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1 ICOM京都大会からみたあたらしいミュージアムのかたちとは? 京都文化博物館  編 京都歴史文化施設クラスター実行委員会 1110166145      069     /ｷﾖｳ     /        

2 ミュージアムの思想 松宮 秀治  著 白水社 1110165667      069     /ﾏﾂﾐ     /        

3 ミュージアムと記憶 スーザン・Ａ・クレイン  編著 ありな書房 1110165493      069.04  /ｸﾚｲ     /        

4 ICOM（国際博物館会議）京都大会 第25回 ICOM京都大会準備室  編 国際博物館会議 1110167093      069.06  /ｱｲｺ     /25      

5 博物館の経営・運営指標(ベンチマーク)報告書 日本博物館協会  編 日本博物館協会 1110166228      069.3   /ﾆﾎﾝ     /        

6 誰にもやさしい博物館づくり事業 日本博物館協会  編 日本博物館協会 1110166202      069.5   /ﾆﾎﾝ     /10      

7 誰にもやさしい博物館づくり事業 日本博物館協会  編 日本博物館協会 1110166210      069.5   /ﾆﾎﾝ     /12      

8 誰にもやさしい博物館づくり事業 日本博物館協会  編 日本博物館協会 1110166194      069.5   /ﾆﾎﾝ     /9       

9 言葉と物 ミシェル・フーコー  著 新潮社 1110165477      135.57  /ﾌ-ｺ     /        

10 アジア太平洋フォーラム淡路会議 2005 アジア太平洋フォーラム淡路会議事務局  ［編］ アジア太平洋フォーラム淡路会議事務局 1110166269      306     /ｱｼﾞｱ    /2005    

11 県勢概要御説明 兵庫県  ［編］ ［兵庫県］ 1110166244      318.2   /ﾋﾖｳ     /        

12 Field recording vol.03 アーツカウンシル東京  〔ほか〕  編 アーツカウンシル東京 1110167010      369.31  /ｱｰﾂ     /3       

13 Field recording vol.04 アーツカウンシル東京  〔ほか〕  編 アーツカウンシル東京 1110167028      369.31  /ｱｰﾂ     /4       

14 『神戸の壁』保存活動記録 vol.3 リメンバー 神戸 プロジェクト ［ 編 ］ リメンバー神戸プロジェクト 1110166251      369.31  /ﾘﾒﾝ     /震災    

15 国立ハンセン病資料館常設展示図録 2020 国立ハンセン病資料館  編 国立ハンセン病資料館 1110166335      498.6   /ｺｸﾘ     /2020    

16 Dior magazine No.24 Dior.com  ［著］ ［Olivier Bialobos］ 1110166947      589.2   /ﾃﾞｲｵ    /        

17 公研 8月号 公益産業研究調査会  〔編〕 公益産業研究調査会 1110166616      602     /ｺｳｴ     /        

18 戦間期東アジアにおける大衆的図像の視覚文化論 国際シンポジウム報告書編集委員会  編 国際シンポジウム報告書編集委員会 1110166905      674.1   /ｺｸｻ     /        

19 肖像をめぐる三つの視線 京都大学大学院文学研究科  ［編］ 根立研介 1110166129      702.142 /ﾈﾀﾞﾁ    /        

20 ちかくのたび アールブリュット魅力発信事業実行委員会  〔編〕アールブリュット魅力発信事業実行委員会 1110166673      702.16  /ｱｰﾙ     /        

21 あいちトリエンナーレ 2019 あいちトリエンナーレ2019豊田会場実行委員会  〔編〕あいちトリエンナーレ2019豊田会場実行委員会 1110166525      702.16  /ｱｲﾁ     /2019    

22 岡本太郎と『今日の芸術』 アーツ前橋  編 現代企画室 1110165972      702.16  /ｵｶﾓ     /        

23 霧島ロビープロジェクト：記録集 第3回 鹿児島県霧島アートの森  〔編〕 鹿児島県霧島アートの森 1110166780      702.16  /ｶｺﾞｼ    /3       

24 Joan Jonas in Kyoto 2019-2020 京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA  ［編］ 京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA 1110166871      702.16  /ｼﾞｮﾅ    /        

25 トーキョーアーツアンドスペースアニュアル 2019 トーキョーアーツアンドスペース 〔ほか〕 編 東京都歴史文化財団東京都現代美術館トーキョーアーツアンドスペース事業課1110166095      702.16  /ﾄｰｷ     /2019    

26 トーキョーアーツアンドスペースアニュアル 2019 トーキョーアーツアンドスペース 〔ほか〕 編 東京都歴史文化財団東京都現代美術館トーキョーアーツアンドスペース事業課1110166137      702.16  /ﾄｰｷ     /2019    

27 Eizo Nishio paintings & sculptures 2019-2020 editing by Eizo Nishio Art & Books 1110166020      702.16  /ﾆｼｵ     /        

28 Eizo Nishio : architectures photographs by Eizo Nishio Art & Books 1110166038      702.16  /ﾆｼｵ     /        

29 北海道151年のヴンダーカンマー 北海道立近代美術館  〔編〕 北海道立近代美術館 1110167101      702.16  /ﾎﾂｶ     /        

30 城崎国際アートセンター 2020年度 城崎国際アートセンター  〔ほか〕  〔編〕 城崎国際アートセンター 1110166715      702.1664/ｷﾉｻ     /2020    
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31 城崎国際アートセンター 2020年度 城崎国際アートセンター  〔ほか〕  〔編〕 城崎国際アートセンター 1110166723      702.1664/ｷﾉｻ     /2020    

32 奈良市アートプロジェクト 奈良市アートプロジェクト実行委員会事務局  企画・編集奈良市アートプロジェクト実行委員会 1110166533      702.1965/ﾅﾗｼ     /        

33 ココロに効くアート：美はどこから来るのか 2019 花田 伸一  〔ほか〕  編 ちくごアートファーム計画実行委員会 1110166756      702.1991/ﾁｸｺﾞ    /2019    

34 ニューヨーク 田中 正之  編 竹林舎 1110165550      702.3   /ｾｲﾖ     /7       

35 芸術崇拝の思想 松宮 秀治  著 白水社 1110165485      702.3   /ﾏﾂﾐ     /        

36 美術家列伝 第2巻 ジョルジョ・ヴァザーリ  〔著〕 中央公論美術出版 1110165675      702.37  /ｳﾞｱｻﾞ   /2       

37 よみがえるレオナルド・ダ・ヴィンチ 東京造形大学ダ・ヴィンチ・プロジェクト  編 東京美術 1110166798      702.37  /ﾄｳｷ     /        

38 マン・レイ 東京富士美術館  編 東京富士美術館 1110166848      702.53  /ﾄｳｷ     /        

39 石橋財団コレクション所蔵品目録 石橋財団アーティゾン美術館  編 石橋財団アーティゾン美術館 1110166061      703.8   /ｲｼﾊﾞ    /        

40 たましん美術館所蔵品目録 たましん地域文化財団  企画・制作 多摩信用金庫 1110166319      703.8   /ﾀﾏｼ     /        

41 府中市美術館所蔵品目録追補 2019 府中市美術館  〔編〕 府中市美術館 1110166954      703.8   /ﾌﾁｭ     /2019    

42 美術講演会講演録 第43回 鹿島美術財団  編 〔 鹿島美術財団 〕 1110166764      704     /ｶｼﾏ     /43      

43 美術講演会講演録 第46回 鹿島美術財団  編 〔 鹿島美術財団 〕 1110166772      704     /ｶｼﾏ     /46      

44 Subject 2019 多摩美術大学大学院美術研究科博士前期課程芸術学専攻  〔ほか〕  〔編〕多摩美術大学大学院美術研究科博士前期課程芸術学専攻1110166889      704     /ﾀﾏﾋﾞ    /2019    

45 如是我聞録 『如是我聞録』編集委員会  ［編］ 『如是我聞録』編集委員会 1110166327      704     /ﾆﾖｾﾞ    /        

46 日本美術年鑑 平成30年版 東京文化財研究所文化財情報資料部  編 国立文化財機構東京文化財研究所 1110166699      705.9   /ﾆﾎﾝ     /2018    

47 岡山芸術交流パブリックプログラム 2019 木ノ下 智恵子  監修・編著 岡山芸術交流実行委員会 1110166517      706     /ｵｶﾔ     /2019    

48 岡山芸術交流開催報告書 2019 岡山芸術交流実行委員会事務局  〔編〕 岡山芸術交流実行委員会事務局 1110166624      706     /ｵｶﾔ     /2019    

49 心斎橋KAWACHI100年 河内 卓也  ［編］ カワチ 1110166376      706     /ｶﾜﾁ     /        

50 九州国立博物館の取り組み 2019 九州国立博物館  編 九州国立博物館 1110166731      706     /ｷｭｳ     /2019    

51 中之島_4117 2010年度（平成22年度）芸術創造活動支援事業実行委員会事務局  編芸術創造活動支援事業実行委員会（中之島4117）1110166822      706     /ｹﾞｲｼﾞ   /2010    

52 中之島_4117 2011年度（平成23年度）芸術創造活動支援事業実行委員会事務局  編芸術創造活動支援事業実行委員会（中之島4117）1110166285      706     /ｹﾞｲｼﾞ   /2011    

53 三木市美術協会70周年記念誌 三木市美術協会70周年記念誌実行委員会 企画・編集三木市美術協会 1110166012      706     /ﾐｷｼ     /        

54 Void 第2号 尾野 正晴  編 カサハラ画廊 1110166939      706.4   /ｵﾉ      /2       

55 つまずく石の縁 福西 敏宏  編・執筆 アートによる文化交流推進実行委員会 1110166566      706.9   /ｱｰﾂ     /        

56 アーツ前橋地域アートプロジェクト 住友 文彦 〔ほか〕  編・執筆 アーツ前橋 1110166574      706.9   /ｱｰﾂ     /        

57 Void 1 尾野 正晴  編 カサハラ画廊 1110166921      706.9   /ｵﾉ      /1       

58 指定管理者制度研究部会報告書 平成18年度 指定管理者制度研究部会編  編 全国美術館会議 1110166236      706.9   /ｾﾞﾝｺ    /        

59 ZENBI Vol.17 全国美術館会議機関誌部会  編 全国美術館会議 1110165998      706.9   /ｾﾞﾝﾋﾞ   /17      

60 ZENBI Vol.17 全国美術館会議機関誌部会  編 全国美術館会議 1110166004      706.9   /ｾﾞﾝﾋﾞ   /17      
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61 田能資料館のトリセツ 尼崎市教育委員会  編 尼崎市教育委員会 1110166681      706.9   /ﾀﾉｲ     /        

62 市民作品展11年から20年の歩み記録誌 天童市美術館  編 天童市美術館 1110166293      706.9   /ﾃﾝﾄﾞ    /        

63 學藝リカプロ Report2 佐々木 亨  〔ほか〕   編 北海道大学大学院文学研究院 1110165964      706.9   /ﾎﾂｶ     /2       

64 三菱地所アルティアム exhibitions [VOL.13] 三菱地所アルティアム  編 三菱地所アルティアム 1110166749      706.9   /ﾐﾂﾋﾞ    /13      

65 めぐるりアート静岡：記録集 2019 企画者一同   編 静岡市文化振興財団 1110166830      706.9   /ﾒｸﾞﾙ    /2019    

66 アートでつなぐ人とみらい 横浜美術館  〔編〕 横浜美術館 1110166343      706.9   /ﾖｺﾊ     /        

67 魔法のこすちゅーむ 2018年度 シロくま先生〔ほか〕  編 金沢21世紀美術館 1110166111      707     /ｶﾅｻﾞ    /2018    

68 粟津潔のブック・イラストレーション 高橋 律子  編・著 金沢21世紀美術館 1110166079      707.021 /ｱﾜｽﾞ    /5       

69 浜田こども国際アートフェスティバル活動の記録集 浜田市世界こども美術館  〔ほか〕  編 浜田市世界こども美術館 1110166707      707.9   /ﾊﾏﾀﾞ    /        

70 コレクション クシシトフ・ポミアン  著 平凡社 1110165469      707.9   /ﾎﾟﾐｱ    /        

71 ＮＨＫ日曜美術館  第２集 2 鈴木泰二  編 学習研究社 1110166962      708     /ｴﾇｴ     /2       

72 Windshield time：わたしのフロントガラスから 天野 一夫  編 あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会 1110166970      709     /ｱｲﾁ     /        

73 山梨から放て！芸術文化のバイブレーション2018実施報告書 山梨大学教育学部芸術文化推進委員会  〔編〕山梨大学教育学部芸術文化推進委員会 1110166863      709     /ﾔﾏﾅ     /        

74 東日本大震災から8年の今、これから 京都国立博物館  〔編〕 京都国立博物館 1110166640      709.1   /ｷﾖｳ     /        

75 安定化処理 津波により被災した文化財の保存修復技術の構築と専門機関の連携に関するプロジェクト実行委員会  編津波により被災した文化財の保存修復技術の構築と専門機関の連携に関するプロジェクト実行委員会1110166806      709.122 /ﾂﾅﾐ     /2019    

76 多和圭三 多摩美術大学  〔編〕 多摩美術大学 1110166418      712.1   /ﾀﾜ      /        

77 日本画の所在 北沢 憲昭  編 勉誠出版 1110165501      721.04  /ｷﾀｻﾞ    /        

78 鈴木喜美子作品集 瀧 悌三  監修 ミュゼ環鈴木喜美子記念館 1110166996      723.1   /ｽｽﾞｷ    /        

79 蜜蝋画の楽しみ 田鎖 幹夫  著 ギャラリーステーション 1110166988      723.1   /ﾀｸﾞｻ    /        

80 広田稔画集 広田 稔  著 求龍堂 1110166186      723.1   /ﾋﾛﾀ     /        

81 藤江民作品集 藤江 民  著 桂書房 1110166608      723.1   /ﾌｼﾞｴ    /        

82 Mimesis 吉岡 千尋  著・編 アートコートギャラリー/八木アートマネジメント 1110166277      723.1   /ﾖｼｵ     /        

83 17世紀の巨匠ニコラ・プッサン ピエール・ローザンベール  著 日仏美術学会 1110166632      723.35  /ﾛｰｻﾞ    /        

84 マイケル・レヘム：心のアート 堤中 佳枝  編・著 清風堂書店 1110166897      723.456 /ﾚﾍﾑ     /        

85 ピエールくんは黒がすき! ミシェル・パストゥロー  著 白水社 1110165709      726.6   /ﾊﾟｽﾄ    /        

86 Stone Letter Project #2 坂井 淳二  編 Lighter but Heavier 1110166301      734     /ｻｶｲ     /        

87 Photonwork 02号 新正 卓  編・執筆 Photonwork編集委員会 1110166541      740.1   /ｱﾗﾏ     /02      

88 Photonwork 04号 新正 卓  編・執筆 Photonwork編集委員会 1110166558      740.1   /ｱﾗﾏ     /04      

89 大辻清司アーカイブフィルムコレクション 4 大辻 清司   [撮影] 武蔵野美術大学美術館・図書館 1110166657      740.21  /ｵｵﾂ     /4       

90 公益社団法人日本写真家協会会員名簿 2020～2021 〔日本写真家協会  編〕 〔 日本写真家協会 〕 1110166582      740.6   /ﾆﾎﾝ     /2020    
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91 写真の町通信 vol.34 東川町〈写真の町〉実行委員会 〔編〕 東川町〈写真の町〉実行委員会 1110166087      740.6   /ﾋｶﾞｼ    /34      

92 写真の町東川賞 第34回 東川町写真の町実行委員会 〔編〕 〔東川町写真の町実行委員会〕 1110166103      740.6   /ﾋｶﾞｼ    /34      

93 写真の町通信 vol.35 東川町「写真の町」実行委員会 〔編〕 東川町〈写真の町〉実行委員会 1110166152      740.6   /ﾋｶﾞｼ    /35      

94 写真の町東川賞 第36回 東川町写真の町実行委員会 〔編〕 〔東川町写真の町実行委員会〕 1110166160      740.6   /ﾋｶﾞｼ    /36      

95 写真の町東川賞 第36回 東川町写真の町実行委員会 〔編〕 〔東川町写真の町実行委員会〕 1110166178      740.6   /ﾋｶﾞｼ    /36      

96 井波 広川 泰士  撮影 井波日本遺産推進協議会 1110166590      748     /ｲﾅﾐ     /        

97 宇山聡範 宇山 聡範  著・編 〔出版者不明〕 1110166855      748     /ｳﾔﾏ     /        

98 京都現代写真作家展 記録集 第17回（2019） 第17回京都現代写真作家展 実行委員会  〔編〕第17回京都現代写真作家展実行委員会 1110167085      748     /ｷｮｳ     /17      

99 幻の横浜焼・東京焼論考集 荒川 正明  〔ほか〕  執筆 神奈川新聞社 1110166913      751.1   /ｱﾗｶ     /        

100 Scripta 第13巻第3号 紀伊国屋書店出版部  〔編〕 紀伊国屋書店出版部 1110166665      904     /ｷﾉｸ     /        

101 ラピス・ラズリ 水野 朝  著 広瀬企画 1110166814      911.56  /ﾐｽﾞﾉ    /        

102 げいさい 会田 誠  著 文藝春秋 1110167002      913.6   /ｱｲﾀﾞ    /        

103 トリスタン・ツァラ 寺門 臨太郎  編 筑波大学芸術系 1110165980      951.7   /ﾃﾗｶ     /        

104 家出の道筋 ジョルジュ・ペレック 水声社 1110165584      954.7   /ﾍﾟﾚﾂ    /        
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105 Impressionist and post-impressionist painting and sculpture in the Israel Museum Jerusalem［written by］ Stephanie Rachum ... [et al.] Abrams 1160017669      723.05  /STE     /        

106 Soulages papiers Jean Louis Andral Hazan 1160017685      723.35  /SOU     /        
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107 いざ、伊丹城 (有岡城) へ! 伊丹市立博物館  編 伊丹市立博物館 1210152524 C    216.4   /ｲｻﾞｲ    /        

108 お城ができる前の姫路 兵庫県立歴史博物館  編 兵庫県立歴史博物館 1210151625 C    216.4   /ｵｼﾛ     /        

109 18世紀ソウルの日常 東京都江戸東京博物館  編 東京都江戸東京博物館 1210152102 C    221.05  /ｼﾞｭｳ    /        

110 秦漢遺宝 石谷 慎  編 黒川古文化研究所 1210152094 C    222.04  /ｼﾝｶ     /        

111 昆布とミヨク（わかめ） 人間文化研究機構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 1210152227 C    383.821 /ｺﾝﾌﾞ    /        

112 私がとらえた大和の民俗-つくる- 第9回（2019年） 奈良県立民俗博物館 学芸課  編 奈良県立民俗博物館 1210152433 C    386.8165/ﾜﾀｼ     /9       

113 さくら展 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 1210152375 C    479.75  /ｻｸﾗ     /        

114 辰野金吾と美術のはなし 東京ステーションギャラリー  ［編］ 東京ステーションギャラリー 1210151831 C    523.1   /ﾀﾂﾉ     /        

115 現代美術の動向 1 東京都美術館  編 東京都美術館 1210152078 C    702.07  /ｹﾞﾝﾀﾞ   /1       

116 へんがおの世界：笑う門には福来たる！ 兵庫県立歴史博物館  編 兵庫県立歴史博物館 1210151864 C    702.1   /ﾍﾝｶﾞ    /        

117 広島浅野家の至宝 広島県立美術館  編 広島県立美術館 1210152573 C    702.14  /ﾋﾛｼ     /        

118 天下泰平 徳川記念財団  編 徳川記念財団 1210151708 C    702.15  /ﾃﾝｶ     /        

119 デコレータークラブ：配置・調整・周遊 小島 鰻  編 尼崎市文化振興担当 1210152417 C    702.16  /ｲｲｶ     /        

120 池田慎-あしたの品々×日用品の詩学展 西脇市岡之山美術館  編 西脇市岡之山美術館 1210152193 C    702.16  /ｲｹﾀﾞ    /        

121 井田大介 井田 大介  ［作］ Tezukayama Gallery 1210151898 C    702.16  /ｲﾀﾞ     /        

122 岡崎乾二郎 「視覚のカイソウ」編集会議  編 ナナロク社 1210151823 C    702.16  /ｵｶｻﾞ    /        

123 「現代美術の世界」展 島根県教育文化財団  編 島根県立博物館 1210152367 C    702.16  /ｹﾞﾝﾀﾞ   /        

124 シンビズム 伊藤 羊子  編 長野県文化振興事業団 1210151633 C    702.16  /ｼﾝﾋﾞ    /        

125 シンビズム 2 伊藤 羊子  編 長野県文化振興事業団 1210151641 C    702.16  /ｼﾝﾋﾞ    /2       

126 シンビズム 3 伊藤 羊子  編 長野県文化振興事業団 1210152086 C    702.16  /ｼﾝﾋﾞ    /3       

127 杉本博司：瑠璃の浄土 京都市京セラ美術館  ［編］ 平凡社 1210151856 C    702.16  /ｽｷﾞﾓ    /        

128 高松コンテンポラリーアート・アニュアル vol.08 橘 美貴  編 高松市美術館 1210152201 C    702.16  /ﾀｶﾏ     /08      

129 Recasting Club presents 「としのこえ、とちのうた。」 中﨑 透  編 市原湖畔美術館 1210152516 C    702.16  /ﾄｼﾉ     /        

130 星とめぐる美術 島根県立石見美術館  ［編］ 島根県立石見美術館 1210151781 C    702.16  /ﾎｼﾄ     /        

131 美作三湯芸術温度 第2回 岡山県環境文化部文化振興課  〔編〕 岡山県環境文化部文化振興課 1210152342 C    702.16  /ﾐﾏｻ     /        

132 助手展 2019 因幡  都頼  〔ほか〕  編 武蔵野美術大学美術館・図書館 1210151690 C    702.16  /ﾑｻｼ     /2019    

133 Christian Jankowski 藤田 瑞穂  編 京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA 1210152458 C    702.16  /ﾔﾝｺ     /        

134 薬師寺展 あべのハルカス美術館  ［ほか］  編 読売新聞大阪本社 1210151815 C    702.17  /ﾔｸｼ     /        

135 奇蹟の芸術都市バルセロナ展 木下 亮  監修 神戸新聞社 1210152581 C    702.36  /ｷｾｷ     /        

136 奇蹟の芸術都市バルセロナ展 木下 亮  監修 神戸新聞社 1210152599 C    702.36  /ｷｾｷ     /        
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137 まじわる文化、つなぐ歴史、むすぶ美 神戸市立博物館  編 神戸市立博物館 1210151658 C    703.8   /ｺｳﾍﾞ    /        

138 所蔵秀作展：10年の歩み 碧南市藤井達吉現代美術館  〔編〕 〔碧南市藤井達吉現代美術館〕 1210151922 C    703.8   /ｼｮｿﾞ    /        

139 ・（てん）と--（せん）、いろ、かたち 島根県立石見美術館  ［編］ 島根県立石見美術館 1210151849 C    703.8   /ﾃﾝﾄ     /        

140 響きあう個性：近代を彩った作家たち 碧南市藤井達吉現代美術館  〔編〕 碧南市藤井達吉現代美術館 1210151914 C    703.8   /ﾋﾋﾞｷ    /        

141 京都市美術館：最初の一歩コレクションの原点 京都市美術館  編 光村推古書院 1210151872 C    706.9   /ｷﾖｳ     /        

142 あそぶ木のアート展 糸川 孝一  編 浜田市世界こども美術館 1210152185 C    707.9   /ｱｿﾌﾞ    /        

143 START☆みんなのミュージアム 2020 富山県立美術館  編 富山県立美術館 1210152177 C    707.9   /ｽﾀｰ     /2020    

144 NAU21世紀美術連立展 第18回 〔NAU21世紀美術連立協会〕 1210152284 C    708.7   /NAU     /18      

145 秋田公立美術大学大学院複合芸術研究科修了研究展2020 秋田公立美術大学大学院複合芸術研究科2期生  企画秋田公立美術大学大学院 1210152151 C    708.7   /ｱｷﾀ     /2020    

146 秋田公立美術大学大学院複合芸術研究科修了研究展2020 秋田公立美術大学大学院複合芸術研究科2期生  企画秋田公立美術大学大学院 1210152169 C    708.7   /ｱｷﾀ     /2020    

147 大阪芸術大学大学院芸術研究科芸術制作修士・博士作品集22(2019） 大阪芸術大学大学院  〔編〕 大阪芸術大学大学院 1210151674 C    708.7   /ｵｵｻ     /22      

148 戦争と平和展 広島県立美術館   編 広島・長崎県美術館平和発信事業委員会 1210152268 C    708.7   /ｾﾝｿ     /        

149 正倉院展目録 平成21年（第61回）奈良国立博物館  編 仏教美術協会 1210152045 C    709.1   /ｼﾖｳ     /        

150 KAJIMA彫刻コンクール作品集 第16回 鹿島建設  編 〔鹿島建設〕 1210152219 C    710.87  /ｶｼﾞﾏ    /16      

151 彫刻家・村田勝四郎と日本野鳥の会 渋谷区立松濤美術館  編 渋谷区立松濤美術館 1210152474 C    712.1   /ﾑﾗﾀ     /        

152 米林雄一展 おぶせミュージアム・中島千波館  編 〔おぶせミュージアム・中島千波館〕 1210151757 C    712.1   /ﾖﾈﾊﾞ    /        

153 米林雄一彫刻展 米林 雄一  編 飯山市美術館 1210152144 C    712.1   /ﾖﾈﾊﾞ    /        

154 田中毅展 濱田 千里  編 川越市立美術館 1210152383 C    714     /ﾀﾅｶ     /        

155 VOCA展 2020 「VOCA展」実行委員会  編 「VOCA展」実行委員会 1210152532 C    720.87  /ｳﾞｫｰ    /2020    

156 福知山市佐藤太清賞公募美術展 第19回(2020) 「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 1210152243 C    720.87  /ｻﾄｳ     /19      

157 八千代風景画大賞展 第4回 八千代町  〔編〕 1210152441 C    720.87  /ﾔﾁﾖ     /4       

158 日本美術の巨匠たち 島根県立美術館  編集・執筆 島根県立美術館 1210152565 C    721.02  /ﾆﾎﾝ     /        

159 「荒木十畝大村市所蔵作品による」展リーフレット 松久保 修平  編・執筆 長崎県美術館 1210152466 C    721.9   /ｱﾗｷ     /        

160 大橋翠石 神戸新聞社  編 神戸新聞社 1210151880 C    721.9   /ｵｵﾊ     /        

161 大橋翠石 神戸新聞社  編 神戸新聞社 1210152359 C    721.9   /ｵｵﾊ     /        

162 小茂田青樹 島根県立美術館  編 島根県立美術館 1210152235 C    721.9   /ｵﾓﾀﾞ    /        

163 近代日本画の名作春草「黒き猫」がやってくる! 秋田市立千秋美術館  編 秋田市立千秋美術館 1210152037 C    721.9   /ｷﾝﾀﾞ    /        

164 日本画家後藤純男の全貌 千葉県立美術館  編 千葉県立美術館 1210151906 C    721.9   /ｺﾞﾄｳ    /        

165 生誕130年秦テルヲの生涯 星野 桂三  編 星野画廊 1210152128 C    721.9   /ﾎｼﾉ     /        

166 丸木スマ展 野田 路子  企画・編集 一宮市三岸節子記念美術館 1210151682 C    721.9   /ﾏﾙｷ     /        
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167 山下摩起をめぐる画家たち 西宮市大谷記念美術館  〔編〕 西宮市大谷記念美術館 1210152334 C    721.9   /ﾔﾏｼ     /        

168 伊藤快彦遺作展 星野 桂三  編 星野画廊 1210152136 C    723.1   /ｲﾄｳ     /        

169 金畑実とゆかりの作家たち 金畑 実  〔画〕 米子市美術館 1210152292 C    723.1   /ｶﾈﾊ     /        

170 近代日本美術協会展 第46回 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 1210152110 C    723.1   /ｷﾝﾀﾞ    /46      

171 黒田重太郎鉛筆素描「京都、洛中洛外」 星野 桂三  編集制作 星野画廊 1210151724 C    723.1   /ｸﾛﾀﾞ    /        

172 神々の微笑 米子市美術館  編 米子市美術館 1210152060 C    723.1   /ｺﾅﾀﾞ    /        

173 小林二郎展 小林 二郎  〔編・画〕 小林 二郎 1210152318 C    723.1   /ｺﾊﾞﾔ    /        

174 坂本和也：landscape gardening 米子市美術館  〔編〕 米子市美術館 1210152482 C    723.1   /ｻｶﾓ     /        

175 昭和の函館画壇 北海道立函館美術館  編 北海道立函館美術館 1210152425 C    723.1   /ｼｮｳ     /        

176 白髪一雄 福士 理  編・執筆 東京オペラシティ文化財団 1210151740 C    723.1   /ｼﾗｶﾞ    /        

177 関根正二展 福島県立美術館  〔ほか〕  編 福島県立美術館 1210152409 C    723.1   /ｾｷﾈ     /        

178 白馬のゆくえ 香川県立ミュージアム  ［ほか］  編 日動美術財団 1210152391 C    723.1   /ﾊｸﾊﾞ    /        

179 母子像名作選：そして少女たち 星野 桂三  編 星野画廊 1210151773 C    723.1   /ﾎｼﾉ     /        

180 没後10年三岸黄太郎展 一宮市三岸節子記念美術館  編 一宮市三岸節子記念美術館 1210151716 C    723.1   /ﾐｷﾞｼ    /        

181 無辜の絵画 広島市現代美術館  編 国書刊行会 1210151807 C    723.1   /ﾑｺﾉ     /        

182 矢崎千代二：世界漫遊の旅 星野 桂三  編 星野画廊 1210151617 C    723.1   /ﾔｻﾞｷ    /        

183 日日是アート 三鷹市美術ギャラリー  〔ほか〕  編 三鷹市美術ギャラリー 1210151930 C    723.1   /ﾖﾀﾞ     /        

184 宇都宮美術館コレクションによるマルク・シャガール展 横須賀美術館  〔編〕 横須賀美術館 1210151799 C    723.35  /ｼｬｶﾞ    /        

185 珠玉の東京富士美術館コレクション 澤渡 麻里  編 東京富士美術館 1210151765 C    723.35  /ｼﾕｷﾞ    /        

186 シャルル＝フランソワ・ドービニー展 ブレーントラスト  編 シャルル＝フランソワ・ドービニー展カタログ実行委員会1210152276 C    723.35  /ﾄﾞｰﾋﾞ   /        

187 のらくろであります！ 新美 琢真  編 川崎市市民ミュージアム 1210152052 C    726.1   /ﾉﾗｸ     /        

188 絵本にみる日本画 アート・ベンチャー・オフィスショウ  編 田辺市立美術館 1210151997 C    726.6   /ｴﾎﾝ     /        

189 金子鷗亭の世界 北海道立函館美術館  編 創玄書道会 1210151732 C    728.21  /ｶﾈｺ     /        

190 小林ドンゲ展 佐倉市立美術館  〔編〕 佐倉市立美術館 1210152300 C    735     /ｺﾊﾞﾔ    /        

191 伊丹国際クラフト展 2019 伊丹市立工芸センター  編 伊丹市立工芸センター 1210152326 C    750.87  /ｲﾀﾐ     /2019    

192 Tamba now + 2020 兵庫陶芸美術館  編 兵庫陶芸美術館 1210152540 C    751.1   /ﾀﾝﾊﾞ    /        

193 宇宙象 北海道立釧路芸術館  編 北海道立釧路芸術館 1210152250 C    751.5   /ｼﾏｻﾞ    /        

194 くらしの中の布 三宅 翔士  編 武蔵野美術大学美術館・図書館 1210152557 C    753     /ｸﾗｼ     /        

195 絵を描く糸：刺繍美術展 一宮市三岸節子記念美術館  編 一宮市三岸節子記念美術館 1210151666 C    753.7   /ｴｵｴ     /        

196 ニッポンノミヤゲ 豊田 佳子  編 資生堂 1210152029 C    778.4   /ｱﾗｷ     /        
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197 Nobuyuki Osaki selected works editor：Nobuyuki Osaki Mikiko Sato Gallery 1260010028 C    702.16  /OSA     /        

198 Nobuyuki Osaki selected works editor：Nobuyuki Osaki Mikiko Sato Gallery 1260010036 C    702.16  /OSA     /        

199 Oscar Oiwa Supervision：Aomi Okabe 〔出版者不明〕 1260010010 C    723.1   /OSC     /        


