
所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 1/9ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 和書

受入日付  ：　2017年12月01日～2018年01月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

1 大阪商業大学商業史博物館総合展示案内 大阪商業大学商業史博物館 編 大阪商業大学商業史博物館 1110148358      069.867 /ｵｵｻ     /        

2 江戸東京博物館：常設展示 東京都江戸東京博物館  編 公益財団法人東京都歴史文化財団東京都江戸東京博物館1110147764      069.9   /ﾄｳｷ     /        

3 江戸東京博物館：常設展示 東京都江戸東京博物館  編 公益財団法人東京都歴史文化財団東京都江戸東京博物館1110147772      069.9   /ﾄｳｷ     /        

4 江戸東京博物館：常設展示 東京都江戸東京博物館  編 公益財団法人東京都歴史文化財団東京都江戸東京博物館1110147780      069.9   /ﾄｳｷ     /        

5 オルテガ著作集 1 オルテガ 〔著〕 白水社 1110147012      136     /ｵﾙﾃ     /1       

6 オルテガ著作集 2 オルテガ 〔著〕 白水社 1110147020      136     /ｵﾙﾃ     /2       

7 オルテガ著作集 3 オルテガ  〔著〕 白水社 1110147038      136     /ｵﾙﾃ     /3       

8 オルテガ著作集 4 オルテガ  〔著〕 白水社 1110147046      136     /ｵﾙﾃ     /4       

9 オルテガ著作集 5 オルテガ  〔著〕 白水社 1110147053      136     /ｵﾙﾃ     /5       

10 オルテガ著作集 6 オルテガ  〔著〕 白水社 1110147061      136     /ｵﾙﾃ     /6       

11 オルテガ著作集 7 オルテガ  〔著〕 白水社 1110147079      136     /ｵﾙﾃ     /7       

12 オルテガ著作集 8 オルテガ  〔著〕 白水社 1110147087      136     /ｵﾙﾃ     /8       

13 探検！体験!!江戸東京博物館 東京都江戸東京博物館  編 公益財団法人東京都歴史文化財団東京都江戸東京博物館1110147814      213.6   /ﾄｳｷ     /        

14 石川の歴史遺産セミナー講演録 第24回-26回石川県立歴史博物館  編 石川県立歴史博物館 1110148341      214.3   /ｲｼｶ     /        

15 阪神沿線:まちと文化の110年 阪神沿線の文化110年展実行委員会  編 神戸新聞総合出版センター 1110147889      216.4   /ﾊﾝｼ     /        

16 金城哲夫ウルトラマン島唄 上原正三 著 筑摩書房 1110145040      289.1   /ｳｴﾊ     /        

17 吾家の記録 古澤幸吉 著 古澤隆彦 1110147699      289.1   /ﾌﾙｻ     /        

18 造船王：川崎正蔵の生涯 三島康雄 著 同文館出版 1110146956      289.1   /ﾐｼﾏ     /        

19 文化ストック経済論 寺岡 寛 著 中京大学経営学部 1110148226      331     /ﾃﾗｵ     /        

20 阪神・淡路大震災復興誌 [第10巻]  2004年度版震災復興誌編集委員会  編 阪神・淡路大震災記念協会 1110148168      369.31  /ｼﾝｻ     /震災    

21 ステージラボマスターコース報告書 平成20年度 地域創造  編 地域創造 1110148309      379.2   /ﾁｲｷ     /2008    

22 国立民族学博物館展示案内 国立民族学博物館  編 国立民族学博物館 1110147509      389     /ｺｸﾘ     /        

23 国立民族学博物館展示案内 国立民族学博物館  編 国立民族学博物館 1110148234      389     /ｺｸﾘ     /        

24 シビックプライド シビックプライド研究会 編 宣伝会議 1110147905      518.8   /ｼﾋﾞﾂ    /        

25 神戸モスク 宇高雄志 著 東方出版 1110148481      526.167 /ｳﾀﾞｶ    /        

26 庭と文化とその心 小口 基實  著 小口庭園グリーンエクステリア 1110147517      629.049 /ｵｸﾞﾁ    /        

27 シルク岡谷：製糸業の歴史 岡谷蚕糸博物館  〔編〕 岡谷市 1110147806      630.21  /ｵｶﾔ     /        

28 交錯するアート・メディア 伊東信宏  〔ほか〕 責任編集 大阪大学グローバルCOEプログラムコンフリクトの人文学国際研究教育拠点1110147723      702.004 /ｵｵｻ     /        

29 画報 東 茂樹  著 東茂樹 1110147749      702.07  /ﾋｶﾞｼ    /        

30 BankART life Ⅴ 観光 Passport BankART 1929 〔編〕 BankART1929 1110147715      702.16  /ﾊﾞﾝｸ    /        



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 2/9ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 和書

受入日付  ：　2017年12月01日～2018年01月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

31 Naomi Futaki 1977-2007 Gallery Terashita  編 GalleryTerashita 1110148119      702.16  /ﾌﾀｷ     /        

32 境界：borders/boundaries むらた  ちひろ 〔作〕 〔出版者不明〕 1110147731      702.16  /ﾑﾗﾀ     /        

33 阪神間から伝えたい 阪神文化交游会  編 神戸新聞総合出版センター 1110147673      702.1964/ﾊﾝｼ     /        

34 ヒトラーと退廃芸術 関楠生 著 河出書房新社 1110145032      702.34  /ｾｷ      /        

35 東播磨の弥生遺跡 兵庫県立考古博物館 編 〔兵庫県立考古博物館〕 1110147822      703.8   /ﾋﾖｳ     /        

36 児玉希望 広島県立美術館 〔編〕 広島県立美術館 1110147616      703.8   /ﾋﾛｼ     /        

37 インドの古更紗 広島県立美術館 〔編〕 広島県立美術館 1110147624      703.8   /ﾋﾛｼ     /        

38 Hoki collection 70 ホキ美術館  編 ホキ美術館 1110147608      703.8   /ﾎｷ      /        

39 循環する世界 浅沼 敬子  編 ユミコチバアソシエイツ 1110145370      704     /ｱｻﾇ     /        

40 黄金町バザール 2017：パスポート 黄金町エリアマネジメントセンター 〔編〕 黄金町エリアマネジメントセンター 1110147707      706.9   /ｺｶﾞﾈ    /        

41 自由美術 関西 2016  September自由美術  編 自由美術 1110148184      706.9   /ｼﾞﾕｳ    /        

42 ミュージアムが社会を変える 福原 義春  編 現代企画室 1110148465      706.9   /ﾌｸﾊ     /        

43 ミュージアム・パワー 高階秀爾  編 慶應義塾大学出版会 1110147897      706.9   /ﾐﾉ      /        

44 こども学芸員による夢二郷土美術館所蔵作品解説 夢二郷土美術館  編 夢二郷土美術館 1110148192      706.9   /ﾕﾒｼﾞ    /        

45 アート・コミュニケーションプロジェクト報告書 2009年度 京都造形芸術大学アート・コミュニケーション研究センター 編京都造形芸術大学アート・コミュニケーション研究センター1110147939      707.9   /ｷﾖｳ     /2009    

46 アート・コミュニケーションプロジェクト報告書 2010年度 京都造形芸術大学アート・コミュニケーション研究センター 編京都造形芸術大学アート・コミュニケーション研究センター1110147947      707.9   /ｷﾖｳ     /2010    

47 障害を持つアーティストがナビゲートするワークショップをめぐって 古川友紀  編集・デザイン Dance＆People だんす・あんど・ぴーぷる  DanceandPeople1110147632      707.9   /ﾀﾞﾝｽ    /        

48 平成20年度公立美術館活性化事業助成要綱 地域創造  〔編〕 地域創造 1110148317      709     /ﾁｲｷ     /        

49 野母崎で母になる日 2016 木村  崇人 〔作〕 〔長崎市文化振興課〕 1110147640      709     /ﾅｶﾞｻ    /2016    

50 野母崎で母になる日 2016 木村  崇人 〔作〕 〔長崎市文化振興課〕 1110147657      709     /ﾅｶﾞｻ    /2016    

51 あたりまえのこと：堀尾貞治:2000-2013の記録 坂上 義太郎 〔ほか〕  編 BBプラザ美術館 1110148010      719.021 /ｻｶｳ     /        

52 北斎漫画入門 浦上満 著 文藝春秋 1110147798      721.8   /ｳﾗｶﾞ    /        

53 足立美術館名品選 足立美術館学芸部  編 足立美術館 1110148424      721.9   /ｱﾀﾞﾁ    /        

54 井上咲風 井上 咲風 〔編・画〕 アートエキスプレス 1110148242      721.9   /ｲﾉｳ     /        

55 國廣節夫作品集 國廣節夫 著 光墨舎 1110148135      721.9   /ｸﾆﾋ     /        

56 堀文子 : 年月の記録スケッチ帳より 堀 文子  [画] 名都美術館 1110148408      721.9   /ﾎﾘ      /        

57 青山義雄画集 1 青山 義雄  著 青幻舎 1110148440      723.1   /ｱｵﾔ     /1       

58 青山義雄画集 2 青山 義雄  著 青幻舎 1110148457      723.1   /ｱｵﾔ     /2       

59 白髪一雄 澤井 あい  編 アート・遊 1110147665      723.1   /ｻﾜｲ     /        

60 朱葉会小史 : 女流洋画家の始まりとその歩み 朱葉会 朱葉会 1110147368      723.1   /ｼﾕﾖ     /        



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 3/9ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 和書

受入日付  ：　2017年12月01日～2018年01月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

61 朱葉会小史 : 女流洋画家の始まりとその歩み 追補 〔朱葉会〕  編 朱葉会 1110147376      723.1   /ｼﾕﾖ     /追補    

62 鈴木善雄：Art works 鈴木 健二  監修 鈴木洋子 1110148002      723.1   /ｽｽﾞｷ    /        

63 桂ゆき・福島秀子 五十殿  利治  編 筑波大学芸術系 1110147855      723.1   /ﾂｸﾊﾞ    /5       

64 創られる歴史、発見される風景 田中正之  〔ほか〕著 ありな書房 1110145354      723.53  /ｱﾒﾘ     /1       

65 夢見るモダニティ、生きられる近代 小林剛〔ほか〕著 ありな書房 1110145297      723.53  /ｱﾒﾘ     /2       

66 月光仮面 第1巻 川内康範 著 南旺社 1110146964      726.1   /ｶﾜｳ     /1       

67 月光仮面 第2巻 川内康範 著 南旺社 1110146972      726.1   /ｶﾜｳ     /2       

68 月光仮面 第3巻 川内康範 著 南旺社 1110146980      726.1   /ｶﾜｳ     /3       

69 月光仮面 第4巻 川内康範 著 南旺社 1110146998      726.1   /ｶﾜｳ     /4       

70 やなせたかし大全 やなせたかし 〔著〕 フレーベル館 1110145859      726.101 /ﾔﾅｾ     /1       

71 怪傑アンパンマン : 熱血メルヘン やなせたかし 作  絵 フレーベル館 1110145917      726.101 /ﾔﾅｾ     /2       

72 諷刺画家グランヴィル 野村正人 著 水声社 1110146949      726.501 /ﾉﾑﾗ     /        

73 日本書芸院の歩み 日本書芸院  〔編〕 日本書芸院 1110148150      728.21  /ﾆﾎﾝ     /        

74 写真新世紀 vol.29 キャノン株式会社  ＣＳＲ推進部  写真新世紀事務局 〔編〕キャノン株式会社ＣＳＲ推進部写真新世紀事務局1110148499      740.69  /ｷﾔﾉ     /29      

75 光跡 緒方 しげを  〔撮影〕 柳原香 1110147921      748     /ｵｶﾞﾀ    /        

76 わがまち下町荒川 小泉 定弘  〔撮〕 小泉定弘 1110148283      748     /ｺｲｽﾞ    /        

77 Spiegel 65 シュピーゲル写真家協会  編 シュピーゲル写真家協会 1110148275      748     /ｼｭﾋﾟ    /        

78 Iwata Nakayama : Portfolio 2010 中山岩太  〔撮影〕 エムイーエム有限会社 1110148127      748     /ﾅｶﾔ     /        

79 関西窯業の近代Ⅰ 大手前大学史学研究所  編 大手前大学史学研究所 1110148390      751.1   /ｵｵﾃ     /        

80 福本繁樹作品集 福本繁樹 著 淡交社 1110148473      753.8087/ﾌｸﾓ     /        

81 りんご：学び方のデザイン：デザインの学び方 三木 健 著 CCCメディアハウス 1110147913      757     /ﾐｷ      /        

82 成田亨の特撮美術 成田亨 著 羽鳥書店 1110145289      778.4   /ﾅﾘﾀ     /        

83 特撮と怪獣 成田亨 著 フィルムアート社 1110145271      778.8   /ﾅﾘﾀ     /        

84 綜合文化 第1巻 真善美社  〔編〕 不二出版 1110147095      910.5   /ｼﾝｾﾞ    /1       

85 綜合文化 第2巻 真善美社  〔編〕 不二出版 1110147103      910.5   /ｼﾝｾﾞ    /2       

86 綜合文化 第3巻 真善美社  〔編〕 不二出版 1110147111      910.5   /ｼﾝｾﾞ    /3       

87 綜合文化  〔総合文化〕 別冊 真善美社  〔編〕 不二出版 1110147129      910.5   /ｼﾝｾﾞ    /別      

88 じんわりとアトリエ日記 野見山 暁治  著 生活の友社 1110147756      915.6   /ﾉﾐﾔ     /        

89 グランヴィル：花の幻想 J. J.グランヴィル 〔画〕 八坂書房 1110146907      953     /ｸﾞﾗﾝ    /        

90 キリスト教美術図典 柳  宗玄  編 吉川弘文館 1110148432 R    702.099 /ﾔﾅｷﾞ    /        



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 4/9ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 洋書

受入日付  ：　2017年12月01日～2018年01月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

91 Edo-Tokyo museum : Permanent exhibition catalogue Tokyo metropolitan foundation for history and culture Tokyo metropolitan Edo-Tokyo museum  編Tokyo metropolitan foundation for history and culture Tokyo metropolitan Edo-Tokyo museum1160016224      069.9   /EDO     /        

92 Machiko Agano Machiko Agano Machiko Agano 1160016208      702.16  /AGA     /        

93 林 惺嶽 陳 有仁  編 台創 1160016216      722.27  /COL     /        

94 Fujio Nishida : opere 1980-2010 西田 藤夫  〔画〕 Grafiche Milani a Segrate milano 1160016190      723.1   /NIS     /        

95 Practical discourses on the most noble art of painting Jusepe Martinez the Getty Reserch Institute 1160016158      723.37  /MAR     /        



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 5/9ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 図録

受入日付  ：　2017年12月01日～2018年01月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

96 国立慶州博物館 国立慶州博物館  編 国立慶州博物館 1210131353 C    069.5   /ｺｸﾘ     /        

97 狩谷棭斎：学業とその人 早稲田大学會津八一記念博物館  編 早稲田大学會津八一記念博物館 1210130231 C    289.1   /ｶﾘﾔ     /        

98 坂本龍馬：没後150年 京都国立博物館〔ほか〕 編 読売新聞社 1210130165 C    289.1   /ｻｶﾓ     /        

99 私がとらえた大和の民俗-衣- 第5回（2015年）奈良県立民俗博物館 学芸課  編 奈良県立民俗博物館 1210131791 C    386.8165/ﾜﾀｼ     /5       

100 サメ展 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 1210131510 C    487.54  /ｻﾒﾃ     /        

101 装いの上海モダン 関西学院大学博物館  編 関西学院大学博物館 1210130413 C    593.2   /ﾖｿｵ     /        

102 世紀の祭典万国博覧会の美術 : パリ・ウィーン・シカゴ万博に見る東西の名品東京国立博物館 〔ほか〕 編 NHK 〔ほか〕 1210127997 C    702.06  /ｾｲｷ     /        

103 ヨコハマトリエンナーレ 2017 横浜トリエンナーレ組織委員会 〔ほか〕  編 青幻舎 1210131775 C    702.07  /ｺﾖﾊ     /2017    

104 20世紀美術の森 愛知県美術館 編 愛知県美術館 1210131718 C    702.07  /ﾆｼﾞﾂ    /        

105 原田の森ギャラリー  リニューアルオープン展 1 原田の森ギャラリーリニューアルオープン展実行委員会 〔編〕〔原田の森リニューアル実行委員会〕 1210130751 C    702.07  /ﾊﾗﾀﾞ    /1       

106 原田の森ギャラリー  リニューアルオープン展 2 原田の森ギャラリーリニューアルオープン展実行委員会 〔編〕〔原田の森リニューアル実行委員会〕 1210130769 C    702.07  /ﾊﾗﾀﾞ    /2       

107 戦国！井伊直虎から直政へ NHK 〔ほか〕  編 NHK 1210130157 C    702.1   /ｾﾝｺﾞ    /        

108 徳川将軍家へようこそ 徳川記念財団  編 徳川記念財団 1210130199 C    702.15  /ﾄｸｶﾞ    /        

109 アートピクニック 2 大槻 晃実  編 芦屋市立美術博物館 1210131650 C    702.16  /ｱｰﾄ     /2       

110 アートピクニック 2 大槻 晃実  編 芦屋市立美術博物館 1210131668 C    702.16  /ｱｰﾄ     /2       

111 大久保英治 エルメスジャポン  制作・発行 エルメスジャポン 1210131767 C    702.16  /ｵｵｸ     /        

112 Junya Kataoka + Rie Iwatake：片岡純也+岩竹理恵 Bankart1929 〔編〕 BankART1929 1210130694 C    702.16  /ｶﾀｵ     /        

113 国際丹南アートフェスティバル作品集 2016 丹南アートフェスティバル実行委員会  〔編〕 丹南アートフェスティバル実行委員会 1210120869 C    702.16  /ｺｸｻ     /2016    

114 素材との出会い 福田 淳子  編 岡山県天神山文化プラザ 1210131676 C    702.16  /ｿｻﾞｲ    /        

115 timelake:時間の湖 福田  真知  編集・デザイン timelake実行委員会（Kunst Arzt内） 1210130744 C    702.16  /ﾀｲﾑ     /        

116 髙島屋幻想博物館 髙島屋美術部  〔編〕 髙島屋 1210131304 C    702.16  /ﾀｶｼ     /        

117 原口典之 後藤美術館  〔ほか〕編・発行 後藤美術館 1210131759 C    702.16  /ﾊﾗｸﾞ    /        

118 表現される現在  ゼロイスト  2014-2016 2017年  TSA ANNUAL実行委員会  〔編〕 2017年TSA  ANNUAL実行委員会〔東京芸術専門学校卒業生〕1210130637 C    702.16  /ﾋﾖｳ     /2014-201

119 堀尾貞治  あたりまえのこと 2017 堀尾 貞治  〔作〕 〔吉備高原アートハウス〕 1210130827 C    702.16  /ﾎﾘｵ     /        

120 山下耕平：Woods 山下 耕平 〔画〕 Tezukayama gallery 1210131635 C    702.16  /ﾔﾏｼ     /        

121 六甲ミーツ・アート：芸術散歩 2017 塚村 真美  編 六甲山観光 1210130942 C    702.16  /ﾛﾂｺ     /2017    

122 孫雅由：魂の響き 蔡 鍾基  〔編〕 光州市立美術館 1210131627 C    702.21  /ｿﾝ      /        

123 海の見える杜美術館至宝展 アートグローバル  編集制作 海の見える杜美術館 1210131437 C    703.8   /ｳﾐﾉ     /        

124 竹内栖鳳とその門下生たち 松野藤生  編集・制作統括 海の見える杜美術館 1210131239 C    703.8   /ｳﾐﾉ     /1       

125 物語絵 海の見える杜美術館  企画 海の見える杜美術館 1210131247 C    703.8   /ｳﾐﾉ     /2       



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 6/9ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 図録

受入日付  ：　2017年12月01日～2018年01月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

126 浮世絵 海の見える杜美術館  企画 海の見える杜美術館 1210131254 C    703.8   /ｳﾐﾉ     /3       

127 名筆へのいざない 財津 永次  監修 海の見える杜美術館 1210131262 C    703.8   /ｳﾐﾉ     /4       

128 近代数寄者の交遊録 畠山記念館  編 畠山記念館 1210130272 C    706.9   /ｷﾝﾀﾞ    /        

129 朱欒[シュらん]2017 海野 貴彦  [作] 町立久万美術館 1210130587 C    706.9   /ｼﾕﾗ     /        

130 未来絵Project巡回展：絵の力 フライングパンセ  編 未来絵Project実行委員会 1210131056 C    706.9   /ﾐﾗｲ     /        

131 大原美術館展 Ⅱ 北海道立近代美術館  編集 テレビ北海道 1210130397 C    708.7   /ｵｵﾊ     /        

132 韓日現代美術同行展 2017（第13回）韓日現代美術作家會  〔編〕 〔韓日現代美術作家會〕 1210130611 C    708.7   /ｶﾝﾆ     /2017    

133 九条美術展 第6回 「九条美術の会」事務局  〔編〕 〔九条美術の会〕 1210130702 C    708.7   /ｷﾕｳ     /        

134 gallerism in 天満橋 2014 gallerism2014実行委員会 〔編〕 gallerism2011実行委員会 1210131692 C    708.7   /ｷﾞﾔﾗ    /2014    

135 丹波市展 第1回 丹波市展実行委員会事務局  〔編〕 〔丹波市展実行委員会事務局〕 1210131148 C    708.7   /ﾀﾝﾊﾞ    /1       

136 丹波市展 第2回 丹波市展実行委員会事務局  〔編〕 〔丹波市展実行委員会事務局〕 1210131155 C    708.7   /ﾀﾝﾊﾞ    /2       

137 丹波美術大賞展 第4回 丹波市展実行委員会事務局  〔編〕 〔丹波市展実行委員会事務局〕 1210131163 C    708.7   /ﾀﾝﾊﾞ    /4       

138 丹波美術大賞展 第5回 丹波市展実行委員会事務局  〔編〕 〔丹波市展実行委員会事務局〕 1210131171 C    708.7   /ﾀﾝﾊﾞ    /5       

139 改組 新 日展作品集 第4回 日展  編 日展 1210131643 C    708.7   /ﾆﾂﾃ     /4       

140 美浜美術展 第28回 美浜美術展事務局  編 美浜美術展事務局 1210130553 C    708.7   /ﾐﾊﾏ     /28      

141 植松 奎二 坂上 義太郎 〔ほか〕  企画・編集 BBプラザ美術館 1210131122 C    712.1   /ｳｴﾏ     /        

142 榎 忠 坂上 義太郎 〔ほか〕  企画・編集 BBプラザ美術館 1210131130 C    712.1   /ｴﾉｷ     /        

143 現れよ。森羅の生命：木彫家藤戸竹喜の世界 アイヌ文化振興・研究推進機構  編 アイヌ文化振興・研究推進機構 1210130934 C    712.1   /ﾌｼﾞﾄ    /        

144 ジャコメッティ展 国立新美術館  〔ほか〕 編 TBSテレビ 1210131783 C    712.345 /ｼﾞﾔｺ    /        

145 かごしまの仏たち 鹿児島県歴史資料センター黎明館  編 「かごしまの仏たち」実行委員会 1210131072 C    718     /ｶｺﾞｼ    /        

146 KAWAMATA Kodama gallery  〔編〕 Kodama gallery 1210130876 C    719.08  /ｶﾜﾏ     /        

147 KAWAMATA Kodama gallery  〔編〕 Kodama gallery 1210130892 C    719.08  /ｶﾜﾏ     /        

148 メガメガキラキラ 日常組 西村正徳展 三田市総合文化センター 郷の音ホール 〔 編 〕 三田市総合文化センター 1210130967 C    719.08  /ﾒｶﾞﾒ    /        

149 メガメガキラキラ 日常組 西村正徳展 三田市総合文化センター 郷の音ホール 〔 編 〕 三田市総合文化センター 1210130975 C    719.08  /ﾒｶﾞﾒ    /        

150 Monument of traffic exhibition by Thomas Bayrle エスパス ルイ・ヴィトン 東京  〔編〕 エスパス ルイ・ヴィトン 1210131015 C    719.087 /ﾓﾆﾕ     /        

151 シェル美術賞展 2017 DNPアートコニュニケーションズ  編 昭和シェル石油 1210130678 C    720.87  /ｼｴﾙ     /2017    

152 Jun Tamba 坂上 義太郎 〔ほか〕  企画・編集 BBプラザ美術館 1210131114 C    721.1   /ｼﾞﾕﾝ    /        

153 北斎 あべのハルカス美術館[ほか]  編 あべのハルカス美術館 1210130926 C    721.8   /ｶﾂｼ     /        

154 近世 物語絵展 アートグロ－バル  編集・制作・デザイン 王舎城美術寳物館 1210131460 C    721.8   /ｷﾝｾ     /        

155 錦絵と中国版画展 太田記念美術館  編 太田記念美術館 1210131478 C    721.8   /ﾆｼｷ     /        



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 7/9ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 図録
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156 広重 王舎城美術寳物館  企画・制作 [王舎城美術寳物館] 1210131494 C    721.8   /ﾋﾛｼ     /        

157 秋野不矩 : 創造の小径 河合 友佳 編集 アートボックス 1210131452 C    721.9   /ｱｷﾉ     /        

158 池田遥邨展 宇野 健一  編 海の見える杜美術館 1210131445 C    721.9   /ｲｹﾀﾞ    /        

159 岡本神草の時代展 京都国立近代美術館  編 京都国立近代美術館 1210130561 C    721.9   /ｵｶﾓ     /        

160 小松均展 東京ステーションギャラリー  編 東日本鉄道文化財団 1210131551 C    721.9   /ｺﾏﾂ     /        

161 竹内栖鳳 海の見える杜美術館 〔ほか〕  編 神戸新聞社 1210131221 C    721.9   /ﾀｹｳ     /        

162 竹内栖鳳のすべて：資料集 Vol.1 アートグロ－バル  編集・制作 王舎城美術寳物館 1210131528 C    721.9   /ﾀｹｳ     /1       

163 竹内栖鳳のすべて：資料集 Vol.3 アートグロ－バル  編集・制作 王舎城美術寳物館 1210131536 C    721.9   /ﾀｹｳ     /3       

164 東方岩彩畫展 小島 徳朗 〔ほか〕 編 京都市立芸術大学日本画研究室 1210131601 C    721.9   /ﾄｳﾎ     /        

165 トリエンナーレ豊橋星野眞吾賞展 第7回 豊橋市美術博物館  編 豊橋市美術博物館 1210131502 C    721.9   /ﾄﾘｴ     /7       

166 西田眞人日本画展 西田眞人  〔画〕 西田眞人 1210131189 C    721.9   /ﾆｼﾀﾞ    /        

167 華々しい収穫のとき 堀文子  執筆・〔画〕 三重県立美術館協力会 1210131577 C    721.9   /ﾎﾘ      /        

168 堀文子展 堀 文子  〔画〕 平塚市美術館 1210131585 C    721.9   /ﾎﾘ      /        

169 堀文子展 堀 文子  〔画〕 ニューオータニ美術館 1210131593 C    721.9   /ﾎﾘ      /        

170 堀文子展 堀 文子  〔画〕 株式会社テレビ信州 1210131619 C    721.9   /ﾎﾘ      /        

171 西田眞人日本画展 西田眞人  編 西田眞人 1210131726 C    721.90  /ﾆｼﾀﾞ    /        

172 小磯良平展 兵庫県立近代美術館  編 読売新聞社 1210130959 C    723.1   /ｺｲｿ     /兵美    

173 ナオト・ナカガワ展 フジテレビギャラリー  編 フジテレビギャラリー 1210131734 C    723.1   /ﾅｶｶﾞ    /        

174 西田藤夫展 フジヰ画廊  〔編〕 フジヰ画廊 1210130900 C    723.1   /ﾆｼﾀﾞ    /        

175 橋本倫展 mysm編集室  デザイン・編集 +Y Gallery 1210131098 C    723.1   /ﾊｼﾓ     /        

176 長谷川三郎と菅井汲 坂上 義太郎 編 BBプラザ美術館 1210131106 C    723.1   /ﾊｾｶﾞ    /        

177 長谷川三郎とその時代 下関市立美術館  編 下関市立美術館 1210131742 C    723.1   /ﾊｾｶﾞ    /        

178 ラブラブショー２ 工藤健志  編 ラブラブショー2展実行委員会 1210131064 C    723.1   /ﾗﾌﾞﾗ    /2       

179 Van Dongen ヴァン・ドンゲン  〔画〕 〔ギャルリーためなが〕 1210131205 C    723.359 /ﾄﾞﾝｹﾞ   /        

180 レオナルド×ミケランジェロ展 レオナルド・ダ・ヴィンチ  〔作〕 日本経済新聞社 1210131569 C    723.37  /ﾚｵﾅ     /        

181 やなせたかしと「詩とメルヘン」のなかまたち 北海道立旭川美術館  編集 北海道立旭川美術館 1210131684 C    726.101 /ﾔﾅｾ     /        

182 安野光雅のふしぎな絵本展 水木祥子  執筆・編 アートキッチン 1210130405 C    726.5   /ｱﾝﾉ     /        

183 グランヴィル グランヴィル 〔画〕 求龍堂 1210128334 C    726.5   /ｸﾞﾗﾝ    /        

184 もーやんとえっちゃんの絵本原画展 BBプラザ美術館  編 BBプラザ美術館 1210131080 C    726.6   /ﾓｰﾔ     /        

185 宸翰 王舎城美術寳物館  〔編〕 王舎城美術寳物館 1210131544 C    728.21  /ｼﾝｶ     /        
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186 蘇州版画 王舎城美術寳物館  編 [王舎城美術寳物館] 1210131486 C    733     /ｿｼﾕ     /        

187 写真家石元泰博の眼 10 高知県立美術館  編 高知県立美術館 1210131700 C    748     /ｺｳﾁ     /10      

188 木の国フィンランドの伝統と革新 竹中大工道具館  編 竹中大工道具館 1210131197 C    750     /ｷﾉｸ     /        

189 伊丹国際クラフト展 2015 伊丹市立工芸センター  編 伊丹市立工芸センター 1210131817 C    750.87  /ｲﾀﾐ     /2015    

190 今井完眞陶展 大丸京都店  〔編〕 [大丸京都店] 1210131346 C    751.1   /ｲﾏｲ     /        

191 企画展：富本憲吉展 奈良県立美術館  編 奈良県立美術館 1210131809 C    751.1   /ｷｶｸ     /        

192 香水瓶の世界 マルティーヌ・シャザル  執筆・監修 ロータスプラン 1210131213 C    751.5   /ｺｳｽ     /        

193 佐賀の染色文化 佐々木 奈美子  編 佐賀大学美術館 1210130546 C    753.2   /ｻｶﾞﾉ    /        

194 鏨の華 根津美術館  編 根津美術館 1210130579 C    756.6   /ﾀｶﾞﾈ    /        

195 鏨の華 根津美術館  編 根津美術館 1210131288 C    756.6   /ﾀｶﾞﾈ    /        

196 潜行一千里：空族+スタジオ石+YCAM 黒岩 幹子〔ほか〕  編 山口情報芸術センター 1210130686 C    778     /ｾﾝｺ     /        



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 9/9ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 洋図録
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No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

197 Les soirees de Mercure [edited by] Galerie Weiller Galerie Weiller 1260008832 C    702.16  /SOI     /        

198 Hard bodies：Contemporary Japanese lacquer sculpture Phil Freshman Minneapolis institute of art 1260008774 C    712.1   /HAR     /        

199 Modernite Japonaise Monnaie de Paris Monnaie de Paris 1260008816 C    715     /MOD     /        

200 Tadashi Kawamata Tadashi Kawamata Annely Juda Fine Art 1260008782 C    719.087 /TAD     /        

201 Contemporary Japanese art in America (Ⅰ) Alexandra Munroe Japan Society Gallery 1260008840 C    723.1   /CON     /        

202 Nakagawa Naoto Nielsen gallery Nielsen gallery 1260008824 C    723.1   /NAK     /        

203 Scream of nature project editor: Reiko Tomii John isaacs Books 1260008808 C    723.1   /SCR     /        

204 Triple X:Extended,Exploded,Extracted project editor: Reiko Tomii John Isaacs Books 1260008790 C    723.1   /TRI     /        

205 歸郷 王 婉如  編 國立台灣美術館 1260008857 C    723.224 /LIN     /        

206 Huldigung an Max Beckmann Poll-gallery Polleditionen 1260008865 C    723.34  /BEC     /        

207 Bosch edited by Pilar Silva Maroto Thames&Hudson 1260008758 C    723.359 /BOS     /        


