 人間万事塞翁が馬 村井 勉  講話 大阪府 1110133731      159.4   /ﾑﾗｲ     /木村S   

54 日本古代の精神 横田 健一  著 講談社 1110126776      160.21  /ﾖｺﾀ     /木村S   

55 神なき国ニッポン 上田 篤  〔述〕 新潮社 1110136411      160.4   /ｳｴﾀﾞ    /木村S   

56 日本人の宗教意識 湯浅 泰雄  著 名著刊行会 1110130877      161.2   /ﾕｱｻ     /木村S   

57 世界の神話 大林 太良  編 日本放送出版協会 1110128657      162     /ｵｵﾊﾞ    /木村S   

58 古代日本人の世界観 城戸 幡太郎  著 岩波書店 1110137112      162     /ｷﾄﾞ     /木村S   

59 海辺の聖地 上田 篤  著 新潮社 1110135892      162.1   /ｳｴﾀﾞ    /木村S   

60 日本人の神話的思考 北沢 方邦  著 講談社 1110126933      162.1   /ｷﾀｻﾞ    /木村S   



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 3/39ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 和書

受入日付  ： 2017年02月01日～2017年03月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

61 あの世と日本人 梅原 猛  著 日本放送出版協会 1110135827      163     /ｳﾒﾊ     /木村S   

62 タントラ 東洋の知恵 アジット・ムケルジー  著 新潮社 1110135918      168     /ﾑｹﾙ     /木村S   

63 神仙の人:出口日出麿 出口 斎  編 講談社 1110135405      169.1   /ﾃﾞｸﾞﾁ   /木村S   

64 出口王仁三郎の示した未来へ 出口京太郎  編著 社会思想社 1110136593      169.1   /ﾃﾞｸﾞﾁ   /木村S   

65 生田神社 加藤隆久 著 学生社 1110138086      175.964 /ｶﾄｳ     /木村S   

66 原始仏教 中村 元  著 日本放送出版協会 1110136270      181.1   /ﾅｶﾑ     /木村S   

67 庶民のほとけ 頼富 本宏  著 日本放送出版協会 1110128434      182.1   /ﾖﾘﾄ     /木村S   

68 日本の仏者 梅原 猛 〔ほか〕  著 高崎哲学堂設立の会 1110134333      182.8   /ｳﾒﾊ     /木村S   

69 風貌:釈迦十大弟子 吉永邦治  著画 向陽書房 1110132170      182.8   /ﾖｼﾅ     /木村S   

70 仏像のある風景 田中 日佐夫  著 駸々堂出版 1110138490      186.8   /ﾀﾅｶ     /木村S   

71 真言密教のほとけ 田村 隆照  著 朱鷺書房 1110131529      186.8   /ﾀﾑﾗ     /木村S   

72 真言密教のほとけ 田村 隆照  著 朱鷺書房 1110138011      186.8   /ﾀﾑﾗ     /木村S   

73 祈りの造形物語 西村 公朝  講話 ブレーンセンター 1110133780      186.8   /ﾆｼﾑ     /木村S   

74 日本佛像史研究 毛利 久  著 法蔵館 1110132105      186.8   /ﾓｳﾘ     /木村S   

75 密教・コスモスとマンダラ 松長 有慶  著 日本放送出版協会 1110135132      188.5   /ﾏﾂﾅ     /木村S   

76 傑僧訓覇信雄 : 評伝・語録・風姿 田原 由紀雄  編 白馬社 1110137476      188.72  /ﾀﾊﾗ     /木村S   

77 キリスト教文化の常識 石黒 マリーローズ  著 講談社 1110137930      190.4   /ｲｼｸﾞ    /木村S   

78 聖書vs.世界史 : キリスト教的歴史観とは何か 岡崎勝世 著 講談社 1110138318      191.6   /ｵｶｻﾞ    /木村S   

79 聖母マリヤ 植田 重雄  著 岩波書店 1110133970      192.8   /ｳｴﾀﾞ    /木村S   

80 聖書のことば : 一日一言 関根文之助 著 講談社 1110138409      193     /ｾｷﾈ     /木村S   

81 東方正教会 オリヴィエ・クレマン  著 白水社 1110132808      198.19  /ｸﾚﾏ     /木村S   

82 ロシア精神のゆくえ 御子柴 道夫 著 NTT出版 1110134630      198.192 /ﾐｺｼ     /木村S   

83 修道院 : 禁欲と観想の中世 朝倉文市 著 講談社 1110138243      198.25  /ｱｻｸ     /木村S   

84 歴史の哲学 高橋 昭二  編著 北樹出版 1110130844      201.1   /ﾀｶﾊ     /木村S   

85 失われた時への旅 NHK取材班  著 日本放送出版協会 1110133954      202.5   /ｴﾇｴ     /木村S   

86 刻まれた情念 NHK取材班  著 日本放送出版協会 1110134028      202.5   /ｴﾇｴ     /木村S   

87 実験考古学 ジョン・コールズ  著 學生社 1110130851      202.5   /ｺｰﾙ     /木村S   

88 考古学とは何か V.G.チャイルド  著 岩波書店 1110126982      202.5   /ﾁﾔｲ     /木村S   

89 考古ボーイの70年 坪井 清足  講話 大阪府 1110133905      202.5   /ﾂﾎﾞｲ    /木村S   

90 考古学の歩 ジョルジュ・ドー  著 白水社 1110126784      202.5   /ﾄﾞｰ     /木村S   



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 4/39ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 和書

受入日付  ： 2017年02月01日～2017年03月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

91 青銅時代 ジャック・ブリアール  著 白水社 1110127048      202.5   /ﾌﾞﾘｱ    /木村S   

92 文明の生態史観はいま 梅棹 忠夫  編 中央公論新社 1110132568      204     /ｳﾒｻ     /木村S   

93 文化と両義性 山口昌男 著 岩波書店 1110137534      204     /ﾔﾏｸﾞ    /木村S   

94 あしたの蔭りの中で J・ホイジンガ  〔著〕 河出書房新社 1110136999      208     /ﾎｲｼﾞ    /木村S   

95 バルセローナ 神吉 敬三  著 文藝春秋 1110130893      209     /ｶﾝｷ     /木村S   

96 世界史の変革 謝 世輝  著 吉川弘文館 1110134952      209     /ｼｬ      /木村S   

97 世界旧石器時代概説 ジョン・ワイマー  著 雄山閣出版 1110132584      209.2   /ﾜｲﾏ     /木村S   

98 神々の指紋  上巻 1 グラハム・ハンコック  著 小学館 1110131735      209.3   /ﾊﾝｺ     /木村S   

99 神々の指紋  下巻 2 グラハム・ハンコック  著 小学館 1110131743      209.3   /ﾊﾝｺ     /木村S   

100 エジプトオリエント文明の謎 吉村 作治  監修 講談社 1110136874      209.33  /ﾖｼﾑ     /木村S   

101 イスタンブールの大聖堂 浅野 和生 著 中央公論新社 1110137195      209.4   /ｱｻｵ     /木村S   

102 サンタクロースの島 浅野 和生  著 東信堂 1110136536      209.4   /ｱｻﾉ     /木村S   

103 日本とは何か 梅棹 忠夫  著 日本放送出版協会 1110135173      210     /ｳﾒｻ     /木村S   

104 考古學入門 濱田 青陵  著 創元社 1110136650      210.02  /ﾊﾏﾀﾞ    /木村S   

105 現実のなかの歴史学 黒田 俊雄  著 東京大学出版会 1110134770      210.04  /ｸﾛﾀﾞ    /木村S   

106 世界のなかの日本 司馬 遼太郎  著 中央公論社 1110137443      210.04  /ｼﾊﾞ     /木村S   

107 揺らぎの中の日本文化 新納 泉 〔ほか〕  編著 岡山大学出版会 1110130216      210.04  /ﾆｲﾛ     /木村S   

108 日本史の争点 和歌森 太郎  編 毎日新聞社 1110133590      210.04  /ﾜｶﾓ     /木村S   

109 古代史の真実を探究して 直木 孝次郎  講話 大阪府 1110133723      210.07  /ﾅｵｷ     /木村S   

110 講座日本歴史 第1巻 歴史学研究会 〔ほか〕  編 東京大学出版会 1110135363      210.1   /ｺｳｻﾞ    /木村S   

111 日韓理解への道 鮮于 煇 〔ほか〕  著 読売新聞社 1110129200      210.18  /ｿﾝｳ     /木村S   

112 発掘の迷路を行く 下 岡本 健一  著 毎日新聞社 1110135017      210.2   /ｵｶﾓ     /木村S   

113 発掘の迷路を行く 上 岡本 健一  著 毎日新聞社 1110135025      210.2   /ｵｶﾓ     /木村S   

114 考古学の散歩道 田中 琢  著 岩波書店 1110137138      210.2   /ﾀﾅｶ     /木村S   

115 日本文化の基層研究 上田 正昭  著 学生社 1110130315      210.3   /ｳｴﾀﾞ    /木村S   

116 論究・古代史と東アジア 上田 正昭  著 岩波書店 1110136627      210.3   /ｳｴﾀﾞ    /木村S   

117 古代国家論 上田 正昭 著 角川書店 1110137724      210.3   /ｳｴﾀﾞ    /木村S   

118 古代国家と東アジア 上田 正昭 著 角川書店 1110137732      210.3   /ｳｴﾀﾞ    /木村S   

119 日本神話論 上田 正昭 著 角川書店 1110137740      210.3   /ｳｴﾀﾞ    /木村S   

120 人権文化の創造 上田 正昭 著 角川書店 1110137765      210.3   /ｳｴﾀﾞ    /木村S   



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 5/39ﾍﾟｰｼﾞ
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No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

121 歴史と人物 上田 正昭 著 角川書店 1110137799      210.3   /ｳｴﾀﾞ    /木村S   

122 葬られた王朝 梅原 猛  著 新潮社 1110132451      210.3   /ｳﾒﾊ     /木村S   

123 古代史への道 鳥越 憲三郎  講話 ブレーンセンター 1110133822      210.3   /ﾄﾘｺﾞ    /木村S   

124 飛鳥とは何か 梅原 猛  著 集英社 1110137906      210.33  /ｳﾒﾊ     /木村S   

125 王法と仏法 黒田 俊雄  著 法蔵館 1110137666      210.4   /ｸﾛﾀﾞ    /木村S   

126 日本中世への視座 守屋 毅  著 日本放送出版協会 1110135124      210.4   /ﾓﾘﾔ     /木村S   

127 講座 日本の封建都市 第一巻 豊田 武 〔ほか〕  編 文一総合出版 1110131305      210.5   /ﾄﾖﾀﾞ    /木村S   

128 元禄の社会 脇田 修  著 塙書房 1110136494      210.52  /ﾜｷﾀ     /木村S   

129 幕末日仏交流記 フォルカード  著 中央公論社 1110131487      210.59  /ﾌｵﾙ     /木村S   

130 いつか見た風景 毎日新聞学芸部 編 ブレーンセンター 1110130794      216     /ﾏｲﾆ     /木村S   

131 京童から町衆へ 林屋 辰三郎 〔ほか〕  著 講談社 1110126909      216.2   /ﾊﾔｼ     /木村S   

132 大阪繁栄史 小寺 正三  著 市場春秋社 1110134564      216.3   /ｺﾃﾞﾗ    /木村S   

133 楯築遺跡 近藤 義郎  著 山陽新聞社 1110129291      217.5   /ｻﾝﾖ     /木村S   

134 大三島を中心とする芸予叢島史 松岡 進  著 瀬戸内文化研究所  松岡進 1110138003      218.3   /ﾏﾂｵ     /木村S   

135 韓国伝統文化論 賈 鍾壽  編訳 大学教育出版 1110130232      221.01  /ｶ       /木村S   

136 古代朝鮮と倭族 鳥越 憲三郎 著 中央公論新社 1110137153      221.03  /ﾄﾘｺﾞ    /木村Ｓ  

137 現代の中国 ジャック・ギエルマ  著 白水社 1110126891      222.07  /ｷﾞｴﾙ    /木村S   

138 ベトナムの考古文化 ハ・ヴァン・タン  編著 六興出版 1110134168      223.1   /ﾊｳﾞｧ    /木村S   

139 鉄を生みだした帝国 大村 幸弘  著 日本放送出版協会 1110135249      226.6   /ｵｵﾑ     /木村S   

140 粘土に書かれた歴史 E.キエラ  著 岩波書店 1110126990      227.3   /ｷｴﾗ     /木村S   

141 西洋中世世界の成立 増田 四郎  著 岩波書店 1110136676      230.4   /ﾏｽﾀﾞ    /木村S   

142 ギリシア民主政治の出現 W.G.フォレスト  著 平凡社 1110128863      231     /ﾌｵﾚ     /木村S   

143 イタリアの都市国家 D.ウェーリー  著 平凡社 1110134119      237.04  /ｳｴｰ     /木村S   

144 アフリカ古代文明 森下 賢一  著 大陸書房 1110134317      240     /ﾓﾘｼ     /木村S   

145 アフリカ学への招待 米山 俊直  著 日本放送出版協会 1110135199      240     /ﾖﾈﾔ     /木村S   

146 ピラミッドの謎 吉村 作治  著 講談社 1110126958      242     /ﾖｼﾑ     /木村S   

147 エジプト史を掘る 吉村 作治  著 日本放送出版協会 1110128350      242     /ﾖｼﾑ     /木村S   

148 幻想の古代文明 ロバート・ウォーカップ  著 中央公論社 1110135520      250.2   /ｳｵｰ     /木村S   

149 アメリカ人民の歴史 上 レオ・ヒューバーマン  著 岩波書店 1110136833      253     /ﾋﾕｰ     /木村S   

150 酒場の時代 常盤 新平  著 サントリー 1110128764      253.07  /ﾄｷﾜ     /木村S   



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 6/39ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 和書

受入日付  ： 2017年02月01日～2017年03月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

151 ブラジル史 アンドウ・ゼンパチ  著 岩波書店 1110137294      262     /ｾﾞﾝﾊﾟ   /木村S   

152 百人一語 梅原 猛  著 朝日新聞社 1110132428      281.04  /ｳﾒﾊ     /木村S   

153 感彩人 読売新聞大阪本社  編 読売新聞社 1110136973      281.6   /ﾖﾐｳ     /木村S   

154 一万年の天皇 上田 篤  著 文藝春秋 1110136197      288.41  /ｳｴﾀﾞ    /木村S   

155 聖徳太子鑚仰 総本山四天王寺勧学院  編 総本山四天王寺 1110134242      288.44  /ｿｳﾎ     /木村S   

156 「基軸は人」を貫いて 井上 礼之  著 日本経済新聞出版社 1110135306      289.1   /ｲﾉｳ     /木村S   

157 今西錦司 京都大学総合博物館  編 国際花と緑の博覧会記念協会 1110131040      289.1   /ｲﾏﾆ     /木村S   

158 上善は水の如し 上山 善紀  講話 大阪府 1110132725      289.1   /ｳｴﾔ     /木村S   

159 たいまつの火 梅渓 昇  講話 ブレーンセンター 1110133756      289.1   /ｳﾒﾀ     /木村S   

160 緒方洪庵と適正塾 梅溪 昇  著 思文閣出版 1110136486      289.1   /ｳﾒﾀ     /木村S   

161 佐治敬三追想録 サントリー  編 サントリー 1110133103      289.1   /ｻｼﾞ     /木村S   

162 回想の柳宗悦 鈴木大拙  著 八潮書店 1110133400      289.1   /ｽｽﾞｷ    /木村S   

163 双鳩記 佃 里美  編 佃 里美 1110134721      289.1   /ﾂｸﾀﾞ    /木村S   

164 商いの精神 西岡 義憲  講話 大阪府 1110133806      289.1   /ﾆｼｵ     /木村S   

165 坊さんが歩いた船場商いの道 根来 藤作  講話 ブレーンセンター 1110133889      289.1   /ﾈｺﾞﾛ    /木村S   

166 三代目魚武 濱田成夫 濱田 成夫  著 情報センター出版局 1110131867      289.1   /ﾊﾏﾀﾞ    /木村S   

167 小松清 林 俊 〔ほか〕  著 白亜書房 1110128210      289.1   /ﾊﾔｼ     /木村S   

168 食卓の健康学 堀越 フサエ  講話 ブレーンセンター 1110133897      289.1   /ﾎﾘｺ     /木村S   

169 評伝柳宗悦 水尾 比呂志  著 筑摩書房 1110138029      289.1   /ﾐｽﾞｵ    /木村S   

170 のこぎり一代 下 吉川 金次  著 農山漁村文化協会 1110131586      289.1   /ﾖｼｶ     /木村S   

171 都市の思想 西川 幸治  著 日本放送出版協会 1110128343      290.17  /ﾆｼｶ     /木村S   

172 フランス 金子 光晴 〔ほか〕  著 河出書房新社 1110136940      290.9   /ｷｺｳ     /木村S   

173 見直しへの旅 松村 賢治  著 PHP研究所 1110134606      290.9   /ﾏﾂﾑ     /木村S   

174 文明の旅 森本 哲郎  著 新潮社 1110135009      290.9   /ﾓﾘﾓ     /木村S   

175 佐渡の島 山本 修之助  著 池田屋書店 1110137237      291.41  /ﾔﾏﾓ     /木村S   

176 富士山と富士五湖 渡辺 正臣  著 実業之日本社 1110132790      291.51  /ﾌﾞﾙｰ    /木村S   

177 歴史の町なみ 近畿篇 西川 幸治 〔ほか〕  著 日本放送出版協会 1110135280      291.6   /ﾆｼｶ     /木村S   

178 近江古寺風土記 田中 日佐夫  著 学生社 1110128145      291.61  /ﾀﾅｶ     /木村S   

179 子どもとでかける兵庫あそび場ガイド 2008年版 Tryあんぐる 著 メイツ出版 1110137591      291.64  /ﾄﾗｲ     /2008 ﾈﾝ 

180 灘百選 : 灘の魅力再発見 灘区民まちづくり会議 編 灘区市民部まちづくり推進課 1110137583      291.64  /ﾅﾀﾞｸ    /        



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 7/39ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 和書

受入日付  ： 2017年02月01日～2017年03月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

181 新版画風土記 沖縄 儀間 比呂志  著 海風社 1110131065      291.99  /ｷﾞﾏ     /木村S   

182 シルクロードの大旅行家たち 加藤 九祚  著 岩波書店 1110135512      292     /ｶﾄｳ     /木村S   

183 廃墟巡礼 宇佐美 圭司  著 平凡社 1110136726      292.09  /ｳｻﾐ     /木村S   

184 アジア文化探検 中尾 佐助  著 講談社 1110126883      292.09  /ﾅｶｵ     /木村S   

185 走馬観花 井筒 雅風  著 宗教文化研究所 1110130331      292.209 /ｲｽﾞﾂ    /木村S   

186 バウルの歌:画文集 秋野 不矩  著 筑摩書房 1110134499      292.5   /ｱｷﾉ     /木村S   

187 インド 上野 照夫  著 保育社 1110137039      292.5   /ｳｴﾉ     /木村S   

188 インド紀行 上野 照夫  著 中央公論社 1110134473      292.509 /ｳｴﾉ     /木村S   

189 ヒマラヤ 風見 武秀  著 講談社 1110132030      292.58  /ｶｻﾞﾐ    /木村S   

190 遥かなるブータン 後藤 多聞  著 筑摩書房 1110136809      292.58  /ｺﾞﾄｳ    /木村S   

191 中央アジアの冒険 ヴァンベリー  著 やしま書房 1110134200      292.92  /ﾊﾞﾝﾍﾞ   /木村S   

192 愉しわがパリ 美川 徳之助  著 光文社 1110136247      293.509 /ﾐｶﾜ     /木村S   

193 ギリシャ:風土と文化 瀬川 三郎  著 八木書店 1110137096      293.9   /ｾｶﾞﾜ    /木村S   

194 アフリカ 宍戸 寛  著 社会思想社 1110135538      294     /ｼｼﾄﾞ    /木村S   

195 曠野から 川田 順造  著 筑摩書房 1110128491      294.9   /ｶﾜﾀﾞ    /木村S   

196 オンタリオ カナダ，トロント，オンタリオ州政府通産開発省  〔編〕カナダ，トロント，オンタリオ州政府通産開発省 1110130323      295.1   /ｶﾅﾀﾞ    /木村S   

197 アンデス一人歩き 寺田 和夫  著 日本経済新聞社 1110134614      296.809 /ﾃﾗﾀﾞ    /木村S   

198 東ニューギニア縦断記 豊臣 靖  著 筑摩書房 1110132410      297.36  /ﾄﾖﾄ     /木村S   

199 日本とは何か 堺屋 太一  著 講談社 1110134960      302.1   /ｻｶｲ     /木村S   

200 関西ニュー風土記 日本経済新聞社  編 日本経済新聞社 1110134143      302.16  /ﾆﾎﾝ     /木村S   

201 洗練と粗野 清水 昭俊  編 東京大学出版会 1110135470      302.2   /ｼﾐｽﾞ    /木村S   

202 ニューヨーク人間模様 為田 英一郎  著 朝日新聞社 1110131719      302.53  /ﾀﾒﾀﾞ    /木村S   

203 アメリカの小さな町から 加藤 秀俊  著 朝日新聞社 1110136106      302.5342/ｶﾄｳ     /木村S   

204 二十一世紀への人間と哲学 下 池田 大作  著 河出書房 1110128731      304     /ｲｹﾀﾞ    /木村S   

205 おふくろさんよ 川内 康範  著 マガジンハウス 1110127741      304     /ｶﾜｳ     /        

206 対話の誘惑 倉光 弘己  著 ＫＢＩ出版 1110136189      304     /ｸﾗﾐ     /木村S   

207 風と炎と 第1部 堺屋 太一  著 産経新聞生活情報センター 1110130919      304     /ｻｶｲ     /木村S   

208 歩いて視て想う 米花 稔  著 〔出版社不明〕 1110138573      304     /ﾍﾞｲｶ    /木村S   

209 日本人とユダヤ人 イザヤ・ベンダサン  著 山本書店 1110134747      304     /ﾍﾞﾝﾀﾞ   /木村S   

210 大分裂の時代 山崎 正和  著 中央公論社 1110137831      304     /ﾔﾏｻﾞ    /木村S   



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 8/39ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 和書

受入日付  ： 2017年02月01日～2017年03月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

211 アメリカよ驕るな！！ 川内 康範  著 Ｋ＆Ｋプレス 1110129424      310.4   /ｶﾜｳ     /        

212 彷徨えるユダヤ人 石上 玄一郎  著 人文書院 1110135082      316.88  /ｲｼｶﾞ    /木村S   

213 新しい地域づくりと文化 愛知県企画部企画課  編 愛知県 1110134622      318     /ｱｲﾁ     /木村S   

214 女のまつり 末次 攝子  著 創元社 1110136098      318.263 /ｽｴﾂ     /木村S   

215 一歩いっぽ:随筆集.続 井戸 敏三  著 兵庫ジャーナル社 1110134176      318.264 /ｲﾄﾞ     /木村S   

216 新兵庫物語 貝原 俊民  著 ぎょうせい 1110136080      318.264 /ｶｲﾊ     /木村S   

217 兵庫は美しく 活力ある明日の兵庫をつくる会  企・編 兵庫ジャーナル社 1110128186      318.264 /ｶﾂﾘ     /木村S   

218 リーダーシップと国際性 降旗 高司郎  編 I-House Press 1110134531      319.04  /ﾌﾙﾊ     /1       

219 呼ばれてこの世の客となり 宇野 収  講話 ブレーンセンター 1110133749      330.49  /ｳﾉ      /木村S   

220 なにわ大阪の歴史と経済 作道 洋太郎  講話 大阪府 1110132774      332.163 /ｻｸﾄﾞ    /木村S   

221 国際化社会と在日外国人の人権 仲尾  宏  編著 京都国際交流センター 1110136049      334.41  /ﾅｶｵ     /木村S   

222 日本人の国際性 祖父江 孝男  著 くもん出版 1110133087      361.42  /ｿﾌｴ     /木村S   

223 日本人はどう変わったのか 祖父江 孝男  著 日本放送出版協会 1110135215      361.42  /ｿﾌｴ     /木村S   

224 危機を生き抜くリーダーシップ 降旗 高司郎  編 I-House Press 1110134556      361.43  /ﾌﾙﾊ     /3       

225 視覚と近代 大林 信治  編 名古屋大学出版会 1110135298      361.5   /ｵｵﾊﾞ    /木村S   

226 文化國家の理念 高山 岩男  著 秋田屋 1110128459      361.5   /ﾀｶﾔ     /木村S   

227 グローバル化とリーダーシップ 降旗 高司郎  編 I-House Press 1110134549      361.5   /ﾌﾙﾊ     /2       

228 都市と日本人 上田篤  著 岩波書店 1110133996      361.78  /ｳｴﾀﾞ    /木村S   

229 都市のたくらみ・都市の愉しみ サントリー不易流行研究所  編 日本放送出版協会 1110131958      361.78  /ｻﾝﾄ     /木村S   

230 原始社會 ねず まさし  著 三笠書房 1110130588      362.02  /ﾈｽﾞ     /木村S   

231 日本人の生活時間 1985 NHK世論調査部  編 日本放送出版協会 1110136031      365.5   /ｴﾇｴ     /木村S   

232 婦人・女性・おんな 鹿野政直  著 岩波書店 1110133988      367.21  /ｶﾉ      /木村S   

233 ニュー・エロティシズム宣言 日向 あき子  著 荒地出版社 1110137484      367.6   /ﾋﾕｳ     /木村S   

234 ボランティア革命 本間 正明  編著 東洋経済新報社 1110136023      369     /ﾎﾝﾏ     /木村S   

235 阪神大震災:いのちのメッセージ バースアイ編集室  編 バーズアイ出版 1110129879      369.31  /ﾊﾞｰｽﾞ   /木村S   

236 児童福祉概説 徳永 寅雄  編 ミネルヴァ書房 1110137070      369.4   /ﾄｸﾅ     /木村S   

237 教育学 鯵坂 二夫 著 ミネルヴァ書房 1110126685      371     /ｱｼﾞｻ    /木村S   

238 エミール 下 ルソー  著 岩波書店 1110131990      371     /ﾙｿｰ     /木村S   

239 兵庫県を代表する方々の幼き日の思い出 蘭 千代 六甲出版 1110131230      371.42  /ﾗﾝ      /木村S   

240 ニッポンの学校 ウィリアム・K・カミングス  著 サイマル出版会 1110137658      372.1   /ｶﾐﾝ     /木村S   



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 9/39ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 和書

受入日付  ： 2017年02月01日～2017年03月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

241 学力をのばす美術鑑賞 フィリップ・ヤノウィン  著 淡交社 1110134150      372.72  /ﾔﾉｳ     /        

242 美術館活用術 ロンドン・テートギャラリー  編 美術出版サービスセンター 1110133699      375.72  /ﾛﾝﾄﾞ    /        

243 フランスの大学 J.B.ピオベッタ  著 白水社 1110127014      377     /ﾋﾟｵﾍﾞ   /木村S   

244 大学をつくる 米山 俊直  編 大手前大学 1110136841      377.04  /ﾖﾈﾔ     /木村S   

245 学習社会の大学 木田 宏  著 玉川大学出版部 1110128673      377.21  /ｷﾀﾞ     /木村S   

246 関西学院大学絵画部弦月会創立100周年記念誌 関西学院大学絵画部弦月会  〔編〕 関西学院大学絵画部弦月会 1110135058      377.28  /ｶﾝｾ     /        

247 発達に遅れのある子どもの心おどる土粘土の授業 成田 孝  著 黎明書房 1110131222      378     /ﾅﾘﾀ     /木村S   

248 社会教育論 藤原 英夫  著 ミネルヴァ書房 1110127279      379     /ﾌｼﾞﾜ    /木村S   

249 懐徳堂記念会百年誌 懐徳堂記念会百年誌編集委員会  編 懐徳堂記念会 1110127832      379.5   /ｶｲﾄ     /木村S   

250 神楽 岩田 勝  編 名著出版 1110133772      380.4   /ｲﾜﾀ     /木村S   

251 ハレとケの超民俗学 松岡 正剛 〔ほか〕  ［述］ 工作舎 1110126727      380.4   /ﾏﾂｵ     /木村S   

252 日本人の原風景 岩田 慶治  著 淡交社 1110131875      380.49  /ｲﾜﾀ     /木村S   

253 道化の民俗学 山口 昌男  著 新潮社 1110130448      381     /ﾔﾏｸﾞ    /木村S   

254 昭和の世相史 石毛 直道  編 ドメス出版 1110135389      382.1   /ｲｼｹﾞ    /木村S   

255 ジャパンエスニシズム 京都芸術短期大学「楽」編集室  編 京都芸術短期大学「楽」編集室 1110132154      382.1   /ｷﾖｳ     /木村S   

256 壮族社会史研究 塚田 誠之  著 国立民族学博物館 1110135504      382.22  /ﾂｶﾀﾞ    /木村S   

257 「魂の形象」 小林 眞  著 審美社 1110132113      382.247 /ｺﾊﾞﾔ    /木村S   

258 国家のなかでの狩猟採集民 池谷 和信  著 国立民族学博物館 1110137047      382.48  /ｲｹﾔ     /木村S   

259 語る身体の民族誌 菅原 和孝  著 京都大学学術出版会 1110134598      382.484 /ｽｶﾞﾜ    /木村S   

260 近代日本の身装文化 高橋晴子  著 三元社 1110134440      383.1   /ﾀｶﾊ     /木村S   

261 日本はきもの博物館 丸山 茂樹 監修 広学図書 1110137815      383.2   /ﾏﾙﾔ     /木村S   

262 台湾ヤミの住まいの建築論 足立 崇  著 中央公論美術出版 1110132865      383.9   /ｱﾀﾞﾁ    /木村S   

263 朝鮮の「すまい」 西垣 安比古  著 中央公論美術出版 1110130174      383.9   /ﾆｼｶﾞ    /木村S   

264 共同体の二〇世紀 中牧 弘允  編 ドメス出版 1110132618      384.04  /ﾅｶﾏ     /木村S   

265 江戸の下半身事情 永井義男 [著] 祥伝社 1110138367      384.7   /ﾅｶﾞｲ    /木村S   

266 喜寿随想 佐藤 實  著 〔出版者不明〕 1110129028      385.5   /ｻﾄｳ     /木村S   

267 神と祭りと日本人 牧田 茂  著 講談社 1110126917      386.1   /ﾏｷﾀ     /木村S   

268 ドキュメント祇園祭 米山俊直  編著 日本放送出版協会 1110135850      386.162 /ﾖﾈﾔ     /木村S   

269 仮面パフォーマンスの人類学 佐々木 重洋  著 世界思想社 1110136064      386.84  /ｻｻｷ     /木村S   

270 稀人としてやってきた天女 坂田明道 著  1928- 宝塚出版 1110144373      388.1   /ｻｶﾀ     /木村S   



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 10/39ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 和書

受入日付  ： 2017年02月01日～2017年03月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

271 民話の世界 松谷 みよ子  著 講談社 1110136825      388.1   /ﾏﾂﾀ     /木村S   

272 生と死の人類学 石川 榮吉 〔ほか〕  編 講談社 1110131032      389     /ｲｼｶ     /木村S   

273 人間・遊び・自然 岩田 慶治  著 日本放送出版協会 1110135207      389     /ｲﾜﾀ     /木村S   

274 コスモスの思想 岩田 慶治  著 日本放送出版協会 1110135231      389     /ｲﾜﾀ     /木村S   

275 ユーラシア記 加藤 九祚  著 法政大学出版局 1110128665      389     /ｶﾄｳ     /木村S   

276 文化人類学の世界 クライド・クラックホーン  著 講談社 1110126768      389     /ｸﾗﾂ     /木村S   

277 社会学と人類学 Ⅰ M.モース  〔著〕 弘文堂 1110130422      389     /ﾓｰｽ     /木村S   

278 同時代の人類学 米山 俊直  著 日本放送出版協会 1110136601      389     /ﾖﾈﾔ     /木村S   

279 民博誕生 梅棹忠夫  編 中央公論社 1110126545      389.069 /ｳﾒｻ     /木村S   

280 民族学博物館 梅棹 忠夫  著 講談社 1110138508      389.069 /ｳﾒｻ     /木村S   

281 暮しの文化人類学 : 現代日本人の生活様式を衣・食・住・家計に探る石毛直道 [ほか]著 PHP研究所 1110138417      389.1   /ｲｼｹﾞ    /木村S   

282 アジア文明の原像 飯島 茂  編 日本放送出版協会 1110128772      389.2   /ｲｲｼﾞ    /木村S   

283 アフリカ農耕民の世界観 米山 俊直  著 弘文堂 1110136932      389.4   /ﾖﾈﾔ     /木村S   

284 サヘルに暮らす 小川 了  著 日本放送出版協会 1110135157      389.44  /ｵｶﾞﾜ    /木村S   

285 サバンナの博物誌 川田 順造  著 新潮社 1110135926      389.49  /ｶﾜﾀﾞ    /木村S   

286 アメリカ・インディアン 青木 晴夫  著 講談社 1110126941      389.5   /ｱｵｷ     /木村S   

287 アメリカの先住民のすまい L.H.モーガン  著 岩波書店 1110137302      389.5   /ﾓｰｶﾞ    /木村S   

288 海人の民族学 秋道 智彌  著 日本放送出版協会 1110135835      389.7   /ｱｷﾐ     /木村S   

289 戦争の哲学 ジンメル  著 鮎書房 1110128475      393     /ｼﾞﾝﾒ    /木村S   

290 古代の宇宙論 C・ブラッカー  編 海鳴社 1110136635      400.2   /ﾌﾞﾗﾂ    /木村S   

291 科学的愉快をめぐって 松岡 正剛  ［述］ 工作舎 1110126701      404     /ﾏﾂｵ     /木村S   

292 自然史博物館 千地 万造  著 八坂書房 1110133384      406.9   /ﾁｼﾞ     /木村S   

293 色彩 モーリス・デリベレ  著 白水社 1110132048      425.7   /ﾃﾞﾘﾍﾞ   /木村S   

294 分子集合の世界 関 集三  〔述〕 ブレーンセンター 1110136783      431.6   /ｾｷ      /木村S   

295 世界大地球儀のはなし : リーダーズダイジェスト 日本リーダーズダイジェスト社 日本リーダーズダイジェスト社 1110138524      448.07  /ﾆﾎﾝ     /木村S   

296 ふしぎの博物誌 河合 雅雄 編 中央公論新社 1110137179      460.49  /ｶﾜｲ     /木村S   

297 プラントハンター 白幡 洋三郎  〔著〕 講談社 1110136866      470.2   /ｼﾗﾊ     /木村S   

298 草木によせて 花明山 その  著 天声社 1110136908      472.1   /ｶﾒﾔ     /木村S   

299 動物の社会・人間の社会 ポール・ショシャｰル  著 白水社 1110126651      481.7   /ｼﾖｼ     /木村S   

300 適塾をめぐる人々 伴 忠康  著 創元社 1110133319      490.21  /ﾊﾞﾝ     /木村S   



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 11/39ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 和書

受入日付  ： 2017年02月01日～2017年03月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

301 脳の科学 ポール・ショシャｰル  著 白水社 1110126644      491.37  /ｼﾖｼ     /木村S   

302 橋と日本人 上田篤  著 岩波書店 1110137229      515.02  /ｳｴﾀﾞ    /木村S   

303 景観からのまちづくり 鳴海 邦碩  編 学芸出版社 1110134044      518.8   /ﾅﾙﾐ     /木村S   

304 アジア・アメリカ生態資源紀行 山田 勇  著 岩波書店 1110137773      519.8   /ﾔﾏﾀﾞ    /木村S   

305 空間の生態学 吉村 元男  著 小学館 1110137260      519.8   /ﾖｼﾑ     /木村S   

306 ぬっとあったものと、ぬっとあるもの ポーラ文化研究所  〔ほか〕編 ポーラ文化研究所 1110130778      520.49  /ﾎﾟｰﾗ    /木村S   

307 安藤忠雄の建築 4 安藤 忠雄  著 TOTO出版 1110131396      520.87  /ｱﾝﾄﾞ    /安藤T   

308 Endo Shuhei : Paramodern 遠藤 秀平  著・〔作〕 アムズ・アーツ・プレス 1110128392      520.87  /ｴﾝﾄﾞ    /木村S   

309 黒川紀章作品集 黒川 紀章  著 美術出版社 1110129317      520.87  /ｸﾛｶ     /木村S   

310 道具と日本人 中村 雄三  著 PHP研究所 1110131164      521     /ﾅｶﾑ     /木村S   

311 古都の原風景 前  久夫  著 海青社 1110128129      521.04  /ﾏｴ      /木村S   

312 新 都の魁 京都新聞社 〔ほか〕 京都新聞社 1110130059      521.86  /ｷﾖｳ     /木村S   

313 大阪の民家東京造形大学雑誌 8(B) 児島祥浩  著 創芸出版東京造形大学雑誌編集委員会 1110130240      521.86  /ｺｼﾞﾏ    /木村S   

314 南の国の古寺巡礼 千原 大五郎  著 日本放送出版協会 1110135165      522.3   /ﾁﾊﾗ     /木村S   

315 Tadao Ando Insight ｇuide : 50 Keywordsabout Tadao Ando :  Tadao Ando and His recollection安藤 忠雄  著 講談社 1110131412      523.1   /ｱﾝﾄﾞ    /安藤T   

316 安藤忠雄 : 仕事をつくる 安藤 忠雄  著 日本経済新聞出版社 1110131420      523.1   /ｱﾝﾄﾞ    /安藤T   

317 安藤忠雄:野獣の肖像 古山 正雄  著 新潮社 1110133962      523.1   /ｱﾝﾄﾞ    /安藤T   

318 京都の赤レンガ : 近代化の遺産 日向 進  編 京都新聞社 1110137450      523.162 /ﾋｭｳ     /木村S   

319 プラハ建築の森 田中充子  著 学芸出版社 1110132527      523.348 /ﾀﾅｶ     /木村S   

320 ガウディの伝言 外尾 悦郎  著 光文社 1110131131      523.36  /ｿﾄｵ     /木村S   

321 仏教:堂塔事典 前 久夫  編著 東京美術 1110128715      526.1   /ﾏｴ      /木村S   

322 安藤忠雄:住宅 安藤 忠雄  著 エーディーエー・エディタ・トーキョー 1110131404      527.021 /ｱﾝﾄﾞ    /安藤T   

323 旅ヨーロッパ壁絵街道 松味  利郎  写真・文 京都書院 1110137914      529     /ﾏﾂﾐ     /木村S   

324 水車小屋の若者の夢、世界を駆ける 細川 益男  講話 大阪府 1110132717      571.2   /ﾎｿｶ     /木村S   

325 ゆたかな生活用具 大阪府立産業デザイン研究センター  編 大阪府立産業デザイン研究センター 1110130372      580     /ｵｵｻ     /木村S   

326 ゆたかな生活用具 第32回 大阪府立産業デザイン研究センター  〔編〕 大阪府立産業デザイン研究センター 1110130646      580     /ｵｵｻ     /木村S   

327 染色 染色教育研究会  編 建帛社 1110130455      587     /ｾﾆｼ     /木村S   

328 まかせて伸ばす 鳥井 信一郎  編著 ティビーエス・ブリタニカ 1110128707      588.5   /ﾄﾘｲ     /木村S   

329 花大輪 小篠 綾子  講話 大阪 1110133798      589.2   /ｺｼﾉ     /木村S   

330 フランスファッションの光と影 仁野 覚  著 繊研新聞社 1110132345      589.2   /ﾆﾉ      /木村S   



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 12/39ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 和書

受入日付  ： 2017年02月01日～2017年03月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

331 日用品の二〇世紀 近藤 雅樹  編 ドメス出版 1110132626      590.2   /ｺﾝﾄﾞ    /木村S   

332 ファッション学のすべて 鷲田 清一  編 新書館 1110130117      593.3   /ﾜｼﾀﾞ    /木村S   

333 シンプルキルト 秦泉寺 由子  著 日本放送出版協会 1110133038      594.2   /ｼﾞﾝｾﾞ   /木村S   

334 料理王国:春夏秋冬 北大路 魯山人  著 淡交新社 1110135454      596     /ｷﾀｵ     /木村S   

335 文化が地域をつくる 山崎 正和  編著 学陽書房 1110135033      601.1   /ﾔﾏｻﾞ    /木村S   

336 文化の再点検と地域づくり あまがさき未来協会 編 ぎょうせい 1110131115      601.164 /ｱﾏｶﾞ    /木村S   

337 風土と歴史 飯沼 二郎  著 岩波書店 1110126842      612.2   /ｲｲﾇ     /木村S   

338 庭と日本人 上田 篤 著 新潮社 1110135801      629.21  /ｳｴﾀﾞ    /木村S   

339 葉精の詩 吉野 晴朗  写真 淡交社 1110128418      653.2   /ﾖｼﾉ     /木村S   

340 ニューベストインテリアスポット KBI出版  企画・編集 ＫＢＩ出版 1110137211      673.7   /ｹｲﾋﾞ    /木村S   

341 ミュージアム・レストランガイド : 見たい食べたいお散歩ブック 畑中三応子 著 朝日新聞社 1110137567      673.97  /ﾊﾀﾅ     /        

342 近代広告の誕生 竹内 幸絵  著 青土社 1110131545      674.7   /ﾀｹｳ     /木村S   

343 21世紀の地域像 関西空港調査会  編 関西空港調査会 1110132857      687.9   /ｶﾝｻ     /木村S   

344 明日の湖国:シンポジウム 4 近江文化叢書企画委員会  編 サンブライト出版 1110136338      689.4   /ｵｳﾐ     /木村S   

345 美術と私たち 大阪府企画部府民文化室  編 大阪府企画部府民文化室 1110130620      700     /ｵｵｻ     /木村S   

346 藝術とは何か 井島 勉  著 弘文堂 1110131917      701     /ｲｼﾞﾏ    /木村S   

347 藝術の運命 ウェイドレ  著 創文社 1110134812      701     /ｳｴｲ     /木村S   

348 開かれた作品 ウンベルト・エーコ  著 青土社 1110133137      701     /ｴｰｺ     /木村S   

349 ポスト・モダンとエスニック 岡林 洋  編 勁草書房 1110130026      701     /ｵｶﾊﾞ    /木村S   

350 芸術学の100年 金田 晋  編著 勁草書房 1110135462      701     /ｶﾅﾀ     /木村S   

351 美と芸術への序章 金田民夫 編著  1919-1991 法律文化社 1110144399      701     /ｶﾈﾀﾞ    /木村S   

352 「創作とは何か?」 河井 宏司  著 鳥影社編集室 1110137278      701     /ｶﾜｲ     /木村S   

353 芸術情報の理論 川野 洋  著 新曜社 1110135355      701     /ｶﾜﾉ     /木村S   

354 美と芸術の論理 木幡  順三  著 勁草書房 1110127295      701     /ｺﾊﾞﾀ    /木村S   

355 現代芸術の位相 刀根 康尚  著 田畑書店 1110136213      701     /ﾄﾈ      /木村S   

356 博物館資料取扱いガイドブック 日本博物館協会  編 ぎょうせい 1110133483      701     /ﾆﾎﾝ     /        

357 博物館資料取扱いガイドブック 日本博物館協会  編 ぎょうせい 1110133491      701     /ﾆﾎﾝ     /        

358 芸術 由利 啓  著 由利啓 1110137468      701     /ﾕﾘ      /木村S   

359 芸術学フォーラム 7 森谷 宇一  編 勁草書房 1110132675      701.08  /ｹﾞｲｼﾞ   /木村S   

360 芸術学フォーラム 1 谷村晃  〔ほか〕責任編集 勁草書房 1110135942      701.08  /ｹﾞｲｼﾞ   /木村S   



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 13/39ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 和書

受入日付  ： 2017年02月01日～2017年03月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

361 芸術学フォーラム 3 谷村晃  〔ほか〕責任編集 勁草書房 1110135959      701.08  /ｹﾞｲｼﾞ   /木村S   

362 芸術学フォーラム 6 谷村晃  〔ほか〕責任編集 勁草書房 1110135967      701.08  /ｹﾞｲｼﾞ   /木村S   

363 フランス美学：涙の谷を越えて 上倉 庸敬  著 創文社 1110137708      701.1   /ｶﾐｸ     /木村S   

364 芸術の射程 神林 恒道  編 ミネルヴァ書房 1110134887      701.1   /ｶﾝﾊﾞ    /木村S   

365 アイステーシス 京都市立芸術大学美学文化理論研究会  編 行路社 1110128194      701.1   /ｷﾖｳ     /木村S   

366 日本的感性 : 触覚とずらしの構造 佐々木健一 著 中央公論新社 1110138219      701.1   /ｻｻｷ     /木村S   

367 虚構の眞實 谷田 閲次  著 光生館 1110130463      701.1   /ﾀﾆﾀﾞ    /木村S   

368 美の幾何学 伏見康治 〔ほか〕  著 中央公論社 1110131206      701.1   /ﾌｼﾐ     /木村S   

369 芸術の美と類型 山本 正男  著 スカイドア 1110135041      701.1   /ﾔﾏﾓ     /木村S   

370 美学 ドニ・ユイスマン  著 白水社 1110126677      701.1   /ﾕｲｽ     /木村S   

371 美学入門 ルフェーヴル  著 理論社 1110136254      701.1   /ﾙﾌｴ     /木村S   

372 古代藝術と祭式 ハリソン  著 創元社 1110136437      701.2   /ﾊﾘｿ     /木村S   

373 文化のなかの野性:芸術人類学講義 中島 智  著 現代思想社 1110128103      701.3   /ﾅｶｼﾞ    /木村S   

374 ペイソス 鈴木 正明  著 西田書店 1110132741      701.4   /ｽｽﾞｷ    /木村S   

375 美の心理学 関計夫 著 社会思想研究会出版部 1110138441      701.4   /ｾｷ      /木村S   

376 美術史の六つの断面 高階秀爾先生還暦記念論文集編集委員会  編美術出版社 1110135371      702     /ﾀｶｼ     /木村S   

377 ギリシャの美術 柳澤 大五郎  著 岩波書店 1110126537      702     /ﾔﾅｷﾞ    /木村S   

378 図像の世界 中森 義宗  著 東信堂 1110132337      702.01  /ﾅｶﾓ     /木村S   

379 美術史入門 グザヴィエ・バラル・イ・アルテ  著 白水社 1110132683      702.01  /ﾊﾞﾗﾙ    /木村S   

380 黄金のトナカイ アレクセイ パウロウィチ オクラードニコフ  著 美術出版社 1110138516      702.02  /ｵｸﾗ     /木村S   

381 美のあけぼの アンドレアス・ロンメル  著 社会思想社 1110137062      702.02  /ﾛﾝﾒ     /木村S   

382 エトルリアの芸術 三輪福松  著 中央公論美術出版 1110132535      702.03  /ﾐﾜ      /木村S   

383 ヨーロッパ中世美術講義 越 宏一  著 岩波書店 1110128111      702.04  /ｺｼ      /木村S   

384 天使の舞いおりるところ 辻 佐保子  著 岩波書店 1110128749      702.04  /ﾂｼﾞ     /木村S   

385 ルネサンス像の転換 田中 英道  著 講談社 1110130000      702.05  /ﾀﾅｶ     /木村S   

386 ゴッホから世紀末へ 池上 忠治  著 小学館 1110131594      702.06  /ｲｹｶﾞ    /木村S   

387 ジャポニスム入門 ジャポニスム学会  編 思文閣出版 1110130091      702.06  /ｼﾞﾔﾎﾟ   /木村S   

388 20世紀美術 高階 秀爾  著 筑摩書房 1110136775      702.06  /ﾀｶｼ     /木村S   

389 モンドリアン 赤根 和生  著 美術出版社 1110132824      702.07  /ｱｶﾈ     /木村S   

390 あなたがほしい 植松 琢磨  編 オープレス 1110134283      702.07  /ｳｴﾏ     /        



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 14/39ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 和書

受入日付  ： 2017年02月01日～2017年03月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

391 佐谷画廊の三〇年 佐谷 和彦  著 みすず書房 1110132667      702.07  /ｻﾀﾆ     /木村S   

392 美の法門 柳 宗悦  著 岩波書店 1110136882      702.098 /ﾔﾅｷﾞ    /木村S   

393 東洋の造形 吉永 邦治  著 理工学社 1110138102      702.098 /ﾖｼﾅ     /木村S   

394 名画に見るキリスト 田中 忠雄  著 保育社 1110131149      702.099 /ﾀﾅｶ     /木村S   

395 秘境のキリスト教美術 柳 宗玄  著 岩波書店 1110126867      702.099 /ﾔﾅｷﾞ    /木村S   

396 「切れ」の構造 大橋 良介 著 中央公論社 1110138482      702.1   /ｵｵﾊ     /木村S   

397 日本の美のかたち 神林 恒道  編 世界思想者 1110131214      702.1   /ｶﾝﾊﾞ    /木村S   

受入日　 :　2017年02月01日～2017年03月31日

399 美術史家、大いに笑う 河野元昭先生退官記念論文集編集委員会  編ブリュッケ 1110134416      702.1   /ｺｳﾉ     /木村S   

400 日本の密教美術 佐和  隆研  著 便利堂 1110136916      702.1   /ｻﾜ      /木村S   

401 仏教の幻惑 佐藤 昭  編 学習研究社 1110131370      702.1   /ﾆﾝｹﾞ    /木村S   

402 大和古寺巡歴 町田 甲一  著 有信堂高文社 1110131107      702.1   /ﾏﾁﾀﾞ    /木村S   

403 日本美の性格 森川 恵昭  著 朝倉書店 1110137369      702.1   /ﾓﾘｶ     /木村S   

404 日本美の探究 : その背後にあるもの 吉田光邦 著 日本放送出版協会 1110138300      702.1   /ﾖｼﾀﾞ    /木村S   

405 縄文の幻想 宇佐美 英治  著 平凡社 1110136742      702.12  /ｳｻﾐ     /木村S   

406 美術行脚高野山 佐和 隆研  著 便利堂 1110134713      702.13  /ｻﾜ      /木村S   

407 近世日本の名匠 水尾 比呂志  著 講談社 1110138177      702.15  /ﾐｽﾞｵ    /木村S   

408 現代美術の作家たち 今泉 篤男  著 中央公論美術出版 1110136528      702.16  /ｲﾏｲ     /木村S   

409 社会とつながる美術史学 太田 智己  著 吉川弘文館 1110133947      702.16  /ｵｵﾀ     /        

410 美作三湯芸術温度記録集 アートプロジェクトおかやま連携会議事務局  編 岡山県 1110136130      702.16  /ｵｶﾔ     /        

411 クラシックモダン 五十殿 利治  編 せりか書房 1110133301      702.16  /ｵﾑｶ     /        

412 現代画壇・美術記者の眼:1960-1980 北村 由雄  著 現代企画室 1110136577      702.16  /ｷﾀﾑ     /木村S   

413 神戸ビエンナーレ2007ガイドブック 2007 神戸ビエンナーレ組織委員会事務局  〔編〕 神戸ビエンナーレ組織委員会事務局 1110130703      702.16  /ｺｳﾍﾞ    /木村S   

414 近代日本美術史 1 佐々木 静一  編 有斐閣 1110136387      702.16  /ｻｻｷ     /木村S   

415 近代日本美術史 2 (大正・昭和)佐々木静一  酒井忠康 編 有斐閣 1110138276      702.16  /ｻｻｷ     /木村S   

416 戦後美術史:私説 宗 左近  著 美術公論社 1110136171      702.16  /ｿｳ      /木村S   

417 Shigeo Toya 佐谷画廊  編 佐谷画廊 1110130729      702.16  /ﾄﾔ      /木村S   

418 Mai Yamashita + Naoto Kobayashi 平野 明日佳  編 ﾀｸﾛｳｿﾒﾔｺﾝﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰｱｰﾄ 1110134291      702.16  /ﾋﾗﾉ     /        

419 TOKYOメディア芸術オフィシャルガイド 文化庁  監修 現代企画室 1110134861      702.16  /ﾌﾞﾝｶ    /        

420 片々集 村松寛  著 編集工房ノア 1110138540      702.16  /ﾑﾗﾏ     /木村S   



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 15/39ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 和書

受入日付  ： 2017年02月01日～2017年03月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

421 美心遊歴 山本 康雄  著 西日本新聞社 1110134895      702.16  /ﾔﾏﾓ     /木村S   

422 日本の古寺美術 17 橋本 聖圓  著 保育社 1110137682      702.17  /ﾊｼﾓ     /木村S   

423 六角紫水の古社寺調査日記 吉田 千鶴子  編 東京藝術大学出版会 1110132444      702.17  /ﾛﾂｶ     /木村S   

424 国際芸術祭:時空の共振 2016 加須屋 明子 〔ほか〕  編 龍野アートプロジェクト 1110135603      702.196 /ﾀﾂﾉ     /2016    

425 中国の仏教美術 久野 美樹  著 東信堂 1110135488      702.22  /ｸﾉ      /木村S   

426 敦煌の光彩 常 書鴻  著 徳間書店 1110129481      702.22  /ｼﾞﾖｳ    /木村S   

427 芸術 鈴木 敬  編 大修館書店 1110136478      702.22  /ｽｽﾞｷ    /木村S   

428 インドの美術 佐和 隆研  著 社会思想社 1110136155      702.25  /ｻﾜ      /木村S   

429 ヨーロッパの中世美術 浅野 和生  著 中央公論新社 1110138151      702.3   /ｱｻﾉ     /木村S   

430 美術のヨーロッパ 金田 民夫 〔ほか〕  著 創元社 1110136395      702.3   /ｶﾈﾀﾞ    /木村S   

431 初期中世美術 ハンス・ホレンダー  原著 グラフィック社 1110132634      702.3   /ｾｲﾖ     /木村S   

432 西欧人の原像 田淵 安一  著 人文書院 1110128467      702.3   /ﾀﾌﾞﾁ    /木村S   

433 アンデスの芸術 泉 靖一  著 中央公論美術出版 1110131859      702.31  /ｲｽﾞﾐ    /木村S   

434 ルネッサンスの光と闇 高階 秀爾  著 三彩社 1110130414      702.32  /ﾀｶｼ     /木村S   

435 ドイツ人とドイツ美術 ハンス・ベルティング  著 晃洋書房 1110133368      702.34  /ﾍﾞﾙﾃ    /木村S   

436 〈プリミティヴィスム〉と〈プリミティヴィズム〉 大久保 恭子  著 三元社 1110130224      702.35  /ｵｵｸ     /木村S   

437 フランス 美と歴史を歩く 篠田 浩一郎  著 美術出版社 1110131925      702.35  /ｼﾉﾀﾞ    /木村S   

438 ヤン・ファーブルとの対話 今野 裕一  編 ペヨトル工房 1110131024      702.358 /ﾌｱｰ     /        

439 ヤン・ファーブル×舟越桂 高階 秀爾   監修 淡交社 1110129721      702.358 /ﾔﾝ      /        

440 日本におけるポルトガルアート パウラ・フェレイラ・サントス 〔ほか〕  監修 ［ポルトガル大使館文化部］ 1110134408      702.369 /ｻﾝﾄ     /木村S   

441 イタリアの美術 井関 正昭  著 中央公論美術出版 1110136460      702.37  /ｲｾｷ     /木村S   

442 イタリア、旅する心 末永 航  著 青弓社 1110130836      702.37  /ｽｴﾅ     /木村S   

443 アフリカの同時代美術 川口  幸也 著 明石書店 1110137757      702.4   /ｶﾜｸﾞ    /木村S   

444 一九三〇年代のメキシコ 中原 佑介  著 メタローグ 1110134101      702.5   /ﾅｶﾊ     /木村S   

445 美術家五十人のポートレート+α 本間 正義  原画・文 本間正義 1110130711      702.8   /ﾎﾝﾏ     /木村S   

446 テーマによる美術鑑賞事典 川村 善之 〔ほか〕  編 日本文教出版 1110130497      703.3   /ｶﾜｸﾞ    /木村S   

447 美術大鑑 2016 ビジョン企画出版社  〔編〕 ビジョン企画出版社 1110133277      703.5   /ﾋﾞｼﾞﾕ   /2016    

448 美術大鑑 2017 ビジョン企画出版社  〔編〕 ビジョン企画出版社 1110133285      703.5   /ﾋﾞｼﾞﾕ   /2017    

449 京都国立近代美術館所蔵品目録 京都国立近代美術館  編 京都国立近代美術館 1110130638      703.8   /ｷﾖｳ     /木村S   

450 静岡県立美術館蔵品目録 1986年版 静岡県立美術館  編 静岡県立美術館 1110130406      703.8   /ｼｽﾞｵ    /木村S   



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 16/39ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 和書

受入日付  ： 2017年02月01日～2017年03月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

451 豊島区所蔵美術作品目録:2008-2015 1 小林 未央子 〔ほか〕  編 豊島区文化デザイン課ミュージアム開設準備学芸グループ1110135611      703.8   /ﾄｼﾏ     /1       

452 直島文化村へのメッセージ 秋元雄史 編 ベネッセコーポレーションコーポレートコミュニケーション室1110144340      704     /ｱﾝﾄﾞ    /木村S   

453 イメージの王国 石崎 浩一郎  著 講談社 1110130083      704     /ｲｼｻﾞ    /木村S   

454 蛸壷談義 岩崎巴人  著 神無書房 1110136312      704     /ｲﾜｻ     /木村S   

455 石を聴く 宇佐見 英治  著 朝日新聞社 1110134325      704     /ｳｻﾐ     /木村S   

456 芸術と生命 梅原 猛  著 岩波書店 1110132436      704     /ｳﾒﾊ     /木村S   

457 大河内菊雄著作選集 大河内 菊雄  著 大河内菊雄著作選集刊行委員会 1110131297      704     /ｵｵｺ     /木村S   

458 文藝思潮論 大西 克禮 〔ほか〕  編 岩波書店 1110130596      704     /ｵｵﾆ     /木村S   

459 美の呪力 岡本 太郎  著 新潮社 1110136957      704     /ｵｶﾓ     /木村S   

460 対角線上の異邦人 オクヤ ナオミ  著 水声社 1110132352      704     /ｵｸﾔ     /木村S   

461 批評の現在 懐徳堂記念会  編 和泉書院 1110128236      704     /ｶｲﾄ     /木村S   

462 美術と人生 河北倫明  著 国鉄厚生事業協会 1110127006      704     /ｶﾜｷ     /木村S   

463 芸術と批評 後藤 狷士  編 多賀出版 1110133681      704     /ｺﾞﾄｳ    /木村S   

464 身振りの相貌 佐谷 和彦  編 沖積社 1110128699      704     /ｻﾀﾆ     /木村S   

465 光は東方より 田中 英道  著 河出書房新社 1110138110      704     /ﾀﾅｶ     /木村S   

466 日本美の構造 田中 日佐夫  著 講談社 1110127063      704     /ﾀﾅｶ     /木村S   

467 日本美の歳時記 田中 日佐夫  著 駸々堂出版 1110134762      704     /ﾀﾅｶ     /木村S   

468 アフター・アート 勅使河原  純  著 スカイドア 1110136445      704     /ﾃｼｶﾞ    /木村S   

469 抽象芸術探究 土肥 美夫  著 はる書房 1110138136      704     /ﾄﾞﾋ     /木村S   

470 美の東西 原 随園  著 新潮社 1110132162      704     /ﾊﾗ      /木村S   

471 白い部屋 日野 耕之祐  著 清春白樺美術館 1110136056      704     /ﾋﾉ      /木村S   

472 イメージを読みとる 日向 あき子  著 講談社 1110132022      704     /ﾋﾕｳ     /木村S   

473 裏窓ニューヨーク 古川 吉重  著 筑摩書房 1110135991      704     /ﾌﾙｶ     /木村S   

474 21世紀企業の美術戦略 室伏 哲郎  著 講談社 1110137898      704     /ﾑﾛﾌﾞ    /木村S   

475 藝術への招待 矢内原 伊作  著 河出書房 1110138599      704     /ﾔﾅｲ     /木村S   

476 藝術・変身・遊戯 山崎 正和  著 中央公論社 1110134234      704     /ﾔﾏｻﾞ    /木村S   

477 創造の感動に生きる 鹿内 信隆  著 扶桑社 1110126487      704.9   /ｼｶﾅ     /木村S   

478 ブルターニュ・風と沈黙 田淵 安一  著 人文書院 1110134226      704.9   /ﾀﾌﾞﾁ    /木村S   

479 迷惑仕り候 徳川 義宣  著 淡交社 1110131495      704.9   /ﾄｸｶﾞ    /木村S   

480 美術記者の京都 橋本 喜三  著 朝日新聞社 1110133376      704.9   /ﾊｼﾓ     /木村S   



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 17/39ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 和書

受入日付  ： 2017年02月01日～2017年03月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

481 熊本県立美術館新ガイドブック 熊本県立美術館  編 熊本県立美術館 1110134275      706.9   /ｸﾏﾓ     /        

482 500m美術館2015年度記録集 クンスト 〔ほか〕  編 札幌市観光文化局国際芸術祭担当部 1110135421      706.9   /ｸﾝｽ     /        

483 国立新美術館  活動報告 平成27年度 国立新美術館 〔編〕 国立新美術館 1110134465      706.9   /ｺｸﾘ     /2015    

484 アートの舞台裏へ 白鳥 正夫  著 梧桐書院 1110135975      706.9   /ｼﾗﾄ     /木村S   

485 美術館という幻想 キャロル・ダンカン  著 水声社 1110131933      706.9   /ﾀﾞﾝｶ    /木村S   

486 日経五つ星の美術館 日本経済新聞社 編 日本経済新聞出版社 1110137575      706.9   /ﾆﾎﾝ     /        

487 ルーヴル美術館の楽しみ方 赤瀬川 原平  著 新潮社 1110130208      706.9   /ﾙｰﾌﾞ    /木村S   

488 美の猟犬 伊藤 郁太郎  著 日本経済新聞出版社 1110130976      707.9   /ｲﾄｳ     /木村S   

489 エジプト 吉川 逸治  編 講談社 1110126503      708     /ｺｳﾀﾞ    /木村S   

490 現代 東野 芳明  編 講談社 1110126511      708     /ｺｳﾀﾞ    /木村S   

491 ルネサンス 吉川 逸治  編 講談社 1110131255      708     /ｺｳﾀﾞ    /木村S   

492 ビザンチン 高田 博厚  編 講談社 1110131271      708     /ｺｳﾀﾞ    /木村S   

493 イスラム 林 良一  編 講談社 1110131289      708     /ｺｳﾀﾞ    /木村S   

494 在外日本の至宝 第4巻 島田 修二郎 〔ほか〕  監修 毎日新聞社 1110129499      708     /ｻﾞｲｶﾞ   /木村S   

495 世界の名画 ⅴ 鈴木 勤  編 世界文化社 1110132295      708     /ｾｶｲ     /木村S   

496 日本の美術 １巻 吉川 逸治  著 平凡社 1110132097      708     /ﾖｼｶ     /木村S   

497 筑波大学〈総合造形〉展:記録集 茨城県近代美術館  編 茨城県近代美術館 1110136122      708.7   /ｲﾊﾞﾗ    /        

498 近代日本美術全集 第6巻 今泉 篤男  編著 東都文化出版 1110129473      708.7   /ｷﾝﾀﾞ    /木村S   

499 現代日本美術全集 2 座右宝刊行会  編 角川書店 1110129259      708.7   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /木村S   

500 現代日本美術全集 3 座右宝刊行会  編 角川書店 1110129267      708.7   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /木村S   

501 現代日本美術全集 7 座右宝刊行会  編 角川書店 1110129275      708.7   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /木村S   

502 北美作品集 北美文化協会  〔編〕 北美文化協会 1110130687      708.7   /ﾎｸﾋﾞ    /木村S   

503 子どものためのアートブック その一 アマンダ・レンショー  文 ファイドン 1110134093      708.7   /ﾚﾝｼ     /1       

504 子どものためのアートブック その二 アマンダ・レンショー  文 ファイドン 1110133707      708.7   /ﾚﾝｼ     /2       

505 都市と文化財 関 隆志  編 東信堂 1110136502      709     /ｾｷ      /木村S   

506 我が国の文化政策の構造 根木 昭  〔著〕 根木昭 1110130653      709.1   /ﾈｷ      /木村S   

507 日本における「西洋画」の保存修復 15 文化財保存修復学会 クバプロ 1110133574      709.1   /ﾌﾞﾝｶ    /15      

508 アートが地域を元気にする。 北海道教育大学岩見沢校 芸術・スポーツビジネス専攻  編北海道教育大学岩見沢校 芸術・スポーツビジネス専攻1110136114      709.1   /ﾎﾂｶ     /        

509 香川県の文化財 香川県教育委員会  編 香川県文化財保護協会 1110128806      709.182 /ｶｶﾞﾜ    /木村S   

510 文化京都:文化財講演集 京都府文化財保護基金  編 京都府文化財保護基金 1110136163      709.2   /ｷﾖｳ     /木村S   



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 18/39ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 和書

受入日付  ： 2017年02月01日～2017年03月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

511 古式の笑 大久保 泰  著 日本美術出版 1110130570      710     /ｵｵｸ     /木村S   

512 彫刻家との対話 酒井 忠康  著 未知谷 1110136429      710     /ｻｶｲ     /木村S   

513 彫刻とはなにか ハーバート・リード  著 日貿出版社 1110136296      710     /ﾘｰﾄﾞ    /木村S   

514 シローの旅 速水 史朗  著 生活の友社 1110128335      710.49  /ﾊﾔﾐ     /木村S   

515 日本彫刻史要 金森 遵  著 高桐書院 1110136684      712     /ｶﾅﾓ     /木村S   

516 現代彫刻 中原 佑介  著 美術出版社 1110135447      712     /ﾅｶﾊ     /木村S   

517 天空からの使者 小田 正行  著・〔作〕 現代思潮新社 1110132311      712.1   /ｵﾀﾞ     /木村S   

518 菅原二郎作品集 菅原 二郎  作 山木美術 1110132063      712.1   /ｽｶﾞﾜ    /木村S   

519 田邉三郎助彫刻史論集 田邉 三郎助  著 中央公論美術出版 1110130166      712.1   /ﾀﾅﾍﾞ    /木村S   

520 心の旅 西国三十三所 田主 誠  著 ［田主誠］ 1110132485      712.1   /ﾀﾇｼ     /木村S   

521 ブランクーシ 中原 佑介  著 美術出版社 1110134010      712.391 /ﾅｶﾊ     /木村S   

522 木彫り入門 木村 鉄雄  著 保育社 1110137955      713     /ｷﾑﾗ     /木村S   

523 仏像のきた道 久野 健  著 日本放送出版協会 1110134994      718     /ｸﾉ      /木村S   

524 運慶とバロックの巨匠たち 田中 英道  著 弓立社 1110135983      718     /ﾀﾅｶ     /木村S   

525 仏像百態 渡辺 照宏  著 淡交社 1110129663      718     /ﾜﾀﾅ     /木村S   

526 美の秘密 上原 和 〔ほか〕  著 日本放送出版協会 1110133046      718.1   /ｳｴﾊ     /木村S   

527 秘仏 十一面観音 丸山 尚一 〔ほか〕  編 平凡社 1110129697      718.3   /ﾏﾙﾔ     /木村S   

528 廃寺石仏抄 井口 正夫  著 木耳社 1110135637      718.4   /ｲｸﾞﾁ    /木村S   

529 へたっぴんの美学 今井 祝雄  著 ブレーンセンター 1110132121      718.4   /ｲﾏｲ     /木村S   

530 雲岡日記 長廣 敏雄  著 日本放送出版協会 1110135223      718.4   /ﾅｶﾞﾋ    /木村S   

531 問いなき回答 建畠 晢  著 五柳書院 1110132642      719     /ﾀﾃﾊ     /木村S   

532 フォルモロジー研究 田中 英道  著 美術出版社 1110131099      720.1   /ﾀﾅｶ     /木村S   

533 絵画について ディドロ [著] 岩波書店 1110137880      720.1   /ﾃﾞｲﾄﾞ   /木村S   

534 画家たちの原風景 堀尾 真紀子  著 日本放送出版協会 1110135876      720.28  /ﾎﾘｵ     /木村S   

535 亀井玄兵衛遺稿 亀井  玄兵衛 亀井玄兵衛遺稿刊行会 1110137526      720.4   /ｶﾒｲ     /木村S   

536 信濃デッサン館20年 窪島 誠一郎  著 平凡社 1110128202      720.4   /ｸﾎﾞｼ    /木村S   

537 抽象 難波田 龍起  著 緑地社 1110136205      720.4   /ﾅﾝﾊﾞ    /木村S   

538 西行桜 矢野 喜久男  著 かもがわ出版 1110132386      720.4   /ﾔﾉ      /木村S   

539 On the wall 小山泰三  著 小山泰三 1110129887      720.87  /ｺﾔﾏ     /木村S   

540 描かれた女たち 塩川 京子  著 朝日新聞社 1110131974      721.02  /ｼｵｶ     /木村S   



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 19/39ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 和書

受入日付  ： 2017年02月01日～2017年03月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

541 日本美術を見る眼 高階 秀爾  著 岩波書店 1110131727      721.02  /ﾀｶｼ     /木村S   

542 美術史の断面 武田恒夫先生古稀記念会  編 清文堂出版 1110136924      721.02  /ﾀｹﾀﾞ    /木村S   

543 雪村研究 赤澤 英二  著 中央公論美術出版 1110131362      721.3   /ｾﾂｿ     /木村S   

544 北斎万華鏡 中村 英樹  著 美術出版社 1110135348      721.8   /ｶﾂｼ     /木村S   

545 大津絵の美 鈴木 仁一  編 芳賀書店 1110130307      721.8   /ｽｽﾞｷ    /木村S   

546 画狂人北斎 瀬木 慎一  著 講談社 1110127055      721.8   /ｾｷﾞ     /木村S   

547 浮世繪 中井宗太郎  著 岩波書店 1110126859      721.8   /ﾅｶｲ     /木村S   

548 大津絵 ｺｽﾓﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ  編 光琳社出版 1110133327      721.82  /ｺｽﾓ     /        

549 現代日本の花鳥画 1 京都書院  〔編〕 京都書院 1110130661      721.9   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /木村S   

550 神坂雪佳の世界 コロナ・ブックス編集部  編 平凡社 1110131982      721.9   /ｺﾛﾅ     /木村S   

551 HideoNishiyama 西山 英雄  〔画〕 Galerie Yayoi 1110132303      721.9   /ﾆｼﾔ     /木村S   

552 明治花鳥画下絵集成 細野 正信  解説 京都書院 1110129762      721.9   /ﾎｿｶ     /木村S   

553 画論 古原 宏伸  著 明徳出版社 1110131073      722.2   /ｺﾊﾗ     /木村S   

554 インドの細密画 上野 照夫  著 中央公論美術出版 1110132055      722.5   /ｳｴﾉ     /木村S   

555 新 怖い絵 中野 京子  著 KADOKAWA 1110131388      723     /ﾅｶﾉ     /        

556 北方の画匠たち ブルクハルト  著 世界文学社 1110127303      723     /ﾌﾞﾙｸ    /木村S   

557 名画感応術 横尾 忠則  著 光文社 1110136692      723     /ﾖｺｵ     /木村S   

558 近代絵画史 上 高階 秀爾 著 中央公論新社 1110126552      723.02  /ﾀｶｼ     /木村S   

559 美術の流れ 八代 修次  著 三弥井書店 1110135546      723.02  /ﾔｼﾛ     /木村S   

560 近代繪畫 福島繁太郎  著 岩波書店 1110127071      723.07  /ﾌｸｼ     /木村S   

561 ベラスケス 座右宝刊行会  編 小学館 1110127089      723.08  /ｾｶｲ     /木村S   

562 ゴヤ 座右宝刊行会  編 小学館 1110127097      723.08  /ｾｶｲ     /木村S   

563 ターナー 座右宝刊行会  編 小学館 1110127105      723.08  /ｾｶｲ     /木村S   

564 ドラクロワ 座右宝刊行会  編 小学館 1110127113      723.08  /ｾｶｲ     /木村S   

565 コロー/クルーべ 座右宝刊行会  編 小学館 1110127121      723.08  /ｾｶｲ     /木村S   

566 マネ 座右宝刊行会  編 小学館 1110127139      723.08  /ｾｶｲ     /木村S   

567 ドガ 座右宝刊行会  編 小学館 1110127147      723.08  /ｾｶｲ     /木村S   

568 モネ 座右宝刊行会  編 小学館 1110127154      723.08  /ｾｶｲ     /木村S   

569 セザンヌ 座右宝刊行会  編 小学館 1110127170      723.08  /ｾｶｲ     /木村S   

570 ルノワール 座右宝刊行会  編 小学館 1110127188      723.08  /ｾｶｲ     /木村S   



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 20/39ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 和書
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No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

571 ゴーガン 座右宝刊行会  編 小学館 1110127196      723.08  /ｾｶｲ     /木村S   

572 ゴッホ 座右宝刊行会  編 小学館 1110127204      723.08  /ｾｶｲ     /木村S   

573 ロートレック 座右宝刊行会  編 小学館 1110127212      723.08  /ｾｶｲ     /木村S   

574 モディリアーニ/ユトリロ 座右宝刊行会  編 小学館 1110127220      723.08  /ｾｶｲ     /木村S   

575 モロー/ルドン 座右宝刊行会  編 小学館 1110127238      723.08  /ｾｶｲ     /木村S   

576 ムンク/クリムト 座右宝刊行会  編 小学館 1110127246      723.08  /ｾｶｲ     /木村S   

577 ルソー 座右宝 刊行会  編 小学館 1110127451      723.08  /ｾｶｲ     /木村S   

578 ボナール 座右宝 刊行会  編 小学館 1110127469      723.08  /ｾｶｲ     /木村S   

579 マティス 座右宝 刊行会  編 小学館 1110127477      723.08  /ｾｶｲ     /木村S   

580 ルオー 座右宝 刊行会  編 小学館 1110127485      723.08  /ｾｶｲ     /木村S   

581 クレー 座右宝 刊行会  編 小学館 1110127493      723.08  /ｾｶｲ     /木村S   

582 ピカソ 座右宝 刊行会  編 小学館 1110127501      723.08  /ｾｶｲ     /木村S   

583 ブラック・レジェ 座右宝刊行会  編 小学館 1110128137      723.08  /ｾｶｲ     /木村S   

584 シャガール 座右宝 刊行会  編 小学館 1110128228      723.08  /ｾｶｲ     /木村S   

585 ダリ 座右宝 刊行会  編 小学館 1110128319      723.08  /ｾｶｲ     /木村S   

586 ボッティチェルリ 座右宝刊行会  編 小学館 1110129077      723.08  /ｾｶｲ     /木村S   

587 レオナルド/ラファエルロ 座右宝刊行会  編 小学館 1110129085      723.08  /ｾｶｲ     /木村S   

588 ミケランジェロ 座右宝刊行会  編 小学館 1110129093      723.08  /ｾｶｲ     /木村S   

589 ジォルジオーネ/ティツィアーノ 座右宝刊行会  編 小学館 1110129101      723.08  /ｾｶｲ     /木村S   

590 デューラー/クラナッハ 座右宝刊行会  編 小学館 1110129127      723.08  /ｾｶｲ     /木村S   

591 ボス 座右宝刊行会  編 小学館 1110129135      723.08  /ｾｶｲ     /木村S   

592 ブリューゲル 座右宝刊行会  編 小学館 1110129143      723.08  /ｾｶｲ     /木村S   

593 ルーベンス/フェルメール 座右宝刊行会  編 小学館 1110129150      723.08  /ｾｶｲ     /木村S   

594 レンブラント 座右宝刊行会  編 小学館 1110129168      723.08  /ｾｶｲ     /木村S   

595 ワトー/シャルダン 座右宝刊行会  編 小学館 1110129176      723.08  /ｾｶｲ     /木村S   

596 デューラー 座右宝刊行会  編 集英社 1110133129      723.08  /ｾｶｲ     /木村S   

597 マティス 座右宝刊行会  編 集英社 1110133145      723.08  /ｾｶｲ     /木村S   

598 ミロ/カンディンスキー 座右宝刊行会  編 小学館 1110136288      723.08  /ｾｶｲ     /木村S   

599 世界の名画 第11 冨永 惣一 〔ほか〕  編 学習研究社 1110127360      723.087 /ｾｶｲ     /木村S   

600 レオナルド・ダ・ヴィンチ 田辺 清  著 平凡社 1110129309      723.087 /ﾍｲﾎﾞ    /木村S   



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 21/39ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 和書

受入日付  ： 2017年02月01日～2017年03月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

601 浅井忠白書 馬渕 礼子  著 短歌研究社 1110130042      723.1   /ｱｻｲ     /木村S   

602 修羅の画家 針生一郎  著 岩波書店 1110136858      723.1   /ｱﾍﾞ     /木村S   

603 あんがい おまる画集 あんがい おまる  絵・文 JDC 1110132089      723.1   /ｱﾝｶﾞ    /木村S   

604 石川晴久の夢景色 石川 晴久  画 鳳美社 1110138581      723.1   /ｲｼｶ     /木村S   

605 わが高槻や春の風:画文集 岩田 重義  著 白川書院 1110128095      723.1   /ｲﾜﾀ     /木村S   

606 亀岡百景 岩田 重義  著 白川書院 1110136585      723.1   /ｲﾜﾀ     /木村S   

607 大熊 峻：スケッチ・水彩画集 大熊 峻  〔画〕 〔出版者不明〕 1110129390      723.1   /ｵｵｸ     /木村S   

608 日本西洋画事始め 大沢 寛三  著 PHP研究所 1110136734      723.1   /ｵｵｻ     /木村S   

609 激動期のアヴァンギャルド 大谷 省吾  著 国書刊行会 1110133293      723.1   /ｵｵﾀ     /        

610 菊畑茂久馬 岡澤 浩太郎  編 カイカイキキ 1110135439      723.1   /ｵｶｻﾞ    /        

611 挑む 岡本 太郎  〔著〕 講談社 1110137310      723.1   /ｵｶﾓ     /木村S   

612 Lynks:レオナールとぼく 河村アートプロジェクト  編 河村アートプロジェクト 1110134879      723.1   /ｶﾜﾑ     /        

613 ちょっと昔の京都 木田 安彦  著 河出書房新社 1110138144      723.1   /ｷﾀﾞ     /木村S   

614 絹谷幸二 天空美術館 絹谷 幸二  〔画〕 絹谷幸二天空美術館 1110135074      723.1   /ｷﾇﾀ     /        

615 小出楢重 小出 楢重  [画] 新潮社 1110137989      723.1   /ｺｲﾃﾞ    /木村S   

616 早世の天才画家 酒井 忠康  著 中央公論社 1110130901      723.1   /ｻｶｲ     /木村S   

617 画風泥棒 佐々木 豊  著 芸術新聞社 1110136510      723.1   /ｻｻｷ     /木村S   

618 水芭蕉曼陀羅屏風絵 佐藤 多持  著・〔画〕 日貿出版社 1110132329      723.1   /ｻﾄｳ     /木村S   

619 谷原菜摘子 塩田 京子  編 ギャラリー16 1110134945      723.1   /ｼｵﾀﾞ    /        

620 津田周平画集 津田 周平  著画 津田周平画集出版刊行会編集室 1110132287      723.1   /ﾂﾀﾞ     /木村S   

621 浜田泰介水彩画集 中西 正巳  編 サンケイ新聞写真ニュースセンター 1110129838      723.1   /ﾅｶﾆ     /木村S   

622 藤波晃 作品集 田積 司郎  編 芸術科学研究会 1110128632      723.1   /ﾌｼﾞﾅ    /木村S   

623 松井正画集 松井正  〔画〕 松井正 1110133079      723.1   /ﾏﾂｲ     /木村S   

624 夢幻の刻 三尾 公三  著 便利堂 1110128608      723.1   /ﾐｵ      /木村S   

625 虚ろの私景 八島 正明  〔画〕 双光エシックス 1110135066      723.1   /ﾔｼﾏ     /        

626 自畫裸像 保田 龍門  著 形文社 1110137252      723.1   /ﾔｽﾀﾞ    /木村S   

627 山脇信徳:日本のモネと呼ばれた男 鍵岡 正謹  著 高知新聞社 1110132592      723.1   /ﾔﾏﾜ     /木村S   

628 風景画の出現 越 宏一  著 岩波書店 1110131578      723.3   /ｺｼ      /木村S   

629 アングル 鈴木 杜幾子   編 講談社 1110128897      723.3   /ﾆｼﾞﾕ    /木村S   

630 マネ 大島 清次  編 講談社 1110128905      723.3   /ﾆｼﾞﾕ    /木村S   



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 22/39ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 和書

受入日付  ： 2017年02月01日～2017年03月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

631 クレー 渡辺 俊夫   編 講談社 1110128913      723.3   /ﾆｼﾞﾕ    /木村S   

632 ロートレック 千葉 順  編 講談社 1110128921      723.3   /ﾆｼﾞﾕ    /木村S   

633 シャガール 高見 堅志郎  編 講談社 1110128939      723.3   /ﾆｼﾞﾕ    /木村S   

634 モディリアーニ 酒井 忠康  編 講談社 1110128947      723.3   /ﾆｼﾞﾕ    /木村S   

635 ムンク 稲冨 正彦  編 講談社 1110128962      723.3   /ﾆｼﾞﾕ    /木村S   

636 モネ 馬淵 明子  編 講談社 1110128970      723.3   /ﾆｼﾞﾕ    /木村S   

637 アメリカ近代美術の展開 村木 明  著 美術公論社 1110131016      723.3   /ﾑﾗｷ     /木村S   

638 ワーグマン日本素描集 清水 勲  編 岩波書店 1110135579      723.33  /ｼﾐｽﾞ    /木村S   

639 風景画家フリードリヒ ヘルベルト・フォン・アイネム  著 髙科書店 1110135397      723.34  /ｱｲﾈ     /木村S   

640 Adolf Wolfli Adolf Wolfli  画 Lampoon House 1110127774      723.345 /ﾍﾞﾙﾌ    /        

641 ミュシャのすべて KADOKAWA 編 角川書店 1110134796      723.348 /ｶﾄﾞｶ    /        

642 セザンヌとその時代 浅野 春男  著 東信堂 1110135496      723.35  /ｱｻﾉ     /木村S   

643 フランス絵画史 高階 秀爾 著 講談社 1110131453      723.35  /ﾀｶｼ     /木村S   

644 マティスとルオー 友情の手紙 ジャクリーヌ・マンク  編 みすず書房 1110135330      723.35  /ﾏﾃｲ     /        

645 思想史としてのゴッホ 木下 長宏  著 学芸書林 1110130109      723.359 /ｺﾞﾂﾎ    /木村S   

646 ゴッホの遺言 小林 英樹  著 情報センター出版局 1110134192      723.359 /ｺﾞﾂﾎ    /木村S   

647 ゴッホの眼 高階 秀爾  著 青土社 1110134515      723.359 /ﾀｶｼ     /木村S   

648 オランダ・ベルギー絵画紀行 下 フロマンタン  著 岩波書店 1110136718      723.359 /ﾌﾛﾏ     /木村S   

649 オランダ・ベルギー絵画紀行 上 フロマンタン  著 岩波書店 1110137336      723.359 /ﾌﾛﾏ     /木村S   

650 ヴァシリー・カンディンスキー ペーター・アンセルム・リードル  著 PARCO出版 1110132840      723.38  /ｶﾝﾃﾞ    /木村S   

651 デューラー 前川 誠郎  著 岩崎美術社 1110136643      723.4   /ﾏｴｶ     /木村S   

652 フランス画家の印象 福島 繁太郎  編 毎日新聞社 1110134820      723.5   /ﾌｸｼ     /木村S   

653 十九世紀仏国絵画史 リヒャルド・ムウテル  著 甲鳥書林 1110137088      723.5   /ﾑｳﾃ     /木村S   

654 ウォーホル日記 上 パット・ハケット  編 文藝春秋 1110135843      723.53  /ﾊｹﾂ     /木村S   

655 ウォーホル日記 下 パット・ハケット  編 文藝春秋 1110135868      723.53  /ﾊｹﾂ     /木村S   

656 カナの饗宴 大久保 泰  編 美術出版社 1110137013      723.7   /ｵｵｸ     /木村S   

657 微笑の構造 田中 英道  著 小学館 1110130281      723.7   /ﾀﾅｶ     /木村S   

658 画家のための処方箋 ロバート マッセイ  著 かもがわ出版 1110132394      724     /ﾏﾂｾ     /木村S   

659 日本画 大野 俶嵩  著 日本放送出版協会 1110134366      724.1   /ｵｵﾉ     /木村S   

660 ヨーロッパの色彩 ミシェル・パストゥロー  著 パピルス 1110130133      724.7   /ﾊﾟｽﾄ    /木村S   



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 23/39ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 和書

受入日付  ： 2017年02月01日～2017年03月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

661 パステルの詩 みやざき ひろ  著・画 パステルの館 1110128616      725.4   /ﾐﾔｻﾞ    /木村S   

662 能勢伝神拳秘伝ノ書 小笠原 周  著 小笠原周 1110134903      726     /ｵｶﾞｻ    /        

663 『カワラブレイカーと少年』 小笠原 周  著 小笠原周 1110134911      726     /ｵｶﾞｻ    /        

664 少女マンガにおけるホモセクシュアリティ 山田 田鶴子  著 ワイズ出版 1110131909      726.1   /ﾔﾏﾀﾞ    /木村S   

665 イラストレーションファイル 2014 上巻 illustration編集部  編 玄光社 1110133665      726.5   /ｲﾗｽ     /2014-1  

666 イラストレーションファイル 2014 下巻 illustration編集部  編 玄光社 1110133673      726.5   /ｲﾗｽ     /2014-2  

667 年鑑日本のイラストレーション 76 第一出版センター  編 講談社 1110129465      726.5   /ﾀﾞｲｲ    /木村S   

668 ふたり 中辻 悦子  絵 クレヨンハウス 1110133939      726.6   /ﾅｶﾂ     /        

669 ピカソに見せたい！ 山本 容子  著 筑摩書房 1110131180      726.7   /ﾔﾏﾓ     /木村S   

670 100 posters of Tadanori Yokoo 第一出版センター  編 講談社 1110129853      727     /ﾀﾞｲｲ    /木村S   

671 虚と実のはざまで 早川 良雄  講話 大阪府 1110133913      727.04  /ﾊﾔｶ     /木村S   

672 亀倉雄策 亀倉 雄策  〔作〕 ギンザ・グラフィック・ギャラリー 1110132543      727.087 /ｶﾒｸ     /木村S   

673 木田安彦 木田 安彦  〔作〕（1944-） ギンザ・グラフィック・ギャラリー 1110132477      727.087 /ｷﾀﾞ     /木村S   

674 莫山美学 榊 莫山  著 世界文化社 1110134259      728.04  /ｻｶｷ     /木村S   

675 年鑑・書道 '80 堀江 知彦  監修 美術新聞社 1110132196      728.059 /ﾎﾘｴ     /木村S   

676 新制書道講座 本科1 東京書道教育会  〔編〕 東京書道教育会 1110132204      728.08  /ﾄｳｷ     /木村S   

677 新制書道講座 本科2 東京書道教育会  〔編〕 東京書道教育会 1110132212      728.08  /ﾄｳｷ     /木村S   

678 新制書道講座 本科3 東京書道教育会  〔編〕 東京書道教育会 1110132220      728.08  /ﾄｳｷ     /木村S   

679 新制書道講座 本科4 東京書道教育会  〔編〕 東京書道教育会 1110132238      728.08  /ﾄｳｷ     /木村S   

680 新制書道講座 本科5 東京書道教育会  〔編〕 東京書道教育会 1110132246      728.08  /ﾄｳｷ     /木村S   

681 新制書道講座 本科6 東京書道教育会  〔編〕 東京書道教育会 1110132253      728.08  /ﾄｳｷ     /木村S   

682 新制書道講座 本科・別巻 東京書道教育会  〔編〕 東京書道教育会 1110132261      728.08  /ﾄｳｷ     /木村S   

683 透写式手本集（本科 別巻 東京書道教育会  〔編〕 東京書道教育会 1110132279      728.08  /ﾄｳｷ     /木村S   

684 信濃川治水紀巧碑 比田井 天来  書 天来の会 1110130679      728.21  /ﾋﾀﾞｲ    /木村S   

685 鈴木翠軒筆「万葉千首」作品集:日本芸術院所蔵 田原市博物館  編 田原市博物館 1110134697      728.216 /ﾀﾊﾗ     /        

686 文房四宝硯の話 榊莫山 著 角川書店 1110137542      728.3   /ｻｶｷ     /木村S   

687 版画の技法 吉田 穂高 〔ほか〕  著 美術出版社 1110130489      731     /ﾖｼﾀﾞ    /木村S   

688 高柳 裕 版画作品集:1970-2016 高柳 裕 著 阿部出版 1110135629      732.1   /ﾀｶﾔ     /        

689 長谷川潔の世界  中 2 猿渡紀代子  著 有隣堂 1110134424      732.1   /ﾊｾｶﾞ    /木村S   

690 星襄一自選作品集 「版画藝術」編集部 編 阿部出版 1110133392      732.1   /ﾎｼ      /        



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 24/39ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 和書

受入日付  ： 2017年02月01日～2017年03月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

691 版画風土記 沖縄 儀間 比呂志  著 〔出版者不明〕 1110134382      733     /ｷﾞﾏ     /木村S   

692 出会いのふろしき 清田 雄司  著 東方出版 1110136551      733.04  /ｷﾖﾀ     /木村S   

693 銅版画師ウィリアム・ブレイク 潮江 宏三  著 京都書院 1110134739      735     /ｼｵｴ     /木村S   

694 パリと私 浜口 陽三  著 玲風書房 1110130968      735     /ﾊﾏｸﾞ    /木村S   

695 印章教室 榊 莫山  著 創元社 1110134358      739     /ｻｶｷ     /木村S   

696 動物・植物写真と日本近代絵画 中川 馨  著 思文閣出版 1110134218      740.21  /ﾅｶｶﾞ    /木村S   

697 写真論と写心論 森永 純 〔ほか〕  ［述］ 工作舎 1110126750      740.4   /ﾓﾘﾅ     /木村S   

698 カメラ・オブスキュラの時代 中川 邦昭  著 筑摩書房 1110136791      742.5   /ﾅｶｶﾞ    /木村S   

699 ニューイメージテクニック 小本 章  編著 美術出版社 1110130547      743     /ｺﾓﾄ     /木村S   

700 美術写真入門 中川 邦昭  著 美術出版社 1110128780      743.7   /ﾅｶｶﾞ    /木村S   

701 続ポートレート一筋 尾内 七郎  著・〔撮〕 〔オウチ写真場〕 1110144381      748     /ｵｳﾁ     /木村S   

702 montefrio 大山 洋二  著・〔撮〕 創元社 1110129283      748     /ｵｵﾔ     /木村S   

703 〈見ること〉と〈写真を見ること〉 櫻井 拓  編 カスヤの森現代美術館 1110134648      748     /ｻｸﾗ     /        

704 光の欠落が地面に届くとき 距離が奪われ距離が生まれる 鷹野 隆大  著 エディション・ノルト 1110134655      748     /ﾀｶﾉ     /        

705 工藝文化 柳 宗悦 岩波書店 1110131347      750     /ﾔﾅｷﾞ    /木村S   

706 21世紀は工芸がおもしろい 福本 繁樹  編 求龍堂 1110132576      750.21  /ﾌｸﾓ     /木村S   

707 現代の工芸 : 生活との結びつきを求めて 前田泰次 著 岩波書店 1110138227      750.4   /ﾏｴﾀﾞ    /木村S   

708 世界クラフト会議・京都 第8回 第8回世界クラフト会議・京都実行委員会 第8回世界クラフト会議・京都実行委員会 1110130695      750.6   /ｾｶｲ     /木村S   

709 工芸の道 柳宗悦  〔著〕 春秋社 1110132873      750.8   /ﾔﾅｷﾞ    /1       

710 大津絵 柳宗悦  〔著〕 春秋社 1110133269      750.8   /ﾔﾅｷﾞ    /10      

711 手仕事の日本 柳宗悦  〔著〕 春秋社 1110132881      750.8   /ﾔﾅｷﾞ    /2       

712 工芸文化 柳宗悦  〔著〕 春秋社 1110132899      750.8   /ﾔﾅｷﾞ    /3       

713 朝鮮とその芸術 柳宗悦  〔著〕 春秋社 1110132907      750.8   /ﾔﾅｷﾞ    /4       

714 沖縄の人文 柳宗悦  〔著〕 春秋社 1110133202      750.8   /ﾔﾅｷﾞ    /5       

715 茶と美 柳宗悦  〔著〕 春秋社 1110133210      750.8   /ﾔﾅｷﾞ    /6       

716 民と美 柳宗悦  〔著〕 春秋社 1110133236      750.8   /ﾔﾅｷﾞ    /7       

717 物と美 柳宗悦  〔著〕 春秋社 1110133244      750.8   /ﾔﾅｷﾞ    /8       

718 木喰上人 柳宗悦  〔著〕 春秋社 1110133251      750.8   /ﾔﾅｷﾞ    /9       

719 陶芸  坪井明日香 坪井明日香  著 日本放送出版協会 1110134853      750.87  /ﾂﾎﾞｲ    /木村S   

720 マイセンへの道 三杉 隆敏  著 東京書籍 1110128244      751     /ﾐｽｷﾞ    /木村S   



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 25/39ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 和書

受入日付  ： 2017年02月01日～2017年03月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

721 京焼の名工・青木木米の生涯 杉田 博明  著 新潮社 1110134309      751.1   /ｱｵｷ     /木村S   

722 壷屋のひとりごと 近藤 金吾  著 光琳社 1110133053      751.1   /ｺﾝﾄﾞ    /木村S   

723 陶芸家の随想 清水六兵衛（六世）  著 天心社刊行会 1110134986      751.1   /ｼﾐｽﾞ    /木村S   

724 悼 2 関谷 興仁  著 朝露館 1110129242      751.1   /ｾｷﾔ     /木村S   

725 濱田庄司 水尾 比呂志  編・著 講談社 1110132501      751.1   /ﾐｽﾞﾉ    /木村S   

726 ちゃわんや 樂 吉左衛門  著 淡交社 1110135934      751.1   /ﾗｸ      /木村S   

727 陶の語り部 脇田 宗孝  著 奈良新聞社 1110130539      751.1   /ﾜｷﾀ     /木村S   

728 自選富本憲吉作品集 富本 憲吉  著 朝日新聞社 1110129713      751.3   /ﾄﾐﾓ     /木村S   

729 陶磁の道 三上 次男  著 岩波書店 1110132014      751.3   /ﾐｶﾐ     /木村S   

730 アフリカの陶工たち 森 淳  著 中央公論社 1110137161      751.3   /ﾓﾘ      /木村S   

731 ペルシアのやきもの 吉田 光邦  著 淡交社 1110129846      751.3   /ﾖｼﾀﾞ    /木村S   

732 インドネシアの野焼土器 川崎 千足  著 京都書院 1110135553      751.4   /ｶﾜｻ     /木村S   

733 ガラスの話 由水 常雄  著 新潮社 1110130471      751.5   /ﾖｼﾐ     /木村S   

734 うるしの話 松田 権六  著 岩波書店 1110132006      752     /ﾏﾂﾀﾞ    /木村S   

735 高台寺蒔絵 京都国立博物館  編 京都国立博物館 1110129457      752.6   /ｷﾖｳ     /木村S   

736 図説琉球の染めと織り 児玉 絵里子  著 河出書房新社 1110130349      753     /ｺﾀﾞﾏ    /木村S   

737 染織のこころ 中島 孝  著 時事通信社 1110136353      753     /ﾅｶｼﾞ    /木村S   

738 讀書瑣記 吉田 光邦  著 淡交社 1110131842      753     /ﾖｼﾀﾞ    /木村S   

739 タピストリーを視る 朝倉 美津子  著 東方出版 1110132402      753.3   /ｱｻｸ     /木村S   

740 安陪寿恵:絣作品集 角秋 勝治  編 〔アートわかば〕 1110128624      753.3   /ｱﾍﾞ     /木村S   

741 onagi 熊谷 寿美子  著 アートスペース虹 1110134267      753.3   /ｸﾏｶﾞ    /        

742 緞帳物語 寺石 正作  著 染色と生活社 1110133111      753.3   /ﾃﾗｲ     /木村S   

743 中村彦之:Tapestry 作品集 中村 彦之  〔作〕 〔出版者不明〕 1110132071      753.3   /ﾅｶﾑ     /木村S   

744 インターテクスチュアリティ 長野 五郎  〔作〕・著 美学出版 1110126529      753.3   /ﾅｶﾞﾉ    /木村S   

745 ハルマッタンの空の下 井関 和代  著 いんてる社 1110134523      753.8   /ｲｾｷ     /木村S   

746 染めもの 岡村  吉右衛門  著 美術出版社 1110132188      753.8   /ｵｶﾑ     /木村S   

747 布・染み染み 福本 繁樹  著・〔作〕 光琳社出版 1110133061      753.8   /ﾌｸﾓ     /木村S   

748 インドネシアの金更紗 吉本 忍  編 講談社 1110129812      753.8   /ﾖｼﾓ     /木村S   

749 デザインとは何か : 伝統美と現代 秋岡芳夫 著 講談社 1110137823      757     /ｱｷｵ     /木村S   

750 巨匠エットレ・ソットサス ミルコ・カルボーニ  編 鹿島出版会 1110134184      757     /ｶﾙﾎﾞ    /木村S   



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 26/39ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 和書

受入日付  ： 2017年02月01日～2017年03月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

751 デザイン快想録・福田繁雄 福田 繁雄  著 誠文堂新光社 1110128723      757     /ﾌｸﾀﾞ    /木村S   

752 美の構成学 : バウハウスからフラクタルまで 三井秀樹 著 中央公論社 1110137849      757     /ﾐﾂｲ     /木村S   

753 美の構成学 : バウハウスからフラクタルまで 三井秀樹 著 中央公論社 1110137948      757     /ﾐﾂｲ     /木村S   

754 暮らしの色彩 神戸 文子  著 保育社 1110131156      757.4   /ｶﾝﾍﾞ    /木村S   

755 色彩の美学 塚田 敢  著 白水社 1110132691      757.4   /ﾂｶﾀﾞ    /木村S   

756 英国カントリーファーニチャ 鍵和田 務  著 家具の歴史館 1110130737      758     /ｶｷﾞﾜ    /木村S   

757 叡聲論攷仏教学・音楽論文集 片岡 義道  編 国書刊行会 1110137328      760.4   /ｶﾀｵ     /木村S   

758 音楽の体験と思索 酒井 諄  著 音楽之友社 1110135314      760.4   /ｻｶｲ     /木村S   

759 平安京:音の宇宙 中川 真  著 平凡社 1110131560      760.4   /ﾅｶｶﾞ    /木村S   

760 音楽美の世界 福井 栄一郎  著 創文社 1110130869      761.1   /ﾌｸｲ     /木村S   

761 観光の二〇世紀 石森 秀三 編 ドメス出版 1110138201      762     /ｲｼﾓ     /木村S   

762 二〇世紀の音 桜井哲男 編 ドメス出版 1110138185      762     /ｻｸﾗ     /木村S   

763 ピアノにもらった幸せ 十川 奈都子  講話 ブレーンセンター 1110133764      762.1   /ｿｶﾞﾜ    /木村S   

764 西洋音楽思想の近代 三浦 信一郎  著 三元社 1110127824      762.3   /ﾐｳﾗ     /木村S   

765 マーラー テオドール・W.アドルノ  著 法政大学出版局 1110135413      762.346 /ｱﾄﾞﾙ    /木村S   

766 モーツァルトのザルツブルク 海老沢 敏  著 音楽之友社 1110137674      762.346 /ｴﾋﾞｻ    /木村S   

767 マーラー万華鏡 桜井 健二  著 芸術現代社 1110134671      762.346 /ｻｸﾗ     /木村S   

768 能音楽の研究・地方と中央 山口 庄司  著 音楽之友社 1110130299      768.4   /ﾔﾏｸﾞ    /木村S   

769 生き生きて地唄旅 菊棚 月清  講話 大阪府 1110133715      768.57  /ｷｸﾀ     /木村S   

770 20世紀の舞踊 神澤 和夫  著 未来社 1110137286      769     /ｶﾐｻﾞ    /木村S   

771 舞踊における美への視点 金城 光子  著 九州大学出版会 1110136668      769     /ｷﾝｼﾞ    /木村S   

772 舞わせてもらいます 山村  楽正  講話 大阪府 1110132758      769.1   /ﾔﾏﾑ     /木村S   

773 劇と人生 菅 泰男  講話 ブレーンセンター 1110133871      770.4   /ｽｶﾞ     /木村S   

774 随筆集 野瀬 通雄  著 〔野瀬通雄〕 1110131891      770.49  /ﾉｾ      /木村S   

775 演劇学の基本問題 小畠 元雄  著 風間書房 1110133095      771     /ｵﾊﾞﾀ    /木村S   

776 演劇の本質 アンリ・グイエ  〔著〕 ティビーエス・ブリタニカ 1110136965      771     /ｸﾞｲｴ    /木村S   

777 演技する精神 山崎 正和  著 中央公論社 1110131834      771.7   /ﾔﾏｻﾞ    /木村S   

778 日本藝能の起源 山上 伊豆母  著 大和書房 1110137005      772.1   /ﾔﾏｶﾞ    /木村S   

779 能苑逍遥 上 天野 文雄  著 大阪大学出版会 1110131602      773     /ｱﾏﾉ     /木村S   

780 能苑逍遥 下 天野 文雄  著 大阪大学出版会 1110132816      773     /ｱﾏﾉ     /木村S   



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 27./39ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 和書

受入日付  ： 2017年02月01日～2017年03月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

781 現代能楽講義 : 能と狂言の魅力と歴史についての十講 天野文雄 著 大阪大学出版会 1110138425      773     /ｱﾏﾉ     /木村S   

782 世阿弥がいた場所 天野 文雄  著 ぺりかん社 1110135264      773.2   /ｱﾏﾉ     /木村S   

783 壬生狂言 壬生寺  編 淡交社 1110128087      773.9   /ﾐﾌﾞﾃﾞ   /木村S   

784 宝塚に生きて半世紀 内海 重典  講話 ブレーンセンター 1110133830      775.4   /ｳﾂﾐ     /木村S   

785 映画芸術への招待 杉山 平一  著 編集工房ノア 1110137351      778     /ｽｷﾞﾔ    /木村S   

786 映像人類学 ポール・ホッキングズ  編 日本映像記録センター 1110130190      778     /ﾎﾂｷ     /木村S   

787 映画芸術への招待 杉山 平一  著 講談社 1110126925      778.1   /ｽｷﾞﾔ    /木村S   

788 現代映画講義 大寺 眞輔  編著 青土社 1110132600      778.2   /ｵｵﾃﾞ    /木村S   

789 勅使河原宏カタログ 草月出版編集部 編著 草月出版 1110137435      778.21  /ﾃｼｶﾞ    /木村S   

790 レインボーマン:ダイヤモンド・アイ:コンドールマン大全 川内 康範  原著 双葉社 1110128582      778.8   /ｶﾜｳ     /        

791 見世物からテレビへ 加藤 秀俊  著 岩波書店 1110126875      779.021 /ｶﾄｳ     /木村S   

792 玉造日の出通り三光館 藤田 富美恵  著 玉造稲荷神社 1110134705      779.14  /ﾌｼﾞﾀ    /木村S   

793 茶花こよみ 中川 邦昭  著 文化出版局 1110132832      791.6   /ﾅｶｶﾞ    /木村S   

794 花の教室 チューリップ 草月出版  編 草月出版 1110130356      793     /ｿｳｹﾞ    /木村S   

795 花の教室 かすみそう 草月出版  編 草月出版 1110130364      793     /ｿｳｹﾞ    /木村S   

796 花かぶきの美学 吉田 泰巳  著 淡交社 1110136007      793     /ﾖｼﾀﾞ    /木村S   

797 目眩めく生命の祭 広瀬 典丈  著 エディット・パルク 1110128178      793.2   /ﾋﾛｾ     /木村S   

798 象形文字入門 加藤 一朗  著 中央公論社 1110126826      801.1   /ｶﾄｳ     /木村S   

799 音声学 ベルティル・マルンベリ  著 白水社 1110126792      801.1   /ﾏﾙﾝ     /木村S   

800 意味論 ピエール・ギロー  著 白水社 1110126669      801.2   /ｷﾞﾛｰ    /木村S   

801 修辞学論集 木曽 明子 〔ほか〕  訳 京都大学学術出版会 1110131610      801.6   /ｷｿ      /木村S   

802 実戦・世界言語紀行 梅棹 忠夫  著 岩波書店 1110137120      804     /ｳﾒｻ     /木村S   

803 日本語のこころ 渡部 昇一  著 講談社 1110126966      810.4   /ﾜﾀﾅ     /木村S   

804 湖畔（インメンゼー） シュトルム  著 郁文堂 1110132139      847.7   /ｼﾝﾒ     /木村S   

805 Let's Try! ヒエログリフ 松本弥  著 弥呂久 1110135884      894.2   /ﾏﾂﾓ     /木村S   

806 文学序説 桑原 武夫  著 岩波書店 1110131123      901     /ｸﾜﾊﾞ    /木村S   

807 文藝のジャンル 竹内 敏雄  著 弘文堂 1110137104      901     /ﾀｹｳ     /木村S   

808 アリストテレス「詩学」の研究 下 當津 武彦  著 大阪大学出版会 1110135256      901.1   /ﾄｳｽﾞ    /木村S   

809 言語物質論 い 松岡 正剛  ［述］ 工作舎 1110126693      901.1   /ﾏﾂｵ     /木村S   

810 現代文学と美術における自我の喪失 ワイリー・サイファー  著 河出書房新書 1110128954      902     /ｻｲﾌ     /木村S   



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 28./39ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 和書

受入日付  ： 2017年02月01日～2017年03月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

811 王朝 第十冊 王朝文学協会  編 青葉図書 1110137997      910.23  /ｵｳﾁ     /木村S   

812 日本近世文学研究の新領域 宗政 五十緒  編 思文閣出版 1110132709      910.25  /ﾑﾈﾏ     /木村S   

813 戦後史の空間 磯田 光一  著 新潮社 1110133863      910.26  /ｲｿﾀﾞ    /木村S   

814 回想 戦後の文学 谷田 昌平  著 筑摩書房 1110130984      910.26  /ﾀﾆﾀﾞ    /木村S   

815 語る言葉、起つ言葉 山縣 煕  著 蜘蛛出版社 1110128798      910.26  /ﾔﾏｶﾞ    /木村S   

816 曖昧への冒険 山崎 正和  著 新潮社 1110136379      910.26  /ﾔﾏｻﾞ    /木村S   

817 足立巻一 東秀三 著 編集工房ノア 1110138383      910.268 /ｱｽﾞﾏ    /木村S   

818 生涯助ッ人 川内 康範  著 集英社 1110129432      910.268 /ｶﾜｳ     /        

819 一葉語録 佐伯 順子  編 岩波書店 1110138078      910.268 /ｻｴｷ     /木村S   

820 回想の室生犀星 田辺 徹  著 博文館新社 1110134135      910.268 /ﾀﾅﾍﾞ    /木村S   

821 夏目漱石 小宮 豊隆  著 岩波書店 1110128483      910.28  /ｺﾐﾔ     /木村S   

822 父・萩原朔太郎 萩原 葉子  著 角川書店 1110131339      910.28  /ﾊｷﾞﾜ    /木村S   

823 稲垣足穂さん 松岡 正剛  ［述］ 工作舎 1110126743      910.28  /ﾏﾂｵ     /木村S   

824 語文叢誌 田中 裕 著 田中裕先生の御退職を記念する会 1110136072      910.4   /ﾀﾅｶ     /木村S   

825 映ろひと戯れ 浅沼 圭司  著 小沢書店 1110134788      911.142 /ｱｻﾇ     /木村S   

826 悠久の五十首 和泉 久子  著 新潟日報事業社 1110133657      911.168 /ｱｲｽﾞ    /木村S   

827 グレゴリオ聖歌 板倉 玲二  著 砂子屋書房 1110128327      911.168 /ｲﾀｸ     /木村S   

828 浮雲 信ヶ原 綾  著 青磁社 1110134341      911.168 /ｼｶﾞﾊ    /木村S   

829 高安和子作品集 高安 和子  著 ながらみ書房 1110137807      911.168 /ﾀｶﾔ     /木村S   

830 宇宙浪漫主義へ:横田利平歌集 横田 利平  著 ［横田利平］ 1110134978      911.168 /ﾖｺﾀ     /木村S   

831 万葉の花100選 大貫 茂  著 淡交社 1110128152      911.25  /ｵｵﾇ     /木村S   

832 芭蕉を読む:対談 遠藤 嘉基  編 創拓社 1110137187      911.32  /ｴﾝﾄﾞ    /木村S   

833 なにわ住 田畑 美穂女  講話 ブレーンセンター 1110137427      911.36  /ﾀﾊﾞﾀ    /木村S   

834 千年の葡萄 佐治 玄鳥  著 角川書店 1110134580      911.368 /ｻｼﾞ     /木村S   

835 仙翁花 佐治 玄鳥  著 朝日新聞社 1110136304      911.368 /ｻｼﾞ     /木村S   

836 ピカソが判ると俳句が判る 高峯 秀樹  著 JDC出版 1110138169      911.368 /ﾀｶﾐ     /木村S   

837 多田道太郎句集 多田 道太郎  著 芸林書房 1110138052      911.368 /ﾀﾀﾞ     /木村S   

838 詩への接近 杉山 平一  著 幻想社 1110137377      911.5   /ｽｷﾞﾔ    /木村S   

839 北園町九十三番地 山田 稔  著 編集工房ノア 1110132766      911.52  /ﾔﾏﾀﾞ    /木村S   

840 動物の舌 亜騎 保  著 岡本書房 1110126578      911.56  /ｱｷ      /木村S   



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 29./39ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 和書

受入日付  ： 2017年02月01日～2017年03月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

841 露きらめく 岡部 伊都子 〔ほか〕  著 創元社 1110128426      911.56  /ｵｶﾍﾞ    /木村S   

842 余白のランナー 建畠 晢  著 思潮社 1110132493      911.56  /ﾀﾃﾊ     /木村S   

843 石の夢 原 和子  著 編集工房ノア 1110136544      911.56  /ﾊﾗ      /木村S   

844 今晩は美しゅうございます 日高 てる  著 思潮社 1110131552      911.56  /ﾋﾀﾞｶ    /木村S   

845 詩歌のふるさと 兵庫県写真作家協会  編 のじぎく文庫 1110136346      911.56  /ﾋﾖｳ     /木村S   

846 異界からの客人 福井 久子  著 思潮社 1110132360      911.56  /ﾌｸｲ     /木村S   

847 名前を呼ぶ 福田 和夫  著 深夜叢書社 1110137492      911.56  /ﾌｸﾀﾞ    /木村S   

848 詩と思想:詩人集 2012 「詩と思想」編集委員会  著 土曜美術社出版販売 1110131511      911.568 /ｼﾄｼ     /木村S   

849 近松への招待 鳥越 文蔵 〔ほか〕  著 岩波書店 1110131966      912.4   /ﾄﾘｺﾞ    /木村S   

850 少女裸像・猫とモラエス 庄野 英二  著 編集工房ノア 1110134457      912.6   /ｼﾖｳ     /木村S   

851 仮名手本ハムレット 堤 春恵  著 文芸春秋 1110137641      912.6   /ﾂﾂﾐ     /木村S   

852 木像磔刑 山崎 正和  著 河出書房新社 1110134838      912.6   /ﾔﾏｻﾞ    /木村S   

853 ガラスの一角獣 綾羽 一紀  著 JDC 1110136361      913.6   /ｱﾔﾊﾞ    /木村S   

854 ソフィアの秋 五木寛之 著 講談社 1110137385      913.6   /ｲﾂｷ     /木村S   

855 無名の南画家 加藤 一雄  著 三彩社 1110134689      913.6   /ｶﾄｳ     /木村S   

856 骨まで愛して 川内 康範  著 廣済堂出版 1110128574      913.6   /ｶﾜｳ     /        

857 百間先生月を踏む 久世 光彦  著 朝日新聞社 1110137922      913.6   /ｸｾﾞ     /木村S   

858 寂明の庭 田能 千世子  著 編集工房ノア 1110137856      913.6   /ﾀﾉｳ     /木村S   

859 凩の声よりも遠く : 人間と美術の物語 中川友吉 著 淡交社 1110138342      913.6   /ﾅｶｶﾞ    /木村S   

860 芸術家たちの秘めた恋 中野 京子  著 集英社 1110133921      913.6   /ﾅｶﾉ     /        

861 神武軍、大阪へ上陸す 福田 紀一  著 福武書店 1110137518      913.6   /ﾌｸﾀﾞ    /木村S   

862 通天閣の下の赤ちゃん 増井 英  著 編集工房ノア 1110134127      913.6   /ﾏｽｲ     /木村S   

863 槐多よねむれ 山田 幸平  著 編集工房ノア 1110134085      913.6   /ﾔﾏﾀﾞ    /木村S   

864 白夜 朝霧の章 渡辺 淳一  著 中央公論社 1110137617      913.6   /ﾜﾀﾅ     /木村S   

865 白夜 彷徨の章 渡辺 淳一  著 中央公論社 1110137625      913.6   /ﾜﾀﾅ     /木村S   

866 白夜 青芝の章 渡辺 淳一  著 中央公論社 1110137633      913.6   /ﾜﾀﾅ     /木村S   

867 ペンと筆 弓削 則之  著 〔出版社不明〕 1110134374      914     /ﾕｹﾞ     /木村S   

868 対論「日本探求」 梅棹 忠夫  編 講談社 1110130992      914.6   /ｳﾒｻ     /木村S   

869 賀茂川のほとりで 岡部 伊都子  著 毎日新聞社 1110130885      914.6   /ｵｶﾍﾞ    /木村S   

870 賀茂川のほとりで 完 岡部 伊都子  著 毎日新聞社 1110136569      914.6   /ｵｶﾍﾞ    /木村S   



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 30./39ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 和書

受入日付  ： 2017年02月01日～2017年03月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

871 現代人の可能性・古典と現代 河上 徹太郎  著 筑摩書房 1110134929      914.6   /ｶﾜｶ     /木村S   

872 ディアボロの歌 小島 輝正  著 編集工房ノア 1110128293      914.6   /ｺｼﾞﾏ    /木村S   

873 X氏との対話 小島 信夫 著 立風書房 1110138094      914.6   /ｺｼﾞﾏ    /木村S   

874 人と作品 小宮 豊隆  著 小山書店 1110134804      914.6   /ｺﾐﾔ     /木村S   

875 歴史の舞台 司馬 遼太郎  著 中央公論社 1110128301      914.6   /ｼﾊﾞ     /木村S   

876 ある運命について 司馬 遼太郎  著 中央公論社 1110129937      914.6   /ｼﾊﾞ     /木村S   

877 詩と映画と人生 杉山 平一  講話 ブレーンセンター 1110137401      914.6   /ｽｷﾞﾔﾏ   /木村S   

878 消えゆく幻燈 竹中 郁  著 編集工房ノア 1110133228      914.6   /ﾀｹﾅ     /木村S   

879 王さまが裸で歩いとるわ 田島 征彦  著 晶文社 1110129119      914.6   /ﾀｼﾞﾏ    /木村S   

880 愚者の機械学 種村 季弘  著 青土社 1110127766      914.6   /ﾀﾈﾑ     /        

881 アヴァンギャルド芸術 花田清輝 著 未来社 1110138557      914.6   /ﾊﾅﾀﾞ    /木村S   

882 神戸文芸雑兵物語 林 喜芳  著 冬鵲房 1110129671      914.6   /ﾊﾔｼ     /        

883 狸ばやし 富士 正晴  著 編集工房ノア 1110128285      914.6   /ﾌｼﾞ     /木村S   

884 愛をひもとく : 文学を道しるべとして 真野 さよ  講話 ブレーンセンター 1110137393      914.6   /ﾏﾉ      /木村S   

885 透きとおった迷宮 吉田 直哉  著 文藝春秋 1110131008      914.6   /ﾖｼﾀﾞ    /木村S   

886 カメラ 日本 空の縦断 串田 孫一  文 淡交社 1110129754      915.6   /ｸｼﾀﾞ    /木村S   

887 歴史と文明の旅 下 小松 左京  〔著〕 講談社 1110137344      915.6   /ｺﾏﾂ     /木村S   

888 街道をゆく 十五 司馬 遼太郎  著 朝日新聞社 1110130927      915.6   /ｼﾊﾞ     /木村S   

889 街道をゆく 十六 司馬 遼太郎  著 朝日新聞社 1110130935      915.6   /ｼﾊﾞ     /木村S   

890 街道をゆく 十七 司馬 遼太郎  著 朝日新聞社 1110130943      915.6   /ｼﾊﾞ     /木村S   

891 街道をゆく 十八 司馬 遼太郎  著 朝日新聞社 1110130950      915.6   /ｼﾊﾞ     /木村S   

892 ルーカス・クラナッハの飼い主のメキシコ旅行 山本 容子  著 徳間書店 1110137245      915.6   /ﾔﾏﾓ     /木村S   

893 学舎は戦争の彼方へ 創価学会青年部反戦出版委員会  編 第三文明社 1110137971      916     /ｿｳｶ     /木村S   

894 病の神様 : 横尾忠則の超・病気克服術 横尾忠則 著 文藝春秋 1110138060      916     /ﾖｺｵ     /木村S   

895 志賀直哉コレクション 1 志賀直哉コレクション研究委員会  〔編〕 ［志賀直哉コレクション研究委員会］ 1110135645      918.68  /ｼｶﾞ     /1       

896 志賀直哉コレクション:Ⅱ 10 志賀直哉コレクション研究委員会  〔編〕 ［志賀直哉コレクション研究委員会］ 1110135744      918.68  /ｼｶﾞ     /10      

897 志賀直哉コレクション:Ⅱ 11 志賀直哉コレクション研究委員会  〔編〕 ［志賀直哉コレクション研究委員会］ 1110135751      918.68  /ｼｶﾞ     /11      

898 志賀直哉コレクション:Ⅱ 12 志賀直哉コレクション研究委員会  〔編〕 ［志賀直哉コレクション研究委員会］ 1110135769      918.68  /ｼｶﾞ     /12      

899 志賀直哉コレクション:Ⅱ 13 志賀直哉コレクション研究委員会  〔編〕 ［志賀直哉コレクション研究委員会］ 1110135777      918.68  /ｼｶﾞ     /13      

900 志賀直哉コレクション:Ⅱ 14 志賀直哉コレクション研究委員会  〔編〕 ［志賀直哉コレクション研究委員会］ 1110135785      918.68  /ｼｶﾞ     /14      



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 31./39ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 和書

受入日付  ： 2017年02月01日～2017年03月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

901 志賀直哉コレクション:Ⅱ 15 志賀直哉コレクション研究委員会  〔編〕 ［志賀直哉コレクション研究委員会］ 1110135793      918.68  /ｼｶﾞ     /15      

902 志賀直哉コレクション:Ⅰ 2 志賀直哉コレクション研究委員会  〔編〕 ［志賀直哉コレクション研究委員会］ 1110135652      918.68  /ｼｶﾞ     /2       

903 志賀直哉コレクション:Ⅰ 3 志賀直哉コレクション研究委員会  〔編〕 ［志賀直哉コレクション研究委員会］ 1110135660      918.68  /ｼｶﾞ     /3       

904 志賀直哉コレクション:Ⅱ 4 志賀直哉コレクション研究委員会  〔編〕 ［志賀直哉コレクション研究委員会］ 1110135678      918.68  /ｼｶﾞ     /4       

905 志賀直哉コレクション:Ⅱ 5 志賀直哉コレクション研究委員会  〔編〕 ［志賀直哉コレクション研究委員会］ 1110135686      918.68  /ｼｶﾞ     /5       

906 志賀直哉コレクション:Ⅱ 6 志賀直哉コレクション研究委員会  〔編〕 ［志賀直哉コレクション研究委員会］ 1110135694      918.68  /ｼｶﾞ     /6       

907 志賀直哉コレクション:Ⅱ 7 志賀直哉コレクション研究委員会  〔編〕 ［志賀直哉コレクション研究委員会］ 1110135702      918.68  /ｼｶﾞ     /7       

908 志賀直哉コレクション:Ⅱ 8 志賀直哉コレクション研究委員会  〔編〕 ［志賀直哉コレクション研究委員会］ 1110135710      918.68  /ｼｶﾞ     /8       

909 志賀直哉コレクション:Ⅱ 9 志賀直哉コレクション研究委員会  〔編〕 ［志賀直哉コレクション研究委員会］ 1110135736      918.68  /ｼｶﾞ     /9       

910 モームの二つの世界 山川 鴻三  著 あぽろん社 1110128442      930.28  /ﾔﾏｶ     /木村S   

911 仮面とフィクション 須賀 有加子  編 山口書店 1110131941      930.4   /ｽｶﾞ     /木村S   

912 シェイクスピアの劇と刊本 菅 泰男 〔ほか〕  著 明星大学出版部 1110134507      932.5   /ｽｶﾞ     /木村S   

913 名画狩り トマス・ホーヴィング  著 文藝春秋 1110131479      933     /ﾎｰｳﾞ    /木村S   

914 外人部隊 フリードリヒ・グラウザー  著 国書刊行会 1110127758      943.7   /ｸﾞﾗｳ    /        

915 狂気の王国 フリードリヒ・グラウザー  著 作品社 1110128566      943.7   /ｸﾞﾗｳ    /        

916 ドイツ・ロマン派画集 藤縄 千艸  編 国書刊行会 1110134432      948     /ﾌｼﾞﾅ    /        

917 アンネの日記 アンネ・フランク  著 文藝春秋 1110136239      949.3   /ｱﾝﾈ     /木村S   

918 プルースト・印象と隠喩 穂刈 瑞穂  著 筑摩書房 1110136767      950.28  /ﾎｶﾘ     /木村S   

919 博物誌 ルナール  〔著〕 新潮社 1110136759      954.6   /ﾙﾅｰ     /木村S   

920 詩と思想:詩人集:2009 詩と思想編集委員会  編 土曜美術社出版販売 1110130760      9611.568/ｼﾄｼ     /木村S   

921 エーコ:記号の時空 篠原 資明  著 講談社 1110136015      970.2   /ｼﾉﾊ     /木村S   

922 崇高について ロンギノス  〔著〕 バッカイ舎 1110137021      991     /ﾛﾝｷﾞ    /木村S   



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 32./39ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： ﾚｿﾞﾈ

受入日付  ： 2017年02月01日～2017年03月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

923 浅井忠全作品集 島田 康寛  監修 東京美術倶楽部 1110132378      723.1   /ｱｻｲ     /        



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 33./39ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 洋書

受入日付  ： 2017年02月01日～2017年03月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

924 Dictionnaire complice du surrealisme bruxellois Claude Favry  〔著〕 E.M.E & InterCommunications s.p.r.l 1160015929      702.07  /FAV     /        

925 Thomas Lerooy Studio Thomas Lerooy  編 Hatje Cantz Verlag 1160015952      702.07  /LER     /        

926 Hieronymus Bosch : catalogue raisonne Bosch research and conservation project 〔編〕Mercatorfonds 1160015937      723.05  /BOS     /        

927 L'art Brut Skira  〔編〕 Skira 1160015945      723.345 /THE     /        

928 Adolf Wolfli's Picture World Sandoz  編 Mallorol 1160015978      723.345 /WOL     /        

929 Adolf Wolfli Geographisches Heft no.11 Hatje  〔編〕 Verlag Ｇerd Hatje， Stuttgart 1160015986      723.345 /WOL     /        

930 Adolf Wolfli.  Von der Wiege bis zum Graab. 1 Adolf Wolfli  〔著〕 S.Fischer 1160015994      723.345 /WOL     /1       

931 Adolf Wolfli.  Von der Wiege bis zum Graab. 2 Adolf Wolfli  〔著〕 S.Fischer 1160016000      723.345 /WOL     /2       

932 A grain of wheat Ngugi Wa Thiong'o  著 Mondo books 1160015713      933     /THI     /木村S   



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 34/39ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 図録

受入日付  ： 2017年02月01日～2017年03月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

933 日本の三彩と緑釉 愛知県陶磁資料館  編 五島美術館 1210120836 C    210.025 /ﾆﾎﾝ     /木村S   

934 大宰府展 九州歴史資料館  編 九州歴史資料館 1210120737 C    210.3   /ﾀﾞｻﾞｲ   /木村S   

935 早川和子が描く飛鳥むかしむかし 飛鳥資料館  編 奈良文化財研究所飛鳥資料館 1210121826 C    210.33  /ﾊﾔｶ     /        

936 発見！いたみの土からのおくりもの 68号 伊丹市立博物館  編 伊丹市立博物館 1210121537 C    216.4   /ｲﾀﾐ     /        

937 伊丹のまちの商業デザイン 69号 伊丹市立博物館  編 伊丹市立博物館 1210121545 C    216.4   /ｲﾀﾐ     /        

938 国史跡 多田銀銅山 兵庫県立考古博物館  編 兵庫県立考古博物館 1210121529 C    216.4   /ｺｸｼ     /        

939 ヤマトの戦士 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館  編 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館 1210122014 C    216.5   /ﾔﾏﾄ     /        

940 大唐王朝展 白鶴美術館  編 白鶴美術館 1210121925 C    222.048 /ﾀﾞｲﾄ    /        

941 伊能忠敬と日本図 東京国立博物館  編 東京国立博物館 1210120240 C    291.038 /ｲﾉｳ     /木村S   

942 宇宙をみる眼 山ノ内町立志賀高原ロマン美術館  編 山ノ内町立志賀高原ロマン美術館 1210121511 C    440     /ｳﾁﾕ     /        

943 フンデルトワッサー 角田美奈子  編 名古屋市美術館 1210118806 C    523.346 /ﾌﾝﾃﾞ    /木村S   

944 ゆたかな生活用具 第34回 大阪府立産業デザイン研究センター  〔編〕 大阪府立産業デザイン研究センター 1210120349 C    580     /ﾕﾀｶ     /木村S   

945 VIVID銘仙 足利市立美術館  監修 青幻舎 1210122089 C    593.1   /ｳﾞｲｳﾞ   /        

946 Miyake Issey展 国立新美術館 〔ほか〕  編 求龍堂 1210121651 C    593.3   /ﾐﾔｹ     /        

947 エッケ・ホモ 中井 康之 〔ほか〕  編 国立国際美術館 1210121750 C    702.07  /ｴｯｹ     /        

948 禅の美術 国立近代美術館京都分館  〔編〕 〔国立近代美術館京都分館〕 1210120323 C    702.09  /ｾﾞﾝﾉ    /木村S   

949 トルコ中世壁画展 柳 宗玄  編 髙島屋 1210119937 C    702.099 /ﾄﾙｺ     /木村S   

950 鎌倉-禅の源流 東京国立博物館 〔ほか〕  編 日本経済新聞社 1210120885 C    702.14  /ｶﾏｸ     /木村S   

951 勇壮・優美・遊楽 高津古文化会館 〔ほか〕  編 高津古文化会館 1210122188 C    702.15  /ﾕｳﾋﾞ    /        

952 Keisuke Koizumi bunching 2015 Keisuke Koizumi  作 Tailon gallery 1210121503 C    702.16  /KEI     /        

953 Art court frontier #14（2016） 八木 光恵 〔ほか〕  編 アートコートギャラリー 1210121735 C    702.16  /ｱｰﾄ     /14      

954 有田 京子 宮本 典子 〔ほか〕  編 カペイシャス 1210121495 C    702.16  /ｱﾘﾀ     /        

955 人 式年遷宮記念 神宮美術館  編 式年遷宮記念神宮美術館 1210121628 C    702.16  /ｳﾀｶ     /2016    

956 大西康明:空洞の彫刻 八木 光恵 〔ほか〕  編 アートコートギャラリー 1210121792 C    702.16  /ｵｵﾆ     /        

957 Demythifying japanese women artists 額賀 古太郎 企画・編集 Nukaga gallery 1210121818 C    702.16  /ｵﾝﾅ     /        

958 上條陽子 立浪 佐和子 〔ほか〕  編 横須賀美術館 1210121776 C    702.16  /ｶﾐｼﾞ    /        

959 KG+ 2016 野口 絵里子  編 Kg+実行委員会 1210121743 C    702.16  /ｹｰｼﾞ    /2016    

960 Shiseido art egg 第9回 大竹 かおり  編 資生堂 1210121552 C    702.16  /ｼｾｲ     /9       

961 柴田龍平 宮本 典子 〔ほか〕  編 カペイシャス 1210121487 C    702.16  /ｼﾊﾞﾀ    /        

962 線を聴く展 エルメス財団  〔編〕 エルメス財団 1210121768 C    702.16  /ｾﾝｵ     /        



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 35/39ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 図録

受入日付  ： 2017年02月01日～2017年03月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

963 丹波篠山・まちなみアートフェスティバル 2012 中西 俊介  編 丹波篠山・まちなみアートフェスティバル実行委員会1210118608 C    702.16  /ﾀﾝﾊﾞ    /木村S   

964 大地に立って:空を見上げて 山下 和美  編 群馬県立館林美術館 1210122071 C    702.16  /ﾀﾞｲﾁ    /        

965 鉄道芸術祭 vol.5 木ノ下 智恵子  編 アートエリアB1 1210121693 C    702.16  /ﾃﾂﾄﾞ    /5       

966 内在する触感 山ノ内町立志賀高原ロマン美術館  編 山ノ内町立志賀高原ロマン美術館 1210122055 C    702.16  /ﾅｲｻﾞ    /        

967 High - light scene 平田 剛志 〔ほか〕  編 平田剛志 1210121701 C    702.16  /ﾊｲﾗ     /        

968 橋本 良平 宮本 典子 〔ほか〕  編 カペイシャス 1210121461 C    702.16  /ﾊｼﾓ     /        

969 皮下の過激から理性への回帰 栗棟 美里  作 Tetsukayama gallery 1210121719 C    702.16  /ﾋｶﾉ     /        

970 平野喜靖 宮本 典子 〔ほか〕  編 カペイシャス 1210121453 C    702.16  /ﾋﾗﾉ     /        

971 美術と音楽 群馬県立近代美術館  編 群馬県立近代美術館 1210121990 C    702.16  /ﾋﾞｼﾞﾕ   /        

972 福田尚代展:水枕 氷枕 森 仁史  編 山鬼文庫 1210121644 C    702.16  /ﾌｸﾀﾞ    /        

973 前田泰宏 宮本 典子 〔ほか〕  編 カペイシャス 1210121479 C    702.16  /ﾏｴﾀﾞ    /        

974 93『未来の途中』の先を夢見る。 京都工芸繊維大学美術工芸資料館  〔編〕 京都工芸繊維大学美術工芸資料館 1210121784 C    702.16  /ﾐﾗｲ     /        

975 山下麻衣+小林直人:ノートとノートの中 中尾 英恵  編 小山市立車屋美術館 1210121438 C    702.16  /ﾔﾏｼ     /        

976 山と犬:山下麻衣+小林直人 山下 麻衣 + 小林 直人  〔作〕 hiromiyoshii roppongi 1210121446 C    702.16  /ﾔﾏﾄ     /        

977 チューリヒ美術館展 国立新美術館 〔ほか〕  編 朝日新聞社 1210107692 C    702.345 /ﾁﾕｰ     /        

978 クエイ兄弟 クエイ兄弟  著 求龍堂 1210122196 C    702.53  /ｸｴｲ     /        

979 カナダ・アルバータ現代美術展 北海道立近代美術館  〔編〕 〔北海道立近代美術館〕 1210120265 C    708.7   /ｶﾅﾀﾞ    /木村S   

980 カンボジア王国秘宝展 千沢 楨治  編 毎日新聞社事業部 1210119952 C    708.7   /ｶﾝﾎﾞ    /木村S   

981 群馬青年ビエンナーレ 13 群馬県立近代美術館  編 群馬県立近代美術館 1210122063 C    708.7   /ｸﾞﾝﾏ    /13      

982 神戸二紀展作品集 第55回記念（2011）二紀会兵庫県支部  〔編〕 二紀会兵庫県支部 1210119879 C    708.7   /ｺｳﾍﾞ    /木村S   

983 サントリー美術館名品展 サントリー美術館  編 サントリー美術館 1210120745 C    708.7   /ｻﾝﾄ     /木村S   

984 筑波大学〈総合造形〉展 茨城県近代美術館  編 茨城県近代美術館 1210122121 C    708.7   /ﾂｸﾊﾞ    /        

985 トランスフォーメーション 西川 美穂子 〔ほか〕  編 ACCESS 1210120059 C    708.7   /ﾄﾗﾝ     /        

986 Domani・明日展 18th アート・ベンチャー・オフィスショウ 編 文化庁 1210121586 C    708.7   /ﾄﾞﾏｰ    /18      

987 Domani・明日展 19th アート・ベンチャー・オフィスショウ 〔ほか〕 編 文化庁 1210121594 C    708.7   /ﾄﾞﾏｰ    /19      

988 美術は語られる DIC川村記念美術館  編 DIC川村記念美術館 1210121834 C    708.7   /ﾅｶﾊ     /        

989 美術は語られる DIC川村記念美術館  編 DIC川村記念美術館 1210121842 C    708.7   /ﾅｶﾊ     /        

990 二科画集 46 二科会  〔編〕 〔二科会〕 1210120315 C    708.7   /ﾆｶｶﾞ    /木村S   

991 はじまり、美の饗宴 国立新美術館 〔ほか〕  編 NHKプロモーション 1210121610 C    708.7   /ﾊｼﾞﾏ    /        

992 夢二が見た夢:Deja-vu 夢二郷土美術館  編 夢二郷土美術館 1210122113 C    708.7   /ﾕﾒｼﾞ    /        



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 36/39ﾍﾟｰｼﾞ
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No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

993 失われた時－江口週展 現代彫刻センター  編 現代彫刻センター 1210120893 C    710.87  /ｳｼﾅ     /木村S   

994 宇宙船 新宮 晋  〔作〕 SDアート 1210122139 C    719     /ｼﾝｸﾞ    /兵美    

995 宇宙船 新宮 晋  〔作〕 SDアート 1210122147 C    719     /ｼﾝｸﾞ    /兵美    

996 宇宙船 新宮 晋  〔作〕 SDアート 1210122154 C    719     /ｼﾝｸﾞ    /兵美    

997 福知山市佐藤太清賞公募美術展 第16回(2017)「佐藤太清賞公募美術展」事務局  〔編〕 「佐藤太清賞公募美術展」事務局 1210122022 C    720.87  /ｻﾄｳ     /16      

998 福知山市佐藤太清賞公募美術展 第16回(2017)「佐藤太清賞公募美術展」事務局  〔編〕 「佐藤太清賞公募美術展」事務局 1210122030 C    720.87  /ｻﾄｳ     /16      

999 トレチャコフ・プーシキン2大美術館展 毎日新聞社  編 毎日新聞社 1210119929 C    720.87  /ﾄﾚﾁ     /木村S   

1000 日本の美人画展 読売新聞大阪本社  〔編〕 読売新聞大阪本社 1210119838 C    720.87  /ﾆﾎﾝ     /木村S   

1001 名作とは何か? 東京国立近代美術館 〔ほか〕  編 東京国立近代美術館 1210120802 C    720.87  /ﾒｲｻ     /木村S   

1002 秋田の絵描きそろいぶみ！ 秋田市立千秋美術館  編 秋田市立千秋美術館 1210122162 C    721.025 /ｱｷﾀ     /        

1003 蠣崎波響とその時代 北海道立函館美術館  編 北海道立函館美術館 1210120729 C    721.6   /ｶｷｻﾞ    /木村S   

1004 浦上玉堂と春琴・秋琴 父子の芸術 守安 収 〔ほか〕 編 岡山県立美術館 1210122261 C    721.7   /ｳﾗｶ     /        

1005 上村松篁自選展 朝日新聞大阪本社企画部  編 朝日新聞大阪本社企画部 1210120232 C    721.9   /ｳｴﾑ     /木村S   

1006 土田麥僊展 京都国立近代美術館  〔編〕 京都国立近代美術館 1210120331 C    721.9   /ﾂﾁﾀﾞ    /木村S   

1007 寺崎廣業展 秋田市立千秋美術館 編 秋田市立千秋美術館 1210122170 C    721.9   /ﾃﾗｻ     /        

1008 東丘社24回展 24 東丘社  〔編〕 東丘社 1210120257 C    721.9   /ﾄｳｷ     /木村S   

1009 東山魁夷:唐招提寺御影堂障壁画展 茨城県近代美術館 〔ほか〕  編 日本経済新聞社 1210122220 C    721.9   /ﾋｶﾞｼ    /        

1010 菱田春草展 菱田 春草  〔画〕 京都新聞社 1210119473 C    721.9   /ﾋｼﾀﾞ    /木村S   

1011 Origin : 松生歩 松生 歩  〔画〕 髙島屋 1210119861 C    721.9   /ﾏﾂｲ     /木村S   

1012 印象派１００年展 中山公男  他編 読売新聞社 1210119945 C    723.05  /ｲﾝｼ     /木村S   

1013 永遠の名画秘蔵展 京都市美術館  編 読売新聞社 1210118905 C    723.087 /ｴｲｴ     /木村S   

1014 麻生三郎展 元町画廊  編 元町画廊 1210120273 C    723.1   /ｱｿｳ     /木村S   

1015 岩本和子展 岩本 和子  〔画〕 岩本和子 1210118889 C    723.1   /ｲﾜﾓ     /木村S   

1016 荻須高徳展 毎日新聞社  〔編〕 〔毎日新聞社〕 1210119960 C    723.1   /ｵｷﾞｽ    /木村S   

1017 香月泰男展 香月 泰男  〔画〕 〔大阪フォルム画廊〕 1210120281 C    723.1   /ｶｽﾞｷ    /木村S   

1018 加山四郎遺作展 加山 四郎  〔画〕 日動画廊 1210118897 C    723.1   /ｶﾔﾏ     /木村S   

1019 二千一年木田安彦新作展 木田 安彦  〔画〕 ぎゃらりぃ思文閣 1210118814 C    723.1   /ｷﾀﾞ     /木村S   

1020 斎藤智 斎藤 智 〔画〕 シロタ画廊 1210118970 C    723.1   /ｻｲﾄ     /木村S   

1021 佐々木豊個展 佐々木 豊  〔画〕 髙島屋美術部 1210118962 C    723.1   /ｻｻｷ     /木村S   

1022 鴫剛 国立国際美術館  編 国立国際美術館 1210120752 C    723.1   /ｼｷﾞ     /木村S   
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1023 篠原昭登展 茅野市美術館  編 茅野市美術館 1210121917 C    723.1   /ｼﾉﾊ     /        

1024 それぞれの風・波・音 髙島屋美術部  編 〔髙島屋美術部〕 1210118848 C    723.1   /ｿﾚｿﾞ    /木村S   

1025 立石鐵臣展:麗しき故郷「台湾」に捧ぐ 志賀 秀孝   編 府中市美術館 1210121867 C    723.1   /ﾀﾃｲ     /        

1026 中西夏之展:思考の見えざる矢 名古屋画廊  〔編〕 〔名古屋画廊〕 1210121933 C    723.1   /ﾅｶﾆ     /        

1027 原田直次郎 原田 直次郎  〔画〕 青幻社 1210122204 C    723.1   /ﾊﾗﾀﾞ    /        

1028 レオナール・フジタとモデルたち 中村 水絵  編 キュレイターズ 1210121859 C    723.1   /ﾌｼﾞﾀ    /        

1029 松本竣介:創造の原点 神奈川県立近代美術館 〔ほか〕  編 神奈川県立近代美術館 1210122238 C    723.1   /ﾏﾂﾓ     /        

1030 三尾公三展 髙島屋美術部  編 髙島屋美術部 1210118830 C    723.1   /ﾐｵ      /木村S   

1031 陽光礼賛:谷川晃一・宮迫千鶴展 神奈川県立近代美術館  編 神奈川県立近代美術館 1210122246 C    723.1   /ﾖｳｺ     /        

1032 吉原治良:覚えがき 名古屋画廊  〔編〕 〔名古屋画廊〕 1210121941 C    723.1   /ﾖｼﾊ     /        

1033 クラーナハ展 国立西洋美術館 〔ほか〕  編 TBSテレビ 1210121966 C    723.34  /ｸﾗ-     /        

1034 ホドラー展 穴沢一夫  〔ほか〕編 朝日新聞東京本社企画部 1210119895 C    723.345 /ﾎﾄﾞﾗｰ   /木村S   

1035 マティスとルオー パナソニック 汐留ミュージアム  編 パナソニック 汐留ミュージアム 1210121875 C    723.35  /ﾏﾃｲ     /        

1036 ランス美術館展 村上 哲   編 ランス美術館展カタログ実行委員会 1210121958 C    723.35  /ﾗﾝｽ     /        

1037 ルノワール展 国立新美術館  編 日本経済新聞社 1210121560 C    723.35  /ﾙﾉﾜ     /        

1038 ロートレック展 フジカワ画廊  〔編〕 〔フジカワ画廊〕 1210120307 C    723.35  /ﾛｰﾄ     /木村S   

1039 ピエール・アレシンスキー展 Bunkamuraザ・ミュージアム  編 Bunkamura 1210121974 C    723.358 /ｱﾚｼ     /        

1040 ポール・デルヴォー版画展 大垣市スイトピアセンター 〔ほか〕  編 第17回共同巡回展実行委員会 1210121669 C    723.358 /ﾃﾞﾙﾎﾞ   /        

1041 花の饗宴:フローラ 群馬県立近代美術館  編 群馬県立近代美術館 1210121982 C    723.358 /ﾊﾅﾉ     /        

1042 アントニ・クラーヴェ展 カジカワ美術資料室  編 カジカワ美術資料室 1210118822 C    723.36  /ｸﾗｰ     /木村S   

1043 ダリ展 国立新美術館 〔ほか〕  編 読売新聞東京本社 1210121578 C    723.36  /ﾀﾞﾘ     /        

1044 フローレンス展 フローレンス展編集委員会   編 〔読売新聞社〕 1210119903 C    723.37  /ﾌﾛｰ     /木村S   

1045 ヴェネツィア・ルネサンスの巨匠たち 国立新美術館  編 TBSテレビ 1210121636 C    723.37  /ﾍﾞﾈﾁ    /        

1046 メアリー・カサット展 横浜美術館 〔ほか〕  編 NHK 1210122212 C    723.53  /ﾒｱﾘ     /        

1047 ガラス絵 府中市美術館   編 府中市美術館 1210121800 C    724.69  /ｶﾞﾗｽ    /        

1048 絵本・動物・地球展 熊谷 ゆう子 〔ほか〕  編 群馬県立館林美術館 1210121883 C    726.5   /ｴﾎﾝ     /        

1049 絵本・動物・地球展 熊谷 ゆう子 〔ほか〕  編 群馬県立館林美術館 1210121891 C    726.5   /ｴﾎﾝ     /        

1050 田中一光へのオマージュ 木下 勝弘  著 デザイン倶楽部 1210120901 C    727.021 /ﾀﾅｶ     /木村S   

1051 国際笑ポスターshow サントリーミュージアム［天保山］  〔編〕 サントリーミュージアム［天保山］ 1210118913 C    727.6   /ｺｸｻ     /木村S   

1052 なにで行く:どこへ行く:旅っていいね 京都工芸繊維大学アートマネージメント養成講座2015年度受講生  編京都工芸繊維大学美術工芸資料館 1210121685 C    727.6   /ﾅﾆﾃﾞ    /        



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 38/39ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 図録
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No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

1053 上田桑鳩展 新潟市北区郷土博物館  編 新潟市北区郷土博物館 1210122048 C    728.21  /ｳｴﾀﾞ    /        

1054 鈴木翠軒の書 田原市博物館  編 田原市博物館 1210121677 C    728.216 /ｽｽﾞｷ    /        

1055 エッシャー展 アートライフ  編 アートライフ 1210118855 C    730.87  /ｴﾂｼ     /木村S   

1056 現代世界版画展 現代世界版画展実行委員会  編 現代世界版画展実行委員会 1210119911 C    730.87  /ｹﾞﾝﾀﾞ   /木村S   

1057 木田安彦の世界 木田 安彦  編・〔作〕 思文閣美術館 1210118590 C    732.1   /ｷﾀﾞ     /木村S   

1058 木田安彦展 木田 安彦  〔作〕 風雷房 1210120166 C    732.1   /ｷﾀﾞ     /木村S   

1059 木田安彦の世界 木田 安彦  企・編 京都新聞社 1210120919 C    732.1   /ｷﾀﾞ     /木村S   

1060 木田安彦の世界 木田 安彦  編・画 パナソニック電工汐留ミュージアム 1210120927 C    732.1   /ｷﾀﾞ     /木村S   

1061 ペーテル・ブリューゲル版画展 中日新聞  〔編〕 中日新聞 1210119978 C    735.087 /ﾌﾞﾘﾕ    /木村S   

1062 サイ・トゥオンブリーの写真 前田 希世子  編・翻訳 DIC川村記念美術館 1210121909 C    748     /ﾄｳｵ     /        

1063 アフリカ最後の秘境バハル！ ロバート・L・カーシンバウム  編 PPS通信社 1210119416 C    748     /ﾉﾏﾁ     /木村S   

1064 美しい地球 花博写真美術館  〔編〕 花博写真美術館 1210118988 C    748     /ﾊﾅﾊ     /木村S   

1065 風景のかたち 足利市立美術館  編 足利市立美術館 1210122006 C    748     /ﾌｳｹ     /        

1066 藤本四八 飯田市美術博物館 編 飯田市美術博物館 1210119382 C    748     /ﾌｼﾞﾓ    /木村S   

1067 Yokainoshima:シャルル・フレジェ展 エルメス財団  〔編〕 エルメス財団 1210121727 C    748     /ﾖｳｶ     /        

1068 石黒宗麿のすべて 金子 賢治  監修 読売新聞社 1210122097 C    751.1   /ｲｼｸﾞ    /        

1069 今井政之展 髙島屋 美術部  〔編〕 髙島屋美術部 1210120760 C    751.1   /ｲﾏｲ     /木村S   

1070 十七代「永楽善五郎」展 髙島屋美術部  〔編〕 髙島屋美術部 1210119846 C    751.1   /ｼﾞﾕｳ    /木村S   

1071 陶の詩人 鈴木 治  〔作〕 黒住教宝物館 1210119887 C    751.1   /ｽｽﾞｷ    /木村S   

1072 セラミックス・ジャパン 岐阜県現代陶芸美術館  編 岐阜県現代陶芸美術館 1210122105 C    751.1   /ｾﾗﾐ     /        

1073 茶碗の中の宇宙 京都国立近代美術館 〔ほか〕  編 NHKプロモーション 1210122253 C    751.1   /ﾁﾔﾜ     /        

1074 陶・今井眞正展 髙島屋美術部  編 髙島屋美術部 1210119390 C    751.1   /ﾄｳｲ     /木村S   

1075 華やぎのかたち Ⅱ 髙島屋  編 髙島屋 1210119481 C    751.1   /ﾊﾅﾔ     /木村S   

1076 林秀行:掌上の筥展 林 秀行  著・〔作〕 ギャラリーこちゅうきょ 1210122279 C    751.1   /ﾊﾔｼ     /木村S   

1077 東山三代展 東山三代展実行委員会  編 東山三代展実行委員会 1210118871 C    751.1   /ﾋｶﾞｼ    /木村S   

1078 桃山陶芸の華展 NHK名古屋放送局  編 NHK名古屋放送局 1210120828 C    751.1   /ﾓﾓﾔ     /木村S   

1079 漆・うるわしの饗宴展 漆・うるわしの饗宴展実行委員会  〔編〕 漆・うるわしの饗宴展実行委員会 1210120810 C    752.2   /ｳﾙｼ     /木村S   

1080 装いの美術 京都アメリカン・センター  編 京都商工会議所 1210118863 C    753.087 /ﾖｿｵ     /木村S   

1081 今日の造形〈織〉 京都国立近代美術館  編 京都国立近代美術館 1210120299 C    753.3   /ｺﾝﾆ     /木村S   

1082 文化庁メディア芸術祭受賞作品集 第19回（平成27年度）文化庁メディア芸術祭事務局  企画・編集 文化庁メディア芸術祭実行委員会 1210121602 C    778     /ﾌﾞﾝｶ    /19      



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 39/39ﾍﾟｰｼﾞ
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1083 La Belgique visionnaire Belgie Fonds Mercator, Bruxelles/Mercatorfonds, Brussel〔BOZAR BOOKS〕 1260008022 C    702.07  /BEL     /        

1084 The Belgians Jack Tiiton Gallery  〔編〕 Jack Tiiton Gallery 1260008246 C    702.07  /BEL     /        

1085 Dada in Japan Kunstmuseum Dusseldorf  〔編〕 〔Das Kunstmuseum〕 1260007966 C    702.07  /DAD     /        

1086 Leo Copers Stedelijk Museum voor actuele kunst gent  〔編〕S.M.A.K. 1260008253 C    702.07  /LEO     /        

1087 Marcel Marien Galerie Isy Brachot  〔編〕 〔Galerie Isy Brachot〕 1260008071 C    702.07  /MAR     /        

1088 Open mind Studio Asterisco 〔Gruppo Editoriale Fabbri〕 1260008063 C    702.07  /OPE     /        

1089 Patrick Van Caeckenbergh M - Museum Leuven  〔編〕 〔Lannoo〕 1260008055 C    702.07  /PAT     /        

1090 William Degouve de Nuncques Fonds Mercator  編 Musee Felicien Rops 1260008089 C    723.05  /DEG     /        

1091 Adolf Wolfli Adolf-Wolfli-Stiftung  編 Hatje 1260008097 C    723.345 /WOL     /        

1092 Adolf Wolfli Adolf-Wolfli-Stiftung  編 Kunstmuseum Bern 1260008105 C    723.345 /WOL     /        

1093 Adolf Wolfli  Univers Lille metropole musee d'art moderne d'art contemporain et d'art brut  編LaM 1260008311 C    723.345 /WOL     /        

1094 Adolf Wolfli 1864－1930 Kunstmuseum Basel  編 Kunstmuseum Basel 1260008329 C    723.345 /WOL     /        

1095 Adolf Wolfli in Ingelheim 1 Adolf-Wolfli-Stiftung  編 Internationale Tage und die Autoren 1260008113 C    723.345 /WOL     /1       

1096 Adolf Wolfli in Ingelheim 10 Adolf-Wolfli-Stiftung  編 Internationale Tage und die Autoren 1260008196 C    723.345 /WOL     /10      

1097 Adolf Wolfli in Ingelheim 11 Adolf-Wolfli-Stiftung  編 Internationale Tage und die Autoren 1260008212 C    723.345 /WOL     /11      

1098 Adolf Wolfli in Ingelheim 12 Adolf-Wolfli-Stiftung  編 Internationale Tage und die Autoren 1260008220 C    723.345 /WOL     /12      

1099 Adolf Wolfli in Ingelheim 13 Adolf-Wolfli-Stiftung  編 Internationale Tage und die Autoren 1260008238 C    723.345 /WOL     /13      

1100 Adolf Wolfli in Ingelheim 2 Adolf-Wolfli-Stiftung  編 Internationale Tage und die Autoren 1260008121 C    723.345 /WOL     /2       

1101 Adolf Wolfli in Ingelheim 3 Adolf-Wolfli-Stiftung  編 Internationale Tage und die Autoren 1260008139 C    723.345 /WOL     /3       

1102 Adolf Wolfli in Ingelheim 4 Adolf-Wolfli-Stiftung  編 Internationale Tage und die Autoren 1260008147 C    723.345 /WOL     /4       

1103 Adolf Wolfli in Ingelheim 5 Adolf-Wolfli-Stiftung  編 Internationale Tage und die Autoren 1260008154 C    723.345 /WOL     /5       

1104 Adolf Wolfli in Ingelheim 6 Adolf-Wolfli-Stiftung  編 Internationale Tage und die Autoren 1260008162 C    723.345 /WOL     /6       

1105 Adolf Wolfli in Ingelheim 7 Adolf-Wolfli-Stiftung  編 Internationale Tage und die Autoren 1260008188 C    723.345 /WOL     /7       

1106 Adolf Wolfli in Ingelheim 8 Adolf-Wolfli-Stiftung  編 Internationale Tage und die Autoren 1260008204 C    723.345 /WOL     /8       

1107 Adolf Wolfli in Ingelheim 9 Adolf-Wolfli-Stiftung  編 Internationale Tage und die Autoren 1260008170 C    723.345 /WOL     /9       


