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1 20年の彩り 京都市学校歴史博物館  編 京都市学校歴史博物館 1110153044      069.6   /ｷｮｳ     /        

2 記念シンポジウム「神戸開港と港の近代化」:報告書 神戸市立博物館 編 神戸の文化発信実行委員会 1110153168      216.4   /ｺｳﾍﾞ    /        

3 セゾン文化は何を夢みた 永江 朗  著 朝日新聞出版 1110151832      335.5   /ﾅｶﾞｴ    /        

4 今すぐできる鑑賞の授業 牧井  正人 〔著〕 〔ふくい対話による鑑賞研究会〕 1110153150      372.72  /ﾏｷｲ     /        

5 「地域の伝承文化に学ぶ」コンテスト入賞作品集 第11回 國學院大學  総合企画部  広報課  編 國學院大學  総合企画部  広報課 1110153390      380.1   /ｺｸｶﾞ    /11      

6 日本藝術の創跡 = The History of Artistic Creation in Japan23(2018年度版) 塩谷  昇三  編 クオリアート 1110153499      702.16  /ｾｶｲ     /23      

7 マヤコフ・エイジ マヤジフ・エイジ  著・〔作〕 シティギャラリー2320 1110153069      702.16  /ﾏﾔｺ     /        

8 マヤコフ・エイジ マヤジフ・エイジ  著・〔作〕 シティギャラリー2320 1110153382      702.16  /ﾏﾔｺ     /        

9 スペイン美術史入門 大髙 保二郎 監修・著 NHK出版 1110152947      702.36  /ｵｵﾀ     /        

10 元町の芸術家たち展 Ⅰ～ⅩⅤ 神戸元町商店街連合会  宮崎 みよし  編 元町の芸術家たち展実行委員会 1110153341      702.8   /ﾓﾄﾏ     /        

11 松方コレクション西洋美術全作品 第1巻 川口 雅子  編著 国立西洋美術館 1110153457      703.8   /ｺｸﾘ     /        

12 ホップ・ステップ・ミュージアム 滋賀県立近代美術館 編 滋賀県立近代美術館 1110152954      703.8   /ｼｶﾞｹ    /        

13 白鶴美術館 白鶴美術館  編 白鶴美術館 1110153143      703.8   /ﾊｸﾂ     /        

14 アートの起源 杉本 博司  著 新潮社 1110151311      704     /ｽｷﾞﾓ    /        

15 現な像 杉本 博司  著 新潮社 1110151360      704     /ｽｷﾞﾓ    /        

16 Art of our time Vol.3 高松宮殿下世界文化賞事務局  編 日本美術協会 1110153085      704     /ﾆﾎﾝ     /3       

17 追放された野次馬 赤瀬川  原平  著・〔画〕 現代評論社 1110151097      704.9   /ｱｶｾ     /        

18 美術年鑑 2019(平成31年版） 美術年鑑編集部  編 美術年鑑社 1110153481      705.9   /ﾋﾞｼﾞﾕ   /2019    

19 欠片の復元力 伊達 伸明  編・執筆 甲南大学文学部人間科学科  服部正研究室 1110153325      706     /ﾀﾞﾃ     /        

20 欠片の復元力 伊達 伸明  編・執筆 甲南大学文学部人間科学科  服部正研究室 1110153333      706     /ﾀﾞﾃ     /        

21 出会いとともに半世紀 村上隆徳  編 梅田画廊 1110152889      706.7   /ｳﾒﾀﾞ    /        

22 朝日村つくりびと 朝日美術館  編 朝日村 1110152921      706.9   /ｱｻﾋ     /        

23 朝日村つくりびと 朝日美術館  編 朝日村 1110152939      706.9   /ｱｻﾋ     /        

24 ミュージアム・クルーズ記録集 2016年度 吉備 久美子  編 金沢21世紀美術館 1110152988      706.9   /ｶﾅｻﾞ    /2016    

25 ZENBI Vol.14 全国美術館会議機関誌部会  編 全国美術館会議 1110153176      706.9   /ｾﾞﾝﾋﾞ   /14      

26 天プラセレクション記録集 2017-2018 福田 淳子  編 岡山県天神山文化プラザ 1110153036      706.9   /ﾃﾝﾌﾟ    /2017    

27 東京国立近代美術館60年史 東京国立近代美術館  〔編〕 東京国立近代美術館 1110153093      706.9   /ﾄｳｷ     /        

28 学校連携プロジェクト展：実施記録 平成26年度 姫路市立美術館  編 姫路市立美術館 1110153002      707     /ﾋﾒｼﾞ    /        

29 魔法のミミ シロくま先生〔ほか〕  編 金沢21世紀美術館 1110152996      707     /ﾏﾎｳ     /2016    

30 魔法のごはん シロくま先生〔ほか〕  編 金沢21世紀美術館 1110153101      707     /ﾏﾎｳ     /2017    
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31 蔡國強展とディン・Ｑ・レ展をめぐるワークショップ プログラム参加の中高生有志  編 横浜美術館教育普及グループ教育プロジェクト 1110152913      707     /ﾖｺﾊ     /        

32 粟津潔と建築 鷲田  めろう  編 金沢21世紀美術館 1110153507      707.021 /ｱﾜｽﾞ    /3       

33 びじゅつってすげぇ！ 2017-2018 大分県立美術館普及グループ  〔編〕 大分県立美術館普及グループ 1110153119      707.9   /ｵｵｲ     /2018    

34 アート・メゾンインターナショナル Vol.22 ペドロ フランシスコ ガルシア  監修 麗人社 1110153028      708.7   /ｱｰﾄ     /22      

35 Bridge of ars-美の架け橋- 名古屋ボストン美術館  企画・編集 名古屋ボストン美術館 1110153135      708.7   /ﾅｺﾞﾔ    /        

36 萩原守衛日記・論説集 荻原 碌山  〔著〕 碌山美術館 1110153077      712.1   /ﾊｷﾞﾜ    /        

37 日本画の歴史 近代篇 草薙 奈津子  著 中央公論新社 1110153465      721.9   /ｸｻﾅ     /1       

38 日本画の歴史 現代篇 草薙 奈津子  著 中央公論新社 1110153473      721.9   /ｸｻﾅ     /2       

39 Aki kuroda 黒田 アキ  著・編・デザイン アインズ 1110153051      723.1   /ｸﾛﾀﾞ    /        

40 仲辻妙子 仲辻 妙子 編 アトリエ・仲辻妙子 1110153127      723.1   /ﾅｶﾂ     /        

41 宮本佳美：消滅からの形成 imura art gallery 編 Imuraartbooks 1110152970      723.1   /ﾐﾔﾓ     /        

42 山下菊二画集 : 1919-1986 山下菊二画集刊行委員会 著 美術出版社 1110152046      723.1   /ﾔﾏｼ     /        

43 現代洋画大家小照 山本文房堂  〔編〕 山本文房堂 1110153317      723.1   /ﾔﾏﾓ     /        

44 ゴッホと〈聖なるもの〉 正田 倫顕  著 新教出版社 1110153366      723.359 /ｼﾖｳ     /        

45 アメリカン・リアリズムの系譜 小林 剛  著 関西大学出版部 1110152806      723.53  /ｺﾊﾞﾔ    /        

46 Graphic Art ＆ Design Annual 17-18 DNP文化振興財団  編 DNP文化振興財団 1110152962      727.087 /ﾃﾞｲｰ    /2018    

47 展覧会：Bank－映画「東九条」でつなぐこと：記録集 林田 新 編 京都市立芸術大学芸術資源研究センター 1110153010      740.6   /ｷｮｳ     /2       

48 Provoke 第1号 プロヴォーク社  編 二手舎 1110153416      748     /ﾌﾟﾛｳﾞ   /1       

49 Provoke 第2号 プロヴォーク社  編 二手舎 1110153424      748     /ﾌﾟﾛｳﾞ   /2       

50 Provoke 第3号 プロヴォーク社  編 二手舎 1110153432      748     /ﾌﾟﾛｳﾞ   /3       

51 Provoke 〔別巻〕 林葉  中文翻訳 二手舎 1110153440      748     /ﾌﾟﾛｳﾞ   /4       

52 山羊の肺 : 平敷兼七写真集 平敷 兼七  著 影書房 1110151162      748     /ﾍｼｷ     /        

53 工芸ニュース 第１期第１巻 工芸財団  監修 国書刊行会 1110153531      750.5   /ｺｳｹﾞ    /1       

54 工芸ニュース 第２期第４巻 工芸財団  監修 国書刊行会 1110153630      750.5   /ｺｳｹﾞ    /10      

55 工芸ニュース 第２期第５巻 工芸財団  監修 国書刊行会 1110153648      750.5   /ｺｳｹﾞ    /11      

56 工芸ニュース 第２期第６巻 工芸財団  監修 国書刊行会 1110153655      750.5   /ｺｳｹﾞ    /12      

57 工芸ニュース 別巻 工芸財団  監修 国書刊行会 1110153663      750.5   /ｺｳｹﾞ    /13      

58 工芸ニュース 第１期第２巻 工芸財団  監修 国書刊行会 1110153556      750.5   /ｺｳｹﾞ    /2       

59 工芸ニュース 第１期第３巻 工芸財団  監修 国書刊行会 1110153564      750.5   /ｺｳｹﾞ    /3       

60 工芸ニュース 第１期第４巻 工芸財団  監修 国書刊行会 1110153572      750.5   /ｺｳｹﾞ    /4       
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61 工芸ニュース 第１期第５巻 工芸財団  監修 国書刊行会 1110153580      750.5   /ｺｳｹﾞ    /5       

62 工芸ニュース 第１期第６巻 工芸財団  監修 国書刊行会 1110153598      750.5   /ｺｳｹﾞ    /6       

63 工芸ニュース 第２期第１巻 工芸財団  監修 国書刊行会 1110153606      750.5   /ｺｳｹﾞ    /7       

64 工芸ニュース 第２期第２巻 工芸財団  監修 国書刊行会 1110153614      750.5   /ｺｳｹﾞ    /8       

65 工芸ニュース 第２期第３巻 工芸財団  監修 国書刊行会 1110153622      750.5   /ｺｳｹﾞ    /9       

66 日本戦前映画論集 アーロン・ジェロー〔ほか〕 監修 ゆまに書房 1110153374      778.21  /ｼﾞｴﾛ    /        

67 東宝特撮映画全史 東宝株式会社出版事業室  企画・編集 東宝出版事業室 1110151394      778.21  /ﾄｳﾎ     /        

68 志賀直哉コレクション追加製本 2018年5月吉日付 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〕 1110152897      918.68  /ｼｶﾞ     /        

69 志賀直哉コレクション協定書（P1～P4980）に係る 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〕 1110152905      918.68  /ｼｶﾞ     /        
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70 Collections from the national museum of Bhutan 2014 Authors:Singye samdrup  〔Others〕 ThenationalmuseumofBhutan 1160016463      703.8   /BHU     /        

71 Korea national maritime museum Planning・Compilation：Korea national maritimemuseum HansungA.Dcom 1160016455      703.8   /KOR     /        

72 Emil Nolde Bd.2 von Gustav Schiefler ; bearbeitet M.Dumont Schauberg 1160016430      723.34  /NOL     /2       

73 Jörg Schmeisser : bilder der reise Editor:Merryn Gates SFA Press 1160016448      735     /SCH     /        

74 Camera work Alfred stieglitz Taschen 1160016372      748     /STI     /        

75 Wind Mandala Yasu suzuki Asahiseihanprinting 1160016422      748     /SUZ     /        
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76 青銅の鐸と武器 No.21 兵庫県立考古博物館  編 兵庫県立考古博物館 1210137699 C    210.27  /ｾｲﾄﾞ    /        

77 長州ファイブ：幕末・海外留学生の軌跡 萩博物館  編 萩博物館 1210137723 C    217.7   /ﾁｮｳ     /        

78 讃岐びと、時代を動かす 香川県立ミュージアム  編 香川県立ミュージアム 1210137715 C    218     /ｻﾇｷ     /        

79 新しき村の100年 調布市武者小路実篤記念館運営事業団  〔編〕 調布市武者小路実篤記念館 1210138036 C    611.921 /ｱﾀﾗ     /        

80 くだもの展 ミュージアムパーク茨城県自然博物館  編 ミュージアムパーク茨城県自然博物館 1210137673 C    626     /ﾐｭｰ     /        

81 たつのに鉄道がやってきた たつの市立龍野歴史文化資料館  〔編〕 たつの市立龍野歴史文化資料館 1210137905 C    686.21  /ﾀﾂﾉ     /        

82 ニッポンおみやげ博物誌 国立歴史民俗博物館  編 人間文化研究機構国立歴史民俗博物館 1210137921 C    689.59  /ﾆﾂﾎﾟ    /        

83 終わりのむこうへ：廃墟の美術史 渋谷区立松濤美術館  編 渋谷区立松濤美術館 1210137996 C    702.07  /ｵﾜﾘ     /        

84 カタストロフと美術のかたち 森美術館  〔ほか〕  編 森美術館 1210138028 C    702.07  /ｶﾀｽ     /        

85 平成30年度宇和島市立伊達博物館特別展図録 宇和島市立伊達博物館  編 宇和島市立伊達博物館 1210137582 C    702.148 /ｳﾜｼﾞ    /2018    

86 美術と文芸 1 関西学院大学博物館  編 関西学院大学博物館 1210137954 C    702.15  /ﾋﾞｼﾞｭ   /        

87 青森Earth 2012-2013 飯田 高誉  編 青森県立美術館 1210137616 C    702.16  /ｱｵﾓ     /2012    

88 青森Earth 2015 奥脇 嵩大  編 青森県立美術館 1210137632 C    702.16  /ｱｵﾓ     /2015    

89 青森Earth 2016 奥脇 嵩大  編 青森県立美術館 1210137640 C    702.16  /ｱｵﾓ     /2016    

90 昭和・平成のヒーロー＆ピーポー 兵庫県立美術館  〔ほか〕  編 兵庫県立美術館 1210137780 C    702.16  /ｼﾖｳ     /兵美    

91 昭和・平成のヒーロー＆ピーポー 兵庫県立美術館  〔ほか〕  編 兵庫県立美術館 1210137798 C    702.16  /ｼﾖｳ     /兵美    

92 昭和・平成のヒーロー＆ピーポー 兵庫県立美術館  〔ほか〕  編 兵庫県立美術館 1210137871 C    702.16  /ｼﾖｳ     /兵美    

93 ニューウェイブ：現代美術の80年代 国立国際美術館  〔編〕 国立国際美術館 1210137848 C    702.16  /ﾆﾕｰ     /        

94 兵庫山城探訪 No.22 兵庫県立考古博物館   編 兵庫県立考古博物館 1210137608 C    702.16  /ﾋｮｳ     /        

95 美術と文芸 1 関西学院大学博物館  編 関西学院大学博物館 1210137947 C    702.16  /ﾋﾞｼﾞｭ   /        

96 モダンアート再訪：ダリ、ウォーホールから草間彌生まで 坂井編集企画事務所  編 鳥取県立博物館 1210137590 C    702.16  /ﾓﾀﾞﾝ    /        

97 森村泰昌 森村 泰昌  著 ｼｭｳｺﾞｱｰﾂ Shugoarts 1210137830 C    702.16  /ﾓﾘﾑ     /        

98 アートオリンピア 2017 アートオリンピア実行委員会  〔編〕 アートオリンピア実行委員会 1210137707 C    708.7   /ｱｰﾄ     /2017    

99 新制作展 第82回（2018） 新制作協会図録委員会2018  編 新制作協会 1210137517 C    708.7   /ｼﾝｾ     /82      

100 ハピネス 名古屋ボストン美術館  編 名古屋ボストン美術館 1210137574 C    708.7   /ﾅｺﾞﾔ    /        

101 福井の小コレクター運動とアートフル勝山の歩み 西村 直樹〔ほか〕  執筆 中上邸イソザキホール運営委員会 1210137889 C    708.7   /ﾌｸｲ     /        

102 VOCA展 2018 「VOCA展」実行委員会  編 「VOCA展」実行委員会 1210137566 C    720.87  /ｳﾞｫｰ    /2018    

103 春の院展全作品集 第73回（39） 日本美術院  〔編〕 日本美術院 1210137525 C    721.9   /ｲﾝﾃ     /39      

104 院展全作品集 40  再興第103回 日本美術院  〔編〕 日本美術院 1210137533 C    721.9   /ｲﾝﾃ     /40      

105 後藤仁：日本画・絵本画/後藤大秀：からくり人形 赤穂市立美術工芸館田淵記念館  編 赤穂市立美術工芸館田淵記念館 1210137814 C    721.9   /ｺﾞﾄｳ    /        
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106 東山魁夷展 京都国立近代美術館  編 日本経済新聞社 1210138002 C    721.9   /ﾋｶﾞｼ    /        

107 印象派とモダンアート 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] 1210137491 C    723.05  /ｲﾝｼ     /        

108 絵画で国立公園めぐり 服部 文孝 〔ほか〕  編 第18回共同巡回展実行委員会 1210137657 C    723.1   /ｶｲｶﾞ    /        

109 雪梁舎：風の会展 第6回 雪梁舎美術館  〔編〕 雪梁舎美術館 1210138069 C    723.1   /ｶｾﾞﾉ    /6       

110 近代日本美術協会展 第45回記念 近代日本美術協会画集委員会  〔編〕 近代日本美術協会画集委員会 1210137558 C    723.1   /ｷﾝﾀﾞ    /45      

111 小磯良平展 神戸市立小磯記念美術館  〔ほか〕 編 神戸市立小磯記念美術館 1210137509 C    723.1   /ｺｲｿ     /        

112 美の新風：奈良と洋画 奈良県立美術館  編 奈良県立美術館 1210138044 C    723.1   /ﾋﾞﾉｼ    /        

113 美の新風：奈良と洋画 奈良県立美術館  編 奈良県立美術館 1210138051 C    723.1   /ﾋﾞﾉｼ    /        

114 風土展 第39回 風土会事務局  〔編〕 風土会事務局 1210137772 C    723.1   /ﾌﾄﾞﾃ    /39      

115 モディリアーニを探して ポーラ美術館学芸部 編 ポーラ美術振興財団ポーラ美術館 1210137665 C    723.37  /ﾓﾃﾞｨ    /        

116 ディエゴ・リベラの時代 埼玉県立近代美術館  〔ほか〕編 埼玉県立近代美術館 1210137624 C    723.56  /ﾃﾞｨｴ    /        

117 榎倉香邨の書 香瓔会  〔編〕 榎倉香邨 1210138226 C    728.8   /ｴﾉｸ     /        

118 日本・ポーランド国際版画展 2010 版画京都展実行委員会  〔編〕 版画京都展実行委員会 1210137764 C    730.87  /ﾆﾎﾝ     /2010    

119 日本・英国国際版画展 2012 版画京都展実行委員会  〔編〕 版画京都展実行委員会 1210137756 C    730.87  /ﾆﾎﾝ     /2012    

120 日本・オーストラリア国際版画展 2014 版画京都展実行委員会  〔編〕 版画京都展実行委員会 1210137855 C    730.87  /ﾆﾎﾝ     /2014    

121 日本・カナダ国際版画展 2016 版画京都展実行委員会  〔編〕 版画京都展実行委員会 1210137863 C    730.87  /ﾆﾎﾝ     /2016    

122 闇に刻む光 黒田 雷児  編 福岡アジア美術館 1210137913 C    733     /ﾔﾐﾆ     /        

123 ヨルク・シュマイサー 町田市立国際版画美術館  編 求龍堂 1210138010 C    735.08  /ｼﾕﾏ     /        

124 澤田教一：故郷と戦場 澤田 教一  著・〔写真〕 羽鳥書店 1210137822 C    748     /ｻﾜﾀﾞ    /        

125 特別展：工芸継承 国立民族学博物館   〔編〕 国立民族学博物館 1210137681 C    750     /ｺｳｹﾞ    /        

126 創工会展 第30回記念 （2018） 創工会  〔編〕 創工会 1210137541 C    750.21  /ｿｳｺ     /30      

127 音丸耕堂展 高松市美術館  編 高松市美術館 1210137939 C    752     /ｵﾄﾏ     /        

128 装飾大刀と日本刀 23 兵庫県立考古博物館  編 兵庫県立考古博物館 1210137897 C    756.6   /ｿｳｼ     /        

129 サムライアーマー甲冑 岡山県立博物館  編 岡山県博物館 1210138077 C    756.7   /ｻﾑﾗ     /        

130 寺山修司 ： 劇場美術館 笹目浩之  編 パルコエンタテインメント事務局 1210137806 C    910.268 /ﾃﾗﾔ     /        
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131 Александр Родченко（アレクサンダー・ロトチェンコ）Rodchenko  Aleksandr Mikhailovich Музей "Московский дом фотографии" 1260009095 C    748     /ROD     /        
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132 志賀直哉コレクション追加製本 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〕 1600000341      910.68  /ｼｶﾞ     /        

133 志賀直哉コレクション協定書・追加製本 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〕 1600000358      918.268 /ｼｶﾞ     /        


