
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  ：　2018年02月01日～2018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 知的生産の技術 梅棹忠夫 著 岩波書店 1110142070      002     /ｳﾒｻ     /木村S   

2 第3回全国史料ネット研究交流集会：愛媛：報告書 愛媛資料ネット 編 国立文化財機構文化財防災ネットワーク推進室1110148614      014.6   /ｾﾞﾝｺ    /        

3 絵本の与え方 渡辺茂男 著 日本エディタースクール出版部 1110142997      019.5   /ﾜﾀﾅ     /木村S   

4 古代・中世の挿絵芸術 : その起源と展開 クルト  ワイッツマン  著 中央公論美術出版 1110147277      022.23  /ﾜｲﾂ     /木村S   

5 岩波書店七十年 岩波書店 岩波書店 1110145792      023.1   /ｲﾜﾅ     /木村S   

6 蘇る旧家 : <夢の田舎暮らし>販売歴30年 白野 康行  著 MBC21 1110146220      049.1   /ｼﾛﾉ     /木村S   

7 博物館概論 吉田憲司 編著 放送大学教育振興会 1110142732      069     /ﾖｼﾀﾞ    /木村S   

8 企業博物館時代 諸岡 博熊 著 創元社 1110141742      069.8   /ﾓﾛｵ     /木村S   

9 メディアの光景 北野 栄三  著 毎日新聞社 1110146691      070     /ｷﾀﾉ     /木村S   

10 上山春平著作集 第8巻 上山  春平  著 法蔵館 1110141239      081.6   /ｳｴﾔ     /木村S   

11 わが師わが友 : その思想と生き方 沢瀉久敬  澤瀉久敬  著 経済往来社 1110142419      104     /ｵﾓﾀﾞ    /木村S   

12 反対称 ロジェ  カイヨワ 著 思索社 1110141700      104     /ｶｲﾖ     /木村S   

13 眼の光 信木 晴雄 著 人文書院 1110144266      104     /ﾉﾌﾞｷ    /木村S   

14 〈想像〉のレッスン 鷲田 清一 著 NTT出版 1110140504      104     /ﾜｼﾀﾞ    /木村S   

15 藝術哲学の根本問題 新田 博衛  編訳 晃洋書房 1110145248      108     /ﾆｯﾀ     /木村S   

16 歴史の哲学 林 達夫  編 岩波書店 1110142302      108     /ﾊﾔｼ     /木村S   

17 文化類型学研究 高山岩男 著 弘文堂書房 1110142971      118     /ｺｳﾔ     /木村S   

18 古代人の精神世界 湯浅泰雄 著 ミネルヴァ書房 1110142237      121.3   /ﾕｱｻ     /木村S   

19 ギリシャの哲学と政治 出隆 著 岩波書店 1110144522      131     /ｲﾃﾞﾀ    /木村S   

20 聖アンセルムスの生涯 印具徹 著 中央出版社 1110142195      132.2   /ｲﾝｸﾞ    /木村S   

21 シュライエルマッハーの美学と解釈学の研究 岡林 洋 著 行路社 1110144647      134.3   /ｵｶﾊﾞ    /木村S   

22 モデルネの翳り : シェリング『自由論』の現在 渡邊 二郎 編著 晃洋書房 1110144290      134.3   /ﾜﾀﾅ     /木村S   

23 人間 : この象徴を操るもの E.カッシーラー 著 岩波書店 1110143110      134.834 /ｶｯｼ     /木村S   

24 ベルクソン : 〈あいだ〉の哲学の視点から 篠原 資明 著 岩波書店 1110144209      135.4   /ｼﾉﾊ     /木村S   

25 ドゥルーズ : ノマドロジー 篠原 資明  著 講談社 1110146212      135.5   /ｼﾉﾊ     /木村S   

26 メルロ=ポンティ : 可逆性 鷲田清一 著 講談社 1110142740      135.55  /ﾜｼﾀﾞ    /木村S   

27 不思議図絵 福田 繁雄 文・絵 ほるぷ出版 1110146279      145     /ﾌｸﾀﾞ    /木村S   

28 善と美の間 吉田 忠勝  著 昭和堂 1110147525      150.4   /ﾖｼﾀﾞ    /木村S   

29 神・人・仏の闘争 : さめた目でみる日本宗教史 臼井史朗 著 求龍堂 1110140553      162.1   /ｳｽｲ     /木村S   

30 日本神話の起源 大林太良 著 角川書店 1110145875      162.1   /ｵｵﾊﾞ    /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  ：　2018年02月01日～2018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 「やまとごころ」とは何か : 日本文化の深層 田中 英道 著 ミネルヴァ書房 1110144225      162.1   /ﾀﾅｶ     /木村S   

32 アフリカの神話的世界 山口昌男 著 岩波書店 1110142062      162.96  /ﾔﾏｸﾞ    /木村S   

33 古野清人著作集 4 (原始文化の探求)古野 清人  著 三一書房 1110140314      163     /ﾌﾙﾉ     /木村S   

34 インド神話入門 長谷川 明 著 新潮社 1110144662      164.25  /ﾊｾｶﾞ    /木村S   

35 精霊たちのメッセージ : 現代アボリジニの神話世界 松山 利夫  著 角川書店 1110145958      164.71  /ﾏﾂﾔ     /木村S   

36 空間の演出力 上田 篤 著 筑摩書房 1110141767      175     /ｳｴﾀﾞ    /木村S   

37 法華経パワー : 解き明かされる2000年の謎 田口汎 著 情報センター出版局 1110144720      183.3   /ﾀｸﾞﾁ    /木村S   

38 大和仏心紀行 榊 莫山 著 毎日新聞社 1110140645      185.165 /ｻｶｷ     /木村S   

39 古寺巡礼ひとり旅 臼井史朗 著 淡交社 1110142187      185.91  /ｳｽｲ     /木村S   

40 密教経軌の説く金剛薩埵の研究 平岡 龍人 著 永田文昌堂 1110145545      188.51  /ﾋﾗｵ     /木村S   

41 高野山 松長有慶 [ほか]  著 法蔵館 1110140330      188.52  /ﾏﾂﾅ     /木村S   

42 東本願寺三十年紛争 田原 由紀雄 著 白馬社 1110144126      188.75  /ﾀﾊﾗ     /木村S   

43 青年の大地 : 地域ルネサンスの力：随筆 池田大作 著 鳳書院 1110144183      188.984 /ｲｹﾀﾞ    /木村S   

44 比較文明における歴史と地域 米山 俊直  編 朝倉書店 1110142989      204     /ﾖﾈﾔ     /木村S   

45 世界歴史 第7巻 人文書院 1110141213      209     /ｹﾞﾝﾀﾞ   /木村S   

46 鉄の文化史 新日本製鉄 (株) 秘書部広報企画室 編 東洋経済新報社 1110145883      209.2   /ｼﾝﾆ     /木村S   

47 古代文明の隠された真実 竹内 均 著 同文書院 1110140629      209.3   /ﾀｹｳ     /木村S   

48 山片蟠桃賞の軌跡 大阪府生活文化部文化課 編 大阪府生活文化部文化課 1110142492      210     /ｵｵｻ     /木村S   

49 銅鐸の絵を読み解く 国立歴史民俗博物館  編 小学館 1110146006      210.025 /ｺｸﾘ     /木村S   

50 原始絵画 佐原 真 〔ほか〕  著 講談社 1110144415      210.025 /ｻﾊﾗ     /木村S   

51 サムライニッポン 石毛 直道 著 中央公論新社 1110146329      210.04  /ｲｼｹﾞ    /木村S   

52 日本 大江一道 著 朝日新聞社 1110142757      210.1   /ｵｵｴ     /木村S   

53 古代日本の輝き 上田 正昭 著 思文閣出版 1110145925      210.3   /ｳｴﾀﾞ    /木村S   

54 古代史のなかの仏と寺 上原和 編 著  〔ほか〕 毎日新聞社 1110145024      210.3   /ｳｴﾊ     /木村S   

55 蓬莱山と扶桑樹 岡本健一 著 思文閣出版 1110140843      210.32  /ｵｶﾓ     /木村S   

56 よしこがもえた たかとう匡子  作 新日本出版社 1110146303      210.75  /ﾀｶﾄ     /木村S   

57 北近江の遺跡 谷口 義介  著 サンブライト出版 1110145909      216.1   /ﾀﾆｸﾞ    /木村S   

58 京都・滋賀の力石 高島愼助 著 岩田書院 1110142708      216.2   /ﾀｶｼ     /木村S   

59 アジア文化史研究 論考篇 江上 波夫  著 山川出版社 1110146824      220     /ｴｶﾞﾐ    /木村S   

60 アジア文化史研究 要説篇 江上 波夫  著 山川出版社 1110146832      220     /ｴｶﾞﾐ    /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
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No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

61 考古学が語るシルクロード史 エドヴァルド  ルトヴェラゼ 著 平凡社 1110144431      220     /ｴﾄﾞｳﾞ   /木村S   

62 私のシルクロード 松本 清張 [ほか]  著 朝日新聞社 1110140611      220.04  /ﾏﾂﾓ     /木村S   

63 アジアの独立と「大東亜戦争」 西岡 香織 著 芙蓉書房出版 1110140496      220.7   /ﾆｼｵ     /木村S   

64 東洋学の半世紀 日比野 丈夫 講話 ブレーンセンター 1110144985      222.004 /ﾋﾋﾞﾉ    /木村S   

65 敦煌学とその周辺 藤枝 晃  講話 ブレーンセンター 1110145404      222.17  /ﾌｼﾞｴ    /木村S   

66 仏の来た道 : シルクロードの文物 杉村  棟  編 東方出版 1110142831      222.8   /ｽｷﾞﾑ    /木村S   

67 インド史におけるイスラム聖廟 荒松雄 著 東京大学出版会 1110143599      225     /ｱﾗ      /木村S   

68 カーピシー=ガンダーラ史研究 桑山 正進  著 京都大学人文科学研究所 1110145750      225.03  /ｸﾜﾔ     /木村S   

69 ポンペイ:古代ローマ都市の蘇生 浅香 正 著 芸艸堂 1110144175      230.2   /ｱｻｶ     /木村S   

70 ギリシア文化と日本文化 藤縄謙三 著 角川書店 1110141155      231     /ﾌｼﾞﾅ    /木村S   

71 インカ帝国 : 砂漠と高山の文明 泉靖一 著 岩波書店 1110142179      268     /ｲｽﾞﾐ    /木村S   

72 オセアニア 1 大塚  柳太郎〔ほか〕  編 東京大学出版会 1110143169      270     /ｵｵﾂ     /木村S   

73 オセアニア 2 須藤  健一〔ほか〕  編 東京大学出版会 1110143151      270     /ｽﾄﾞｳ    /木村S   

74 にいがた文化の記憶 神林恒道 著 新潟日報事業社 1110142575      281.41  /ｶﾝﾊﾞ    /木村S   

75 梅棹忠夫語る 梅棹忠夫 語り手 日本経済新聞出版社 1110144902      289.1   /ｳﾒｻ     /木村S   

76 梅原猛の世界 : 鼎談 梅原猛 ほか  著 平凡社 1110145966      289.1   /ｳﾒﾊ     /木村S   

77 琥珀のフーガ : 永井幸次論考 鎌谷靜男 著 音楽之友社 1110142013      289.1   /ｶﾏﾀ     /木村S   

78 前衛下着道 : 鴨居羊子とその時代 川崎市岡本太郎美術館  編 川崎市岡本太郎美術館 1110144514      289.1   /ｶﾜｻ     /木村S   

79 金箔の港 : コレクター池長孟の生涯 高見沢 たか子 著 筑摩書房 1110141817      289.1   /ﾀｶﾐ     /木村S   

80 佐々木惣一先生と私 長崎太郎 著 長崎映吉 1110142385      289.1   /ﾅｶﾞｻ    /木村S   

81 角倉素庵 林屋辰三郎 著 朝日新聞社 1110140801      289.1   /ﾊﾔｼ     /木村S   

82 世界の国 : 文化誌 7 (エジプト) 講談社出版研究所  編 講談社 1110146642      290.8   /ｺｳﾀﾞ    /木村S   

83 世界の国 : 文化誌 15 (スペイン・ポルトガル)講談社 講談社 1110146659      290.8   /ｺｳﾀﾞ    /木村S   

84 世界地誌ゼミナール 5 小堀巌  編 大明堂 1110146600      290.8   /ｺﾎﾞﾘ    /木村S   

85 名古屋力 アート編 山田 彊一 著 ワイズ出版 1110141189      291.55  /ﾔﾏﾀﾞ    /木村S   

86 天保山物語 津田 康  著 たる出版 1110145362      291.63  /ﾂﾀﾞ     /木村S   

87 大阪古地図物語 原田 伴彦 [ ほか ]  著 毎日新聞社 1110141775      291.63  /ﾊﾗﾀﾞ    /木村S   

88 い・ま・大阪 : Photo essay 横山 四郎 著 JDC 1110145461      291.63  /ﾖｺﾔ     /木村S   

89 日本の原郷 熊野 梅原 猛  著 新潮社 1110146501      291.66  /ｳﾒﾊ     /木村S   

90 熊野古道 : 再生の地の魅力を探す 高木美千子 著 角川書店 1110142583      291.66  /ﾀｶｷﾞ    /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  ：　2018年02月01日～2018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 ガイドブック 大分の旅 大分県観光課 企画・編 大分県観光協会 1110148036      291.95  /ｵｵｲ     /木村S   

92 ガンダーラへの道 樋口 隆康 著 サンケイ出版 1110146063      292.09  /ﾋｸﾞﾁ    /木村S   

93 ヨーロッパ断章 : 宗教と芸術の旅 柴田 増実  著 創言社 1110145933      293.09  /ｼﾊﾞﾀ    /木村S   

94 希臘紀行 浜田 青陵 濱田 青陵 著 大雅堂 1110142104      293.92  /ﾊﾏﾀﾞ    /木村S   

95 メヒコ・マヒコ : エッセイ&スケッチ 利根山光人 著 筑摩書房 1110142815      295.609 /ﾄﾈﾔ     /木村S   

96 大阪の文化を考える 大阪文化振興会 編 創元社 1110142252      302.163 /ｵｵｻ     /木村S   

97 美意識と神さま 梅棹 忠夫 著 中央公論社 1110140371      304     /ｳﾒｻ     /木村S   

98 神殺しの日本 : 反時代的密語 梅原猛 著 朝日新聞社 1110141783      304     /ｳﾒﾊ     /木村S   

99 ハイブリッド国家  日本の創造 エズラ  ヴォーゲル  著 ぎょうせい 1110145412      304     /ｳﾞｫｰｹﾞ  /木村S   

100 時評日本の断面 黒川紀章 著 鹿島出版会 1110138888      304     /ｸﾛｶ     /木村S   

101 メキシコ系アメリカ人 : 越境した生活者 黒田悦子 著 国立民族学博物館 1110143177      316.853 /ｸﾛﾀﾞ    /木村S   

102 行動する国際人たち : 梅棹忠夫対談集 梅棹忠夫 編 講談社 1110140579      319.1   /ｳﾒｻ     /木村S   

103 社会本質論 新明正道 著 弘文堂 1110142146      361     /ｼﾝﾒ     /木村S   

104 社会の哲学 徳永恂 編著 学文社 1110142377      361.1   /ﾄｸﾅ     /木村S   

105 社会文化の諸相 米山 俊直  編 大手前女子大学 1110142591      361.5   /ﾖﾈﾔ     /木村S   

106 都市と祭りの人類学 米山 俊直  著 河出書房新社 1110145891      361.78  /ﾖﾈﾔ     /木村S   

107 21世紀へのライフデザイン : 生活から人生へ 蝋山昌一 編 ティビーエス・ブリタニカ 1110142369      365     /ﾛｳﾔ     /木村S   

108 日本の女性 岡 満男 著 大和書房 1110148416      367.21  /ｵｶ      /木村S   

109 さをり織り好きですねん : 心障者に手織りを 城 みさを  編 ぶどう社 1110146709      369.28  /ｼﾞｮｳ    /木村S   

110 大震災放送局24時間 朝日放送記録グループ 編 朝日新聞社 1110143128      369.31  /ｱｻﾋ     /木村S   

111 守れいのちを 神戸 新聞社 編 神戸新聞総合出版センター 1110147830      369.31  /ｺｳﾍﾞ    /木村S   

112 どんな人間がこの時代を生きぬくか 公文 毅  著 河出書房新社 1110146097      370.4   /ｸﾓﾝ     /木村S   

113 懐徳堂 : 18世紀日本の「徳」の諸相 テツオ ナジタ [著] 岩波書店 1110145339      372.105 /ﾅｼﾞﾀ    /木村S   

114 谷岡太郎：しなやかに、そしてきららかに 谷岡太郎 [著] 学校法人谷岡学園 1110143060      377.1   /ﾀﾆｵ     /木村S   

115 「地域の伝承文化に学ぶ」コンテスト入賞作品集 第12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 1110148853      380.1   /ｺｸｶﾞ    /12      

116 贈与交換の民族誌 上杉 富之  著 国立民族学博物館 1110145594      382     /ｳｴｽ     /木村S   

117 現代日本文化における伝統と変容 1 祖父江 孝男 編 ドメス出版 1110140132      382.1   /ｿﾌｴ     /木村S   

118 着る飾る 梅棹 忠夫  監修 日本交通公社出版事業局 1110146238      383     /ｾｶｲ     /木村S   

119 概説日本服飾史 小池  三枝  編 光生館 1110140702      383.1   /ｺｲｹ     /木村S   

120 黒人奴隷の着装の研究 濱田雅子 著 東京堂出版 1110140397      383.1   /ﾊﾏﾀﾞ    /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
資料区分  ： 和書

受入日付  ：　2018年02月01日～2018年03月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

121 「大阪くらしの今昔館」ものがたり 大阪くらしの今昔館 1110149232      383.91  /ｵｵｻ     /        

122 自然のこえ命のかたち 国立民族学博物館 編 昭和堂 1110144423      383.93  /ｺｸﾘ     /木村S   

123 浮世絵に見る江戸の子どもたち くもん子ども研究所 編著 小学館 1110147681      384.5   /ｸﾓﾝ     /木村S   

124 アジア魔除け曼荼羅 中城 正尭 著 NTT出版 1110144886      387     /ﾅｶｼﾞ    /木村S   

125 トリックスター : 演技としての悪の構造 小川 了  著 海鳴社 1110146519      388.4   /ｵｶﾞﾜ    /木村S   

126 文化の秘境をさぐる : 梅棹忠夫対談集 梅棹忠夫 編 講談社 1110141809      389     /ｳﾒｻ     /木村S   

127 社会学と人類学 Ⅰ M.モース  〔著〕 弘文堂 1110146782      389     /ﾓｰｽ     /木村S   

128 日本とアジア：生活と造形 第6巻 金子 量重 編 学生社 1110144878      389.2   /ｶﾈｺ     /木村S   

129 アフリカの心とかたち 川田 順造 著 岩崎美術社 1110144654      389.4   /ｶﾜﾀ     /木村S   

130 認識と文化 : 色と模様の民族誌 福井 勝義  著 東京大学出版会 1110146675      389.451 /ﾌｸｲ     /木村S   

131 霊のうたが聴こえる 山田 陽一 著 春秋社 1110140587      389.736 /ﾔﾏﾀﾞ    /木村S   

132 Biostory = ビオストーリー : 生き物文化誌 『ビオストーリー』編集委員会 編 生き物文化誌学会 1110143052      460.7   /ﾋﾞｵｽ    /木村S   

133 人体解剖のルネサンス 藤田 尚男 著 平凡社 1110140694      491.1   /ﾌｼﾞﾀ    /木村S   

134 気合いの建築・混化の都市 : 京都に地下都市を 上田 篤  著 学芸出版社 1110146014      518.8   /ｳｴﾀﾞ    /木村S   

135 環境首都関西のデザイン : 自然と都市の良い関係づくり 紙野桂人 監修 学芸出版社 1110138862      518.8   /ｶﾐﾉ     /木村S   

136 京都発・都市デザインのパラダイム 川崎 清  著 紫翠会出版 1110147533      518.8   /ｶﾜｻ     /木村S   

137 建築画報 第26巻第3号 建築画報社  〔編〕 建築画報社 1110147293      520     /ｹﾝﾁ     /木村S   

138 現代建築の発展 ギーディオン 著 みすず書房 1110140686      520.4   /ｷﾞｰﾃﾞ   /木村S   

139 現代建築と芸術 神代 雄一郎 著 彰国社 1110144464      520.4   /ｺｳｼﾞ    /木村S   

140 建築家の学校 上田篤 編 住まいの図書館出版局 1110144787      520.7   /ｳｴﾀﾞ    /木村    

141 伊丹潤 : Architecture and Urbanism : 伊丹潤 著 HANEGI MUSEUM 1110141643      520.87  /ｲﾀﾐ     /木村S   

142 伊丹潤 : 建築と都市 : 1970-2008 伊丹潤 著 Hanegi Museum 1110142781      520.87  /ｲﾀﾐ     /木村S   

143 京都の空間遺産 大森正夫 著 淡交社 1110141965      521.81  /ｵｵﾓ     /木村S   

144 日本の町並み集落1300 川村 善之 著 淡交社 1110147848      521.86  /ｶﾜﾑ     /木村S   

145 おおさかの民家 杉本尚次  著 駸々堂出版 1110144548      521.86  /ｽｷﾞﾓ    /木村S   

146 アクロポリス 沢柳 大五郎  撮影編集 里文出版 1110145438      523.03  /ｻﾜﾔ     /木村S   

147 中世祈りの造形 : フランス・スペイン・ポルトガル 山崎 脩  著 東方出版 1110146469      523.04  /ﾔﾏｻ     /木村S   

148 プラハのアール・ヌーヴォー : 壁装都市の歴史と栄光 田中 充子 著 丸善 1110144738      523.348 /ﾀﾅｶ     /木村S   

149 ゴシックと建築空間 前川道郎 著 ナカニシヤ出版 1110143086      523.5   /ﾏｴｶ     /木村S   

150 花大輪 小篠 綾子  講話 大阪 1110144977      589.2   /ｺｼﾉ     /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  ：　2018年02月01日～2018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 HIROKO KOSHINO コシノヒロコ 著 丸善プラネット 1110148556      593.3   /ｺｼﾉ     /        

152 キルトクエスト 秦泉寺 由子 著 文化出版局 1110145479      594.2   /ｼﾞﾝｾﾞ   /木村S   

153 「超・関西」宣言 : 発光する都市のすべて 産経新聞大阪本社編集局 編著 ブレーンセンター 1110145255      601.16  /ｻﾝｹ     /木村S   

154 ディスプレイ100年の旅 乃村工芸社社史編纂室 編 乃村工藝社 1110148507      673.38  /ﾉﾑﾗ     /木村S   

155 点と線から面へ ヴァシリー・カンディンスキー  著 中央公論美術出版 1110144449      701     /ｶﾝﾃﾞ    /木村S   

156 詩画論 1 J.B. デュボス  著 玉川大学出版部 1110145347      701     /ﾃﾞﾕﾎﾞ   /木村S   

157 芸術の楽しみ : やさしい芸術学 原田 平作  編 晃洋書房 1110146477      701     /ﾊﾗﾀﾞ    /木村S   

158 美の思索 : 一般美学 山本 正男  著 美術出版社 1110146808      701     /ﾔﾏﾓ     /木村S   

159 美学 川野 洋  著 東京大学出版会 1110146550      701.1   /ｶﾜﾉ     /木村S   

160 美学つれづれぐさ 神林 恒道 著 新潟日報事業社 1110141163      701.1   /ｶﾝﾊﾞ    /木村S   

161 シェリングとその時代 神林 恒道 著 行路社 1110146378      701.1   /ｶﾝﾊﾞ    /木村S   

162 芸術の言語 ネルソン  グッドマン 著 慶應義塾大学出版会 1110148077      701.1   /ｸﾞﾂﾄﾞ   /        

163 美意識論 木幡順三 著 東京大学出版会 1110144928      701.1   /ｺﾊﾞﾀ    /木村S   

164 芸術の線分たち 篠原資明 編 昭和堂 1110140447      701.1   /ｼﾉﾊ     /木村S   

165 現代芸術の交通論 : 西洋と日本の間にさぐる 篠原 資明  編著 丸善 1110145164      701.1   /ｼﾉﾊ     /木村S   

166 哲学する芸術 柴辻 政彦 著 淡交社 1110146089      701.1   /ｼﾊﾞﾂ    /木村S   

167 芸術の終焉のあと アーサー  C.ダントー 著 三元社 1110148069      701.1   /ﾀﾞﾝﾄ    /        

168 美学・芸術学の現代的課題 東京芸術大学美学研究室  編 玉川大学出版部 1110145651      701.1   /ﾄｳｷ     /木村S   

169 美学 ドニ・ユイスマン [著] 白水社 1110142930      701.1   /ﾕｲｽ     /木村S   

170 近代芸術学の成立と課題 吉岡健二郎 著 創文社 1110140827      701.1   /ﾖｼｵ     /木村S   

171 美学における自然と現実 金田民夫 著 創文社 1110140819      701.2   /ｶﾈﾀﾞ    /木村S   

172 美學者の旅日記 金田 民夫 著 [金田民夫] 1110145537      701.2   /ｶﾈﾀﾞ    /木村S   

173 イデア アーウィン・パノフスキー  [著] 思索社 1110144100      701.2   /ﾊﾟﾉﾌ    /木村S   

174 民族芸術学 木村重信 編著 日本放送出版協会 1110140876      701.3   /ｷﾑﾗ     /木村S   

175 美と造形の心理学 仲谷洋平 編著 北大路書房 1110142526      701.4   /ﾅｶﾀ     /木村S   

176 都市の文化行政 総合研究開発機構  編 学陽書房 1110148259      701.9   /ｿｳｺﾞ    /木村S   

177 復刻版：具体 別冊 芦屋市立美術博物館   監修 藝華書院 1110148739      702     /ｸﾞﾀｲ    /木村S   

178 美術の見かた : 傑作の条件 ヤーコブ・ローゼンバーグ 著 講談社 1110140439      702     /ﾛｰｾﾞ    /木村S   

179 美術史のスペクトルム 若山 映子  編 光琳社出版 1110146360      702     /ﾜｶﾔ     /木村S   

180 サハラの岩面画 木村 重信  〔著〕 日本テレビ放送網 1110147160      702.02  /ｷﾑﾗ     /木村S   



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  ：　2018年02月01日～2018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 アルタミラ洞窟壁画 アントニオ  ベルトラン 監修 岩波書店 1110142229      702.02  /ﾍﾞﾙﾄ    /木村S   

182 エトルリア芸術の逍遥 池田 正三  著 大阪芸術大学出版局 1110146170      702.03  /ｲｹﾀﾞ    /木村S   

183 ルネッサンス絵画史 北村忠夫 著 弘文堂 1110145560      702.05  /ｷﾀﾑ     /木村S   

184 バロックの光と闇 高階 秀爾  著 小学館 1110146048      702.05  /ﾀｶｼ     /木村S   

185 バロック美術の成立 宮下規久朗 著 山川出版社 1110142849      702.05  /ﾐﾔｼ     /木村S   

186 都市のアートスケープ 今井 祝雄 著 ブレーンセンター 1110146345      702.06  /ｲﾏｲ     /木村S   

187 廃墟のエコロジー : ポスト・モダンからの見なおし 岡林洋 著 勁草書房 1110142393      702.06  /ｵｶﾊﾞ    /木村S   

188 Artists'Books 〔東京パブリッシングハウス 〕  編 東京パブリッシングハウス 1110148788      702.06  /ﾄｳｷ     /        

189 アート・パワー ボリス  グロイス 著 現代企画室 1110148333      702.07  /ｸﾞﾛｲ    /        

190 アール・ブリュット ミシェル・テヴォー 著 人文書院 1110148085      702.07  /ﾃｳﾞｵ    /        

191 人工地獄 クレア  ビショップ 著 フィルムアート社 1110148291      702.07  /ﾋﾞｼﾖ    /        

192 仏教美術論考 光森正士 著 法藏館 1110142559      702.098 /ﾐﾂﾓ     /木村S   

193 飛天の道 吉永邦治 著 小学館 1110140520      702.098 /ﾖｼﾅ     /木村S   

194 １９・２０世紀の美術 高階秀爾  著 岩波書店 1110146147      702.1   /ｲﾜﾅ     /木村S   

195 日本美術101鑑賞ガイドブック 神林 恒道  編著 三元社 1110145214      702.1   /ｶﾝﾊﾞ    /木村S   

196 平城の爛熟 梅原 猛  監修 学習研究社 1110145495      702.1   /ﾆﾝｹﾞ    /木村S   

197 日本美の造型 水尾比呂志 著 芸艸堂 1110142716      702.1   /ﾐｽﾞｵ    /木村S   

198 仏法東流 上原 和 著 学生社 1110140603      702.13  /ｳｴﾊ     /木村S   

199 縄文の幻想 宇佐見 英治  文 淡交社 1110146386      702.13  /ｳｻﾐ     /木村S   

200 法隆寺 : いかるがの里 北川 桃雄  著 淡交社 1110146576      702.13  /ｷﾀｶﾞ    /木村S   

201 天平芸術の創造力 河本敦夫 著 黎明書房 1110140744      702.135 /ｶﾜﾓ     /木村S   

202 桂離宮 梅棹  忠夫  本文〔著〕 淡交新社 1110148218      702.15  /ｳﾒｻ     /木村S   

203 アート＆テクノロジー：メディアアート国際シンポジウム アーツカウンシル東京 〔編〕 アーツカウンシル東京 1110148879      702.16  /ｱｰﾄ     /        

204 ART FAIR TOKYO 2018  OFFICIAL BOOK 生活の友  編 ｱｰﾄ東京 1110149349      702.16  /ｱｰﾄ     /        

205 ART GRID KYOTO 2015 アートエキシビション・京都（ART GRID KYOTO）実行委員会  〔ほか〕〔編〕アートエキシビション・京都（ART GRID KYOTO）実行委員会1110148713      702.16  /ｱｰﾄ     /2015    

206 意味のメカニズム 荒川修作  〔作〕 ギャラリーたかぎ 1110142500      702.16  /ｱﾗｶ     /木村S   

207 日本の近代美術・入門 : 1800-1990 井関 正昭 著 明星大学出版部 1110144951      702.16  /ｲｾｷ     /木村S   

208 上田  匡志 上田  匡志〔画〕 〔カペイシャス〕 1110149398      702.16  /ｳｴﾀﾞ    /        

209 日本の現代アート : 越境する文化 岡林 洋 著 丸善 1110143938      702.16  /ｵｶﾊﾞ    /木村S   

210 宮島達男アートワールドを超えて 岡林洋 編著 ランダムハウス講談社 1110143094      702.16  /ｵｶﾊﾞ    /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  ：　2018年02月01日～2018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 非常時のモダニズム 五十殿  利治  著 東京大学出版会 1110148101      702.16  /ｵﾑｶ     /        

212 PARASOPHIA 2015 京都国際現代芸術祭組織委員会〔編〕 京都国際現代芸術祭組織委員会 1110148812      702.16  /ｷﾖｳ     /2015    

213 清流の国ぎふ芸術祭：Art award in the cube 2017 清流の国ぎふ芸術祭Art award in the cube実行委員会事務局  編清流の国ぎふ芸術祭Art award in the cube実行委員会事務局1110149067      702.16  /ｾｲﾘ     /        

214 日本の現代アートをみる 高階 秀爾 著 講談社 1110144480      702.16  /ﾀｶｼ     /木村S   

215 日本近代美術史 竹田道太郎 著 近藤出版社 1110148366      702.16  /ﾀｹﾀﾞ    /木村S   

216 巨匠たちの原風景 田中日佐夫 著 新潮社 1110142765      702.16  /ﾀﾅｶ     /木村S   

217 近代京都美術の創造者たち 橋本喜三  著 京都書院 1110141981      702.16  /ﾊｼﾓ     /木村S   

218 Kenji YANOBE  1995-1998 ヤノベケンジ  〔作〕 池内美術レントゲンクンストラウム 1110148143      702.16  /ﾔﾉﾍﾞ    /        

219 よみがえりゆく平等院 : 新資料・CGで再現する平安の美 神居 文彰 監修 学研パブリッシング 1110145446      702.17  /ｶﾐｲ     /木村S   

220 平等院：雲中供養菩薩 平等院  〔編〕 平等院 1110147384      702.17  /ﾋﾞﾖｳ    /木村S   

221 北海道美術50 北海道立近代美術館  編 中西出版 1110149315      702.191 /ﾎﾂｶ     /        

222 北海道美術をめぐる25年 吉田 豪介  著 輔仁書院 1110145420      702.191 /ﾖｼﾀﾞ    /木村S   

223 図説西洋美術史 馬杉 宗夫 [ほか] 著 八坂書房 1110145552      702.3   /ｳﾏｽ     /木村S   

224 西洋美術の歩み 岡本 重温 著 東海大学出版会 1110140595      702.3   /ｵｶﾓ     /木村S   

225 西洋美術101鑑賞ガイドブック 神林 恒道  編著 三元社 1110145222      702.3   /ｶﾝﾊﾞ    /木村S   

226 ルクス・アルティウム : 越宏一先生退任記念論文集 越宏一先生退任記念論文集刊行会 編 中央公論美術出版 1110145784      702.3   /ｺｼ      /木村S   

227 二十世紀美術：イズムとしての現代美術史 木下 正男  編 美術出版社 1110143722      702.32  /ｷﾉｼ     /木村S   

228 美術アカデミーの歴史 N.ペヴスナー 著 中央大学出版部 1110142690      702.32  /ﾍﾟｳﾞｽ   /木村S   

229 アルテ・ポーヴェラ 池野絢子 著 慶應義塾大学出版会 1110148051      702.37  /ｲｹﾉ     /        

230 越境と覇権 池上裕子 著 三元社 1110148093      702.53  /ｲｹｶﾞ    /        

231 美術家の最期 上 伊藤誠 著 神戸新聞総合出版センター 1110138870      702.8   /ｲﾄｳ     /木村S   

232 美術大鑑 2018 ビジョン企画出版社  〔編〕 ビジョン企画出版社 1110149166      703.5   /ﾋﾞｼﾞﾕ   /2018    

233 D.Museum：大一美術館所蔵作品集 大一美術館  編 大一美術館 1110148804      703.8   /ﾀﾞｲｲ    /木村S   

234 TAD富山県美術館 富山県美術館 編 富山県美術館 1110149307      703.8   /ﾄﾔﾏ     /        

235 光村コレクション総目録 根津美術館学芸部  編 根津美術館 1110148945      703.8   /ﾈｽﾞﾋﾞ   /        

236 陶磁器目録 浅井 京子  著 早稲田大学會津八一記念博物館 1110149265      703.8   /ﾜｾﾀﾞ    /        

237 美術史論考 ハインリヒ・ヴェルフリン  著 三和書房 1110142054      704     /ｳﾞｪﾙ    /木村S   

238 沖縄から芸術を考える 沖縄県立芸術大学大学院芸術文化学研究科 編沖縄県立芸術大学大学院芸術文化学研究科1110142856      704     /ｵｷﾅ     /木村S   

239 21世紀の出会い-共鳴、ここ・から 金沢21世紀美術館  企画 淡交社 1110142534      704     /ｶﾅｻﾞ    /木村S   

240 近代芸術観の成立 高橋義孝 著 新潮社 1110143078      704     /ﾀｶﾊ     /木村S   
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241 イデアの結界 田淵安一 著 人文書院 1110141957      704     /ﾀﾌﾞﾁ    /木村S   

242 映像最前線 日本文化デザインフォーラム 編 栄光教育文化研究所 1110145206      704     /ﾆﾎﾝ     /木村S   

243 見るということ ジョン バージャー 著 筑摩書房 1110144233      704     /ﾊﾞｰｼﾞ   /木村S   

244 現代の芸術 ロイ・マクマレン 著 エンサイクロペディアブリタニカ日本支社 1110140264      704     /ﾏｸﾏ     /木村S   

245 東西美術論 第2 (芸術的創造)マルロオ 著 新潮社 1110142724      704     /ﾏﾙﾛ     /木村S   

246 芸術の森の中で 山本 正男 著 玉川大学出版部 1110144456      704     /ﾔﾏﾓ     /木村S   

247 出会いを求めて 李 禹煥 〔著〕 みすず書房 1110148267      704     /ﾘ       /        

248 ダブリンの緑 建畠晢 著 五柳書院 1110145016      704.9   /ﾀﾃﾊ     /木村S   

249 春陽帖 94+4号 春陽会〔編〕 春陽会 1110148572      706     /ｼﾖｳ     /        

250 兵庫県芸術文化協会50周年記念誌 兵庫県芸術文化協会 〔編〕 兵庫県芸術文化協会 1110148911      706     /ﾋﾖｳ     /        

251 美の値段 池田満寿夫 著 光文社 1110144894      706.7   /ｲｹﾀﾞ    /木村S   

252 象の鼻テラス活動記録集 : 2009 June-2012 March 小泉 智子 〔ほか〕  編 象の鼻テラス 1110149273      706.7   /ｺｲｽﾞ    /        

253 真贋ものがたり 三杉隆敏 著 岩波書店 1110143102      706.7   /ﾐｽｷﾞ    /木村S   

254 ART TRACE GALLERY ART TRACE GALLERY 〔編〕 ART TRACE GALLERY 1110149281      706.9   /ｱｰﾄ     /        

255 美の落ち穂拾い 伊藤誠  著 神戸新聞出版センター 1110149372      706.9   /ｲﾄｳ     /        

256 北加賀屋カオス 2017 2017 おおさか創造千鳥財団 〔編〕 おおさか創造千鳥財団 1110148747      706.9   /ｵｵｻ     /2017    

257 大塚国際美術館：美術館ガイド 大塚国際美術館  編 有光出版 1110148762      706.9   /ｵｵﾂ     /木村S   

258 岡山県立美術館 岡山県立美術館  〔編〕 〔岡山県立美術館〕 1110149448      706.9   /ｵｶﾔ     /        

259 平等院鳳翔館 神居 文彰 〔ほか〕編 平等院 1110147350      706.9   /ｶﾓｲ     /木村S   

260 ギンザ・グラフィック・ギャラリー 1999 ギンザ・グラフィック・ギャラリー  企画・編集 大日本印刷 1110147459      706.9   /ｷﾞﾝｻﾞ   /木村S   

261 ギンザ・グラフィック・ギャラリー 2001 ギンザ・グラフィック・ギャラリー  企画・編集 大日本印刷 1110148796      706.9   /ｷﾞﾝｻﾞ   /木村S   

262 国立新美術館ワークショップ記録集：やってみよう、アート 国立新美術館  教育普及室 ほか 編 国立新美術館 1110148564      706.9   /ｺｸﾘ     /        

263 国立新美術館  活動報告 平成28年度 国立新美術館 〔編〕 国立新美術館 1110148598      706.9   /ｺｸﾘ     /ﾍｲｾｲ 28 

264 佐賀モバイル・アカデミー・オブ・アート 2017 記録集 佐賀モバイル・アカデミー・オブ・アート事務局  編佐賀大学芸術地域デザイン学部 1110149356      706.9   /ｻｶﾞﾓ    /        

265 美術館の原則と美術館関係者の行動指針 全国美術館会議 美術館運営制度研究部会  編全国美術館会議 1110148689      706.9   /ｾﾞﾝｺ    /        

266 ZENBI Vol.13 全国美術館会議機関誌部会  編 全国美術館会議 1110149034      706.9   /ｾﾞﾝﾋﾞ   /13      

267 KIITOドキュメントブック 2016 デザイン・クリエイティブセンター神戸  編 デザイン・クリエイティブセンター神戸 1110148580      706.9   /ﾃﾞｻﾞｲ   /2016    

268 徳川美術館  ボランティアの会  30年のあゆみ 徳川美術館  ボランティアの会  〔著〕 徳川美術館 1110148937      706.9   /ﾄｸｶﾞ    /        

269 子どもの造形アトリエ：11年 砺波市美術館   編 砺波市美術館 1110149018      706.9   /ﾄﾅﾐ     /        

270 子どもの造形アトリエ：20周年記念誌 砺波市美術館   編 砺波市美術館 1110149026      706.9   /ﾄﾅﾐ     /        
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271 ザ・展覧会 野田 泰通 著 東方出版 1110145263      706.9   /ﾉﾀﾞ     /木村S   

272 美術館都市への旅 長谷川栄 著 グラフ社 1110144506      706.9   /ﾊｾｶﾞ    /木村S   

273 めぐるりアート静岡：記録集 白井嘉尚  編 静岡大学 1110149075      706.9   /ﾒｸﾞﾙ    /2014    

274 めぐるりアート静岡：記録集 企画者一同  編 静岡大学 1110148986      706.9   /ﾒｸﾞﾙ    /2017    

275 つながり、つづける 青木 加苗  編 和歌山県立近代美術館 1110149414      707.9   /ｱｵｷ     /        

276 幻の美術館 : 甦る松方コレクション 石田修大 著 丸善 1110142922      707.9   /ｲｼﾀﾞ    /木村S   

277 あいうえののとびら 稲庭 彩和子 〔ほか〕  編 東京都美術館 1110148960      707.9   /ｲﾅﾆ     /        

278 アートのヒミツ基地？！ 京都造形芸術大学アートプロデュース学科  〔ほか〕 製作おおさか創造千鳥財団 1110148721      707.9   /ｷﾖｳ     /        

279 小島烏水西洋版画コレクション 沼田英子  著 有隣堂 1110142773      707.9   /ｺｼﾞﾏ    /木村S   

280 「札幌可視化プロジェクト」を可視化する 「札幌可視化プロジェクト」実習 編 北海道大学高等教育推進機構オープンエデュケーションセンター科学技術コミュニケーション教育部門1110149422      707.9   /ｻﾂﾎﾟ    /        

281 わくわくアートツアー  ガイドブック クリエイティブ・たかおか実行委員会  編 高岡市美術館 1110148622      707.9   /ﾀｶｵ     /        

282 浜田こどもアンデパンダン展 第14回 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 1110149224      707.9   /ﾊﾏﾀﾞ    /14      

283 浜田こどもアンデパンダン展 第21回 浜田市世界こども美術館  編 浜田市世界こども美術館 1110149463      707.9   /ﾊﾏﾀﾞ    /21      

284 ぱれたんリゾートブック 府中市美術館  ほか 構成・文・編 府中市立美術館 1110148630      707.9   /ﾌﾁﾕ     /        

285 秋元幸茂作品集 秋元幸茂作品集出版と展覧会開催実行委員会  編秋元幸茂作品集出版と展覧会開催実行委員会1110148754      708     /ｱｷﾓ     /木村S   

286 図録日本美術 角川 書店  編著 角川書店 1110146352      708     /ｶﾄﾞｶ    /木村S   

287 現代に華開く古代アメリカの文化と美術 現代芸術研究所 編 森下美術館 1110147434      708.7   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /木村S   

288 アーツ・チャレンジ2018：あいちアートプログラム あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会  [編]あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会 1110149364      709     /ｱｰﾂ     /2018    

289 保存修復の技法と思想：古代芸術・ルネサンス絵画から現代アートまで 田口 かおり  著 平凡社 1110149158      709     /ﾀｸﾞﾁ    /        

290 文化財政策概論 川村 恒明 監修・著 東海大学出版会 1110144993      709.1   /ｶﾜﾑ     /木村S   

291 文化政策概論 根木昭 〔ほか〕著 晃洋書房 1110144142      709.1   /ﾈｷ      /木村S   

292 日本の文化政策 根木昭 著 勁草書房 1110144860      709.1   /ﾈｷ      /木村S   

293 文化会館通論 根木 昭 [ほか]著 晃洋書房 1110144498      709.1   /ﾈｷｱ     /木村S   

294 アートは地域で何ができるか？ 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1110149331      709.1   /ﾎｯｶ     /        

295 現代彫刻 中原佑介 著 角川書店 1110142096      710.4   /ﾅｶﾊ     /木村S   

296 風景彫刻 藤井 匡 著 阿部出版 1110149083      710.4   /ﾌｼﾞｲ    /        

297 ドイツの国民記念碑1813年-1913年 : 解放戦争からドイツ帝国の終焉まで大原まゆみ 著 東信堂 1110140546      711.7   /ｵｵﾊ     /木村S   

298 民族の仮面 桐島  敬子  編著 岩崎美術社 1110146485      711.9   /ｷﾘｼ     /木村S   

299 仮面は生きている 吉田憲司 編著 岩波書店 1110146055      711.9   /ﾖｼﾀﾞ    /木村S   

300 語られる佐藤忠良 : 彫刻・デザイン・美術教育 小川 幸造  編 桑沢学園 1110148606      712.1   /ｵｶﾞﾜ    /        
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301 高梨祐理  ワークス 高梨祐理  編集〔作〕 高梨祐理 1110148655      712.1   /ﾀｶﾅ     /        

302 BODY SCALE 中山正樹  〔作〕 ユミコチバアソシエイツ 1110148523      712.1   /ﾅｶﾔ     /        

303 BODY SCALE 中山正樹  〔作〕 ユミコチバアソシエイツ 1110148903      712.1   /ﾅｶﾔ     /        

304 堀川恭 堀川 恭  作 〔アトリエ○EN〕堀川 恭 1110142427      712.1   /ﾎﾘｶ     /木村S   

305 アフリカの彫刻 桐島  敬子  編訳 岩崎美術社 1110146493      712.4   /ｷﾘｼ     /木村S   

306 キャット・カーヴィング 西誠人 著 日貿出版社 1110146543      713     /ﾆｼ      /木村S   

307 砂澤ビッキ：樹華：記録集 砂澤 ビッキ 〔画〕 神奈川県立近代美術館 1110148994      713.087 /ｽﾅｻﾞ    /        

308 仏像の流伝 インド・東南アジア編佐和 隆研  著 法蔵館 1110146790      718     /ｻﾜ      /木村S   

309 仏像の誕生 高田修 著 岩波書店 1110144134      718     /ﾀｶﾀ     /木村S   

310 蓮沼執太：音楽からとんでみる 蓮沼 執太 著 [蓮沼執太] 1110148952      719.087 /ﾊｽﾇ     /        

311 絵画の歴史 デイヴィッド  ホックニー  著 青幻舎インターナショナル 1110148325      720.2   /ﾎﾂｸ     /        

312 京都と近代美術 橋本 喜三  著 京都書院 1110146717      720.26  /ﾊｼﾓ     /木村S   

313 芸術家の眼 宇佐見 英治 著 筑摩書房 1110145172      720.4   /ｳｻﾐ     /木村S   

314 絵画 岸本 吉弘 著 晃洋書房 1110148861      720.4   /ｷｼﾓ     /        

315 イメージ : 視覚とメディア ジョン・バージャー 著 PARCO出版局 1110143011      720.4   /ﾊﾞｰｼﾞ   /木村S   

316 秋山光和博士古稀記念美術史論文集 秋山光和博士古稀記念論文集刊行会 編 便利堂 1110145768      721.02  /ｱｷﾔ     /木村S   

317 ランカイ屋東介の眼 木村 東介  著 羽黒洞木村東介 1110144316      721.028 /ｷﾑﾗ     /木村S   

318 やまと絵 白畑 よし 著 河原書店 1110148200      721.2   /ｼﾗﾊ     /木村S   

319 大和絵の研究 源 豊宗  著 角川書店 1110146105      721.2   /ﾐﾅﾓ     /木村S   

320 桃山の花鳥と風俗 武田恒夫 著 日本放送出版協会 1110148382      721.6   /ﾀｹﾀﾞ    /木村S   

321 日本の南画 武田光一 著 東信堂 1110140538      721.7   /ﾀｹﾀﾞ    /木村S   

322 江戸子ども百景 小林 忠 監修 河出書房新社 1110146402      721.8   /ｺﾊﾞﾔ    /木村S   

323 プロジェクト写楽 : 新説江戸のキャラクター・ビジネス 富田芳和 著 武田ランダムハウスジャパン 1110142609      721.8   /ﾄﾐﾀ     /木村S   

324 河村立司の山頭火 河村 立司 著 JDC 1110142112      721.9   /ｶﾜﾑ     /木村S   

325 莫山歳時記 榊 莫山 著 毎日新聞社 1110142211      721.9   /ｻｶｷ     /木村S   

326 高山辰雄の世界 : 素描と本画 高山辰雄 [作] 思文閣出版 1110142401      721.9   /ﾀｶﾔ     /木村S   

327 繚乱の季節 : 日本画 田中 日佐夫  著 美術公論社 1110145198      721.9   /ﾀﾅｶ     /木村S   

328 京都画壇 橋本喜三 著 三彩社 1110141973      721.9   /ﾊｼﾓ     /木村S   

329 東山魁夷 : 大いなる自然への祈り 東山すみ 監修 ビジョン企画出版社 1110144795      721.9   /ﾋｶﾞｼ    /木村S   

330 平和への祈り : 画文集 平山 郁夫 著 毎日新聞社 1110140637      721.9   /ﾋﾗﾔ     /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  ：　2018年02月01日～2018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 竹内栖鳳・近代日本画の源流 廣田孝 著 思文閣出版 1110143185      721.9   /ﾋﾛﾀ     /木村S   

332 水墨画：絹本の心と技 松本 奉山  画 ミトラ 1110141676      721.9   /ﾏﾂﾓ     /木村S   

333 琵琶湖・淀川みず紀行 松本 奉山  著 日本藝術研究会 1110147491      721.9   /ﾏﾂﾓ     /木村S   

334 湯田寛作品集 有本亮正  〔ほか〕編 湯田寛遺作展実行委員会 1110142245      721.9   /ﾕﾀﾋ     /木村S   

335 手段と目的 E.H.ゴンブリッチ [著] 白水社 1110142278      723     /ｺﾞﾝﾌﾞ   /木村S   

336 名画裸婦感応術 横尾忠則  [著] 光文社 1110142260      723     /ﾖｺｵ     /木村S   

337 現代絵画の変貌 木村重信 著 三一書房 1110142286      723.02  /ｷﾑﾗ     /木村S   

338 西洋絵画発達史 相良徳三 著 三笠書房 1110142088      723.02  /ｻｶﾞﾗ    /木村S   

339 近代美術の巨匠たち 高階 秀爾 著 美術出版社 1110147541      723.028 /ﾀｶｼ     /木村S   

340 アルゴナウタイ アルゴ会  編 アルゴ会 1110146816      723.03  /ｱﾙｺﾞ    /木村S   

341 中世写本の彩飾と挿絵 辻佐保子 著 岩波書店 1110143573      723.04  /ﾂｼﾞ     /木村S   

342 遠近法の精神史 : 人間の眼は空間をどうとらえてきたか 佐藤 忠良 [ほか]  著 平凡社 1110146683      723.05  /ｻﾄｳ     /木村S   

343 美の回廊 高階 秀爾 著 美術公論社 1110145719      723.05  /ﾀｶｼ     /木村S   

344 近代絵画と北方ロマン主義の伝統 ロバート ローゼンブラム  著 岩崎美術社 1110145735      723.05  /ﾛﾊﾞｰ    /木村S   

345 抽象絵画の誕生 土肥 美夫  著 白水社 1110145230      723.06  /ﾄﾞﾋ     /木村S   

346 泉地靖雄画集 2010 泉地 靖雄  著 泉地靖雄 1110145628      723.1   /ｲｽﾞﾐ    /木村S   

347 ASTROLABE：Koichi Iyoda 伊豫田晃一 〔作〕 ギャラリーロイユ 1110148549      723.1   /ｲﾖﾀﾞ    /        

348 古都往来 : 京の画文集 岩田重義 著 白川書院新社 1110142161      723.1   /ｲﾜﾀ     /木村S   

349 京を描く : 画文集 岩田 重義 著 白川書院新社 1110142294      723.1   /ｲﾜﾀ     /木村S   

350 近江を描く : 画文集 岩田 重義 著 サンライズ出版 1110146311      723.1   /ｲﾜﾀ     /木村S   

351 淡海のそよ風 : 画文集 岩田 重義  著 サンライズ出版 1110146741      723.1   /ｲﾜﾀ     /木村S   

352 堀典子 ヨハン・コンラート・エーバーライン 編著 求龍堂 1110145453      723.1   /ｴｰﾊﾞ    /木村S   

353 大熊 峻：世界遺産作品集2000-2007 大熊 峻  〔画〕 大熊峻 1110147400      723.1   /ｵｵｸ     /木村S   

354 世界の市 木田安彦集 第2巻木田 安彦  著 河出書房新社 1110141650      723.1   /ｷﾀﾞ     /木村S   

355 木田安彦集 第3巻 (舞妓) 木田 安彦  著 河出書房新社 1110142518      723.1   /ｷﾀﾞ     /木村S   

356 煌めきのガラス絵 : 木田安彦の世界 木田 安彦  [作] 松下電工汐留ミュージアム 1110146188      723.1   /ｷﾀﾞ     /木村S   

357 木田安彦集 第4巻 (諸国名所)木田 安彦  著 河出書房新社 1110146774      723.1   /ｷﾀﾞ     /木村S   

358 木下佳通代1939-1994 木下佳通代作品集編集委員会  編 AD & A 1110148770      723.1   /ｷﾉｼ     /木村S   

359 坂上博章画集：ヨーロッパ光の戯れ 古川 清志〔ほか〕  編 なにわ画廊 1110142450      723.1   /ｻｶｶﾞ    /木村S   

360 坂上博章画集：ヨーロッパ光の戯れ 古川 清志〔ほか〕  編 なにわ画廊 1110146857      723.1   /ｻｶｶﾞ    /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  ：　2018年02月01日～2018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 Sanojan Kaku  1942-2003 佐野 栄治  文・画 〔佐野栄治〕 1110147269      723.1   /ｻﾉ      /木村S   

362 谷原菜摘子 塩田 京子  編 ギャラリー16 1110148929      723.1   /ｼｵﾀﾞ    /        

363 島田章三 島田 章三 著 芸術新聞社 1110144159      723.1   /ｼﾏﾀﾞ    /木村S   

364 下津三保子作品論文集 下津 三保子  〔作・著〕 下津三保子 1110148846      723.1   /ｼﾓﾂ     /木村S   

365 高橋由一油画の研究 歌田眞介  編 中央公論美術出版 1110145743      723.1   /ﾀｶﾊ     /木村S   

366 近代日本美術の側面 中村 義一 著 造形社 1110145529      723.1   /ﾅｶﾑ     /木村S   

367 足羽俊夫作品集 日南美術館  編集 日南美術館 1110148663      723.1   /ﾆﾁﾅ     /木村S   

368 宮崎万平作品集 宮崎万平  〔画〕 宮崎万平 1110142328      723.1   /ﾐﾔｻﾞ    /木村S   

369 宮崎万平作品集 美術の遍歴 宮崎万平  〔画〕 宮崎万平 1110142336      723.1   /ﾐﾔｻﾞ    /木村S   

370 宮崎万平作品集 自然への回帰 宮崎万平  〔画〕 宮崎万平 1110142351      723.1   /ﾐﾔｻﾞ    /木村S   

371 Saudade : 宮崎次郎画集 宮崎 次郎 著 求龍堂 1110144332      723.1   /ﾐﾔｻﾞ    /木村S   

372 森田直衛 : 1986-'99作品集 森田 直衛  [著] [森田直衛] 1110147426      723.1   /ﾓﾘﾀ     /木村S   

373 安田謙：作品集Ⅴ 安田 謙  〔著〕 [安田謙] 1110147566      723.1   /ﾔｽﾀﾞ    /木村S   

374 夢枕 : 夢絵日記 横尾 忠則 著 日本放送出版協会 1110142484      723.1   /ﾖｺｵ     /木村S   

375 横尾忠則マガジン Vol.1 横尾 忠則 〔ほか〕 編 平凡社 1110147558      723.1   /ﾖｺｵ     /木村S   

376 ジャクソン・ポロック 藤枝晃雄 著 美術出版社 1110143045      723.3   /ﾌｼﾞｴ    /木村S   

377 ミュシャ：パリの華、スラヴの魂 小野 尚子〔ほか〕  著 新潮社 1110149257      723.348 /ｵﾉ      /        

378 アンリ・ルソーにみるアートフルな暮らし 勅使河原純 著 ミネルヴァ書房 1110140793      723.35  /ﾃｼｶﾞ    /木村S   

379 マルセル・デュシャンとチェス 中尾  拓哉 著 平凡社 1110148044      723.35  /ﾃﾞﾕｼ    /        

380 マルセル・デュシャンとアメリカ マルセル・デュシャン  〔作〕 ナカニシヤ出版 1110148515      723.35  /ﾃﾞﾕｼ    /        

381 楽園幻想 PHP研究所  企画・編集 松下電器産業株式会社花と緑博物館実行委員会1110145636      723.35  /ﾋﾟｲｴ    /木村S   

382 モネ : <睡蓮>への歩み クロード・モネ [画] 六耀社 1110140363      723.35  /ﾑﾄﾍﾞ    /木村S   

383 モネ レイチェル バーンズ 編 日本経済新聞社 1110145008      723.35  /ﾚｲﾁ     /木村S   

384 NHKプラド美術館 1 大高保二郎  責任編集 日本放送出版協会 1110147954      723.36  /ﾌﾟﾗﾄﾞ   /1       

385 NHKプラド美術館 2 大高保二郎  責任編集 日本放送出版協会 1110147962      723.36  /ﾌﾟﾗﾄﾞ   /2       

386 NHKプラド美術館 3 大高保二郎  責任編集 日本放送出版協会 1110147970      723.36  /ﾌﾟﾗﾄﾞ   /3       

387 NHKプラド美術館 4 大高保二郎  責任編集 日本放送出版協会 1110147988      723.36  /ﾌﾟﾗﾄﾞ   /4       

388 NHKプラド美術館 5 大高保二郎  責任編集 日本放送出版協会 1110147996      723.36  /ﾌﾟﾗﾄﾞ   /5       

389 NHKプラド美術館 4 大高保二郎  責任編集 日本放送出版協会 1110141247      723.36  /ﾌﾟﾗﾄﾞ   /木村S   

390 ミケランジェロの世界像 : システィナ礼拝堂天井画の研究 田中 英道  著 東北大学出版会 1110146154      723.37  /ﾀﾅｶ     /木村S   



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  ：　2018年02月01日～2018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 ピエロ・デッラ・フランチェスカ ロベルト・ロンギ 著 中央公論美術出版 1110143581      723.37  /ﾛﾝｷﾞ    /木村S   

392 ティンガティンガ 白石 顕二  編 講談社 1110146261      723.4   /ｼﾗｲ     /木村S   

393 引き裂かれた自画像 : フリーダ・カーロ 堀尾 真紀子 著 中央公論社 1110144472      723.56  /ﾎﾘｵ     /木村S   

394 フィレンツェの壁画 : 保存と発見 上平貢 著 岩崎美術社 1110144530      723.7   /ｳｴﾋ     /木村S   

395 モナ・リザ : レオナルド・ダ・ヴィンチ ルネ  ユイグ 著 美術出版社 1110142567      723.7   /ﾕｲｸﾞ    /木村S   

396 油彩画の技術 グザヴィエ・ド・ラングレ  著 美術出版社 1110148531      724.3   /ﾗﾝｸﾞ    /        

397 池田万太郎の楽画記 池田万太郎 著 JDC 1110142120      726.1   /ｲｹﾀﾞ    /木村S   

398 つげ義春『ねじ式』のヒミツ 矢崎秀行 著 響文社 1110148887      726.1   /ﾔｻﾞｷ    /        

399 無意味・無意味 郭 徳俊  [画] フジアート出版 1110148838      726.5   /ｶｸ      /木村S   

400 WITH THE AIR：大気とともに 小池繁夫 〔著，作〕 岩田裕人 1110148697      726.5   /ｺｲｹ     /        

401 Lの贈り物 山本 容子 著 集英社 1110141254      726.5   /ﾔﾏﾓ     /木村S   

402 新・動物マンガ百科 ヨシトミヤスオ 著 PHP研究所 1110140413      726.5   /ﾖｼﾄ     /木村S   

403 かくれんぼ 神沢 利子 文 偕成社 1110144258      726.6   /ｶﾝｻﾞ    /木村S   

404 まんげつのはなし 住井 すゑ 作 河出書房新社 1110142435      726.6   /ｽﾐｲ     /木村S   

405 はじめてふったゆき 田島 征彦 作 偕成社 1110142443      726.6   /ﾀｼﾞﾏ    /木村S   

406 祇園祭 田島 征彦 著 童心社 1110142468      726.6   /ﾀｼﾞﾏ    /木村S   

407 とんとんみーときじむなー 田島 征彦 著 童心社 1110144282      726.6   /ﾀｼﾞﾏ    /木村S   

408 おばけのマールと絵のふしぎ なかいれい 絵 北海道立近代美術館 1110148895      726.6   /ﾅｶｲ     /        

409 火の笛 西口  克己  作 童心社 1110146295      726.6   /ﾆｼｸﾞ    /木村S   

410 スパゲティならまけないわ 藤田 桜 〔作〕 岡山県立美術館 1110148705      726.6   /ﾌｼﾞﾀ    /木村S   

411 ゆめのおはなしきいてェなあ 吉村 敬子 文 偕成社 1110144365      726.6   /ﾖｼﾑ     /木村S   

412 木原康行「発想の原点」：細密画・ドローイング・下図類 木原 千珂  編 木原千珂 1110149190      727     /ｷﾊﾗ     /        

413 田中一光 田中 一光〔作〕 ギンザ・グラフィック・ギャラリー 1110144217      727     /ﾀﾅｶ     /木村S   

414 Iichiko design 2013 三和酒類株式会社 [編] [日本ベリエールアートセンター] 1110149323      727.6   /ﾐﾜ      /        

415 横尾劇場 横尾忠則 著 DNP文化振興財団 1110140512      727.6   /ﾖｺｵ     /木村S   

416 書百話 榊 莫山 著 毎日新聞社 1110140652      728.04  /ｻｶｷ     /木村S   

417 野の書額の書 榊 莫山  著 角川書店 1110147582      728.04  /ｻｶｷ     /木村S   

418 文房四宝墨の話 榊莫山 著 角川書店 1110145586      728.3   /ｻｶｷ     /木村S   

419 棟方志功 ジェファーソン・ボイントン 〔ほか〕  編 棟方版画美術館 1110145644      732.1   /ﾎﾞｲﾝ    /木村S   

420 マックス・クリンガー：ポストカードブック 神奈川県立近代美術館  編 龍求堂 1110148978      732.34  /ｸﾘﾝ     /        



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  ：　2018年02月01日～2018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 山頭火の風景 田主誠 著 編集工房is 1110142823      733.021 /ﾀﾇｼ     /木村S   

422 木原康行(Y.Kihara)「パリノート」 木原 康行  [作] 木原千珂 1110149208      735     /ｷﾊﾗ     /        

423 ブリューゲルの版画 鈴木 健二  編集・解説 岩崎美術社 1110144308      735     /ｽｽﾞｷ    /木村S   

424 ホガースの銅版画 ウィリアム・ホガース [画] 岩崎美術社 1110141668      735     /ﾎｶﾞｰ    /木村S   

425 沈黙の環 : 版画家・木原康行と私たちのパリ物語 木原 千珂  著 緑風出版 1110149182      735.021 /ｷﾊﾗ     /        

426 私は女流写真家 山沢栄子 講話 ブレーンセンター 1110142039      740.21  /ﾔﾏｻﾞ    /木村S   

427 ジョン・ハートフィールド : フォトモンタージュとその時代 ヴィーラント・ヘルツフェルド  著 水声社 1110145982      740.234 /ﾍﾙﾂ     /木村S   

428 公益社団法人日本写真家協会会員名簿 2018～2019 〔日本写真家協会  編〕 〔 日本写真家協会 〕 1110149455      740.6   /ﾆﾎﾝ     /2018    

429 写真の町通信 vol.32 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 1110148648      740.6   /ﾋｶﾞｼ    /32      

430 カメラ・ギャラリー 中川邦昭 著 美術出版社 1110144803      742.5   /ﾅｶｶﾞ    /木村S   

431 映像の起源 : 目の思索 : 「写真鏡」(カメラ・オブスキュラ)が果たした役割 中川 邦昭  著 美術出版社 1110146071      742.5   /ﾅｶｶﾞ    /木村S   

432 空蝉の風景 有野永霧 著 日本カメラ社 1110146527      748     /ｱﾘﾀ     /木村S   

433 井上隆雄光画帖 井上 隆雄  〔著〕 自然館 1110146410      748     /ｲﾉｳ     /木村S   

434 万葉の花を訪ねて 入江泰吉 著 求竜堂 1110146428      748     /ｲﾘｴ     /木村S   

435 浮遊世界 江藤隆介 著 現代美術社 1110142153      748     /ｴﾄｳ     /木村S   

436 I can tell 金村修  著 芳賀書店 1110148671      748     /ｶﾈﾑ     /木村S   

437 大地の花 : 佐藤旭写真集 佐藤 旭 著 京都書院 1110144167      748     /ｻﾄｳ     /木村S   

438 大地の花 : 佐藤旭写真集 佐藤 旭 著 京都書院 1110144324      748     /ｻﾄｳ     /木村S   

439 生命の川四万十川紀行 : 佐藤旭 著 淡交社 1110146568      748     /ｻﾄｳ     /木村S   

440 バーミヤン : 写真報告2002 : 中淳志写真集 中 淳志 著 東方出版 1110144241      748     /ﾅｶｱ     /木村S   

441 国道1号線の手向け花 若一 光司 著 ブレーンセンター 1110147871      748     /ﾜｶｲ     /木村S   

442 現代陶芸の造形思考 金子賢治 著 阿部出版 1110138706      751.04  /ｶﾈｺ     /木村S   

443 ふわりとぴりり 荒川玄二郎 著 五月書房 1110146634      751.1   /ｱﾗｶ     /木村S   

444 やきものの世界 江口滉 著 岩波書店 1110144969      751.1   /ｴｸﾞﾁ    /木村S   

445 現代日本陶芸作品集 大阪府陶磁器商業協同組合  [編] 大阪府陶磁器商業協同組合 1110143037      751.1   /ｵｵｻ     /木村S   

446 鍜治ゆう子作品集 鍜治 ゆう子 著 アルゴ 1110144357      751.1   /ｶｼﾞﾕ    /木村S   

447 河井博次：追悼作品集 河井 博次  〔作〕 河井寛次郎記念館 1110147418      751.1   /ｶﾜｲ     /木村S   

448 河村又次郎 河村 又次郎 [ 作 ] 河村坦子 1110142542      751.1   /ｶﾜﾑ     /木村S   

449 Takumics : Takumi Sato ceramics : life in clay for 20 years佐藤巧作品集佐藤 巧  著 六耀社 1110146196      751.1   /ｻﾄｳ     /木村S   

450 明治有田超絶の美 : 万国博覧会の時代：論考集 鈴田由紀夫 監修 西日本新聞社 1110149406      751.1   /ｽｽﾞﾀ    /        



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
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No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

451 富本憲吉と大和 辻本 勇  著 専門図書株式会社 1110146618      751.1   /ﾂｼﾞﾓ    /木村S   

452 唐津焼の研究 中里逢庵 著 中里太郎右衛門陶房 1110145396      751.1   /ﾅｶｻﾞ    /木村S   

453 中里 隆 荒川 正明  編 印象社 1110148820      751.1   /ﾅｶｻﾞ    /木村S   

454 近代日本の陶芸家 中ノ堂 一信 著 河原書店 1110144670      751.1   /ﾅｶﾉ     /木村S   

455 陶工河井寛次郎 橋本 喜三  著 朝日新聞社 1110146030      751.1   /ﾊｼﾓ     /木村S   

456 器・反器 : 陶芸家柳原睦夫1995～2004 柳原 睦夫 著 青幻舎 1110142203      751.1   /ﾔﾅｷﾞ    /木村S   

457 九谷の秘法 嵐一夫 著 北国出版社 1110140454      751.3   /ｱﾗｼ     /木村S   

458 陶芸入門 北 一明  著 鶴書房 1110141718      751.3   /ｷﾀ      /木村S   

459 ステンドグラスの絵解き 志田政人 著 日貿出版社 1110140389      751.5   /ｼﾀﾞ     /木村S   

460 光の御使いステンドグラスの天使たち 志田 政人 著 日貿出版社 1110146337      751.5   /ｼﾀﾞ     /木村S   

461 世界のとんぼ玉 谷一 尚  著 里文出版 1110140850      751.5   /ﾀﾆｲ     /木村S   

462 コアガラス 松島 巌  著 淡交社 1110146535      751.5   /ﾏﾂｼ     /木村S   

463 髙橋節郎 漆 髙橋 節郎  著 実業ノ日本社 1110145602      752.087 /ﾀｶﾊ     /木村S   

464 染める : 平金有一の軌跡 平金有一 著  〔作品〕 染織と生活社 1110144407      753.2   /ﾋﾗｶﾞ    /木村S   

465 錦とボロの話 二代龍村平蔵 (光翔) 著 学生社 1110138904      753.3   /ﾀﾂﾑ     /木村S   

466 錦 : 光を織る 龍村 光峯 著 小学館 1110145487      753.3   /ﾀﾂﾑ     /木村S   

467 京都 : 風と光 伊砂久二雄型絵染 伊砂 久二雄 著 染織と生活社 1110142310      753.8   /ｲｻ      /木村S   

468 港 : 朝凪夕凪 伊砂久二雄型絵染 伊砂 久二雄 著 染織と生活社 1110142344      753.8   /ｲｻ      /木村S   

469 中村勝馬と東京友禅の系譜 外舘和子 著 染織と生活社 1110143136      753.8   /ﾄﾀﾞﾃ    /木村S   

470 風雷房古物散歩 木田安彦 著 風雷房 1110145388      756.8   /ｷﾀﾞ     /木村S   

471 ディスプレイデザイン 高橋 信裕 [ ほか ] 著 鹿島出版会 1110145610      757     /ﾀｶﾊ     /木村S   

472 エレメンツ・オブ・デザイン ゲイル・グリート・ハナ 著 美術出版社 1110140256      757     /ﾊﾅ      /木村S   

473 東洋美術の装飾文様 : 植物文篇 林良一  著 同朋舎出版 1110145776      757     /ﾊﾔｼ     /木村S   

474 ウィリアム・モリス : 近代デザインの原点 藤田 治彦  著 鹿島出版会 1110146766      757     /ﾌｼﾞﾀ    /木村S   

475 インダストリアル・デザイン 栄久庵憲司 著 日本放送出版協会 1110144910      757.2   /ｴｸｱ     /木村S   

476 色彩の本 河原 英介  著 創元社 1110148374      757.3   /ｶﾜﾊ     /木村S   

477 裸形と着装の人形史 岡本万貴子 著 淡交社 1110142799      759.021 /ｵｶﾓ     /木村S   

478 音楽人類学 アラン  P.メリアム 著 音楽之友社 1110143714      760.13  /ﾒﾘｱ     /木村S   

479 音と言葉 谷村晃先生退官記念論文集編集世話人  編 音楽之友社 1110146725      760.4   /ﾀﾆﾑ     /木村S   

480 諸民族の音 [小泉文夫先生追悼論文集]編集委員会 編 音楽之友社 1110143730      762     /ｺｲｽﾞ    /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
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No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

481 西洋文化と音楽 下 P.H.ラング 著 音楽之友社 1110145511      762.3   /ﾗﾝｸﾞ    /木村S   

482 鳴り響く思想 大宮 眞琴〔ほか〕  監修 東京書籍 1110145727      762.34  /ｵｵﾐ     /木村S   

483 バルトークの民俗音楽編曲 伊東 信宏  著 大阪大学出版会 1110146287      762.347 /ｲﾄｳ     /木村S   

484 響き舞う能勢の浄瑠璃 能勢町教育委員会 (大阪府)  〔編〕 能勢町教育委員会 1110147251      768.52  /ﾉｾﾁ     /木村S   

485 舞踊のコスモロジー 市川 雅 著 勁草書房 1110145180      769     /ｲﾁｶ     /木村S   

486 ヤン・コット演劇の未来を語る ヤン・コット 著 白水社 1110143003      770.4   /ｺｯﾄ     /木村S   

487 演劇の魅力 : 明治・大正・昭和の東西演劇 小畠 元雄 著 臨川書店 1110144118      772     /ｺﾊﾞﾀ    /木村S   

488 芸能・音楽における女性の活躍 齋藤 和枝 著 松香堂書店 1110141791      772     /ｻｲﾄ     /木村S   

489 中世近世日本芸能史の研究 室木弥太郎 著 風間書房 1110143565      772.1   /ﾑﾛｷ     /木村S   

490 中世芸能の幻像 守屋 毅 著 淡交社 1110141866      772.1   /ﾓﾘﾔ     /木村S   

491 交錯する琉球と江戸の文化 板谷徹 編著 榕樹書林 1110142021      772.199 /ｲﾀﾔ     /木村S   

492 能苑逍遥 中 (能という演劇を歩く)天野文雄 著 大阪大学出版会 1110142807      773     /ｱﾏﾉ     /木村S   

493 狂言の美学 : 演劇学的アプローチ 小畠 元雄  著 創元社 1110147574      773.9   /ｺﾊﾞﾀ    /木村S   

494 不在の光景 浅沼圭司  著 行人社 1110148176      778     /ｱｻﾇ     /木村S   

495 エキプ・ド・シネマ part 2 高野悦子 編 講談社 1110143144      778.06  /ﾀｶﾉ     /木村S   

496 神戸100年映画祭  記録 神戸100年映画祭記録誌編集委員会  〔編〕 神戸100年映画祭実行委員会事務局 1110149059      778.16  /ｺｳﾍﾞ    /        

497 神戸100年映画祭 神戸100年映画祭実行委員会事務局  〔編〕 〔神戸100年映画祭実行委員会事務局〕 1110149042      778.16  /ｺｳﾍﾞ    /1       

498 神戸100年映画祭 神戸100年映画祭実行委員会事務局  〔編〕 神戸100年映画祭実行委員会事務局 1110149091      778.16  /ｺｳﾍﾞ    /2       

499 神戸100年映画祭 第3回 神戸100年映画祭実行委員会事務局  〔編〕 神戸100年映画祭実行委員会事務局 1110149109      778.16  /ｺｳﾍﾞ    /3       

500 神戸100年映画祭 第4回 神戸100年映画祭実行委員会事務局  〔編〕 神戸100年映画祭実行委員会事務局 1110149117      778.16  /ｺｳﾍﾞ    /4       

501 神戸100年映画祭 第5回 神戸100年映画祭実行委員会事務局  〔編〕 神戸100年映画祭実行委員会事務局 1110149125      778.16  /ｺｳﾍﾞ    /5       

502 神戸100年映画祭 第6回 神戸100年映画祭実行委員会事務局  〔編〕 神戸100年映画祭実行委員会事務局 1110149133      778.16  /ｺﾄﾞﾓ    /6       

503 ゴジラとアトム：原子力は「光の国」の夢を見たか 慶應義塾大学アート・センター  編 慶應義塾大学アート・センター 1110149240      778.21  /ｹｲｵ     /20      

504 幻の創作ノート「太陽はのぼるか」 : 新藤兼人、未完映画の精神 白鳥正夫 著 三五館 1110141999      778.21  /ｼﾗﾄ     /木村S   

505 植村直己冒険賞 2015 植村直己冒険館  〔編〕 植村直己冒険館 1110149216      786     /ｳｴﾑ     /2015    

506 茶の湯とシンボル 泉 滋三郎 著 南窓社 1110141759      791.04  /ｲｽﾞﾐ    /木村S   

507 花の教室 コスモス 草月出版  編 草月出版 1110146253      793     /ｿｳｹﾞ    /木村S   

508 文字の歴史 A.C.ムーアハウス 著 岩波書店 1110142138      801.1   /ﾑｰｱ     /木村S   

509 時間・ことば・認識 長野泰彦 編 ひつじ書房 1110143193      804     /ﾅｶﾞﾉ    /木村S   

510 思考と表現 塚原 鉄雄  著 共文社 1110146758      816     /ﾂｶﾊ     /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
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511 シェークスピア物語 C. & M. ラム 作 旺文社 1110144191      837.7   /ﾗﾑ      /木村S   

512 文芸学序説 北村 ひろ子  著 創文社 1110145974      901.01  /ｷﾀﾑ     /木村S   

513 新しい芸術の探求 夜の会  編 月曜書房 1110149141      904     /ﾖﾙﾉ     /        

514 全国高校生「創作コンテスト」入賞作品集 第20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 1110149430      908     /ｺｸｶﾞ    /        

515 近代日本文学史 三好  行雄 編 有斐閣 1110148028      910.26  /ﾐﾖｼ     /木村S   

516 万葉スケッチ紀行 2 辻本 洋太朗  著 淡交社 1110146733      911.125 /ﾂｼﾞﾓ    /木村S   

517 万葉スケッチ歩き : 心に響く歌と風景 冨田 利雄  絵と文 日貿出版社 1110146121      911.125 /ﾄﾐﾀ     /木村S   

518 風籟:句集 伊藤 紫虹 著 角川書店 1110141171      911.368 /ｲﾄｳ     /木村S   

519 風と楕円 高橋比呂子 著 沖積舎 1110144753      911.368 /ﾀｶﾊ     /木村S   

520 わが阪神大震災 時実 新子 選 大和書房 1110147863      911.46  /ﾄｷｻﾞ    /木村S   

521 長谷寺 : 長篇詩 佐藤 鶴麿  著 紅ファクトリー 1110146113      911.56  /ｻﾄｳ     /木村S   

522 東京南京西瓜北京 : 詩集 田中宏和 著 七月堂 1110146022      911.56  /ﾀﾅｶ     /木村S   

523 約束の地 中塚 鞠子  著 思潮社 1110146139      911.56  /ﾅｶﾂ     /木村S   

524 異形の裸像 : 詩的戯れへの誘い : 詩集 美池 蘭十郎 著 ブイツーソリューション 1110140777      911.56  /ﾐｲｹ     /木村S   

525 血温 みくも年子 詩 土曜美術社出版 1110146592      911.56  /ﾐｸﾓ     /木村S   

526 詩と思想:詩人集 2011 「詩と思想」編集委員会  著 土曜美術社出版販売 1110140280      911.568 /ｼﾄｼ     /木村S   

527 詩と思想:詩人集 2002 「詩と思想」編集委員会  著 土曜美術社出版販売 1110141932      911.568 /ｼﾄｼ     /木村S   

528 近松門左衛門集 信多純一 校注 新潮社 1110145578      912.4   /ｼﾉﾀﾞ    /木村S   

529 天保十二年のシェイクスピア 井上ひさし 著 新潮社 1110138896      912.6   /ｲﾉｳ     /木村S   

530 戯曲、ぱんとだうむ「[ばかな汎小供もしくは黙劇]」 ぷゎぁうるぅういぬ  著 黙劇社 1110149299      912.6   /ﾌﾟﾜｱ    /        

531 戯曲、ぱんとだうむ「[ばかな汎小供もしくは黙劇]」 ぷゎぁうるぅういぬ  著 黙劇社 1110149380      912.6   /ﾌﾟﾜｱ    /        

532 落窪物語 : 賀茂別雷神社三手文庫蔵本 塚原教授華甲記念刊行会 編 新典社 1110146584      913.35  /ﾂｶﾊ     /木村S   

533 完本浄瑠璃物語 : 現代語訳 信多純一 著 和泉書院 1110140421      913.49  /ｼﾉﾀﾞ    /木村S   

534 レディレインの肖像 綾羽 一紀 著 JDC 1110140660      913.6   /ｱﾔﾊﾞ    /木村S   

535 死人の書 宇佐見英治 著 東京創元社 1110140868      913.6   /ｳｻﾐ     /木村S   

536 空海書韻 榊 莫山  著 美術公論社 1110146451      913.6   /ｻｶｷ     /木村S   

537 写楽大江戸の華 羽里 昌 著 徳島新聞社 1110140488      913.6   /ﾊﾘ      /木村S   

538 点 池上 せい子  著 ひかり工房 1110141692      914.6   /ｲｹｶﾞ    /木村S   

539 国家・宗教・日本人 : 対談 司馬 遼太郎  著 講談社 1110141940      914.6   /ｼﾊﾞ     /木村S   

540 巡航船 杉山平一 著 編集工房ノア 1110140298      914.6   /ｽｷﾞﾔ    /木村S   
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541 映像の論理・詩の論理 杉山 平一  著 創元社 1110145156      914.6   /ｽｷﾞﾔ    /木村S   

542 黄金のグラス 須佐美 誠一 著 あまから手帖社 1110146394      914.6   /ｽｻﾐ     /木村S   

543 ゆかりの地を訪ねて : 私家本 鈴木 元  著 清風堂書店出版部 1110149174      914.6   /ｽｽﾞｷ    /        

544 光芒：森昭の思い出 森 美佐子  編 1110142476      914.6   /ﾓﾘ      /木村S   

545 大草原に潮騒が聴える 桐島 洋子 著 文芸春秋 1110141197      915.6   /ｷﾘｼ     /木村S   

546 山中散生書簡資料集 田中淳一[ほか]  編・訳 神奈川県立近代美術館 1110149000      915.6   /ﾔﾏﾅ     /        

547 泣虫記者 入江徳郎 著 鱒書房 1110146626      915.9   /ｲﾘｴ     /木村S   

548 ピース・フロム・ナガサキ 創価学会青年部反戦出版委員会  編 第三文明社 1110147590      915.9   /ｿｳｶ     /木村S   

549 サハラ幻想行 : 哲学の回廊 森本 哲郎 著 河出書房新社 1110140561      915.9   /ﾓﾘﾓ     /木村S   

550 女たち の 太平洋 戦争 1 (被害者そして加害者)朝日新聞社 編 朝日新聞社 1110138771      916     /ｱｻﾋ     /木村S   

551 女たち の 太平洋 戦争 2 (敵は日本人だった)朝日新聞社 編 朝日新聞社 1110138789      916     /ｱｻﾋ     /木村S   

552 「あの日」前後 : 広島原爆記 井上 義國  文・画 関西ジャーナル社 1110146246      916     /ｲﾉｳ     /木村S   

553 夜はまだあけぬか 梅棹忠夫 著 講談社 1110142047      916     /ｳﾒｻ     /木村S   

554 しばてんおりょう 今江 祥智  文 あかね書房 1110140751      918.68  /ｲﾏｴ     /木村S   

555 三寸金蓮 馮 驥才 作 亜紀書房 1110140835      923.7   /ﾌｳ      /木村S   

556 第十の詩神 : 英文学者と美術批評 山川 鴻三  著 あぽろん社 1110145941      930.2   /ﾔﾏｶ     /木村S   

557 楽園喪失 藤井治彦 著 研究社出版 1110140462      931     /ﾌｼﾞｲ    /木村S   

558 まざー・ぐーす : 訳詞と解説 上巻 吉竹 迪夫  著 中教出版 1110146436      931     /ﾖｼﾀ     /木村S   

559 まざー・ぐーす : 訳詞と解説 下巻 吉竹 迪夫  著 中教出版 1110146444      931     /ﾖｼﾀ     /木村S   

560 黄金のファラオ カルル・ブルックナー 作 岩波書店 1110145503      933     /ﾌﾞﾙﾂ    /木村S   

561 ケルト民話集 フィオナ  マクラウド 著 月刊ペン社 1110141684      933     /ﾏｸﾗ     /木村S   

562 アリスの国の鏡 山本容子 著 講談社 1110141205      933.6   /ﾔﾏﾓ     /木村S   

563 オデット ロナルド・ファーバンク  作 講談社 1110145990      933.7   /ﾌｧｰ     /木村S   

564 ロスアラモスからヒロシマへ : フィリス  K.フィッシャー 著 時事通信社 1110140785      936     /ﾌｲﾂ     /木村S   

565 福田恒存翻訳全集 第5巻 福田  恒存  著 文芸春秋 1110141221      938     /ﾌｸﾀﾞ    /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  ： ﾚﾌｧ 

受入日付  ：　2018年02月01日～2018年03月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

566 串本応挙芦雪館収蔵品図録 串本応挙芦雪館  編 串本応挙芦雪館 1110147392      708.7   /ｸｼﾓ     /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  ： 洋書

受入日付  ：　2018年02月01日～2018年03月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

567 Dan GERBO ダン＝ジャボ  〔作・著〕 〔出版者不明〕 1160016273      702.07  /GER     /        

568 How to Live Together Author:Koki Tanaka Skulptur Projekte Munster 2017 1160016323      702.16  /TAN     /        

569 DAEGUARTMUSEUM DAEGU ART MUSEUM  〔編〕 〔DAEGUARTMUSEUM〕 1160016281      706.9   /DAE     /        

570 DAEGUARTMUSEUM DAEGU ART MUSEUM  〔編〕 〔DAEGUARTMUSEUM〕 1160016307      706.9   /DAE     /        

571 GUIDEBOOK editor:Frithjof Bringager The National Museum of Art,Architecture and Design1160016265      706.9   /NAT     /        

572 Constantin Brancusi Friedrich Teja Bach Dumont Buchverlag 1160016315      712.391 /BRA     /        

573 廖修平作品集 廖 修平  著 國立國父記念館 1160016257      722.27  /LIA     /        

574 Adolf Wolfli Adolf Wolfli Fischer Taschenbuch Verlag GmbH 1160016232      723.345 /WOL     /        

575 Velazquez Directed and produced by Benedikt TaschenTaschen 1160016240      723.36  /VEL     /        



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  ： 図録

受入日付  ：　2018年02月01日～2018年03月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

576 書物のよそおい 静岡市立芹沢銈介美術館  〔編〕 静岡市立芹沢銈介美術館 1210133193 C    022.75  /ｾﾘｻﾞ    /        

577 親鸞展 真宗教団連合  編 朝日新聞社 1210127815 C    188.72  /ｼﾝﾗ     /木村S   

578 親鸞聖人展 朝日新聞大阪本社企画部  編 朝日新聞大阪本社企画部 1210129092 C    188.72  /ｼﾝﾗ     /木村S   

579 日本の黎明 京都国立博物館  〔編〕 京都国立博物館 1210129324 C    210.02  /ﾆﾎﾝ     /木村S   

580 鏡の時代 大阪府立近つ飛鳥博物館  編 大阪府立近つ飛鳥博物館 1210132286 C    210.2   /ｶｶﾞﾐ    /木村S   

581 はにわの動物園 Ⅱ 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 1210130629 C    210.2   /ﾊﾆﾜ     /木村S   

582 はにわの動物園 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 1210132278 C    210.2   /ﾊﾆﾜ     /木村S   

583 卑弥呼の動物ランド：よみがえった弥生犬 大阪府立弥生文化博物館  編 大阪府立弥生文化博物館 1210130884 C    210.2   /ﾋﾐｺ     /木村S   

584 アクセサリー 墓 尼崎市立田能資料館  〔編〕 〔尼崎市立田能資料館〕 1210132427 C    210.27  /ｱﾏｶﾞ    /        

585 卑弥呼誕生 大阪府立弥生文化博物館  編 大阪府立弥生文化博物館 1210128813 C    210.3   /ﾋﾐｺ     /木村S   

586 飛鳥の考古学 2015 2015 飛鳥資料館 奈良文化財研究所飛鳥資料館 1210131874 C    210.33  /ｱｽｶ     /2015    

587 飛鳥の考古学 2017 2017 飛鳥資料館 奈良文化財研究所飛鳥資料館 1210131890 C    210.33  /ｱｽｶ     /2017    

588 特別陳列：新選組 京都国立博物館  編 「特別陳列新選組」図録製作委員会 1210128847 C    210.58  /ｼﾝｾ     /木村S   

589 河内国府遺跡発掘100周年 関西大学博物館  〔編〕 〔関西大学博物館〕 1210133698 C    216.3   /ｶﾜﾁ     /        

590 黄金の国・新羅 奈良国立博物館  編 奈良国立博物館 1210127880 C    221.8   /ｵｳｺﾞ    /木村S   

591 発掘された渥美半島の歴史 田原市博物館 編 田原市博物館 1210131999 C    252.1   /ﾊﾂｸ     /        

592 保美貝塚 田原市博物館  編 田原市博物館 1210132005 C    252.1   /ﾎﾋﾞ     /        

593 古代アンデス文明展 朝日新聞社  〔編〕 朝日新聞社 1210129100 C    268     /ｺﾀﾞｲ    /木村S   

594 Hiroshi Sugimoto：杉本博司 杉本 博司  〔作〕 原美術館 1210132450 C    381.7   /ｽｷﾞﾓ    /        

595 モノのねだん。コレいくら？ 森本 文子  編 明石市立文化博物館 1210132740 C    382.1   /ｸﾗｼ     /2013    

596 科学の遊び：エクスプロラトリアム展 朝日新聞東京本社企画第一部  編 朝日新聞東京本社企画部 1210131270 C    406.9   /ｶｶﾞｸ    /木村S   

597 変形菌 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 1210133094 C    474.7   /ﾍﾝｹ     /        

598 安藤忠雄展 安藤 忠雄  責任編集 安藤忠雄建築展実行委員会 1210131882 C    520.87  /ｱﾝﾄﾞ    /        

599 舞い降りた桜 原美術館〔編〕 原美術館 1210132484 C    520.87  /ﾊﾗ      /        

600 美術館×植物！？アートで植物採集 作花  麻帆  編 西宮市大谷記念美術館 1210133946 C    702.07  /ｱｰﾄ     /        

601 彼方へ：國府理・林勇気・宮永亮 以倉 新  〔ほか〕  編 マイブックサービス 1210133722 C    702.07  /ｶﾅﾀ     /        

602 高松コンテンポラリーアート・アニュアル vol.06 牧野 祐二  編 高松市美術館 1210133771 C    702.07  /ﾀｶﾏ     /06      

603 No Show メルヴィン・モティ  執筆 横浜トリエンナーレ組織委員会 1210133268 C    702.07  /ﾉｰｼ     /        

604 特別展  明王 奈良国立博物館  編 奈良国立博物館 1210127955 C    702.09  /ﾐﾖｳ     /木村S   

605 国宝 子島曼荼羅 奈良国立博物館  編 奈良国立博物館 1210129142 C    702.098 /ｺｸﾎ     /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  ： 図録

受入日付  ：　2018年02月01日～2018年03月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

606 最澄と天台の国宝 京都国立博物館  編 読売新聞社 1210128151 C    702.098 /ｻｲﾁ     /木村S   

607 仏さまの彩り 奈良国立博物館  編 奈良国立博物館 1210129761 C    702.1   /ﾎﾄｹ     /木村S   

608 仏さまの彩り 奈良国立博物館  編 奈良国立博物館 1210129779 C    702.1   /ﾎﾄｹ     /木村S   

609 鎌倉-禅の源流 東京国立博物館 〔ほか〕  編 日本経済新聞社 1210128821 C    702.14  /ｶﾏｸ     /木村S   

610 南蛮・ハイカラ・異国趣味 神戸市立博物館  編 北海道立函館美術館 1210129787 C    702.148 /ﾅﾝﾊﾞ    /木村S   

611 Paper's splendor 佐倉市立美術館  編 佐倉市立美術館 1210132500 C    702.16  /PAP     /木村S   

612 Asian art award 2017 木藪 愛  編 アート東京 1210132195 C    702.16  /ｱｼﾞｱ    /2017    

613 アンキャッチャブル・ストーリー 武本 彩子  編 西枝財団 1210132658 C    702.16  /ｱﾝｷ     /        

614 岡本太郎の世界展 東海テレビ事業  編 東海テレビ事業 1210128854 C    702.16  /ｵｶﾓ     /木村S   

615 小沢 剛 畑井 恵  編 千葉市美術館 1210132641 C    702.16  /ｵｻﾞﾜ    /        

616 小田善郎 中村眞一 山本晃展 小田 善郎  〔作〕 [小田善郎] 1210130538 C    702.16  /ｵﾀﾞ     /木村S   

617 片岡健二－渡辺豪：incubation 07 muzz 編 京都芸術センター 1210132997 C    702.16  /ｶﾀｵ     /        

618 川島猛展 ミウラート・ヴィレッジ  編 ミウラート・ヴィレッジ 1210129688 C    702.16  /ｶﾜｼ     /木村S   

619 北加賀屋クロッシング 2013 櫻井 拓  編 北加賀屋クロッシング実行委員会 1210132971 C    702.16  /ｷﾀｶ     /        

620 近世の大阪画壇 大阪市立美術館  編 大阪市立美術館 1210129241 C    702.16  /ｷﾝｾ     /木村S   

621 近代美術の至宝 石川県立美術館  編 石川県立美術館 1210131973 C    702.16  /ｷﾝﾀﾞ    /        

622 草間彌生 ： わが永遠の魂 国立新美術館  〔ほか〕編 朝日新聞社 1210131866 C    702.16  /ｸｻﾏ     /        

623 土屋 紳一 土屋 紳一  〔作〕 水戸芸術館現代美術センター 1210132633 C    702.16  /ｸﾘﾃ     /92      

624 KG+ 2015 KG+実行委員会  〔編〕 Kg+実行委員会 1210132401 C    702.16  /ｹｰｼﾞ    /2015    

625 CAF.Nebula展 2017 CAFネビュラ協会 〔編〕 CAFネビュラ協会 1210133011 C    702.16  /ｼｰｴ     /2017    

626 Shiseido art egg 第3回 資生堂企業文化部 〔編〕 資生堂企業文化部 1210129365 C    702.16  /ｼｾｲ     /木村S   

627 杉戸洋：とんぼとのりしろ 杉戸 洋  〔画〕 東京都美術館 1210133466 C    702.16  /ｽｷﾞﾄ    /        

628 没後30年：鈴木賢二展 木村 理恵子  編 栃木県立美術館 1210132211 C    702.16  /ｽｽﾞｷ    /        

629 芹沢銈介展 朝日新聞事業本部名古屋企画事業チーム〔ほか〕  編朝日新聞社 1210128979 C    702.16  /ｾﾘｻﾞ    /木村S   

630 台湾/日本―いま ここに在るということ AQAプロジェクト  編 AQAプロジェクト 1210132682 C    702.16  /ﾀｲﾜ     /        

631 高﨑元尚新作展 松本 教仁  企画・編集 高知県立美術館 1210132179 C    702.16  /ﾀｶｻ     /        

632 高﨑元尚新作展 松本 教仁  企画・編集 高知県立美術館 1210133151 C    702.16  /ﾀｶｻ     /        

633 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1210132773 C    702.16  /ﾀﾝﾊﾞ    /2009    

634 丹波篠山・まちなみアートフェスティバル 2010 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1210132690 C    702.16  /ﾀﾝﾊﾞ    /2010    

635 丹波篠山・まちなみアートフェスティバル 2010 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1210132708 C    702.16  /ﾀﾝﾊﾞ    /2010    



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  ： 図録

受入日付  ：　2018年02月01日～2018年03月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

636 都美セレクショングループ展 第5回 東京都美術館  編 東京都美術館 1210133417 C    702.16  /ﾄﾋﾞｾ    /5       

637 長野ゆかりの若手アーティスト10人展 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〕 1210132948 C    702.16  /ﾅｶﾞﾉ    /        

638 2Dプリンターズ 山本 和弘  編 栃木県立美術館 1210132203 C    702.16  /ﾆｼﾞｹﾞ   /        

639 ニューアート展 2008 横浜市民ギャラリー  編 横浜市民ギャラリー 1210132781 C    702.16  /ﾆﾕｰ     /        

640 パースペクティブ エキシビジョン 榊原 伸江 〔ほか〕  編 ギャラリエ アンドウ 1210132666 C    702.16  /ﾊﾟｰｽ    /        

641 引込線2017 櫻井 拓  編 引込線実行委員会 1210133250 C    702.16  /ﾋｷｺ     /        

642 平野喜靖 宮本 典子 〔ほか〕  編 カペイシャス 1210132542 C    702.16  /ﾋﾗﾉ     /        

643 ビルディング・ロマンス 能勢 陽子  編 豊田市美術館 1210133565 C    702.16  /ﾋﾞﾙﾃﾞ   /        

644 「ファインアート・ユニバーシアードU-35展」展覧会作品集平成29年度 ファインアート展実行委員会  編 ファインアート展実行委員会 1210133177 C    702.16  /ﾌｧｲ     /2017    

645 Mythos × Ultra factory：Kenji Yanobe 入善町下山芸術の森発電所美術館 〔編〕 入善町文化振興財団 1210132674 C    702.16  /ﾐﾕﾄ     /        

646 おん祭と春日信仰の美術 奈良国立博物館  編 奈良国立博物館 1210129308 C    702.17  /ｵﾝﾏ     /木村S   

647 空海と高野山 京都国立博物館  編 NHK大阪放送局 1210127799 C    702.17  /ｸｳｶ     /木村S   

648 国宝大徳寺聚光院の襖絵 東京国立博物館 〔ほか〕 編 NHK 1210129498 C    702.17  /ｺｸﾎ     /木村S   

649 東大寺展 東京国立博物館〔ほか〕  編 朝日新聞社 1210130173 C    702.17  /ﾄｳﾀﾞ    /木村S   

650 道成寺と日高川 和歌山県立博物館  編 和歌山県立博物館 1210131858 C    702.17  /ﾄﾞｳｼﾞ   /        

651 仁和寺の名宝 東京国立博物館  編 日本経済新聞社 1210128078 C    702.17  /ﾆﾝﾅ     /木村S   

652 群馬の美術 2017 群馬県立近代美術館  編 群馬県立近代美術館 1210133169 C    702.1933/ｸﾞﾝﾏ    /        

653 大和の国宝・重要文化財 奈良県立美術館  編 奈良県立美術館 1210129118 C    702.1965/ﾔﾏﾄ     /木村S   

654 済州・日本神話美術交流展 第3回 済州文化フォーラム  〔編〕 済州文化フォーラム 1210130298 C    702.2   /ｻｲｼ     /木村S   

655 韓国の名宝 東京国立博物館  編 ＮＨＫ 1210131361 C    702.21  /ｶﾝｺ     /木村S   

656 上海博物館展 島根県立美術館  編 大広 1210128235 C    702.22  /ｼﾔﾝ     /木村S   

657 サンシャワー：東南アジアの現代美術展1980年代から現在まで 国立新美術館〔ほか〕  編 国立新美術館 1210131908 C    702.23  /ｻﾝｼ     /        

658 ノルウェー現代美術の３人：場としての表現 安田 篤生  編 原美術館 1210133714 C    702.3   /ﾉﾙｳ     /        

659 フランス現代美術展 西武美術館  編 西武美術館 1210128268 C    702.35  /ﾌﾗﾝ     /木村S   

660 現代スウェーデン美術展 東京国立近代美術館  編 東京国立近代美術館 1210129647 C    702.38  /ｹﾞﾝﾀﾞ   /木村S   

661 ギリシア現代美術展 ギリシア現代美術展カタログ編集委員会  編 彫刻の森美術館 1210129167 C    702.39  /ｷﾞﾘｼ    /木村S   

662 あるアフリカの一日 ギャラリーかんかん  〔編〕 〔ギャラリーかんかん〕 1210132922 C    702.4   /ｱﾙｱ     /        

663 レッド・グルームス展：クレイジー・マンハッタン 西武美術館  編 西武美術館 1210128896 C    702.53  /ｸﾞﾙｰ    /木村S   

664 都美セレクショングループ展 第6回 中根 秀夫  編 エステティック・ライフ＋ 1210132112 C    702.6   /ﾄﾋﾞｾ    /6       

665 アラビアの道 東京国立博物館  編 東京国立博物館 1210133185 C    703.8   /ｱﾗﾋﾞ    /        
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666 阪口一草自選展 阪口 一草  〔画〕 〔銀座松坂屋〕 1210130801 C    703.8   /ｻｶｸﾞ    /木村S   

667 サントリー名品100 サントリー美術館  〔編〕 サントリー美術館 1210129563 C    703.8   /ｻﾝﾄ     /木村S   

668 二科美術展覽會目録 第16回 〔二科會事務所  編〕 〔二科會事務所〕 1210131965 C    703.8   /ﾆｶﾋﾞ    /16      

669 カミナリとアート 熊谷 ゆうこ 編・執筆 群馬県立林美術館 1210133789 C    706.9   /ｶﾐﾅ     /06      

670 女性作家交流展 斎藤記念川口現代美術館  編 斎藤記念川口現代美術館 1210129548 C    706.9   /ｼﾞﾖｾ    /木村S   

671 Reproduction 玉置 慎輔  編 成安造形大学 1210132567 C    706.9   /ｾｲｱ     /        

672 生命と美の物語：LIFE：楽園をもとめて 伊藤 雅俊  編 マイブックサービス 1210133318 C    706.9   /ｾｲﾒ     /        

673 長野県信濃美術館クロージング  ネオヴィジョン  新たな広がり展図録 上沢  修  編 長野県信濃美術館 1210133938 C    706.9   /ﾅｶﾞﾉ    /1       

674 日仏現代作家展 京都芸際交流協会(JARFO)  編 京都芸際交流協会(JARFO) 1210129910 C    706.9   /ﾆﾁﾌ     /木村S   

675 美術×本＝楽しさと多様性展 徳島県立近代美術館  編 徳島県立近代美術館 1210133672 C    706.9   /ﾋﾞｼﾞﾕ   /        

676 Finder ファン・デ・ナゴヤ美術展2009「Finder」実行委員会  〔編〕ファン・デ・ナゴヤ美術展2009「Finder」実行委員会1210132989 C    706.9   /ﾌｱﾝ     /2009    

677 Face：わたしとあなた 北海道立帯広美術館  編 帯広美術館ボランティア「しらかばの会」 1210133409 C    706.9   /ﾌｴｲ     /        

678 1937：モダニズムの分岐点 神奈川県立近代美術館  編 神奈川県立近代美術館 1210132815 C    706.9   /ﾓﾀﾞﾆ    /        

679 夜と出会う、夜を見る 北海道立近代美術館  編 北海道立近代美術館 1210133664 C    706.9   /ﾖﾙﾄ     /        

680 和歌山と関西の美術家たち：リアルのリアルのリアルの 宮本 久宣  編 和歌山県立近代美術館 1210133219 C    706.9   /ﾜｶﾔ     /        

681 新聞紙の変身展 門千穂  編 浜田市世界こども美術館 1210132120 C    707     /ﾊﾏﾀﾞ    /        

682 START☆みんなのミュージアム  2018 碓井  麻央  編 富山県立美術館 1210133292 C    707.9   /ｽﾀｰ     /        

683 体験型現代美術展『変身アート』記録集 高野訓子 〔ほか〕  編 浜田市世界こども美術館 1210132765 C    707.9   /ﾀｲｹ     /        

684 ＡＢＣ＆ＰＩ展  ’８９ 89 朝日放送  編 朝日放送 1210130314 C    708.7   /ｴｲﾋﾞ    /木村S   

685 大原美術館展 Ⅱ 北海道立近代美術館  編集 テレビ北海道 1210133391 C    708.7   /ｵｵﾊ     /        

686 京都市立芸術大学作品図録 2017年度 京都市立芸術大学美術学部広報委員会  編 京都市立芸術大学美術教育後援会 1210133383 C    708.7   /ｷﾖｳ     /2017    

687 京都市立芸術大学美術学部卒業・修了制作図録  １９８９1989 京都市立芸術大学美術学部図展委員会  編 京都市立芸術大学美術学部父兄会 1210130223 C    708.7   /ｷﾖｳ     /木村S   

688 群馬青年ビエンナーレ ’08 群馬県立近代美術館  〔編〕 群馬県立近代美術館 1210133110 C    708.7   /ｸﾞﾝﾏ    /2008    

689 新進芸術家選抜展 2017 ファインアート展実行委員会  編 ファインアート展実行委員会 1210133243 C    708.7   /ｼﾝｼ     /2017    

690 世界遺産・博物館島：ベルリンの至宝展 東京国立博物館  編 朝日新聞社 1210127872 C    708.7   /ｾｶｲ     /木村S   

691 タカシマヤ美術賞展 髙島屋  編 髙島屋 1210128904 C    708.7   /ﾀｶｼ     /木村S   

692 東京藝術大学卒業・修了制作作品集 平成29年度(2018)東京藝術大学美術学部  編 東京藝術大学美術学部 1210132237 C    708.7   /ﾄｳｷ     /2018    

693 東京展 第43回（2017年）東京展美術協会  編 東京展美術協会事務局 1210132039 C    708.7   /ﾄｳｷ     /43      

694 東京藝術大学大学院博士後期課程研究発表展 1995 松本 晃  〔ほか〕  編 博士展'95実行委員会 1210129662 C    708.7   /ﾄｳｷ     /木村S   

695 日本人の風景表現 東京国立博物館  編 東京国立博物館 1210129696 C    708.7   /ﾆﾎﾝ     /木村S   
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696 福井の美術・現代  ＶＯＬ．２ 五十嵐彰雄 2 福井県立美術館学芸課  編 福井県立美術館 1210132344 C    708.7   /ﾌｸｲ     /木村S   

697 福井の美術・現代  ＶＯＬ．２  橿原正次 2 福井県立美術館学芸課  編 福井県立美術館 1210132351 C    708.7   /ﾌｸｲ     /木村S   

698 細川家コレクション東洋美術 京都国立博物館  〔編〕 毎日新聞社 1210129639 C    708.7   /ﾎｿｶ     /木村S   

699 ボストン美術館の至宝展 ボストン美術館 〔ほか〕  編集・構成 朝日新聞社 1210132906 C    708.7   /ﾎﾞｽﾄ    /        

700 Domani・明日展 Plus×日比谷図書文化館 林 洋子  〔ほか〕編 〔日比谷図書文化館〕 1210132864 C    708.7   /ﾎﾞﾏｰ    /Plus    

701 水辺の風景 京都国立博物館  編 京都国立博物館 1210129720 C    708.7   /ﾐｽﾞﾍﾞ   /木村S   

702 ミニマルアート 国立国際美術館  編 国立国際美術館 1210127914 C    708.7   /ﾐﾆﾏ     /木村S   

703 正倉院展目録 平成15年（第55回）奈良国立博物館  編 奈良国立博物館 1210132260 C    709.1   /ｼｮｳ     /木村S   

704 正倉院展目録 平成8年（第48回）奈良国立博物館  〔編〕 奈良国立博物館 1210130595 C    709.1   /ｼﾖｳ     /木村S   

705 Ube ビエンナーレ 第25回(2013) Ubeビエンナーレ事務局  〔編〕 Ubeビエンナーレ事務局 1210133359 C    710.87  /ｳﾍﾞﾋﾞ   /25      

706 中原悌二郎賞 第40回（2017） 中原悌二郎記念旭川市彫刻美術館  編 中原悌二郎記念旭川市彫刻美術館 1210133375 C    710.87  /ﾅｶﾊ     /40      

707 その森は謡う 〔あさご芸術の森美術館  編〕 あさご芸術の森美術館 1210132625 C    712.1   /ｱｻｺﾞ    /        

708 江里康慧・江里佐代子展 江里 康慧  [作] 平安仏所 1210132336 C    712.1   /ｴﾘ      /木村S   

709 鈴木五郎・金子潤二人展 笠原 隆之助 〔編〕 カサハラ画廊 1210130306 C    712.1   /ｽｽﾞｷ    /木村S   

710 時の曳航：米林雄一展 現代彫刻センター  編 現代彫刻センター 1210129340 C    712.1   /ﾄｷﾉ     /木村S   

711 日本の巨匠展：現代の彫刻・工芸 髙島屋  〔編〕 髙島屋 1210128797 C    712.1   /ﾆﾎﾝ     /木村S   

712 三沢厚彦：アニマルハウス：謎の館 三沢 厚彦  著 求龍堂 1210132872 C    712.1   /ﾐｳﾗ     /        

713 Museum construction 川俣 正 〔ほか〕  編 牛渕ミュージアム 1210130660 C    712.1   /ﾐﾕｳ     /木村S   

714 山根耕・つなぎ石展 現代彫刻センター  編 現代彫刻センター 1210132328 C    712.1   /ﾔﾏﾈ     /木村S   

715 ATM tempo Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ：セロニアス・モンクに捧ぐ：エマニュエル・ソーニエ エルメス財団  〔編〕 エルメス財団 1210133052 C    712.345 /ATM     /        

716 ジャコメッティ展 国立新美術館  〔ほか〕 編 TBSテレビ 1210131833 C    712.345 /ｼﾞﾔｺ    /        

717 砂澤ビッキ展 神奈川県立近代美術館  編 読売新聞社 1210132807 C    713.087 /ｽﾅｻﾞ    /        

718 木彫フォークアート・おおや 第19回 木彫フォークアートおおや実行委員会  編 養父市 1210133128 C    713.087 /ﾓｸﾁ     /19      

719 お釈迦さま誕生 奈良国立博物館  編 仏教美術協会 1210129134 C    718.08  /ｵｼﾔ     /木村S   

720 宿院仏師 奈良国立博物館  〔ほか〕編 奈良国立博物館 1210130793 C    718.3   /ｼﾕｸ     /木村S   

721 川上りえ 札幌芸術の森美術館  編 札幌市芸術文化財団 1210133060 C    719.08  /ｶﾜｶ     /        

722 ＳＨＯＫＯ  ＫＩＮＧＥＴＳＵ  ＢＯＸ 金月昭子  編 スタジオアートライフ 1210132138 C    719.08  /ｷﾝｹﾞ    /        

723 岡崎和郎：HISASHI Art office ozasa  〔編〕 Art office ozasa 1210132104 C    719.087 /ｵｶｻﾞ    /        

724 篠原道生展・山本陽子展・岡崎清一郎展・春山清展 足利市立美術館  〔編〕 足利市立美術館 1210133482 C    720.28  /ｼﾉﾊ     /        

725 描かれた文字／書かれた絵展 北海道立函館美術館  編 北海道立函館美術館 1210128003 C    720.69  /ｴｶﾞｶ    /木村S   
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726 静岡の美術秀作展図録 松坂屋静岡店 企画 松坂屋静岡店 1210130025 C    720.69  /ｼｽﾞｵ    /木村S   

727 福知山市佐藤太清賞公募美術展 第17回(2018) 「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 1210132070 C    720.87  /ｻﾄｳ     /17      

728 福知山市佐藤太清賞公募美術展 第17回(2018) 「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 1210132088 C    720.87  /ｻﾄｳ     /17      

729 山水 京都国立博物館  編 京都国立博物館 1210130116 C    720.87  /ｻﾝｽ     /木村S   

730 「動物たちと芸術家」展 星野桂三  編 星野画廊 1210130009 C    720.87  /ﾄﾞｳﾌﾞ   /木村S   

731 両洋の眼 2000 両洋の眼事務局  〔編〕 両洋の眼委員会 1210128284 C    720.87  /ﾘﾖｳ     /木村S   

732 両洋の眼 2001 両洋の眼事務局  編 両洋の眼委員会 1210128292 C    720.87  /ﾘﾖｳ     /木村S   

733 妙心寺の障壁画 京都国立博物館  編 妙心寺 1210129316 C    721     /ﾐﾖｳ     /木村S   

734 日本美術のススメ 群馬県立近代美術館  編 群馬県立近代美術館 1210133144 C    721.02  /ﾆﾎﾝ     /        

735 日本美術の至宝展 大分市美術館  編 大分市美術館 1210127930 C    721.02  /ﾆﾎﾝ     /木村S   

736 近世の大阪画人：山水・風景・名所 堺市博物館  編 堺市博物館 1210129233 C    721.025 /ｷﾝｾ     /木村S   

737 長浜曳山まつり 市立長浜城歴史博物館  編 市立長浜城歴史博物館 1210129126 C    721.087 /ﾅｶﾞﾊ    /木村S   

738 近江仏画めぐり 観峰館  編 観峰館 1210133656 C    721.1   /ｵｳﾐ     /        

739 大阪の仏教絵画 堺市博物館  編 堺市博物館 1210130645 C    721.1   /ｵｵｻ     /木村S   

740 絵巻 京都国立博物館  編 京都国立博物館 1210130090 C    721.2   /ｴﾏｷ     /木村S   

741 国宝・一遍聖絵 京都国立博物館  編 京都国立博物館 1210130777 C    721.2   /ｺｸﾎ     /木村S   

742 伊藤若冲展 尼崎市総合文化センター  編 尼崎市総合文化センター 1210130140 C    721.4   /ｲﾄｳ     /木村S   

743 勝部如春斎 枝松亜子  編 西宮市大谷記念美術館 1210133540 C    721.4   /ｶﾂﾍﾞ    /        

744 勝部如春斎 枝松亜子  編 西宮市大谷記念美術館 1210133920 C    721.4   /ｶﾂﾍﾞ    /        

745 天下を治めた絵師：狩野元信 サントリー美術館  [編] サントリー美術館 1210133300 C    721.4   /ｶﾉｳ     /        

746 長沢芦雪 愛知県美術館  編 長沢芦雪展実行委員会 1210133813 C    721.6   /ﾅｶﾞｻ    /        

747 海を渡った浮世絵展 成田 睦子  編 財団シーボルト・カウンシル 1210130603 C    721.8   /ｳﾐｵ     /木村S   

748 江戸おんな浮世絵展 神戸新聞社  編 浮世絵名品展市民実行委員会 1210127922 C    721.8   /ｴﾄﾞ     /木村S   

749 歌麿  特別展 日本浮世絵学会  編 刈谷市美術館 1210128730 C    721.8   /ｷﾀｶﾞ    /木村S   

750 上村松園名作展 朝日新聞大阪本社企画部  編 朝日新聞大阪本社企画部 1210127948 C    721.9   /ｳｴﾑ     /木村S   

751 上村松篁展：花と鳥にかこまれて 京都市美術館  編 京都市美術館 1210127971 C    721.9   /ｳｴﾑ     /木村S   

752 上村淳之展 読売新聞大阪本社  編 読売新聞大阪本社 1210128177 C    721.9   /ｳｴﾑ     /木村S   

753 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 1210133805 C    721.9   /ｵｶﾓ     /        

754 岡本神草「拳の舞妓」への軌跡展 星野画廊 〔編〕 星野画廊 1210128631 C    721.9   /ｵｶﾓ     /木村S   

755 白寿記念:奥村土牛展 京都市美術館  〔編〕 日本経済新聞大阪本社 1210128771 C    721.9   /ｵｸﾑ     /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
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756 小沢道治展 和歌山県立近代美術館  編 和歌山県立近代美術館 1210133441 C    721.9   /ｵｻﾞﾜ    /        

757 追悼：片岡球子展 山梨  俊夫  監修 朝日新聞社 1210128128 C    721.9   /ｶﾀｵ     /木村S   

758 加山又造展 加山 又造  〔画〕 〔いわき近代美術館〕 1210128136 C    721.9   /ｶﾔﾏ     /木村S   

759 京都のみやびとモダン 野澤 広紀  執筆・編集 群馬県立館林美術館 1210133896 C    721.9   /ｷﾖｳ     /        

760 燦めきの日本画 石川県立美術館  編 石川県立美術館 1210131981 C    721.9   /ｷﾗﾒ     /        

761 近代絵画作品展 第22回 ギャラリー鉄斎堂  〔編〕 〔ギャラリー鉄斎堂〕 1210132153 C    721.9   /ｷﾝﾀﾞ    /22      

762 近代日本画にみる麗しき女性たち 大向デザイン事務所 編 神戸新聞社 1210132252 C    721.9   /ｷﾝﾀﾞ    /木村S   

763 近代日本作品展 第4回 ギャラリー鉄斎堂  〔編〕 〔 ギャラリー鉄斎堂 〕 1210132492 C    721.9   /ｷﾝﾀﾞ    /木村S   

764 現代の日本画展 髙島屋  〔編〕 髙島屋 1210128763 C    721.9   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /木村S   

765 春草・華岳・御舟展 敦井美術館  編 敦井美術館 1210130256 C    721.9   /ｼﾕﾝ     /木村S   

766 奈良県万葉日本画大賞展 第4回（2009） 奈良県万葉文化振興財団  編 奈良県立万葉文化館 1210132732 C    721.9   /ﾅﾗｹ     /4       

767 廣島晃甫回顧展 森 芳功  編 徳島県立近代美術館 1210132856 C    721.9   /ﾋﾛｼ     /        

768 白寿記念：堀文子展 神奈川県立近代美術館  編 神奈川新聞社 1210132823 C    721.9   /ﾎﾘ      /        

769 明治150年展 平井 啓修  〔ほか〕 編 京都国立近代美術館 1210133763 C    721.9   /ﾒｲｼﾞ    /        

770 「ここだけの日本画」展 和歌山県立近代美術館  〔編〕 〔和歌山県立近代美術館〕 1210133474 C    721.9   /ﾜｶﾔ     /        

771 現代中国の山水画展 丹波市立植野記念美術館  編 〔丹波市立植野記念美術館〕 1210132047 C    722.2   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /        

772 台湾の心・台湾の情：廖修平・江明賢二人展 渋谷区立松濤美術館 編 渋谷区立松濤美術館 1210132963 C    722.27  /ﾀｲﾜ     /1       

773 台湾の心・台湾の情：廖修平・江明賢二人展 渋谷区立松濤美術館 編 渋谷区立松濤美術館 1210132955 C    722.27  /ﾀｲﾜ     /2       

774 ルノワールと印象派の巨匠たち展 北海道立函館美術館  編 北海道新聞社 1210128839 C    723.05  /ﾙﾉﾜ     /木村S   

775 シュールレアリスムの巨匠たち展 東京新聞  編 シュールレアリスムの巨匠たち展実行委員会 1210130447 C    723.07  /ｼﾕｰ     /木村S   

776 赤掘尚近作展 フジカワ画廊  編 フジカワ画廊 1210130017 C    723.1   /ｱｶﾎ     /木村S   

777 麻田浩展 朝日新聞社文化企画局東京企画部  編 朝日新聞社 1210128474 C    723.1   /ｱｻﾀﾞ    /木村S   

778 明日への展望：洋画の5人展 〔日本経済新聞社〕  編 〔日本経済新聞社〕 1210128482 C    723.1   /ｱｽﾍ     /木村S   

779 池口史子展：静かなる叫び 蓑  豊  著 損保ジャパン美術財団 1210128789 C    723.1   /ｲｹｸﾞ    /木村S   

780 池口史子展 日動画廊 〔編〕 日動画廊 1210128862 C    723.1   /ｲｹｸﾞ    /木村S   

781 池口史子展 池口  史子  〔作〕 高島屋美術部 1210129431 C    723.1   /ｲｹｸﾞ    /木村S   

782 池口史子展 日動画廊 〔編〕 日動画廊 1210129480 C    723.1   /ｲｹｸﾞ    /木村S   

783 池口史子挿画原画展 高島屋  〔編〕 高島屋 1210129589 C    723.1   /ｲｹｸﾞ    /木村S   

784 伊藤久三郎展 横須賀美術館 〔ほか〕 編 横須賀美術館 1210131957 C    723.1   /ｲﾄｳ     /        

785 今そして未来展 室町美術株式会社  編 三越 1210129274 C    723.1   /ｲﾏｿ     /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
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786 入江観：故郷―日光を描く 鈴木 日和 〔ほか〕  編 小杉放菴記念日光美術館 1210133615 C    723.1   /ｲﾘｴ     /        

787 上田敏和展 上田保子  編 上田敏和 1210130496 C    723.1   /ｳｴﾀﾞ    /木村S   

788 宇佐美圭司回顧展：絵画のロゴス 和歌山県立近代美術館  編 〔和歌山県立近代美術館〕 1210133235 C    723.1   /ｳｻﾐ     /        

789 美しき日本の自然展 杉本 祥子 〔ほか〕  編 安田火災美術財団 1210129191 C    723.1   /ｳﾂｸ     /木村S   

790 遠藤桑珠 髙島屋美術部  〔編〕 〔髙島屋美術部〕 1210132534 C    723.1   /ｴﾝﾄﾞ    /木村S   

791 片口直樹：聴くことの比喩展 いわき市立美術館  編 いわき市立美術館 1210132419 C    723.1   /ｶﾀｸﾞ    /        

792 川村悦子展 岩崎 正嗣  編 イムラ・アート・ギャラリー 1210129746 C    723.1   /ｶﾜﾑ     /木村S   

793 今そして未来 室町美術株式会社  編 三越 1210130470 C    723.1   /ｷｮｼ     /木村S   

794 岸田劉生と椿貞雄 宮城県美術館  編 日動美術財団 1210132831 C    723.1   /ｷｼﾀﾞ    /        

795 北川民次回顧展 北川 民次  〔画〕 毎日新聞社 1210130512 C    723.1   /ｷﾀｶﾞ    /木村S   

796 木田安彦ガラス絵展 木田 安彦  〔画〕 ぎゃらりぃ思文閣 1210129654 C    723.1   /ｷﾀﾞ     /木村S   

797 絹谷幸二展 絹谷 幸二  〔画〕 毎日新聞社 1210133755 C    723.1   /ｷﾇﾀ     /        

798 近代風景：人と風景、そのまにまに 東京国立近代美術館  編 東京国立近代美術館 1210132591 C    723.1   /ｷﾝﾀﾞ    /        

799 近代日本美術協会展 第44回 近代日本美術協会画集委員会  〔編〕 近代日本美術協会 1210132062 C    723.1   /ｷﾝﾀﾞ    /44      

800 鞍井綾音 鞍井綾音  〔作〕 スカイドア 1210132146 C    723.1   /ｸﾗｲ     /        

801 黒田清輝展 西宮市大谷記念美術館  編 西宮市大谷記念美術館 1210130181 C    723.1   /ｸﾛﾀﾞ    /木村S   

802 現代の写実：映像を超えて 山村 仁志[ほか]  編 東京都美術館 1210132013 C    723.1   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /        

803 現代の写実：映像を超えて 山村 仁志[ほか]  編 東京都美術館 1210132880 C    723.1   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /        

804 現代の精鋭作家たち展 村木 明  編 中日新聞社 1210128060 C    723.1   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /木村S   

805 小磯良平・オリゾン洋画研究所再考 井須 圭太郎  編 新居浜市美術館 1210132021 C    723.1   /ｺｲｿ     /        

806 小磯良平と吉原治良 兵庫県立美術館 〔ほか〕  編 兵庫県立美術館 1210133516 C    723.1   /ｺｲｿ     /兵美    

807 小磯良平と吉原治良 兵庫県立美術館 〔ほか〕  編 兵庫県立美術館 1210133524 C    723.1   /ｺｲｿ     /兵美    

808 小磯良平と吉原治良 兵庫県立美術館 〔ほか〕  編 兵庫県立美術館 1210133532 C    723.1   /ｺｲｿ     /兵美    

809 小出卓二展 読売新聞大阪本社  編 読売新聞大阪本社 1210130249 C    723.1   /ｺｲﾃﾞ    /木村S   

810 小杉小二郎 小杉放菴記念日光美術館  編 小杉放菴記念日光美術館 1210133649 C    723.1   /ｺｽｷﾞ    /        

811 齋藤眞成展 天童市美術館  編 天童市美術館 1210130280 C    723.1   /ｻｲﾄ     /木村S   

812 佐藤正明 フジテレビギャラリー  編 フジテレビギャラリー 1210128722 C    723.1   /ｻﾄｳ     /木村S   

813 思考空間 池田20世紀美術館  〔編〕 池田20世紀美術館 1210129738 C    723.1   /ｼｺｳ     /木村S   

814 シスコと生きる 宮脇 豊  編 ギャルリー宮脇 1210132385 C    723.1   /ｼｽｺ     /木村S   

815 白髪一雄：画材と表現 妹尾 綾  編 尼崎総合文化センター 1210132575 C    723.1   /ｼﾗｶﾞ    /        
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816 白髪一雄：画材と表現 妹尾 綾  編 尼崎総合文化センター 1210132583 C    723.1   /ｼﾗｶﾞ    /        

817 白髪一雄展 カサハラ画廊  編 カサハラ画廊 1210132526 C    723.1   /ｼﾗｶﾞ    /木村S   

818 画家・新海覚雄の軌跡 新海 覚雄  〔作〕 府中市美術館 1210133748 C    723.1   /ｼﾝｶ     /        

819 城 康夫展 城 康夫  編 駒ケ根高原美術館 1210129282 C    723.1   /ｼﾞﾖｳ    /木村S   

820 水彩画家・大下藤次郎展 宮本 久宣  編 和歌山県立近代美術館 1210133425 C    723.1   /ｽｲｻ     /        

821 須田剋太秀作展 阪急百貨店美術部  〔編〕 阪急百貨店美術部 1210128748 C    723.1   /ｽﾀﾞ     /木村S   

822 1960年代の絵画 1960年代の絵画 現代美術の5人 実行委員会事務局  〔編〕名古屋市文化振興事業団 1210130348 C    723.1   /ｾﾝｷ     /木村S   

823 悠久の天地風火水 天満屋  〔編〕 天満屋 1210133706 C    723.1   /ﾀｶﾊ     /        

824 田﨑昭作展 田﨑昭作展実行委員会  〔編〕 [田﨑昭作実行委員会] 1210130264 C    723.1   /ﾀｻｷ     /木村S   

825 田中岑2003展 美術世界株式会社  編 美術世界株式会社 1210131387 C    723.1   /ﾀﾅｶ     /木村S   

826 中村研一展 高山 百合 編 福岡県立美術館 1210133680 C    723.1   /ﾅｶﾑ     /        

827 中村徳三郎 八百山 登  編 福井県立美術館 1210128961 C    723.1   /ﾅｶﾑ     /木村S   

828 仲村勇：50年の歩み展 仲村 勇  編 仲村勇 1210131312 C    723.1   /ﾅｶﾑ     /木村S   

829 アートの扉 西脇市岡之山美術館 〔ほか〕  編 西脇市岡之山美術館 1210133201 C    723.1   /ﾅｶﾔ     /        

830 奈良美智：for better or worse 奈良 美智  〔作〕 奈良美智展実行委員会 1210133508 C    723.1   /ﾅﾗ      /        

831 野田弘志展 野田 弘志  〔画〕 朝日新聞社 1210128052 C    723.1   /ﾉﾀﾞ     /木村S   

832 リーガ・パング展 リーガ・パング  〔作〕 西武美術館 1210129258 C    723.1   /ﾊﾟﾝｸﾞ   /木村S   

833 日影眩 新作展 Steps Gallery  〔編〕 〔Steps Gallery〕 1210133276 C    723.1   /ﾋｶｹﾞ    /        

834 フォーヴィスムと日本近代洋画 東京国立近代美術館  編 東京新聞 1210128037 C    723.1   /ﾌｫｰ     /木村S   

835 増井和弘展 増井 和弘  〔画〕 栃尾市立美術館 1210128169 C    723.1   /ﾏｽｲ     /木村S   

836 増井和弘展 増井 和弘  〔画〕 栃尾市立美術館 1210130355 C    723.1   /ﾏｽｲ     /木村S   

837 三尾公三展 内山 武夫  監修 毎日新聞社 1210128755 C    723.1   /ﾐｵ      /木村S   

838 三尾公三展 京都市美術館学芸課  編 京都市美術館 1210129514 C    723.1   /ﾐｵ      /木村S   

839 三尾公三展 富山県立近代美術館  編 富山県立近代美術館 1210129522 C    723.1   /ﾐｵ      /木村S   

840 三岸好太郎展 北海道立旭川美術館  編 北海道立旭川美術館 1210130330 C    723.1   /ﾐｷﾞｼ    /木村S   

841 宮崎進：漂泊 多摩美術大学美術館  編 多摩美術大学美術館 1210132245 C    723.1   /ﾐﾔｻﾞ    /木村S   

842 生誕110年  村井正誠展  ひとの居る場所 和歌山県立近代美術館  〔編〕 〔和歌山県立近代美術館〕 1210133458 C    723.1   /ﾑﾗｲ     /        

843 森千裕：omoide in my head [解説] 網野 奈央  編 torchpress 1210133557 C    723.1   /ﾓﾘ      /        

844 森千裕：omoide in my head [図版] 森 千裕  [作] torchpress 1210133573 C    723.1   /ﾓﾘ      /        

845 八島正明展 三重県立美術館  編 三重県立美術館 1210132930 C    723.1   /ﾔｼﾏ     /        
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846 安田謙回顧展 大丸京都店 〔編〕 京都新聞社 1210128656 C    723.1   /ﾔｽﾀﾞ    /木村S   

847 大正アバンギャルドの旗手：柳瀬正夢展 柳瀬正夢  〔画〕 朝日新聞社 1210130488 C    723.1   /ﾔﾅｾ     /木村S   

848 山田純嗣展 杉山 章子  編 一宮市三岸節子記念美術館 1210133102 C    723.1   /ﾔﾏﾀﾞ    /        

849 山本貞 油絵展 山本 貞  〔画〕 三越 1210130363 C    723.1   /ﾔﾏﾓ     /木村S   

850 吉原英雄：ポップなアート ふくやま美術館  編 ふくやま美術館 1210129571 C    723.1   /ﾖｼﾊ     /木村S   

851 柴田米三展 室町美術  編集製作 [三越] 1210128888 C    723.1   /ﾖﾈﾀﾞ    /木村S   

852 没後90年 萬鐵五郎展 原田 光 〔ほか〕  編 東京新聞 1210132799 C    723.1   /ﾖﾛｽﾞ    /        

853 蝶の夢・貝の幻１９２７～１９５１ 北海道立函館美術館  他編 北海道新聞社 1210130983 C    723.10  /ﾁﾖｳ     /木村S   

854 タイ王国プーミポン・アドゥンヤデート国王陛下御即位50周年記念特別展東京富士美術館   編 東京富士美術館 1210130868 C    723.237 /ﾀｲｵ     /木村S   

855 プラド美術館展 川瀬 佑介 〔ほか〕  編 読売新聞東京本社 1210133086 C    723.3   /ﾌﾟﾗﾄﾞ   /兵美    

856 スイス・プチパレ美術館秘蔵展  1983 アート・ライフ  編・制作 アート・ライフ 1210128458 C    723.34  /ｽｲｽ     /木村S   

857 ミュシャ展 国立新美術館〔ほか〕  編 求龍堂 1210131924 C    723.348 /ﾐﾕｼ     /        

858 コローからミロへ Nukaga gallery  〔編〕 Nukaga gallery 1210132716 C    723.35  /ｺﾛｰ     /        

859 シャガール 中村 水絵 編 キュレイターズ 1210132187 C    723.35  /ｼﾔｶﾞ    /        

860 ドラン展 伊勢丹  〔編〕 伊勢丹 1210129183 C    723.35  /ﾄﾞﾗﾝ    /木村S   

861 パスキンと国吉康雄展 パスキン  〔画〕 フジカワ画廊 1210129209 C    723.35  /ﾊﾟｽｷ    /木村S   

862 没後50年：藤田嗣治：本のしごと 西宮市大谷記念館[ほか]  編 株式会社キュレイターズ 1210133599 C    723.35  /ﾌｼﾞﾀ    /        

863 没後50年：藤田嗣治：本のしごと 西宮市大谷記念館[ほか]  編 株式会社キュレイターズ 1210133607 C    723.35  /ﾌｼﾞﾀ    /        

864 ブリューゲル展 東京都美術館 〔ほか〕  編 日本テレビ放送網 1210132898 C    723.35  /ﾌﾞﾘﾕ    /        

865 ボイマンス美術館所蔵 ブリューゲル「バベルの塔」展 ボイマンス・ファン・ベーニンゲン美術館 〔ほか〕  編朝日新聞社 1210133367 C    723.35  /ﾎﾞｲﾏ    /        

866 マチスと野獣派展：色彩の勝利 瀬木 慎一  編 読売新聞社 1210127658 C    723.35  /ﾏﾁｽ     /木村S   

867 ミレー展 日本テレビ放送網  編 日本テレビ放送網 1210128045 C    723.35  /ﾐﾚｰ     /木村S   

868 ギュスターヴ・モロー 国立西洋美術館  編 ＮＨＫ 1210128011 C    723.35  /ﾓﾛ-     /木村S   

869 ジョルジュ・ド・ラ・トゥール 国立西洋美術館  〔編〕 読売新聞東京本社 1210128250 C    723.35  /ﾗﾄｳ     /木村S   

870 オランダ絵画の100年展 新潟市美術館  〔ほか〕 編集・翻訳 西武美術館 1210129332 C    723.359 /ｵﾗﾝ     /木村S   

871 ゴッホ展 ゴッホ  [画] 北海道新聞社 1210133342 C    723.359 /ｺﾞｯﾎ    /        

872 ゴッホ展 ゴッホ  [画] 北海道新聞社 1210132914 C    723.359 /ｺﾞｯﾎ    /        

873 大レンブラント展 京都国立博物館  〔ほか〕  編集 シーボルト財団 1210128144 C    723.359 /ﾚﾝﾌﾞ    /木村S   

874 ダリ展 三越美術館  〔ほか〕  編 ＮＨＫ 1210128185 C    723.36  /ﾀﾞﾘ     /木村S   

875 ピカソとシャガール ポーラ美術館学芸部  編 公益財団法人ポーラ美術振興財団ポーラ美術館1210133888 C    723.36  /ﾋﾟｶｿ    /        
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876 ピカソ展 フジテレビギャラリー  編 ナビオギャラリー 1210130421 C    723.36  /ﾋﾟｶｿ    /木村S   

877 ミラノ展 千葉市美術館  編 読売新聞社 1210128110 C    723.37  /ﾐﾗﾉ     /木村S   

878 ボストン美術館秘蔵：フランス絵画の巨匠たち 小倉 忠夫  編 日本テレビ放送網株式会社 1210127989 C    723.5   /ﾌﾗﾝ     /木村S   

879 戦後アメリカ絵画の栄光：1950年代/60年代 滋賀県立近代美術館  編 滋賀県立近代美術館 1210127849 C    723.53  /ｾﾝｺﾞ    /木村S   

880 フリーダ・カーロとその時代展 Bunkamuraザ・ミュージアム〔ほか〕  編 東京新聞 1210128029 C    723.56  /ｶｰﾛ     /木村S   

881 水族病棟 不思議博物館  編 不思議博物館 1210132435 C    726.1   /ｽｲｿﾞ    /        

882 ねこぢるのなつやすみ 不思議博物館  編 不思議博物館 1210132393 C    726.1   /ﾈｺﾁﾞ    /        

883 描かれた大正モダン・キッズ 刈谷市美術館 編 刈谷市美術館 1210133029 C    726.5   /ｶﾘﾔ     /        

884 相良つつじ2015～2017 相良つつじ 〔編・画〕 不思議博物館 分室 喫茶ギャラリー サナトリウム1210132161 C    726.5   /ｻｶﾞﾗ    /        

885 ポール・デービス展 ポール・デービス  〔作〕 〔美術出版デザインセンター〕 1210129217 C    726.5   /ﾃﾞｲﾋﾞ   /木村S   

886 本の美：装幀と挿絵 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 1210132724 C    726.5   /ﾎﾝﾉ     /        

887 シンジカトウ・ワールド 村田 隆志 〔ほか〕  編 神戸新聞社 1210133037 C    726.501 /ｶﾄｳ     /        

888 絵本の50年これまでとこれから 山根 佳奈 〔ほか〕  編 読売新聞社 1210133326 C    726.6   /ﾌﾞﾗﾃ    /25      

889 フランス絵本の世界 鹿島 茂  著 青幻舎 1210133847 C    726.601 /ﾌﾗﾝ     /        

890 蟻田哲新作展 フジテレビギャラリー  編 フジテレビギャラリー 1210131395 C    727.08  /ｱﾘﾀ     /木村S   

891 グラフィック・デザインのモダニズム展 渡邊 彩子 〔ほか〕  編集・監修 アートプランニングレイ 1210128243 C    727.08  /ｸﾞﾗﾌ    /木村S   

892 浅井忠の図案 佐倉市立美術館  編 佐倉市立美術館 1210131932 C    727.087 /ｱｻｲ     /        

893 永井一正ポスター展 姫路市立美術館  編 姫路市立美術館 1210132054 C    727.6   /ﾅｶﾞｲ    /        

894 永井一正の世界展カタログ 姫路市立美術館  編 姫路市立美術館 1210129159 C    727.6   /ﾅｶﾞｲ    /木村S   

895 ことばの姿：草玄の書 相澤美術館  編 相澤美術館 1210132369 C    728.21  /ｴｸﾞﾁ    /木村S   

896 慈雲尊者：いつくしみの書 杉本 欣久  編 黒川古文化研究所 1210132096 C    728.21  /ｸﾛｶ     /        

897 高僧墨蹟展 ぎゃらりぃ思文閣  〔編〕 ぎゃらりぃ思文閣 1210131429 C    728.21  /ｺｳｿ     /木村S   

898 榊莫山展 太田 健嗣郎  編 [阪急百貨店大阪うめだ本店] 1210128318 C    728.21  /ｻｶｷ     /木村S   

899 貫名海屋 堺市博物館  編 堺市博物館 1210129613 C    728.215 /ﾇｷﾅ     /木村S   

900 榊莫山展 榊莫山  編 産経新聞社 1210130736 C    728.216 /ｻｶｷ     /木村S   

901 書道特別展：巨匠深山龍洞の仮名 深山龍洞  〔書〕 徳島県立文学書道館 1210133136 C    728.216 /ﾐﾔﾏ     /        

902 久能寺経と古経楼 五島美術館学芸部  〔編〕 五島美術館 1210131379 C    728.8   /ｸﾉｳ     /木村S   

903 恩地孝四郎展 東京国立近代美術館  編 東京国立近代美術館 1210133227 C    732.1   /ｵﾝﾁ     /        

904 知命への道：木田安彦展 木田 安彦  制作 毎日新聞社 1210127633 C    732.1   /ｷﾀﾞ     /木村S   

905 清宮質文 高崎市美術館 〔ほか〕 編 美術出版社 1210133334 C    732.1   /ｾｲﾐ     /        
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906 『版画』の明治 和歌山県立近代美術館  〔編〕 和歌山県立近代美術館 1210133433 C    732.1   /ﾊﾝｶﾞ    /        

907 日本・タイ国際版画展 2005 版画京都展実行委員会  〔編〕 版画京都展実行委員会 1210130066 C    732.237 /ﾆﾎﾝ     /木村S   

908 ムンク版画展 ブリヂストン美術館  編 東京新聞 1210130058 C    732.38  /ﾑﾝｸ     /木村S   

909 リトグラフ：軽くもあり重くもある 片山 浩  編 片山浩 1210132443 C    734     /ﾘﾄｸﾞ    /        

910 池田良二 大川美術館  〔編〕 大川美術館 1210129225 C    735.021 /ｲｹﾀﾞ    /木村S   

911 折元立身：Art mama＋Bread man 安田 篤生  編 原美術館 1210132476 C    748     /ｵﾘﾓ     /        

912 写真の現在：距離の不在 東京国立近代美術館  編 東京国立近代美術館 1210132310 C    748     /ｼｬｼ     /木村S   

913 マヌエル・アルバレス・ブラボ マヌエル・アルバレス・ブラボ  [作] クレヴィス 1210133730 C    748     /ﾌﾞﾗﾎﾞ   /        

914 フィンランド・デザイン展 キュレイターズ  編 日本経済新聞社 1210133862 C    750     /ﾌｨﾝ     /        

915 伊丹国際クラフト展 2013 伊丹市立工芸センター  編 伊丹市 1210133078 C    750.87  /ｲﾀﾐ     /        

916 伊丹国際クラフト展 2017 伊丹市立工芸センター  編 伊丹市立工芸センター 1210133904 C    750.87  /ｲﾀﾐ     /2017    

917 ウィリアム・モリスとアーツ&クラフツ ブレーントラスト  編 「ウィリアム・モリスとアーツ&クラフツ」制作委員会 1210127906 C    750.87  /ｳｲﾘ     /木村S   

918 国内13大学によるコンテンポラリージュエリー展 伊丹市立工芸センター  編 伊丹市立工芸センター 1210133045 C    750.87  /ｺｸﾅ     /        

919 新匠工芸展覧会図録 第72回 新匠工芸会  編 新匠工芸会 1210133003 C    750.87  /ｼﾝｼ     /72      

920 高橋節郎展：漆芸と絵画 練馬区立美術館  編 練馬区立美術館 1210127963 C    750.87  /ﾀｶﾊ     /木村S   

921 日本伝統工芸近畿展 第30回 日本工芸会近畿支部  〔編〕 日本工芸会近畿支部 1210128870 C    750.87  /ﾆﾎﾝ     /木村S   

922 和太守卑良展 髙島屋美術部  〔編〕 髙島屋美術部 1210129886 C    751.08  /ﾜﾀﾞ     /木村S   

923 浅蔵五十吉展 髙島屋美術部  編 髙島屋美術部 1210129928 C    751.1   /ｱｻｸ     /木村S   

924 今井政之展 大丸心斎橋店美術部  〔編〕 大丸心斎橋店美術部 1210128920 C    751.1   /ｲﾏｲ     /木村S   

925 今井政之展 髙島屋美術部  〔編〕 髙島屋美術部 1210128953 C    751.1   /ｲﾏｲ     /木村S   

926 今井政之展 髙島屋美術部  〔編〕 高島屋美術部 1210132294 C    751.1   /ｲﾏｲ     /木村S   

927 二世宇野宗甕展 宇野 宗甕  [作] 阪急百貨店 1210130918 C    751.1   /ｳﾉ      /木村S   

928 永樂善五郎新作展 三越美術部  〔編〕 三越美術部 1210129605 C    751.1   /ｴｲﾗ     /木村S   

929 Jun Kaneko 岐阜県現代陶芸美術館  編 国立国際美術館 1210129670 C    751.1   /ｶﾈｺ     /木村S   

930 陶工河井寛次郎展 河井寛次郎  〔作〕 京都国立近代美術館 1210130843 C    751.1   /ｶﾜｲ     /木村S   

931 河村又次郎作陶展 河村 又次郎  〔作〕 高島屋美術部 1210130322 C    751.1   /ｶﾜﾑ     /木村S   

932 北一明創造美の世界 池田20世紀美術館  〔編〕 [池田20世紀美術館] 1210131403 C    751.1   /ｷﾀ      /木村S   

933 北大路魯山人展 中ノ堂一信  監修 イー・エム・アイ・ネットワーク 1210127807 C    751.1   /ｷﾀｵ     /木村S   

934 北大路魯山人展 パラミタミュージアム  編 パラミタミュージアム 1210128276 C    751.1   /ｷﾀｵ     /木村S   

935 北出不二雄展 髙島屋美術部  〔編〕 髙島屋 1210130033 C    751.1   /ｷﾀﾃﾞ    /木村S   
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936 北出不二雄展 髙島屋美術部  〔編〕 髙島屋 1210130520 C    751.1   /ｷﾀﾃﾞ    /木村S   

937 北出不二雄作陶展 髙島屋美術部  〔編〕 髙島屋 1210131049 C    751.1   /ｷﾀﾃﾞ    /木村S   

938 木村盛伸展 髙島屋美術部  編 高島屋大阪店美術部 1210129902 C    751.1   /ｷﾑﾗ     /木村S   

939 木村盛伸展 髙島屋美術部  〔編〕 高島屋美術部 1210130652 C    751.1   /ｷﾑﾗ     /木村S   

940 八代清水六兵衞展 高島屋美術部  〔編〕 髙島屋美術部 1210131338 C    751.1   /ｷﾖﾐ     /木村S   

941 現代陶芸のパイオニア：熊倉順吉展 西武アート・フォーラム  編 西武百貨店 1210130850 C    751.1   /ｸﾏｸ     /木村S   

942 乾山：幽邃と風雅の世界 Miho Museum  編 Miho Museum 1210127898 C    751.1   /ｹﾝｻﾞ    /木村S   

943 国際現代陶芸展 滋賀県陶芸の森  編 世界陶芸祭実行委員会 1210130041 C    751.1   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /木村S   

944 松風栄一作陶展 土山印刷  編 さいか屋横須賀 1210129530 C    751.1   /ｼﾖｳ     /木村S   

945 十七代「永楽善五郎」展 髙島屋美術部  〔編〕 髙島屋美術部 1210128938 C    751.1   /ｼﾞﾕｳ    /木村S   

946 田嶋悦子：Record of clay and glass 西宮市大谷記念美術館  編 西宮市大谷記念美術館 1210133631 C    751.1   /ﾀｼﾏ     /        

947 田嶋悦子：Record of clay and glass 西宮市大谷記念美術館  編 西宮市大谷記念美術館 1210133912 C    751.1   /ﾀｼﾏ     /        

948 Tamba now + 兵庫陶芸美術館  編 兵庫陶芸美術館 1210131916 C    751.1   /ﾀﾝﾊﾞ    /        

949 坪井明日香：陶の世界展 坪井明日香  〔作〕 「坪井明日香陶の世界」展委員会 1210131023 C    751.1   /ﾂﾎﾞｲ    /木村S   

950 廣永窯：坪島土平作陶展 高島屋大阪店美術部  〔編〕 髙島屋大阪店美術部 1210131296 C    751.1   /ﾂﾎﾞｼ    /木村S   

951 陶芸の提案 2018 ギャラリー白  編 ギャラリー白 1210133623 C    751.1   /ﾄｳｹﾞ    /2018    

952 初代徳田八十吉 坂下 雅子  編 小松市立博物館 1210132849 C    751.1   /ﾄｸﾀﾞ    /        

953 浦上父子コレクション展 立花 昭 〔ほか〕  編 浦上父子コレクション展実行委員会 1210133581 C    751.1   /ﾋｷﾂ     /        

954 藤平伸 展 大丸美術部  編 大丸美術部 1210130389 C    751.1   /ﾌｼﾞﾋ    /木村S   

955 藤本能道作陶展 第八回 藤本 能道  〔作〕 高島屋美術部 1210129373 C    751.1   /ﾌｼﾞﾓ    /木村S   

956 藤本能道瓷器色絵染付展 藤本 能道  〔作〕 [大阪・なんば高島屋] 1210129381 C    751.1   /ﾌｼﾞﾓ    /木村S   

957 炎：陶匠 辻清明展 西武美術館 編 西武美術館 1210131411 C    751.1   /ﾎﾉｵ     /木村S   

958 松井康成展 セントラルギャラリー  [編] セントラルギャラリー 1210130835 C    751.1   /ﾏﾂｲ     /木村S   

959 三輪龍作:萩茶陶展 三輪 龍作  〔作〕 京王百貨店 1210129357 C    751.1   /ﾐﾜ      /木村S   

960 三輪和彦：白き地の詩展 松坂屋本店美術部  編 〔松坂屋本店美術部〕 1210129597 C    751.1   /ﾐﾜ      /木村S   

961 三輪龍作 三輪龍作  〔作〕 三越 1210130207 C    751.1   /ﾐﾜ      /木村S   

962 三輪和彦：白き花冠展 三輪 和彦  [作] 髙島屋 1210130439 C    751.1   /ﾐﾜ      /木村S   

963 三輪龍作:小品展 三輪 龍作  〔作〕 〔京王百貨店〕 1210130454 C    751.1   /ﾐﾜ      /木村S   

964 三輪龍作 三輪龍作  〔作〕 日本橋三越美術部 1210130462 C    751.1   /ﾐﾜ      /木村S   

965 三輪龍作 三輪龍作  〔作〕 髙島屋京都店美術部 1210130728 C    751.1   /ﾐﾜ      /木村S   



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  ：　2018年02月01日～2018年03月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

966 森野泰明展 三井コンシル・出版部  [編] 三井コンシル・出版部 1210131031 C    751.1   /ﾓﾘﾉ     /木村S   

967 吉左衛門X 樂 吉左衛門  〔作〕 佐川美術館 1210132302 C    751.1   /ﾗｸ      /木村S   

968 心のやきもの李朝 MOA美術館  〔ほか〕  編 読売新聞大阪本社 1210128300 C    751.2   /ｺｺﾛ     /木村S   

969 ヨーロッパの名窯展 世界陶芸祭実行委員会  〔編〕 世界陶芸祭実行委員会 1210129290 C    751.3   /ﾖｰﾛ     /木村S   

970 永田隆子 亀田正司  編 ヤマトヤシキ 1210130504 C    751.40  /ﾅｶﾞﾀ    /木村S   

971 永遠のきらめき：バカラ展 国際芸術文化振興会  編 バカラ パシフィック株式会社 1210127823 C    751.5   /ｴｲｴ     /木村S   

972 エミール・ガレ ポーラ美術館学芸部  編 ポーラ美術館 1210133870 C    751.5   /ｴﾐｰ     /        

973 エミール・ガレとアール・ヌーヴォーの世界 北海道立函館美術館  編 北海道立函館美術館 1210132377 C    751.5   /ｶﾞﾚ     /木村S   

974 煌くガラス芸術 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] 1210132468 C    751.5   /ｷﾗﾒ     /木村S   

975 中村宗哲歴代展 日本経済新聞社  〔編〕 日本経済新聞 1210130710 C    752     /ﾅｶﾑ     /木村S   

976 鈴木雅也 鈴木 雅也  [作] 鈴木雅也 1210130215 C    752.08  /ｽｽﾞｷ    /木村S   

977 服部峻昇漆芸展 和光  編 和光 1210128946 C    752.08  /ﾊﾂﾄ     /木村S   

978 服部峻昇漆芸展 和光  〔編〕 和光 1210129266 C    752.08  /ﾊﾂﾄ     /木村S   

979 服部峻昇展 髙島屋美術部  〔編〕 高島屋美術部 1210129753 C    752.08  /ﾊﾂﾄ     /木村S   

980 武具の漆芸 輪島漆芸美術館  編 輪島漆芸美術館 1210130132 C    752.08  /ﾌﾞｸﾞﾉ   /木村S   

981 蒔絵特別展 思文閣ロイヤル画廊  〔編〕 [思文閣ロイヤル画廊] 1210129845 C    752.6   /ﾏｷｴ     /木村S   

982 インドネシアの更紗展 安村 敏信  編 板橋区立美術館 1210128649 C    753.08  /ｲﾝﾄﾞ    /木村S   

983 日本現代ファイバーアート展 多摩美術大学美術館 〔ほか〕  編 多摩美術大学美術館 1210129506 C    753.08  /ﾆﾎﾝ     /木村S   

984 現代の織 Ⅰ 三谷 渉  編 田辺市立美術館 1210131825 C    753.3   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /1       

985 現代の織 Ⅱ 三谷 渉  編 田辺市立美術館 1210131841 C    753.3   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /2       

986 ハート展：インド手織と三宅一生 小池 一子 〔ほか〕  編 西武百貨店 1210130991 C    753.3   /ﾊｰﾄ     /木村S   

987 染色展 〔西武美術館  編〕 1210129423 C    753.8   /ｾﾝｼ     /木村S   

988 染色展 西武美術館  〔編〕 西武美術館 1210129704 C    753.8   /ｾﾝｼ     /木村S   

989 染色展 西武美術館  〔編〕 西武美術館 1210130785 C    753.8   /ｾﾝｼ     /木村S   

990 Shigeki Fukumoto 福本 繁樹  〔作〕 ギャラリーKuranuki 1210132518 C    753.8   /ﾌｸﾓ     /木村S   

991 三浦景生展 三浦景生実行委員会  編 三浦景生 1210129829 C    753.8   /ﾐｳﾗ     /木村S   

992 染の世界：三浦景生展 三浦 景生  〔作〕 高島屋京都店美術部 1210129894 C    753.8   /ﾐｳﾗ     /木村S   

993 夢談義：三浦景生展 三浦 景生  〔作〕 〔高島屋美術部〕 1210131007 C    753.8   /ﾐｳﾗ     /木村S   

994 皆川泰蔵とその芸術展 京都新聞社事業部  編 京都新聞社 1210129860 C    753.8   /ﾐﾅｶ     /木村S   

995 アジアの紙 1998 嶋川 泰広  編 せとうち現代美術 1210129472 C    754.9   /ｱｼﾞｱ    /木村S   



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 36/39ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 図録

受入日付  ：　2018年02月01日～2018年03月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

996 国際紙造形展 日本・紙アカデミー  編 日本・紙アカデミー 1210128912 C    754.9   /ｺｸｻ     /木村S   

997 技を極める：ヴァン クリーフ＆アーペル 京都国立近代美術館  編 日本経済新聞社 1210133839 C    755.3   /ﾜｻﾞｵ    /        

998 高橋介州と加賀象嵌のあゆみ 石川県立美術館  [編] 石川県立美術館 1210132559 C    756.13  /ﾀｶﾊ     /        

999 備前刀：日本刀の王者 岡山県立博物館  編 岡山県立博物館 1210133490 C    756.6   /ﾋﾞｾﾞﾝ   /        

1000 装飾は流転する 八巻 香澄 〔ほか〕  編 東京都庭園美術館 1210133854 C    757     /ｿｳｼ     /        

1001 素材と対話するアートデザイン 浦川愛亜  編 ADP 1210133284 C    757     /ｿｻﾞｲ    /        

1002 ウィンザーチェア 瀬尾 典昭  編 長野県信濃美術館 1210133821 C    758.087 /ｳｲﾝ     /        

1003 面屋庄甫の世界 髙島屋美術部  〔編〕 髙島屋美術部 1210130371 C    759     /ﾒﾝﾔ     /木村S   

1004 ヨーロッパの木の玩具 目黒区美術館  〔ほか〕  編 目黒区美術館 1210133797 C    759     /ﾖｰﾛ     /        

1005 貴志康一の世界 芦屋市立美術博物館  編 芦屋市立美術博物館 1210132757 C    762.1   /ｷｼ      /        

1006 黒澤明・絵コンテの世界 黒澤明  〔画〕 大手前アートセンター 1210131320 C    778.5   /ｸﾛｻ     /木村S   

1007 新海誠展 朝日新聞社  編 朝日新聞社 1210131940 C    778.77  /ｼﾝｶ     /        

1008 幻の茶陶名品展 毎日新聞社  〔編〕 毎日新聞社 1210128805 C    791.5   /ﾏﾎﾞﾛ    /木村S   

1009 素直に楽しむ：武者小路実篤と民藝 調布市武者小路実篤記念館  [編] 調布市武者小路実篤記念館 1210132609 C    910.26  /ﾑｼﾔ     /        

1010 きみの名前は？万葉集の考古学 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 1210132229 C    911.125 /ﾏﾝﾖ     /        

1011 武者小路実篤の出版事情：『白樺』『大調和』を中心に 調布市武者小路実篤記念館  編 調布市武者小路実篤記念館 1210132617 C    918     /ﾑｼﾔ     /        

1012 アンドレ・ブルトンと瀧口修造 佐谷画廊  〔編〕 〔佐谷画廊〕 1210130819 C    951     /ｱﾝﾄﾞ    /木村S   



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 37/39ﾍﾟｰｼﾞ
資料区分  ： 洋図

受入日付  ：　2018年02月01日～2018年03月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

1013 Enrico Isamu Oyama Art Work:Enrico Isamu Oyama Enrico Isamu Oyama Studio 1260008907 C    702.16  /OYA     /        

1014 Enrico Isamu Oyama Art Work:Enrico Isamu Oyama Enrico Isamu Oyama Studio 1260008915 C    702.16  /OYA     /        

1015 POINT Editor:Kim Sohee Alternaive Space LOOP 1260008899 C    702.16  /POI     /        

1016 Matuo Fujiyo Matuo Fujiyo Galerie Kritiků,Palác Adria 1260008923 C    702.3   /TRI     /        

1017 Shiro Matsui-Jonah's Green Editor:Martin Hentschel Kerber Verlag 1260008881 C    719     /SHI     /        

1018 福彩・版華 国立歴史博物館編集委員会 編 国立歴史博物館 1260008873 C    722.27  /VIV     /        



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  ： CD-R

受入日付  ：　2018年02月01日～2018年03月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

1019 人間と文字 矢島 文夫 〔ほか〕  監修 モリサワ 1600000325      EB801.1 /32      /木村S   



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

受入日付  ：　2018年02月01日～2018年03月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

1020 廃墟から光へ Ufer! Art Documentary 1700005760      DVD     /702     /616     


