
所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 1/15ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 和書

受入日付  ：　2017年08月01日～2017年09月30日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

1 徳間書店の30年 : 1954-1983 徳間書店社史編纂委員会 編 徳間書店 1110142633      023.067 /ﾄｸﾏ     /        

2 寄るな触るな邪魔するな 川内康範 著 ぴいぷる社 1110139795      049.1   /ｶﾜｳ     /        

3 平成26年：開山忌舎利会記念講演会講演録 律宗総本山唐招提寺  編 律宗戒学院 1110144027      162     /ﾄｳｼ     /        

4 戦争画リターンズ 平山周吉 著 芸術新聞社 1110143433      210.75  /ﾋﾗﾔ     /        

5 史跡：鳥取藩主池田家墓所 史跡鳥取藩主池田家墓所保存会  〔編〕 鳥取県教育委員会 1110144704      217.2   /ｼｾｷ     /        

6 鳥取県の自然と歴史 [5] 鳥取県立博物館  〔編〕 鳥取県立博物館 1110144605      217.2   /ﾄﾂﾄ     /[5]     

7 鞠智城東京シンポジウム2016：成果報告書 2016 熊本県教育委員会 編 熊本県教育委員会 1110144001      219.4   /ｸﾏﾓ     /2016    

8 鞠智城と古代社会 第5号 熊本県教育委員会 編 熊本県教育委員会 1110144035      219.4   /ｸﾏﾓ     /2016    

9 私の履歴書 第4集 日本経済新聞社  編 日本経済新聞社 1110141411      281     /ﾆﾎﾝ     /4       

10 ラッパと呼ばれた男 : 映画プロデューサー永田雅一 鈴木晰也 著 キネマ旬報社 1110141890      289.1   /ｽｽﾞｷ    /        

11 大いなる終焉 : 永田雅一の華麗なる興亡 山下重定 著 日芸出版 1110139365      289.1   /ﾔﾏｼ     /        

12 大人の大阪本 藤本 和剛 〔ほか〕  編 京阪神エルマガジン社 1110144761      291.63  /ｵﾄﾅ     /        

13 阪急沿線の本 JTBパブリッシング西日本支社  編 JTBパブリッシング 1110144779      291.64  /ｼﾞｴｲ    /        

14 満洲印象記：附  慶州紀行 今村太平 著 第一芸文社 第一藝文社 1110140348      292.25  /ｲﾏﾑ     /        

15 俗論：現代を斬る 川内康範 著 講談社 1110139290      304     /ｶﾜｳ     /        

16 常識への挑戦 : どれがホンモノなのか 川内康範 著 広済堂出版 1110139845      304     /ｶﾜｳ     /        

17 流れのままには… 川内康範 著 廣済堂出版 1110141387      304     /ｶﾜｳ     /        

18 日本は不戦の憲法を犯すな : 昭和天皇の御遺志を護持せよ 川内康範 著 ぴいぷる社 1110139829      310.4   /ｶﾜｳ     /        

19 政治を斬る 川内康範 著 東京文芸社 1110139860      310.4   /ｶﾜｳ     /        

20 慌てるなよ日本人 川内康範 著 広済堂出版 1110139787      312.1   /ｶﾜｳ     /        

21 姓はアメリカ名は国連 : こんなもの信じられるか 川内康範 著 ぴいぷる社 1110139779      319.28  /ｶﾜｳ     /        

22 高齢社会における公立文化施設の取り組みに関する調査研究報告書一般財団法人地域創造  編 一般財団法人地域創造 1110143946      369.11  /ﾁｲｷ     /        

23 奈良女子大学所蔵資料正倉院模造宝物 奈良女子大学記念館  [編] 奈良女子大学記念館運営委員会 1110145123      377.3   /ﾅﾗｼﾞ    /        

24 奈良女子大学所蔵資料写真乾板 1 奈良女子大学記念館  [編] 奈良女子大学記念館運営委員会 1110145099      377.3   /ﾅﾗｼﾞ    /1       

25 奈良女子大学所蔵資料写真乾板 2 奈良女子大学記念館  [編] 奈良女子大学記念館運営委員会 1110145107      377.3   /ﾅﾗｼﾞ    /2       

26 奈良女子大学所蔵資料写真乾板 3 奈良女子大学記念館  [編] 奈良女子大学記念館運営委員会 1110145115      377.3   /ﾅﾗｼﾞ    /3       

27 Architectural workshop: Hieizan 2017 アートアンドアーキテクトフェスタ  製作・編集 アートアンドアーキテクトフェスタ 1110145149      520     /ｱｰﾄ     /2017    

28 35歳以下の若手建築家7組による建築の展覧会 松本 ガートナー洋子 〔ほか〕 著 アートアンドアーキテクトフェスタ 1110144043      525.1   /ｻﾝｼﾞ    /2014    

29 機械化兵器読本 吉田豊彦 著 東京日日新聞社 1110143441      559     /ﾖｼﾀﾞ    /        

30 宣伝 増田太次郎 著 真善美社 1110140249      674.9   /ﾏｽﾀﾞ    /        



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 2/15ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 和書

受入日付  ：　2017年08月01日～2017年09月30日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

31 芸術学事始め 小林 道憲 著 中央公論新社 1110144613      701.1   /ｺﾊﾞﾔ    /        

32 千田高詩の世界 棈木 賢一 〔ほか〕 編 千田高詩の世界実行委員会 1110144274      702.16  /ｱｼﾞｷ    /        

33 大西 伸明 作品集 大西 伸明  〔作〕 MA2 gallery 1110145131      702.16  /ｵｵﾆ     /        

34 グループ「幻触」と石子順造1966-1971 静岡県立美術館 〔ほか〕編 静岡県立美術館 1110144811      702.16  /ｼｽﾞｵ    /        

35 芝田知佳 芝田 知佳 〔編〕 [芝田知佳] 1110144621      702.16  /ｼﾊﾞﾀ    /        

36 ジェイ・チュン＆キュウ・タケキ・マエダ 第1部 ジェイ・チュン＆キュウ・タケキ・マエダ  編 Hikotaro Kanehira 1110141494      702.16  /ｼﾞｴｲ    /1       

37 ジェイ・チュン＆キュウ・タケキ・マエダ 第2部 ジェイ・チュン＆キュウ・タケキ・マエダ  編 Hikotaro Kanehir 1110141502      702.16  /ｼﾞｴｲ    /2       

38 ジェイ・チュン＆キュウ・タケキ・マエダ 第3部 ジェイ・チュン＆キュウ・タケキ・マエダ  編 Hikotaro Kanehira 1110141510      702.16  /ｼﾞｴｲ    /3       

39 日本の前衛:1945-1999 瀬木慎一 著 生活の友社 1110138805      702.16  /ｾｷﾞ     /        

40 連続展示企画「問いかけながら道をゆく」2013-2014 「問いかけながら道をゆく」展実行委員会〔ほか〕  編「問いかけながら道をゆく」展実行委員会 1110143904      702.16  /ﾄｲｶ     /        

41 戦後美術盛衰史 針生一郎 著 東京書籍 1110138797      702.16  /ﾊﾘﾕ     /        

42 Creativity seen/unseen in art and technology : a compendium of media art and performance from YCAM: 2003-2008廣田 ふみ 〔ほか〕  編 山口情報芸術センター 1110144639      702.16  /ﾋﾛﾀ     /        

43 Kenji Yanobe : Sun Child ヤノベケンジ  著 Akio Nagasawa publishing 1110144068      702.16  /ﾔﾉﾍﾞ    /        

44 日波現代芸術祭「流れFlow」 2014 加須屋 明子  編 龍野アートプロジェクト 1110143912      702.1964/ﾀﾂﾉ     /2014    

45 西洋美術の歴史 1  古代 芳賀京子  著〔ほか〕 中央公論新社 1110142955      702.3   /ｾｲﾖ     /1       

46 西洋美術の歴史 2  中世Ⅰ 加藤魔珠枝  著〔ほか〕 中央公論新社 1110143334      702.3   /ｾｲﾖ     /2       

47 西洋美術の歴史 3  中世Ⅱ 木俣元一  著〔ほか〕 中央公論新社 1110143375      702.3   /ｾｲﾖ     /3       

48 西洋美術の歴史 4  ルネサンスⅠ小佐野重利  著〔ほか〕 中央公論新社 1110143383      702.3   /ｾｲﾖ     /4       

49 西洋美術の歴史 5  ルネサンスⅡ秋山聰  著〔ほか〕 中央公論新社 1110143391      702.3   /ｾｲﾖ     /5       

50 西洋美術の歴史 6  １６世紀～１８世紀大野芳材  著〔ほか〕 中央公論新社 1110143409      702.3   /ｾｲﾖ     /6       

51 西洋美術の歴史 7  １９世紀 尾関幸  著〔ほか〕 中央公論新社 1110143417      702.3   /ｾｲﾖ     /7       

52 西洋美術の歴史 8  ２０世紀 井口壽乃  著〔ほか〕 中央公論新社 1110143425      702.3   /ｾｲﾖ     /8       

53 収蔵資料目録 8 香川県立ミュージアム  編 香川県立ミュージアム 1110144688      703.8   /ｶｶﾞﾜ    /8       

54 収蔵資料目録 9 香川県立ミュージアム  編 香川県立ミュージアム 1110144696      703.8   /ｶｶﾞﾜ    /9       

55 収蔵作品百選 岩切みお  翻訳・校正 台北市立美術館 1110143953      703.8   /ﾀｲﾍﾟ    /        

56 竹中大工道具館展示概要 竹中大工道具館  編 竹中大工道具館 1110144852      703.8   /ﾀｹﾅ     /        

57 美術講演会講演録 第41回 鹿島美術財団  編 〔 鹿島美術財団 〕 1110144589      704     /ｶｼﾏ     /41      

58 美術講演会講演録 第45回 鹿島美術財団  編 〔 鹿島美術財団 〕 1110144555      704     /ｶｼﾏ     /45      

59 17世紀オランダ美術の東洋表象研究 幸福 輝  編 国立西洋美術館 1110145081      704     /ｺｳﾌ     /        

60 芸術の前衛 針生一郎 著 弘文堂 1110141874      704     /ﾊﾘﾕ     /        



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 3/15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

61 バロック美術の魅力 姫路市立美術館  編 姫路市立美術館 1110144712      704     /ﾋﾒｼﾞ    /        

62 17世紀オランダ美術と〈アジア〉 幸福 輝  編 国立西洋美術館 1110145073      706     /ｺｳﾌ     /        

63 アーツ前橋、はじまる アーツ前橋  企画・監修 美術出版社 1110144019      706.9   /ｱｰﾂ     /        

64 大阪新美術館建設準備室連携事業報告書 平成28年度 大阪新美術館建設準備室  編 大阪新美術館建設準備室 1110143995      706.9   /ｵｵｻ     /        

65 京都芸術センター2015年度事業報告書 西尾 咲子  編 京都芸術センター 1110144746      706.9   /ｷｮｳ     /        

66 鳥山健の「いとおしい美術を求めて」 ギャラリー白  編 ギャラリー白 1110143979      706.9   /ｷﾞﾔﾗ    /        

67 ZENBI Vol.12 全国美術館会議機関誌部会  編 全国美術館会議 1110145313      706.9   /ｾﾞﾝﾋﾞ   /12      

68 福岡市美術館クロージング/リニューアルプロジェクト2016について語る。 : 記録集福岡市美術館  〔編〕 福岡市美術館 1110143987      706.9   /ﾌｸｵ     /        

69 YCAM Yearbook 2017-2018 Yoshi Tsujimura 〔ほか〕  編 山口情報芸術センター［YCAM］ 1110144050      706.9   /ﾔﾏｸﾞ    /        

70 ぼくとひかりと夏休み 高橋 匡太  著 豊田市美術館 1110143961      707.9   /ﾀｶﾊ     /        

71 福島藝術計画×art support Tohoku-Tokyo 2012 福島藝術計画×art support Tohoku-Tokyo事務局  編福島藝術計画×art support Tohoku-Tokyo事務局1110144837      709     /ﾌｸｼ     /2012    

72 夢をたべる獏が夢みる夢 土屋仁応 1110144936      712.1   /ﾂﾁﾔ     /        

73 Yoshitatsu Yanagihara : 呼吸するブロンズ : 柳原義達 柳原義達 [作] 三重県立美術館協力会 1110144092      712.1   /ﾔﾅｷﾞ    /        

74 彫刻  宇宙空間  豊田  豊作品集 豊田 豊  〔作〕 日本製版 1110145305      712.2   /ﾄﾖﾀ     /        

75 絵ハ誰デモ描ケル 丸木俊子 著 真善美社 1110140272      720.4   /ﾏﾙｷ     /        

76 広重の名所絵 北九州市立美術館 北九州市立美術館 1110144944      721.8   /ﾋﾛｼ     /        

77 東山魁夷 ART BOX : 美の眼差し 講談社 編 講談社 1110144076      721.9   /ﾋｶﾞｼ    /        

78 怖い絵 中野京子 著 角川書店 1110139092      723     /ﾅｶﾉ     /        

79 怖い絵 泣く女篇 中野京子 著 角川書店 1110139076      723     /ﾅｶﾉ     /2       

80 怖い絵 死と乙女篇 中野京子 著 角川書店 1110139084      723     /ﾅｶﾉ     /3       

81 画家 渡邉祥行を歩く 桜楓社書房  編 桜楓社書房 1110144571      723.1   /ｵｳﾌ     /        

82 大岩オスカール 現代企画室  編 現代企画室 1110145321      723.1   /ｵｵｲ     /        

83 岡本太郎第1画文集 : アヴァンギャルド 岡本 太郎 著 月曜書房 1110144563      723.1   /ｵｶﾓ     /        

84 奥田 善巳 奥田 善巳  〔作〕 しまもとなおこ 1110144845      723.1   /ｵｸﾀﾞ    /        

85 On Kawara 1952‐1956 Tokyo 河原温  作品 PARCO出版 1110142666      723.1   /ｶﾜﾗ     /        

86 現代美術のパイオニア : 黎明期の群像 瀬木慎一 著 美術公論社 1110141403      723.1   /ｾｷﾞｼ    /        

87 大東亜決戦画集 国史名画刊行会 編 省文社 1110143540      723.1   /ﾀﾞｲﾄ    /        

88 わが愛憎の画家たち 針生一郎 著 平凡社 1110142948      723.1   /ﾊﾘｳ     /        

89 正木 隆 作品集 正木 隆  〔画〕 Gallery Jin 1110145057      723.1   /ﾏｻｷ     /        

90 正木 隆 作品集 別冊 正木 隆  〔画〕 Gallery Jin 1110145065      723.1   /ﾏｻｷ     /        
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No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

91 評伝:ジャン・デュビュッフェ 末永 照和  著 青土社 1110136221      723.35  /ｽｴﾅ     /        

92 ブリューゲルの世界 森 洋子 著 新潮社 1110140678      723.359 /ﾓﾘﾖ     /        

93 大岩オスカール:天地創造 大岩 オスカール  著 求龍堂 1110135116      723.62  /ｵｵｲ     /        

94 かみなり童子 第13巻第1号川内康範  原作 〔少年画報社〕 1110143607      726.1   /ｶﾜｳ     /        

95 現代漫画：横山隆一集 [第1期] 1 横山 隆一  [著] 筑摩書房 1110138193      726.1   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /1       

96 現代漫画：杉浦幸雄集 第2期 1 杉浦 幸雄  [著] 筑摩書房 1110138615      726.1   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /1       

97 現代漫画：園山俊二集 [第1期] 10 園山 俊二  [著] 筑摩書房 1110138391      726.1   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /10      

98 現代漫画：こども漫画傑作集 第2期 10 鶴見 俊輔  編 筑摩書房 1110138748      726.1   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /10      

99 現代漫画：東海林さだお集 [第1期] 11 東海林 さだお  [著] 筑摩書房 1110138375      726.1   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /11      

100 現代漫画：戦争漫画傑作集 第2期 11 鶴見 俊輔  編 筑摩書房 1110138755      726.1   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /11      

101 現代漫画：つげ義春集 [第1期] 12 つげ 義春  [著] 筑摩書房 1110138433      726.1   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /12      

102 現代漫画：前衛漫画傑作集 第2期 12 鶴見 俊輔  編 筑摩書房 1110138763      726.1   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /12      

103 現代漫画：石ノ森章太郎集 [第1期] 13 石ノ森 章太郎  [著] 筑摩書房 1110138458      726.1   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /13      

104 現代漫画：漫画戦後史Ⅰ [第1期] 14 鶴見  俊輔  編 筑摩書房 1110138466      726.1   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /14      

105 現代漫画：漫画戦後史Ⅱ [第1期] 15 鶴見  俊輔  編 筑摩書房 1110138474      726.1   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /15      

106 現代漫画：横山泰三集 [第1期] 2 横山 泰三  [著] 筑摩書房 1110138235      726.1   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /2       

107 現代漫画：清水崑集 第2期 2 清水 崑  [著] 筑摩書房 1110138623      726.1   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /2       

108 現代漫画：荻原賢次集 [第1期] 3 荻原 賢次  [著] 筑摩書房 1110138250      726.1   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /3       

109 現代漫画：富永一朗集 第2期 3 富永 一朗  [著] 筑摩書房 1110138631      726.1   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /3       

110 現代漫画：加藤芳郎集 [第1期] 4 加藤 芳郎  [著] 筑摩書房 1110138268      726.1   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /4       

111 現代漫画：馬場のぼる集 第2期 4 馬場 のぼる  [著] 筑摩書房 1110138664      726.1   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /4       

112 現代漫画：水木しげる集 [第1期] 5 水木 しげる  [著] 筑摩書房 1110138284      726.1   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /5       

113 現代漫画：鈴木義司 集 第2期 5 鈴木 義司  [著] 筑摩書房 1110138680      726.1   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /5       

114 現代漫画：手塚治虫集 [第1期] 6 手塚 治虫  [著] 筑摩書房 1110138292      726.1   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /6       

115 現代漫画：滝田ゆう集 第2期 6 滝田 ゆう  [著] 筑摩書房 1110138698      726.1   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /6       

116 現代漫画：小島功集 [第1期] 7 小島 功  [著] 筑摩書房 1110138326      726.1   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /7       

117 現代漫画：赤塚不二夫集 第2期 7 赤塚 不二夫  [著] 筑摩書房 1110138714      726.1   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /7       

118 現代漫画：サトウサンペイ集 [第1期] 8 サトウ サンペイ  [著] 筑摩書房 1110138334      726.1   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /8       

119 現代漫画：永島慎二集 第2期 8 永島 慎二  [著] 筑摩書房 1110138722      726.1   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /8       

120 現代漫画：白土三平集 [第1期] 9 白土 三平  [著] 筑摩書房 1110138359      726.1   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /9       



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 5/15ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 和書

受入日付  ：　2017年08月01日～2017年09月30日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

121 現代漫画：福地泡介集 第2期 9 福地 泡介  [著] 筑摩書房 1110138730      726.1   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /9       

122 バカは死んでもバカなのだ : 赤塚不二夫対談集 赤塚 不二夫 著 毎日新聞社 1110141916      726.101 /ｱｶﾂ     /        

123 湖川友謙サンライズ作品画集 湖川友謙 画 一迅社 1110143516      726.5   /ｺｶﾞﾜ    /        

124 機械化 : 小松崎茂の超兵器図解 小松崎茂 [画] アーキテクト 1110142005      726.5   /ｺﾏﾂ     /        

125 図説小松崎茂ワールド 根本圭助 編著 河出書房新社 1110143458      726.501 /ｺﾏﾂ     /        

126 展覧会：デラシネ―根無しの記憶たち：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 1110143920      740.6   /ｷｮｳ     /        

127 写真新世紀 vol.23 キャノン株式会社渉外本部社会文化支援部文化支援推進室  〔編〕キャノン株式会社渉外本部社会文化支援部文化支援推進室1110144829      740.69  /ｷﾔﾉ     /23      

128 Kyoto Experiment：京都国際舞台芸術祭 2010 京都国際舞台芸術祭実行委員会事務局  〔編〕京都国際舞台芸術祭実行委員会事務局 1110144597      770     /ｷﾖｳ     /2010    

129 漫画映画論 今村太平 著 第一芸文社 1110140215      778     /ｲﾏﾑ     /        

130 日本映画の本質 今村太平 著 新太陽社 1110140231      778     /ｲﾏﾑ     /        

131 戦争と映画 今村太平 著 第一芸文社 1110140306      778     /ｲﾏﾑ     /        

132 これからの映画 今村太平 著 田中宋栄堂  田中宋榮堂 1110140322      778     /ｲﾏﾑ     /        

133 漫画映画論 今村太平 著 真善美社 1110141270      778     /ｲﾏﾑ     /        

134 映画道まっしぐら 永田雅一 著 駿河台書房 1110141452      778     /ﾅｶﾞﾀ    /        

135 映画論 今村太平 著 和敬書店 1110140140      778.04  /ｲﾏﾑ     /        

136 日本芸術と映画 今村太平 著 菅書店 1110140223      778.04  /ｲﾏﾑ     /        

137 映画芸術の性格 今村太平 著 第一芸文社 1110140355      778.04  /ｲﾏﾑ     /        

138 カツドオヤという名の人類 山本嘉次郎 著 東成社 1110141395      778.049 /ﾔﾏﾓ     /        

139 カツドオヤ人類学 山本嘉次郎 著 養徳社 1110141429      778.049 /ﾔﾏﾓ     /        

140 カツドウヤ紳士録 山本嘉次郎 著 大日本雄弁会講談社 1110141445      778.049 /ﾔﾏﾓ     /        

141 東宝五十年史 東宝五十年史編纂委員会  編 東宝株式会社 1110142625      778.067 /ﾄｳﾎ     /        

142 東宝75年のあゆみ : ビジュアルで綴る3/4世紀 : 1932-2007 『東宝75年のあゆみビジュアルで綴る3 4世紀』編纂委員会  東宝株式会社総務部 編東宝 1110142658      778.067 /ﾄｳﾎ     /        

143 東宝60年映画・演劇・テレビ・ビデオ作品リスト 1992年度版 東宝株式会社  〔著〕 東宝 1110142641      778.09  /ﾄｳﾎ     /1992    

144 現代映画論ノート 青山敏夫 著 真善美社 1110140165      778.1   /ｱｵﾔ     /        

145 映画論入門 今村太平 著 真善美社 1110140405      778.1   /ｲﾏﾑ     /        

146 永田雅一 田中 純一郎 著 時事通信社 1110141478      778.21  /ﾀﾅｶ     /        

147 日本映画発達史 1 田中 純一郎 著 中央公論社 1110141288      778.21  /ﾀﾅｶ     /Ⅰ      

148 日本映画発達史 2 田中純一郎 著 中央公論社 1110141296      778.21  /ﾀﾅｶ     /Ⅱ      

149 日本映画発達史 3 田中純一郎 著 中央公論社 1110141304      778.21  /ﾀﾅｶ     /Ⅲ      

150 日本映画発達史 4 田中純一郎 著 中央公論社 1110141312      778.21  /ﾀﾅｶ     /Ⅳ      



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 6/15ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 和書

受入日付  ：　2017年08月01日～2017年09月30日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

151 日本映画発達史 5 田中純一郎 著 中央公論社 1110141320      778.21  /ﾀﾅｶ     /Ⅴ      

152 懐しの大都映画 : もう一つの映画史 ノーベル書房編集部 編 ノーベル書房 1110140058      778.21  /ﾉｰﾍﾞ    /        

153 カツドウヤ水路 山本嘉次郎 著 筑摩書房 1110141437      778.21  /ﾔﾏﾓ     /        

154 日本アニメーション映画史 山口且訓  〔ほか〕著 有文社 1110141924      778.7   /ﾔﾏｸﾞ    /        

155 あの旗を撃て! : 『アニメージュ』血風録 尾形英夫 著 オークラ出版 1110143250      778.77  /ｵｶﾞﾀ    /        

156 グループ・タックのきらめき シネマノヴェチェント [ほか] 編 シネマノヴェチェント 1110138912      778.77  /ｼﾈﾏ     /        

157 安田朗ガンダムデザインワークス 安田朗 著 一迅社 1110143466      778.77  /ﾔｽﾀﾞ    /        

158 天中軒雲月：哀怨の記 河内潔士 著 積善館 1110140090      779.1   /ｶﾜｳ     /        

159 鬼哭：詩集 川内康範 著 ノーベル書房 1110139894      911.168 /ｶﾜｳ     /        

160 昭和ロマネスク : 川内康範百詩集 川内康範 著 黙出版 1110139589      911.56  /ｶﾜｳ     /        

161 憤思経 : 川内康範詩集 川内康範 著 詩画工房 1110140074      911.56  /ｶﾜｳ     /        

162 自我経：川内康範詩集 川内康範 著 ノーベル書房 1110140082      911.56  /ｶﾜｳ     /        

163 吾等原爆に降伏せず : 太平洋戦争終結五十周年記念作品 川内康範 著 ノーベル書房 1110139332      912.7   /ｶﾜｳ     /        

164 私のために死ねますか 川内康範 著 集英社 1110139274      913.6   /ｶﾜｳ     /        

165 わが恋の旅路 川内康範 著 東京文芸社 1110139282      913.6   /ｶﾜｳ     /        

166 受胎 川内康範 著 東京文芸社 1110139308      913.6   /ｶﾜｳ     /        

167 恋しても愛さない 川内康範 著 東京文芸社 1110139316      913.6   /ｶﾜｳ     /        

168 怨念 川内康範 著 広済堂出版 1110139357      913.6   /ｶﾜｳ     /        

169 純潔 川内康範 著 講談社 1110139373      913.6   /ｶﾜｳ     /        

170 恋燈 川内康範 著 広済堂出版 1110139381      913.6   /ｶﾜｳ     /        

171 愛の痛み 川内康範 著 春陽堂書店 1110139407      913.6   /ｶﾜｳ     /        

172 恍惚 川内康範 著 春陽堂書店 1110139415      913.6   /ｶﾜｳ     /        

173 あなたと二日いたい 川内康範 著 集英社 1110139803      913.6   /ｶﾜｳ     /        

174 誰よりも君を愛す 川内康範 著 春陽堂書店 1110139837      913.6   /ｶﾜｳ     /        

175 夢魔性魔 川内康範 著 東京文芸社 1110139852      913.6   /ｶﾜｳ     /        

176 花と蝶：銀蝶ブルース 川内康範 著 東京文芸社 1110139878      913.6   /ｶﾜｳ     /        

177 駆落ち 川内康範 著 ノーベル書房 1110139886      913.6   /ｶﾜｳ     /        

178 勝手にしやがれ 川内康範 著 穂高書房 1110139936      913.6   /ｶﾜｳ     /        

179 日本の壁 川内康範 著 プレス東京 1110139944      913.6   /ｶﾜｳ     /        

180 骨まで愛して 川内康範 著 講談社 1110139951      913.6   /ｶﾜｳ     /        



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 7/15ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 和書

受入日付  ：　2017年08月01日～2017年09月30日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

181 生きる葦 川内康範 著 妙義出版社 1110139977      913.6   /ｶﾜｳ     /        

182 かくて愛と自由を 川内康範 著 妙義出版社 1110141460      913.6   /ｶﾜｳ     /        

183 海は真赤な恋の色 川内康範 著 東京文芸社 1110141486      913.6   /ｶﾜｳ     /        

184 愛は惜しみなく 川内 康範 著 講談社 1110141825      913.6   /ｶﾜｳ     /        

185 女が嫌がる本 川内 康範 著 青春出版社 1110141833      913.6   /ｶﾜｳ     /        

186 恋しても愛さない 川内 康範 著 春陽堂書店 1110141841      913.6   /ｶﾜｳ     /        

187 終宴 漂泊の抄 川内康範 著 広済堂出版 1110139324      913.6   /ｶﾜｳ     /ﾋﾖｳﾊ    

188 俗論：現代を刺す 川内康範 著 講談社 1110139340      914.6   /ｶﾜｳ     /        

189 俗徒:コウハン潜行す 川内康範 著 東京文芸社 1110139399      914.6   /ｶﾜｳ     /        

190 田中角栄は国賊か:日本の未来のための政治エッセイ 川内康範 著 サイマル出版会 1110139811      914.6   /ｶﾜｳ     /        

191 俗論現代を殴る 川内 康範 著 広済堂出版 1110141858      914.6   /ｶﾜｳ     /        

192 まぼろしを地図にして 鈴江璋子 著 開文社出版 1110144084      914.6   /ｽｽﾞｴ    /        

193 復興期の精神 花田清輝 著 眞善美社 1110140207      914.6   /ﾊﾅﾀﾞ    /        

194 錯乱の論理 花田 清輝 著 真善美社 1110141882      914.6   /ﾊﾅﾀﾞ    /        

195 金権魔者 森脇将光 著 森脇文庫 1110139969      915.9   /ﾓﾘﾜ     /        



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 8/15ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 洋書

受入日付  ：　2017年08月01日～2017年09月30日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

196 Kunstsammlung nordrhein-westfalen Editor : Kunstsammlung nordrhein-westfalen Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen 1160016091      069     /KUN     /        

197 Jose Antonio de Lima Jose Antonio Jose Antonio de Lima 1160016109      702.62  /ANT     /        

198 Fuhrer durch die Hamburger Kunsthalle Alfred Hentzen  著 Hans Christian 1160016125      706.9   /HAN     /        

199 Marino Marini Marino Marini Leslie J. Sacks Editions 1160016083      732.37  /MAR     /        

200 Avant-garde photography in Germany, 1919-1939 Van Deren Coke Pantheon Books 1160016117      748     /COK     /        



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 9/15ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 図録

受入日付  ：　2017年08月01日～2017年09月30日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

201 関西大学名品万華鏡：館館選イチオシ！ 関西大学博物館  〔編〕 関西大学図書館 1210125934 C    069.9   /ｶﾝｻ     /        

202 念仏行者徳本：行脚の足跡と女人救済 西宮市郷土資料館  編 西宮市郷土資料館 1210126189 C    188.6   /ﾆｼﾉ     /        

203 よみがえれ！シーボルトの日本博物館 国立歴史民俗博物館  監修 青幻舎 1210126460 C    210     /ﾖﾐｶﾞ    /        

204 飛鳥の考古学 2012 2012 飛鳥資料館 奈良文化財研究所飛鳥資料館 1210126080 C    210.33  /ｱｽｶ     /2012    

205 東大阪アニマルランド 東大阪市立郷土博物館  〔編〕 東大阪市立郷土博物館 1210126767 C    216.3   /ﾋｶﾞｼ    /        

206 芭蕉をめざした男 酒井弥蔵×現代アーティスト 大久保英治展 徳島県立近代美術館 〔ほか〕 編 「徳島県の文化の創造的再発見事業」実行委員会1210125801 C    218.1   /ﾊﾞｼﾖ    /        

207 ユーラシア北方のウマ牧畜民カザフ モンゴル サハ 北海道立北方民族博物館  編 北海道立北方民族博物館 1210126577 C    229.6   /ﾕｰﾗ     /        

208 日本工学の父  山尾庸三 萩博物館  編 萩博物館 1210127047 C    289.1   /ﾆﾎﾝ     /        

209 Las parfums japonais 樋口 昌樹 〔ほか〕  編 資生堂企業文化部 1210126510 C    576.72  /PAR     /        

210 ジョセフ・ヒコ 播磨町郷土資料館  編 播磨町郷土資料館 1210126668 C    683.2   /ｼﾞﾖｾ    /        

211 絵画と写真の交差 五木田聡  〔ほか〕  編・執筆 美術館連絡協議会 1210126346 C    702.06  /ｶｲｶﾞ    /        

212 ベスト・オブ・コレクション：美術館の名品展 三重県立美術館  編 三重県立美術館 1210125975 C    702.06  /ﾍﾞｽﾄ    /        

213 KAAT Exhibition 2017 中野 仁詞〔ほか〕  編 KAAT神奈川芸術劇場 1210126528 C    702.07  /KAA     /        

214 kiuchism 1996-2006 『会議室だ！』 片山 和彦  編 キウチズムカタログ制作委員会 1210126361 C    702.07  /ｷｳﾁ     /        

215 京芸：transmit program 2017 藤田 瑞穂 〔ほか〕  編 京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA 1210126411 C    702.07  /ｷﾖｳ     /        

216 Still moving-on the terrace 藤田 瑞穂  編 京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA 1210125942 C    702.07  /ｽﾃｲ     /        

217 Still moving-on the terrace 藤田 瑞穂  編 京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA 1210126395 C    702.07  /ｽﾃｲ     /        

218 現代美術の動向 2 東京都美術館  編 東京都美術館 1210125363 C    702.07  /ｾﾝｷ     /2       

219 愉しき家 1st. 愛知県美術館  〔編〕 愛知県美術館 1210126775 C    702.07  /ﾀﾉｼ     /1       

220 愉しき家 2nd 愛知県美術館  〔編〕 愛知県美術館 1210126783 C    702.07  /ﾀﾉｼ     /2       

221 meets TBK rewind 1956<<2003 原田 幸子  編 東急レクリエーション 1210126353 C    702.07  /ﾄｳｷ     /        

222 アートはサイエンス Karuizawa New Art Museum  編 Karuizawa New Art Museum 1210126536 C    702.16  /ｱｰﾄ     /        

223 アートといっしょ 群馬県立近代美術館  編 群馬県立近代美術館 1210126619 C    702.16  /ｱｰﾄ     /        

224 編んだーわーるど展 栗林  陵  編 横須賀美術館 1210127104 C    702.16  /ｱﾝﾀﾞ    /        

225 伊藤隆介×中田有美 古川 真宏 編 京都芸術センター 1210126924 C    702.16  /ｲﾄｳ     /        

226 伊藤隆介×中田有美 古川 真宏 編 京都芸術センター 1210127161 C    702.16  /ｲﾄｳ     /        

227 井上涼 忍者と県立ギョカイ女子高校展 兵庫県立美術館  編 兵庫県立美術館 1210126973 C    702.16  /ｲﾉｳ     /兵美    

228 井上涼 忍者と県立ギョカイ女子高校展 兵庫県立美術館  編 兵庫県立美術館 1210126981 C    702.16  /ｲﾉｳ     /兵美    

229 井上涼 忍者と県立ギョカイ女子高校展 兵庫県立美術館  編 兵庫県立美術館 1210126999 C    702.16  /ｲﾉｳ     /兵美    

230 input→output 梅田 亜由美  編 女子美術大学美術館 1210126031 C    702.16  /ｲﾝﾌﾟ    /        
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231 dreamscape:うたかたの扉 京都芸術センター 〔編〕 Kyoto Art Center 〔京都芸術センター〕 1210126866 C    702.16  /ｳﾀｶ     /        

232 開館記念展：未来への狼煙 太田市美術館・図書館  編 国書刊行会 1210126932 C    702.16  /ｵｵﾀ     /        

233 開館記念展：未来への狼煙 太田市美術館・図書館  編 国書刊行会 1210126965 C    702.16  /ｵｵﾀ     /        

234 グループ「幻触」と石子順造 1966-1971 静岡県立美術館  〔ほか〕 編 静岡県立美術館 1210126593 C    702.16  /ｸﾞﾙｰ    /        

235 現代アートの珠玉の実験 稲垣 由紀子  編 Book art 2010 Japan-Korea実行委員会 1210125983 C    702.16  /ｹﾞﾝﾀﾞ   /        

236 福士朋子 福士 朋子 〔作〕 府中市美術館 1210125850 C    702.16  /ｺｳｶ     /63      

237 タイポグラフィの実験室 西舘 朋央 〔作〕 府中市美術館 1210125868 C    702.16  /ｺｳｶ     /64      

238 パルコキノシタ パルコキノシタ 〔作〕 府中市美術館 1210125876 C    702.16  /ｺｳｶ     /65      

239 呼吸する視点 近江八幡市立かわらミュージアム 〔編〕 近江八幡市立ミュージアム 1210126908 C    702.16  /ｺｷｭｳ    /        

240 サッカー展、イメージのゆくえ。 森田 一 〔ほか〕 企画・編集 うらわ美術館 1210126270 C    702.16  /ｻﾂｶ     /        

241 女子美の新星 足立 圭  編 女子美術大学美術館 1210126494 C    702.16  /ｼﾞｮｼ    /        

242 地力。Ⅱ 地力。Kobeモトコー・2008実行委員会  〔編〕 [NPO法人リ・フォーブ] 1210126106 C    702.16  /ｼﾞﾘﾖ    /        

243 セゾンアートプログラム・アートイング東京 2001 vol.1 中村 麗  編 セゾン現代美術館セゾンアートプログラム 1210126809 C    702.16  /ｾｿﾞﾝ    /1       

244 セゾンアートプログラム・アートイング東京 2001 vol.2 中村 麗  編 セゾン現代美術館セゾンアートプログラム 1210126817 C    702.16  /ｾｿﾞﾝ    /2       

245 それぞれのまなざし：in other eyes 女子美術大学美術資料館  編 女子美術大学美術資料館 1210126023 C    702.16  /ｿﾚｿﾞ    /        

246 髙柳恵里:油断 上野の森美術館  編 上野の森美術館 1210125835 C    702.16  /ﾀｶﾔ     /        

247 丹波篠山・まちなみアートフェスティバル 2009 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1210126452 C    702.16  /ﾀﾝﾊﾞ    /2009    

248 抽象の力 岡﨑 乾二郎 〔ほか〕 編 豊田市美術館 1210125991 C    702.16  /ﾁﾕｳ     /        

249 Taeko Tomoda Gallery TAA  編 Gallery TAA 1210126635 C    702.16  /ﾄﾓﾀﾞ    /        

250 トランスコンティネンタレ  エアオフヌング Transkontinentale Eroeffung実行委員会編 神戸アートビレッジセンター 1210126882 C    702.16  /ﾄﾗﾝ     /        

251 迫り出す身体 大浦 周 〔ほか〕 編 埼玉県立近代美術館 1210126064 C    702.16  /ﾆﾕｰ     /5       

252 パロディ、二重の声 黒川 典是  〔ほか〕編 東京ステーションギャラリー 1210126239 C    702.16  /ﾊﾟﾛﾃﾞ   /        

253 美術で巡る日本の海 横須賀美術館  編 横須賀美術館 1210127054 C    702.16  /ﾋﾞｼﾞｭ   /        

254 プリズム・ラグ：手塚愛子の糸、モネとシニャックの色 芦刈 歩  編 アサヒビール大山崎山荘美術館 1210126676 C    702.16  /ﾌﾟﾘｽﾞ   /        

255 本城直季×寺田尚樹 本城 直季  〔作〕 府中市美術館 1210125843 C    702.16  /ﾎﾝｼﾞ    /        

256 みんなみんな Artist 棈木 賢一 〔ほか〕  編 清水みどり 1210126114 C    702.16  /ﾐﾝﾅ     /        

257 カゼイロノハナ アーツ前橋  企画・監修 美術出版社 1210126213 C    702.1933/ｶｾﾞｲ    /        

258 富山県美術展入賞作品 第70回 富山県美術展実行委員会  編 富山県美術展実行委員会 1210127005 C    702.194 /ﾄﾔﾏ     /70      

259 富山県美術展入賞作品 第72回 富山県美術展実行委員会  編 富山県美術展実行委員会 1210126916 C    702.194 /ﾄﾔﾏ     /72      

260 版と型の可能性 2009 岡山県天神山文化プラザ 〔編〕 岡山県天神山文化プラザ 1210126098 C    702.197 /ﾊﾝﾄ     /        



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 11/15ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 図録

受入日付  ：　2017年08月01日～2017年09月30日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

261 芸術の女神ミューズ：眼差しの先の女性たち 中田明日佳〔ほか〕  編 国立西洋美術館 1210126726 C    702.3   /ｺｸﾘ     /        

262 ブータン：しあわせに生きるためのヒント 岩田 侑利子  編・翻訳 東映 1210127096 C    702.3   /ﾌﾞｰﾀ    /        

263 ライアン・ガンダー ライアン・ガンダー  〔作〕 国立国際美術館 1210126312 C    702.33  /ｶﾞﾝﾀﾞ   /        

264 芸術の危機 神奈川県立近代美術館 〔ほか〕 編 アイメックス・ファインアート 1210126759 C    702.34  /ｹﾞｲｼﾞｭ  /        

265 テオ・ヤンセン展 三重県立美術館  〔編〕 1210125967 C    702.359 /ﾔﾝｾ     /        

266 上野の森美術館大賞展 第35回 仙座 桃子  編 日本美術協会 1210126163 C    702.87  /ｳｴﾉ     /35      

267 川端康成コレクション―伝統とモダニズム 深谷 路子 (求龍堂) 編 川端康成記念会： 1210126221 C    703.8   /ｶﾜﾊﾞ    /        

268 キウチトリエンナーレ2004：名前と美術 Gallery wks.  〔編〕 1210126379 C    706.9   /ｷｳﾁ     /        

269 スケーエン：デンマークの芸術家村 村上 博哉  編 国立西洋美術館 1210126734 C    706.9   /ｽｹｰ     /        

270 美術・工芸教室60年の軌跡Ⅰ：「特美」の育成者たち 佐々木 美奈子  編 佐賀大学美術館 1210126833 C    706.9   /ﾋﾞｼﾞｭ   /        

271 佐賀の美術教師たち 佐賀大学美術館  編 佐賀大学美術館 1210126585 C    707     /ｻｶﾞﾉ    /        

272 倉敷芸術科学大学芸術学部卒業・修了制作展 〔第11回〕2009倉敷芸術科学大学芸術学部  〔編〕 倉敷芸術科学大学 1210126601 C    708.7   /ｸﾗｼ     /11      

273 FACE展 2017 東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館企画・編集損保ジャパン日本興亜美術財団 1210127062 C    708.7   /ｿﾝﾎﾟ    /2017    

274 椿会展 2017 豊田 佳子 〔ほか〕  編 資生堂 1210126718 C    708.7   /ﾂﾊﾞｷ    /2017    

275 Tokyo midtown award 2015 吉原 佐也香  編 東京ミッドタウンマネジメント 1210126957 C    708.7   /ﾄｳｷ     /2015    

276 Tokyo midtown award 2016 吉原 佐也香  編 東京ミッドタウンマネジメント 1210126940 C    708.7   /ﾄｳｷ     /2016    

277 Fuji Gallery FAINAL EXHIBITION 1973-2017 不二画廊  編 不二画廊(horyuji画廊) 1210127021 C    708.7   /ﾌｼﾞｷﾞ   /        

278 境界について：風景と風土 落石計画実行委員会 〔編〕 落石計画実行委員会 1210126049 C    708.7   /ﾗｸｾ     /6       

279 現代国際彫刻展  第１回 1 第１回現代国際彫刻展カタログ編集委員会編 彫刻の森美術館 1210126445 C    710.08  /ｹﾞﾝﾀﾞ   /1       

280 再発見！ニッポンの立体 神尾 玲子〔ほか〕  編 群馬県立館林美術館 1210125959 C    712.1   /ｻｲﾊ     /        

281 村岡三郎作品展：1952年～1978年 ギャラリー16  〔編〕 ギャラリー16 1210126437 C    712.1   /ﾑﾗｵ     /        

282 遠藤利克：聖性の考古学 遠藤 利克  著 現代企画室 1210126056 C    719.087 /ｴﾝﾄﾞ    /        

283 夜の画家たち ふくやま美術館 〔ほか〕  編 ふくやま美術館 1210126320 C    720.8   /ﾖﾙﾉ     /        

284 VOCA展 2017 「VOCA展」実行委員会  編 「VOCA展」実行委員会 1210126155 C    720.87  /ｳﾞｫｰ    /2017    

285 近代美術協会展 第54回（2017）近代美術協会  編 近代美術協会 1210126841 C    720.87  /ｷﾝﾀﾞ    /54      

286 主体展作品集 第53回（2017）主体美術協会  〔編〕 主体美術協会 1210126825 C    720.87  /ｼﾕﾀ     /53      

287 法隆寺金堂壁画をうつす 山田 直子  編 女子美術大学美術館 1210126254 C    721.1   /ﾎｳﾘ     /        

288 歌川広重〈不二三十六景〉と幕末・明治の浮世絵展 岡里 崇  編 上野の森美術館 1210126387 C    721.8   /ｳﾀｶﾞ    /        

289 小茂田青樹 島根県立美術館  編 島根県立美術館 1210126148 C    721.9   /ｵﾓﾀﾞ    /        

290 菅楯彦展 菅 楯彦  〔作〕 鳥取県立博物館 1210126247 C    721.9   /ｽｶﾞ     /        
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291 大観、靫彦、龍子らと修善寺 静岡市美術館  編 静岡市美術館 1210125827 C    721.9   /ﾀｲｶ     /        

292 新潟の院展作家たち展 横山 秀樹  編 新潟市新津美術館 1210126692 C    721.9   /ﾆｲｶﾞ    /        

293 鳰川誠一展 茂原市立美術館・郷土資料館  〔編〕 茂原市立美術館・郷土資料館 1210125884 C    721.9   /ﾆｵｶ     /        

294 鳰川誠一展 茂原市立美術館・郷土資料館  〔編〕 茂原市立美術館・郷土資料館 1210125892 C    721.9   /ﾆｵｶ     /        

295 日本画山脈：再生と革新-逆襲の最前線 藤井 茂樹〔ほか〕  編 日本画山脈展実行委員会 1210126122 C    721.9087/ﾆﾎﾝ     /        

296 石垣栄太郎展 石垣 栄太郎  〔作〕 和歌山県立近代美術館 1210125918 C    723.1   /ｲｼｶﾞ    /        

297 伊藤慶之助展：生誕120年 西宮市大谷記念美術館  編 西宮市大谷記念美術館 1210125785 C    723.1   /ｲﾄｳ     /        

298 伊藤慶之助展：生誕120年 西宮市大谷記念美術館  編 西宮市大谷記念美術館 1210125793 C    723.1   /ｲﾄｳ     /        

299 「自然学｜SHIZENGAKU」英国展：岡田修二作品目録 岡田修二  〔作〕 1210126569 C    723.1   /ｵｶﾀﾞ    /        

300 具象と抽象のはざま展 女子美アートミュージアム  〔編〕 女子美アートミュージアム 1210126015 C    723.1   /ｸﾞｼﾖ    /        

301 小出楢重を歩く 井須圭太郎 編 芦屋市立美術博物館 1210126874 C    723.1   /ｺｲﾃﾞ    /        

302 届かない場所：高松明日香展 朝倉 祐一朗  編 三鷹市美術ギャラリー 1210126130 C    723.1   /ﾀｶﾏ     /        

303 仲谷孝夫展 田原市博物館  編 田原市博物館 1210126072 C    723.1   /ﾅｶﾀ     /        

304 郷愁と未来の輝き－クレパス名画展 姫路市立美術館  編 姫路市立美術館 1210126403 C    723.1   /ﾋﾒｼﾞ    /        

305 フィレンツェ賞展 第19回 雪梁舎美術館  〔編〕 雪梁舎美術館 1210126684 C    723.1   /ﾌｨﾚ     /19      

306 Flatland：絵画の力 森口 まどか 〔ほか〕  編 京都市立芸術大学ギャラリーアクア 1210126007 C    723.1   /ﾌﾗﾂ     /        

307 ペインタリネス 2017 ギャラリー白  〔編〕 ギャラリー白 1210126890 C    723.1   /ﾍﾟｲﾝ    /2017    

308 母子像名作選：そして少女たち 星野 桂三  編 星野画廊 1210126429 C    723.1   /ﾎｼﾉ     /        

309 横尾忠則  十和田ロマン展 小池一子 〔ほか〕 編 十和田市現代美術館 1210127039 C    723.1   /ﾖｺｵ     /        

310 吉田博展:生誕140年 西山 純子 [ほか] 編 毎日新聞社 1210127088 C    723.1   /ﾖｼﾀﾞ    /        

311 学術交流協定校ブレラ国立美術学院・女子美術大学交流作品展田中 いっこう〔ほか〕  編 女子美術大学 1210126502 C    723.1087/ｶﾞｸｼﾞ   /        

312 カリエール展 小林  晶子  監修・翻訳 IS ART INC. 1210127070 C    723.35  /ｶﾘｴ     /        

313 シャセリオー展 国立西洋美術館  編 TBSテレビ 1210126700 C    723.35  /ｼｬｾ     /        

314 大エルミタージュ美術館展 日本テレビ放送網〔ほか〕  編 日本テレビ放送網 1210127120 C    723.35  /ﾀﾞｲｴ    /兵美    

315 大エルミタージュ美術館展 日本テレビ放送網〔ほか〕  編 日本テレビ放送網 1210127138 C    723.35  /ﾀﾞｲｴ    /兵美    

316 大エルミタージュ美術館展 日本テレビ放送網〔ほか〕  編 日本テレビ放送網 1210127146 C    723.35  /ﾀﾞｲｴ    /兵美    

317 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 1210127013 C    723.35  /ﾗﾝｽ     /        

318 ルノワールの時代：近代ヨーロッパの光と影 名古屋ボストン美術館  編 名古屋ボストン美術館 1210126551 C    723.35  /ﾙﾉﾜ     /        

319 フリーダ・カーロ展 小池 一子〔ほか〕  編 西武美術館 1210126338 C    723.56  /ｶｰﾛ     /        

320 和田青篁書展  ２０１７ 和田青篁  著 和田青篁（青心会代表） 1210126791 C    728.21  /ﾜﾀﾞ     /        
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資料区分  ： 図録

受入日付  ：　2017年08月01日～2017年09月30日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

321 君が叫んだその場所こそがほんとの世界の真ん中なのだ。 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 1210126171 C    730     /ﾄｳｷ     /        

322 NBCメッシュテックシルクスクリーン国際版画ビエンナーレ展第5回（2015)NBCメッシュテック 〔編〕 NBCメッシュテック 1210125926 C    732.1   /ｴﾇﾋﾞ    /2015    

323 いきづく空間 ギャラリー白  編 ギャラリー白 1210126304 C    732.1   /ｷﾞﾔﾗ    /        

324 斎藤寿一展 川崎市市民ミュージアム  企画・編集 [川崎市市民ミュージアム] 1210126486 C    732.1   /ｻｲﾄ     /        

325 聖なるもの、俗なるもの：メッケネムとドイツ初期銅版画 中田 明日佳〔ほか〕  編 国立西洋美術館 1210126742 C    732.34  /ｾｲﾅ     /        

326 月映 井上 芳子〔ほか〕  編 NHKプラネット近畿 1210126197 C    733.021 /ｲﾉｳ     /        

327 ジュリア・マーガレット・キャメロン展 三菱一号館美術館  編 三菱一号館美術館 1210126858 C    740.33  /ｼﾞｭﾘ    /        

328 軌跡 2017 日本大学芸術学部写真学科  〔編〕 日本大学芸術学部写真学科 1210125900 C    748     /ｷｾｷ     /2017    

329 ゴー・ビトゥイーンズ展 荒木 夏実 〔ほか〕  編 平凡社 1210126478 C    748     /ｺﾞｰﾋﾞ   /        

330 田原桂一 in Joshibi〈光合成〉プロジェクト「奥の細道」 足立 圭 〔ほか〕  編 女子美術大学美術館 1210126544 C    748     /ﾀﾊﾗ     /        

331 交流するやきもの：九谷焼の系譜と展開 東京ステーションギャラリー  編 東京新聞 1210126262 C    751.1   /ｺｳﾘ     /        

332 進行形・女子陶芸Ⅱ 茨城県陶芸美術館  〔編〕 茨城県陶芸美術館 1210125819 C    751.1   /ｼﾝｺ     /        

333 陶芸の提案 2010 ギャラリー白  編 ギャラリー白 1210126288 C    751.1   /ﾄｳｹﾞ    /2010    

334 陶芸の提案 2011 ギャラリー白  編 ギャラリー白 1210126296 C    751.1   /ﾄｳｹﾞ    /2011    

335 Urushiふしぎ物語：人と漆の12000年史 国立歴史民俗博物館  編 国立歴史民俗博物館 1210127112 C    752.2   /ｳﾙｼ     /        

336 遊びのなかの色と形展 降旗 千賀子  編 目黒区美術館 1210126643 C    759     /ｱｿﾋﾞ    /        

337 麗しのマイセン人形 岐阜県現代陶芸美術館  編 岐阜県現代陶芸美術館 1210127153 C    759     /ｳﾙﾜ     /        

338 遊びのなかの色と形展 降旗 千賀子  編 目黒区美術館 1210126650 C    759.087 /ｱｿﾋﾞ    /        

339 Retrospective Ken Takakura : 追悼特別展 高倉健 毎日新聞東京本社事業本部  編 毎日新聞社 1210126205 C    778.1   /ﾀｶｸ     /        

340 映画と世田谷 矢野進  編  〔ほか〕 世田谷文学館 1210125371 C    778.2   /ｾﾀｶﾞ    /        

341 寺山 修司：劇場美術館：別冊 杉原 聡 編 郡山市立美術館 1210126627 C    910.268 /ﾃﾗﾔ     /        



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 14/15ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 洋図録

受入日付  ：　2017年08月01日～2017年09月30日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

342 Pierre Huyghe Pierre Huyghe Hirmer Verlag GmbH 1260008477 C    702.07  /PIE     /        

343 Reconstructions:Avan-garde art in Japan 1945-1965 Museum of Modern Art Oxford (England) Museum of Modern Art Oxford 1260008469 C    702.07  /REC     /        

344 Annely Juda-a celebration Annely Juda Fine Art (London) Annely Juda Fine Art 1260008592 C    706.9   /ANN     /        

345 Katsura Funakoshi:Sphinx Editor Rebecca Kramer Kerber Verlag 1260008543 C    712.1   /FUN     /        

346 George Rickey（1907-2002） Marlborough fine art Marlborough Fine Art 1260008568 C    712.53  /RIC     /        

347 Wim Delvoye Tehran Museum of Contemporary Art Recta Publishers 1260008337 C    722.7   /DEL     /        

348 Maekawa Tsuyoshi Maekawa Axel and May Vervoordt Foundation 1260008584 C    723.1   /MAE     /        

349 Stanley William Hayter Cedric Pannevel editions point de vues 1260008550 C    723.33  /HAY     /        

350 kami und Washi:神和紙 Galerie am schwarzen meer 〔ほか〕 編 Galerie am schwarzen meer 1260008576 C    754.9   /KAM     /        



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

受入日付  ：　2017年08月01日～2017年09月30日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

351 井上涼  忍者DVD 井上  涼 〔ほか〕製作・演出・脚本・作画 〔発行者不明〕 1700005737      DVD     /726.5   /614     


