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1 博物館における多言語化対応の現状と課題 平成29年度 日本博物館協会  〔編〕 日本博物館協会 1110151568      069.3   /ﾆﾎﾝ     /        

2 民族資料目録 北海道立北方民族博物館  編 北海道立北方民族博物館 1110151048      069.9   /ﾎﾂｶ     /13      

3 日本メディア史年表 土屋 礼子  編 吉川弘文館 1110150347      070.21  /ﾂﾁﾔ     /        

4 アイヌ関連総合研究等助成事業研究報告 第17号 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 1110151196      382.11  /ｱｲﾇ     /17      

5 建築学生ワークショップ伊勢 2018 アンドアーキテクトフェスタ  〔編〕 アートアンドアーキテクトフェスタ 1110150966      520     /ｱｰﾄ     /        

6 安藤忠雄 建築家と建築作品 安藤 忠雄  著 鹿島出版会 1110150073      523.1   /ｱﾝﾄﾞ    /安藤    

7 近代日本博覧会資料集成 第1巻 津金澤 聰廣  監修 国書刊行会 1110150164      606.9   /ｼﾖｸ     /1       

8 近代日本博覧会資料集成 第1巻 津金澤 聰廣  監修 国書刊行会 1110150206      606.9   /ｼﾖｸ     /1       

9 近代日本博覧会資料集成 第2巻 津金澤 聰廣  監修 国書刊行会 1110150172      606.9   /ｼﾖｸ     /2       

10 近代日本博覧会資料集成 第2巻 津金澤 聰廣  監修 国書刊行会 1110150222      606.9   /ｼﾖｸ     /2       

11 近代日本博覧会資料集成 第3巻 津金澤 聰廣  監修 国書刊行会 1110150131      606.9   /ｼﾖｸ     /3       

12 近代日本博覧会資料集成 第3巻 津金澤 聰廣  監修 国書刊行会 1110150214      606.9   /ｼﾖｸ     /3       

13 近代日本博覧会資料集成 第4巻 津金澤 聰廣  監修 国書刊行会 1110150149      606.9   /ｼﾖｸ     /4       

14 近代日本博覧会資料集成 別冊解説 津金澤 聰廣  監修 国書刊行会 1110150230      606.9   /ｼﾖｸ     /4       

15 近代日本博覧会資料集成 第5巻 津金澤 聰廣  監修 国書刊行会 1110150156      606.9   /ｼﾖｸ     /5       

16 近代日本博覧会資料集成 別冊解説 津金澤 聰廣  監修 国書刊行会 1110150123      606.9   /ｼﾖｸ     /6       

17 博覧会と明治の日本 國 雄行  著 吉川弘文館 1110150461      606.91  /ｸﾆ      /        

18 依水園庭園と寧楽美術館の名品 名勝依水園  寧楽美術館  編 名勝依水園・寧楽美術館 1110151576      629.21  /ﾒｲｼ     /        

19 パリ万国博覧会とジャポニスムの誕生 寺本 敬子  著 思文閣出版 1110150438      702.06  /ﾃﾗﾓ     /        

20 扉を開ける 島袋 道浩  著 リトル・モア 1110150404      702.16  /ｼﾏﾌﾞ    /        

21 トーキョーアーツアンドスペースアニュアル2017 トーキョーアーツアンドスペース 〔ほか〕 編 東京都歴史文化財団東京都現代美術館 1110151378      702.16  /ﾄｰｷ     /2017    

22 トーキョーアーツアンドスペースアニュアル2017 トーキョーアーツアンドスペース 〔ほか〕 編 東京都歴史文化財団東京都現代美術館 1110151402      702.16  /ﾄｰｷ     /2017    

23 高松市障がい者アートリンク事業報告書 平成29年度 田野 智子  編 ハートアートリンク 1110151436      702.16  /ﾊｰﾄ     /        

24 Yuji honbori 本堀 雄二  〔作〕 Nanzuka 1110151121      702.16  /ﾎﾝﾎﾞ    /        

25 アール・ブリュット魅力発信事業報告書 米津 いつか  〔ほか〕  編 アールブリュット魅力発信事業実行委員会事務局1110151469      702.16  /ﾖﾈｽﾞ    /        

26 美術家列伝 第1巻 ジョルジョ・ヴァザーリ  〔著〕 中央公論美術出版 1110149927      702.37  /ｳﾞｱｻﾞ   /1       

27 美術家列伝 第3巻 ジョルジョ・ヴァザーリ   〔著〕 中央公論美術出版 1110149935      702.37  /ｳﾞｱｻﾞ   /3       

28 美術家列伝 第4巻 ジョルジョ・ヴァザーリ  〔著〕 中央公論美術出版 1110149943      702.37  /ｳﾞｱｻﾞ   /4       

29 美術家列伝 第5巻 ジョルジョ・ヴァザーリ  〔著〕 中央公論美術出版 1110149950      702.37  /ｳﾞｱｻﾞ   /5       

30 浮世絵コレクション 今村 信隆  編 京都造形芸術大学芸術館 1110144597      703.8   /ｷﾖｳ     /        
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31 横浜美術館収蔵品目録 2016 （平成28年度）横浜美術館  編 横浜美術館 1110151030      703.8   /ﾖｺﾊ     /2016    

32 美術館連絡協議会加盟美術館名簿 2017 美術館連絡協議会事務局〔編〕 〔 美術館連絡協議会事務局 〕 1110151519      706     /ﾋﾞｼﾞｭ   /2017    

33 美術館連絡協議会加盟美術館名簿 2017 美術館連絡協議会事務局〔編〕 〔 美術館連絡協議会事務局 〕 1110151527      706     /ﾋﾞｼﾞｭ   /2017    

34 アートは資本主義の行方を予言する 山本 豊津  著 PHP研究所 1110149646      706.7   /ﾔﾏﾓ     /        

35 京都芸術センター2016年度事業報告書 勝冶 真美  編 京都芸術センター 1110151428      706.9   /ｷｮｳ     /2016    

36 京都国立近代美術館 京都国立近代美術館  〔編〕 京都国立近代美術館 1110151626      706.9   /ｷﾖｳ     /        

37 京都国立近代美術館 京都国立近代美術館  〔編〕 京都国立近代美術館 1110151634      706.9   /ｷﾖｳ     /        

38 神戸スタディーズ #6 村上 しほり  執筆・編集 デザイン・クリエイティブセンター神戸 1110150990      706.9   /ﾃﾞｻﾞｲ   /6       

39 まるごと東京ステーションギャラリー 東京ステーションギャラリー 〔ほか〕  編 東京美術 1110151444      706.9   /ﾄｳｷ     /        

40 まるごと東京ステーションギャラリー 東京ステーションギャラリー 〔ほか〕  編 東京美術 1110151477      706.9   /ﾄｳｷ     /        

41 広島県立美術館友の会20年誌 広島県立美術館友の会  〔編〕 広島県立美術館友の会 1110151501      706.9   /ﾋﾛｼ     /        

42 水戸芸術館現代美術センター記録集 2010-2016 水戸芸術館現代美術センター 〔編〕 水戸芸術館現代美術センター 1110151410      706.9   /ﾐﾄｹﾞ    /2010    

43 ナチス・ドイツと〈帝国〉日本美術 安松  みゆき 著 吉川弘文館 1110149620      706.9   /ﾔｽﾏ     /        

44 サントリー美術館プレミアム・セレクション サントリー美術館  編 サントリー美術館 1110151451      708.7   /ｻﾝﾄ     /        

45 考古学のための法律 久末 弥生 著 日本評論社 1110151485      709     /ﾋｻｽ     /        

46 安定化処理 津波により被災した文化財の保存修復技術の構築と専門機関の連携に関するプロジェクト実行委員会  編津波により被災した文化財の保存修復技術の構築と専門機関の連携に関するプロジェクト実行委員会1110151352      709.122 /ﾂﾅﾐ     /        

47 近代日本彫刻史 田中 修二  著 国書刊行会 1110150446      712.1   /ﾀﾅｶ     /        

48 旭川彫刻フェスタ記録集 2015-16 藤井 忠行  〔編〕 旭川彫刻フェスタ実行委員会 1110151493      712.1   /ﾌｼﾞｲ    /2015    

49 太宰府文化財名選 太宰府市教育委員会 太宰府市教育委員会文化課 1110151386      718.3   /ﾀﾞｻﾞｲ   /        

50 美術記者のみた昭和画壇の巨匠たち 遠山 孝  著 里文出版 1110149737      721.026 /ﾄｵﾔ     /        

51 河鍋暁斎 安村 敏信  監修 平凡社 1110149661      721.9   /ｶﾜﾅ     /        

52 日本画とは何だったのか 古田 亮  著 KADOKAWA 1110150321      721.9   /ﾌﾙﾀ     /        

53 藤田嗣治作品集 清水 敏男  著 東京美術 1110151535      723.1   /ﾌｼﾞﾀ    /        

54 フジタの白鳥 佐野 勝也  著 エディマン 1110151550      723.1   /ﾌｼﾞﾀ    /        

55 ベラスケス : 宮廷のなかの革命者 大髙 保二郎  著 岩波書店 1110150453      723.36  /ｵｵﾀ     /        

56 ベラスケスとプラド美術館の名画 中央公論新社  編 中央公論新社 1110150305      723.36  /ﾌﾟﾗﾄﾞ   /        

57 もっと知りたいベラスケス 大高 保二郎  著 東京美術 1110150313      723.36  /ﾍﾞﾗｽ    /        

58 漫画にみる1945年 清水 勲  著 吉川弘文館 1110149711      726.1   /ｼﾐｽﾞ    /        

59 昭和マンガ史 毎日新聞社 〔編〕 毎日新聞社 1110149752      726.1   /ｼﾖｳ     /        

60 レイモン・サヴィニャック自伝 レイモン・サヴィニャック  著 小学館 1110149703      727.0235/ﾚｲﾓ     /        
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61 多賀新 三佳コレクション  編・著 清風堂書店 1110151287      735.021 /ﾀｶﾞｼ    /        

62 人間と物質 2 大辻 清司  [撮影] 武蔵野美術大学美術館・図書館 1110151543      740.21  /ｵｵﾂ     /2       

63 ドリームエイジ 長野 重一  著 朝日ソノラマ 1110150412      748     /ﾅｶﾞﾉ    /        

64 Jun Fujiyasu 藤安 淳  著・[撮影] 塩竈市 1110151345      748     /ﾌｼﾞﾔ    /        

65 個人的なハーモニー：ノルシュテインと現代アニメーション論 土居  伸彰  著 フィルムアート社 1110149604      778.77  /ﾄﾞｲ     /        

66 創作アニメーション入門 山村 浩二  著 六耀社 1110149638      778.77  /ﾔﾏﾑ     /        

67 国策紙芝居からみる日本の戦争 神奈川大学日本常民文化研究所非文字資料研究センター「戦時下日本の大衆メディア」研究班  編著勉誠出版 1110150420      779.8   /ｶﾅｶﾞ    /        

68 われらのなかのコンミューン 針生 一郎  著 晶文社 1110149745      904     /ﾊﾘｳ     /        

69 不可思議国の探求者・木下杢太郎 丸井 重孝  著 短歌研究社 1110149695      911.52  /ﾏﾙｲ     /        

70 新しいものの伝統 H・ローゼンバーグ  著 紀伊国屋書店 1110149729      934     /ﾛｰｾﾞ    /        

71 ベラスケスのキリスト ミゲール・デ・ウナムーノ  著 法政大学出版局 1110150339      961     /ﾍﾞﾗｽ    /        
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72 Savignac Savignac Raymond  〔画〕 Bibriotheque Forney 1160016349      727.6   /SAV     /        
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73 地図皿にみる世界と日本 関西大学博物館  編 〔関西大学博物館〕 1210136642 C    210.3   /ﾁｽﾞｻ    /        

74 渥美半島の農業の歩みと豊川用水 田原市博物館  編 田原市博物館 1210136675 C    215.5   /ｱﾂﾐ     /        

75 渥美半島の農業の歩みと豊川用水 田原市博物館  編 田原市博物館 1210136683 C    215.5   /ｱﾂﾐ     /        

76 伊丹と武道 74号 伊丹市立博物館  編 伊丹市立博物館 1210136469 C    216.4   /ｲﾀﾐ     /        

77 松浦武四郎 時代と人びと 北海道開拓記念館  編 北海道開拓記念館 1210134860 C    289.1   /ﾏﾂｳ     /        

78 京芸：transmit program 2018 藤田 瑞穂  編 京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA 1210136709 C    702.07  /ｷﾖｳ     /2018    

79 アートピクニック 3 大槻 晃実  編 芦屋市立美術博物館 1210136493 C    702.16  /ｱｰﾄ     /3       

80 渚・瞼・カーテン：チェルフュッチェの映像演劇 浅見 旬  編 熊本市現代美術館 1210136402 C    702.16  /ﾅｷﾞｻ    /1       

81 渚・瞼・カーテン：チェルフュッチェの映像演劇 浅見 旬  〔編〕 熊本市現代美術館 1210136410 C    702.16  /ﾅｷﾞｻ    /2       

82 渚・瞼・カーテン：チェルフュッチェの映像演劇 岡田 利規  執筆 熊本市現代美術館 1210136428 C    702.16  /ﾅｷﾞｻ    /3       

83 渚・瞼・カーテン：チェルフュッチェの映像演劇 岡田 利規  著 熊本市現代美術館 1210136436 C    702.16  /ﾅｷﾞｻ    /4       

84 富山県美術展入賞作品 第73回 富山県美術展実行委員会  編 富山県美術展実行委員会 1210136840 C    702.194 /ﾄﾔﾏ     /73      

85 アフリカ古代文明展 古代アンデスの染織Miho museum  〔編〕 Miho museum 1210136782 C    702.4   /ｱﾌﾘ     /2       

86 アメリカ古代文明展 Miho museum  編 Miho museum 1210136766 C    702.4   /ｱﾒﾘ     /1       

87 上野の森美術館大賞展 第36回 仙座 桃子  編 日本美術協会 1210136832 C    702.87  /ｳｴﾉ     /36      

88 アートはまちをすくわない 松田 愛  編 富山大学芸術文化学部 1210136626 C    706.9   /ｱｰﾄ     /        

89 Uncover 玉置 慎輔  編 成安造形大学 1210136352 C    706.9   /ｱﾝｶ     /        

90 Uncover 玉置 慎輔  編 成安造形大学 1210136360 C    706.9   /ｱﾝｶ     /        

91 ルーヴル美術館展 〔日本語版〕 国立新美術館 〔ほか〕  編 日本テレビ放送網 1210136444 C    706.9   /ﾙｰﾌﾞ    /1       

92 ルーヴル美術館展 〔仏語版〕 国立新美術館 〔ほか〕  編 日本テレビ放送網 1210136451 C    706.9   /ﾙｰﾌﾞ    /2       

93 損保ジャパン美術賞展 2018 損保ジャパン東郷青児美術館  企画・編集 損保ジャパン美術財団 1210136659 C    708.7   /ｿﾝﾎﾟ    /2018    

94 ねこがいっぱい  ねこアート ひろしま美術館 〔ほか〕  編 青幻舎 1210136378 C    708.7   /ﾈｺ      /        

95 ねこがいっぱい  ねこアート ひろしま美術館 〔ほか〕  編 青幻舎 1210136386 C    708.7   /ﾈｺ      /        

96 めがねと旅する美術 めがねと旅する美術展実行委員会  〔ほか〕  編青幻舎 1210136725 C    708.7   /ﾒｶﾞﾈ    /        

97 KAJIMA彫刻コンクール作品集 第15回 鹿島建設  編 〔鹿島建設〕 1210136691 C    710.87  /ｶｼﾞﾏ    /15      

98 近代美術協会展 第55回（2018）近代美術協会  編 近代美術協会 1210136865 C    720.87  /ｷﾝﾀﾞ    /55      

99 龍を描く 開館20周年記念茨城県天心記念五浦美術館  編 茨城県天心記念五浦美術館 1210136816 C    721     /ﾘﾕｳ     /        

100 酔うて候：河鍋暁斎と幕末明治の書画会 成田山書道美術館  〔 ほか 〕 編 思文閣出版 1210134878 C    721.9   /ｶﾜﾅ     /        

101 近代絵画作品展 第23回 ギャラリー鉄斎堂  〔編〕 〔ギャラリー鉄斎堂〕 1210136717 C    721.9   /ｷﾝﾀﾞ    /23      

102 日本画、新しき風にのせて 茨城県天心記念五浦美術館  編 茨城県天心記念五浦美術館 1210136808 C    721.9   /ｻｸｼ     /        
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103 クインテット Ⅳ 五十嵐 卓  企画･編集 東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館 1210136634 C    723.1   /ｸｲﾝ     /4       

104 東郷青児展 東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館  編集・構成産経新聞社 1210136667 C    723.1   /ﾄｳｺﾞ    /        

105 フィレンツェ賞展 第20回記念 雪梁舎美術館  〔編〕 雪梁舎美術館 1210136790 C    723.1   /ﾌｲﾚ     /20      

106 洋画セレクション 神戸市立小磯記念美術館 編 神戸市立小磯記念美術館 1210136477 C    723.1   /ﾖｳｶﾞ    /        

107 The regina 2 髙島屋美術部  〔編〕 髙島屋美術部 1210136394 C    723.1   /ﾚｼﾞｰ    /2       

108 藤田嗣治展：没後50年 東京都美術館  〔ほか〕  編 朝日新聞社 1210136733 C    723.35  /ﾌｼﾞﾀ    /        

109 コンラッド・ヨン・ゴードリー 思文閣  〔編〕 〔思文閣〕 1210136345 C    724.3   /ｺﾞｰﾄﾞ   /        

110 ドローイングとは何か 第1回（2011）深井美子  編 「ドローイングとは何か」展実行委員会 1210136824 C    725.08  /ﾄﾞﾛｰ    /1       

111 小林秀恒展 弥生美術館  編 弥生美術館 1210136774 C    726.7   /ｺﾊﾞﾔ    /        

112 白寿：江口草玄のすべて 新潟県立近代美術館  編 新潟県立近代美術館 1210136758 C    728.21  /ｴｸﾞﾁ    /        

113 Moving plants 伊藤 賢一郎  編 資生堂 1210136600 C    740     /ﾑｰﾋﾞ    /        

114 この国の記憶：長野重一写真の仕事 長野 重一  〔撮影〕 日本写真企画 1210135487 C    748     /ﾅｶﾞﾉ    /        

115 Kyoto experiment：京都国際舞台芸術祭 2011 松永 大地  編 京都国際舞台芸術祭実行委員会事務局 1210135859 C    770     /ｷﾖｳ     /2011    

116 堀口大學展 新潟県立近代美術館  編 新潟県立近代美術館 1210136741 C    911.52  /ﾎﾘｸﾞ    /        
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117 Another place Editor:The japan foundation The Japan Foundation 1260009079 C    702.16  /ANO     /        

118 集什麼 熊思婷  総編 臺北市立美術館 1260009053 C    702.224 /COL     /        

119 五百棵檸檬樹 黃博志  編 臺北市立美術館 1260009061 C    702.224 /FIV     /        

120 臺北美術獎 2017 臺北市立美術館 〔編〕 臺北市立美術館 1260009046 C    702.224 /TAI     /        

121 高燦興回顧展 臺北市立美術館 〔編〕 臺北市立美術館 1260009038 C    712.224 /KAO     /        


