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1 上山春平著作集 第9巻 上山  春平  著 法蔵館 1110151246      081.6   /ｳｴﾔ     /木村S   

2 芸術 木村 重信  〔著〕 岩波書店 1110150958      108     /ｷﾑﾗ     /木村S   

3 魔法と錬金術の百科事典 ロウズマリー・エレン・グィリー  著 柊風舎 1110153689      147.1   /ｸﾞｲﾘ    /        

4 行爲的世界 柳田 謙十郎  著 弘文堂書房 1110152848      151.2   /ﾔﾅｷﾞ    /木村S   

5 歴史のあけぼの G.チャイルド 〔著〕 岩波書店 1110150933      202.5   /ﾁﾔｲ     /木村S   

6 新しい日本の歴史 第4卷 毎日小学生新聞編集部  編 毎日新聞社 1110152764      210.1   /ﾏｲﾆ     /木村S   

7 コレクション・モダン都市文化 第71巻 和田 博文  監修 ゆまに書房 1110154596      213.6   /ｺﾚｸ     /71      

8 城下町の記憶 城下町彦根を考える会 編 サンライズ出版 1110153929      216.1   /ｼﾞﾖｳ    /木村S   

9 千里の歴史と伝統 Ⅲ 北田 順三  〔著〕 大阪府千里センター 1110152004      216.3   /ｷﾀﾀﾞ    /木村S   

10 南歐藝術紀行 田中 耕太郎  著 文藝春秋新社 1110153267      293.09  /ﾀﾅｶ     /木村S   

11 力としての文化 岸田 国士  著 河出書房 1110151022      304     /ｷｼﾀﾞ    /木村S   

12 プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神 マックス・ウェーバー 著 有斐閣 1110150917      331.33  /ｶｼﾞﾔ    /木村S   

13 アイヌの人たちとともに 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 1110152822      382.11  /ｱｲﾇ     /木村S   

14 衣服と装身の心理学 神山 進 著 関西衣生活研究会 1110150925      383.1   /ｺｳﾔ     /木村S   

15 概説西洋服飾史 村上 憲司  著 関西衣生活研究会 1110150248      383.1   /ﾑﾗｶ     /木村S   

16 自然のこえ命のかたち 国立民族学博物館 編 昭和堂 1110154893      383.93  /ｺｸﾘ     /木村S   

17 神がみのパフォーマンス 近藤 雅樹  編著 淡交社 1110151592      383.93  /ｺﾝﾄﾞ    /木村S   

18 敕宣：正一位姥神大神宮 江差姥神大神宮  〔著〕 〔江差姥神大神宮〕 1110151584      386.118 /ｴｻｼ     /木村S   

19 江差姥神大神宮祭礼写真集 爲岡 進  著 北海道出版企画センター 1110154372      386.118 /ﾀﾒｵ     /木村S   

20 音をかたちへ 中島  貞夫 監修 醍醐書房 1110150800      386.823 /ﾅｶｼﾞ    /木村S   

21 加西の「ふるさと散歩」 加西市教育委員会生涯学習課  編 加西市教育委員会 1110151006      388.164 /ｶｻｲ     /木村S   

22 国立民族学博物館展示ガイド 国立民族学博物館  編 国立民族学博物館 1110153291      389.06  /ｺｸﾘ     /木村S   

23 アーバンデザインマニュアル 第3部 豊中市政策推進部都市デザイン課  〔編〕 豊中市政策推進部都市デザイン課 1110151964      518.8   /ﾄﾖﾅ     /木村S   

24 建築芸術論 ブルーノ・タウト  〔著〕 岩波書店 1110150974      520     /ｼﾉﾀﾞ    /木村S   

25 建築のなかの都市 上田 篤 著 プロセスアーキテクチュア 1110150875      520.87  /ｳｴﾀﾞ    /木村S   

26 自給自邸 INAXギャラリー企画委員会  企画 INAX出版 1110152855      527     /ｲﾅｯ     /木村S   

27 軽井沢彫家具 軽井沢彫家具編集委員会  編 軽井沢町商工会 1110154430      583.8   /ｶﾙｲ     /木村S   

28 直線を着る 大塚 末子  著 求龍堂 1110153259      593.1   /ｵｵﾂ     /木村S   

29 被服デザインの体系 伊藤  紀之 著 三共出版 1110150859      593.3   /ｲﾄｳ     /木村S   

30 被服図案 宮下孝雄 著 光生館 1110151329      593.3   /ﾐﾔｼ     /木村S   
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31 キルトクリエイション 秦泉寺  由子 日本ヴォーグ社 1110151253      594.9   /ｼﾞﾝｾﾞ   /木村S   

32 ベルギー館 ベルギー大使館  〔編〕 〔出版者不明〕 1110153804      606.9   /ﾍﾞﾙｷﾞ   /木村S   

33 美学原論 渡辺 吉治  著 第一書房 1110152772      701     /ﾜﾀﾅ     /木村S   

34 現代芸術の美学 竹内  敏雄 著 東京大学出版会 1110150867      701.1   /ﾀｹｳ     /木村S   

35 エステティカ 望月 登美子  著 文化出版局 1110150982      701.1   /ﾓﾁｽﾞ    /木村S   

36 芸術史の哲学 山本 正男  著 美術出版社 1110150941      701.1   /ﾔﾏﾓ     /木村S   

37 芸術の社会性：ヨーゼフ・ボイスからの投影 武蔵野美術大学平成5年度共同研究会「芸術の社会性：ヨーゼフ・ボイスからの投影」  編武蔵野美術大学 1110150297      701.3   /ﾑｻｼ     /木村S   

38 現代美術夢むだ話 実川 暢宏  著 冬青社 1110153408      702.07  /ｼﾞﾂｶ    /        

39 岡山県立美術館収蔵作品選 2005 岡山県立美術館 編 岡山県立美術館 1110150891      702.1   /ｵｶﾔ     /木村S   

40 日本美術の演出者 : パトロンの系譜 田中  日佐夫  著 駸々堂出版 1110151204      702.1   /ﾀﾅｶ     /木村S   

41 水性であること 伊藤 正人  著・〔作〕 Ain soph dispatch 1110153705      702.16  /ｲﾄｳ     /        

42 inクラフツ：混成軌道 2018 加須屋 明子 〔ほか〕 編 龍野アートプロジェクト 1110153713      702.1964/ﾀﾂﾉ     /2018    

43 美術ひろしま30 2016-18 美術ひろしま30編集委員会  編 広島市文化財団 1110153796      702.1976/ﾋﾛｼ     /2016    

44 国際交流美術史研究会シンポジアム 第1回 国際交流美術史研究会  〔編〕 国際交流美術史研究会 1110152012      702.2   /ｺｸｻ     /木村S   

45 シンポジウム「再考:アジア現代美術」報告書 古市 保子  編 国際交流基金アジアセンター 1110152830      702.2   /ｺｸｻ     /木村S   

46 ヨーロッパの現代美術 土方定一  著 毎日新聞社 1110151014      702.3   /ﾋｼﾞｶ    /木村S   

47 ヨーゼフ・ボイス 岡林 洋  編 岡林洋 1110151972      702.34  /ﾎﾞｲｽ    /木村S   

48 MOA美術館名品図録 総合篇 MOA美術館  編 エムオーエー商事 1110151279      703.8   /ｴﾑｵ     /木村S   

49 紀井文庫art collection:作品選 井内盛英堂  〔編〕 井内盛英堂 1110153739      703.8   /ｷｾｲ     /        

50 天童市美術館所蔵名品集 天童市美術館所蔵美術品名作集作成実行委員会・天童市  編天童市美術館所蔵美術品名作集作成実行委員会・天童市1110154331      703.8   /ﾃﾝﾄﾞ    /        

51 志の縁をつないでそして未来へ 島田 誠 〔編〕 公益財団法人神戸文化支援基金  島田  誠 1110154174      704     /ｼﾏﾀﾞ    /        

52 美のイメエジ 宗 左近  著 PHP研究所 1110150768      704     /ｿｳ      /木村S   

53 美術随想 富永 惣一 著 創芸社 1110150909      704     /ﾄﾐﾅ     /木村S   

54 Inter Design '96 Gifu, Japan 日本文化デザインフォーラム  〔編〕 日本文化デザインフォーラム 1110152871      704     /ﾆﾎﾝ     /木村S   

55 仲田  定之助 仲田 定之助  〔著〕 ゆまに書房 1110153820      704     /ﾋﾞｼﾞﾕ   /18      

56 批評と批評家 五十殿 利治  編・監修 ゆまに書房 1110153838      704     /ﾋﾞｼﾞﾕ   /19      

57 戦争美術の証言 上 五十殿 利治  監修 ゆまに書房 1110153846      704     /ﾋﾞｼﾞﾕ   /20      

58 戦争美術の証言 下 五十殿 利治  監修 ゆまに書房 1110154604      704     /ﾋﾞｼﾞﾕ   /21      

59 国立新美術館ワークショップ記録集 2007年3月-2011年2月 国立新美術館  教育普及室 ほか 編 国立新美術館 1110154265      706.9   /ｺｸﾘ     /2007    

60 佐賀モバイル・アカデミー・オブ・アート 2018 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 1110154299      706.9   /ｻｶﾞﾓ    /2018    
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61 Entrance to art：西武美術館の10年 西武美術館  編 リブロポート 1110153903      706.9   /ｾｲﾌﾞ    /木村S   

62 Nagoya/Boston Museum of Fine Arts 名古屋ボストン美術館  編 名古屋ボストン美術館編 1110153747      706.9   /ﾅｺﾞﾔ    /        

63 めぐるりアート静岡：記録集 2018 企画者一同   編 静岡大学 1110154307      706.9   /ﾒｸﾞﾙ    /2018    

64 横須賀美術館アートカード・指導案 横須賀市教育委員会  〔ほか〕  編 地域とはぐくむ子どものための鑑賞教育基盤設備事業実行委員会1110154273      707.9   /ﾁｲｷ     /        

65 地域ではぐくむ鑑賞のチカラ 横須賀美術館 〔編〕 地域とはぐくむ子どものための鑑賞教育基盤整備事業実行委員会1110154281      707.9   /ﾁｲｷ     /        

66 鑑賞教育フォーラム報告書 地域とはぐくむ子どものための鑑賞教育基盤整備事業実行委員会 編地域とはぐくむ子どものための鑑賞教育基盤整備事業実行委員会1110154315      707.9   /ﾁｲｷ     /        

67 茨城県近代美術館所蔵作品図録 Ⅱ 茨城県近代美術館  編 茨城県立近代美術館 1110154216      708.7   /ｲﾊﾞﾗ    /Ⅱ      

68 後藤 愛彦 石原 実 神林 學 大薗 弘治 縣 孝二 メゾン・マミ  〔編〕 メゾン・マミ 1110153788      708.7   /ﾒｿﾞﾝ    /        

69 歴史・名作・美術館 メトロポリタン美術館  著 福武書店 1110151220      708.7   /ﾒﾄﾛ     /木村S   

70 豊かな心情の世界 成田 孝  編 [成田孝] 1110151642      708.7   /ﾕﾀｶ     /木村S   

71 浅野孟府彫刻作品集 浅野  孟府  〔作〕 浅野孟府彫刻作品集刊行委員会 1110151071      710.87  /ｱｻﾉ     /木村S   

72 KAJIMA彫刻コンクール記録集 KAJIMA彫刻コンクール実行委員会事務局  編鹿島建設 1110153721      710.87  /ｶｼﾞﾏ    /        

73 広場の芸術 1977-1992 桑原 住雄  著 桑原住雄 1110153515      710.87  /ｸﾜﾊﾞ    /木村S   

74 坂出達典1949-2016 坂出 達典  〔作〕 坂出達典記録集作成発刊プロジェクト 1110154349      712.1   /ｻｶﾃﾞ    /        

75 坂出達典1949-2016 坂出 達典  〔作〕 坂出達典記録集作成発刊プロジェクト 1110154356      712.1   /ｻｶﾃﾞ    /        

76 河口龍夫 桜画廊  〔編〕 〔桜画廊〕 1110150552      712.1   /ｻｸﾗ     /木村S   

77 村上炳人彫刻集 村上炳人  監修・〔作〕 便利堂 1110153309      712.1   /ﾑﾗｶ     /木村S   

78 八木正 小田 英之  編 八木敏 1110154380      712.1   /ﾔｷﾞ     /木村S   

79 絵画における南欧と北欧 植田  寿蔵  著 創文社 1110151295      720.4   /ｳｴﾀﾞ    /木村S   

80 形 沢瀉久敬  澤瀉久敬  著 燈影社 1110150693      720.4   /ｵﾓﾀﾞ    /木村S   

81 絵更紗画林 絵更紗画林  編 絵更紗画林 1110150545      720.87  /ｴｻﾗ     /木村S   

82 絵更紗画林 絵更紗画林  編 絵更紗画林 1110151113      720.87  /ｴｻﾗ     /木村S   

83 三樹庵 絵更紗画林 〔編〕 絵更紗画林 1110151154      720.87  /ｴｻﾗ     /木村S   

84 孫雅由作品集 孫 雅由  著 光琳社出版 1110151063      720.87  /ｿﾝ      /木村S   

85 孫雅由作品集 孫 雅由  著 光琳社出版 1110152749      720.87  /ｿﾝ      /木村S   

86 等伯畫説 源 豊宗  考註 〔源豊宗〕 1110154133      721.2   /ﾐﾅﾓ     /木村S   

87 水墨画の巨匠 第5巻 第一出版センター 講談社 1110150792      721.3   /ｽｲﾎﾞ    /木村S   

88 赤松燎の世界 赤松 燎 〔画〕 書肆亥工房 1110154182      721.9   /ｱｶﾏ     /        

89 画集石踊達哉 石踊達哉 著 ビジョン企画出版社 1110154125      721.9   /ｲｼｵ     /木村S   

90 篁牛人の画業 第1集 (水墨・渇筆画の世界) 篁  牛人  〔著〕 富山市篁牛人記念美術館 1110151261      721.9   /ﾀｶﾑ     /木村S   
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91 黒坂スケッチ帖 早川幾忠  畫文 完石山人著作刊行會 1110152814      721.9   /ﾊﾔｶ     /木村S   

92 水墨画「瀬戸内海」 山田プランニング  編 NHKきんきメディアプラン 1110150271      721.9   /ﾏﾂﾓ     /木村S   

93 韓国絵画史 安   輝濬  著 吉川弘文館 1110151188      722.1   /ｱﾝ      /木村S   

94 旅人泉茂自著述集 泉 茂   著 番画廊 1110153200      723.1   /ｲｽﾞﾐ    /木村S   

95 海を見つめる画家たち 2 大久保 守  著 鳥影社 1110152434      723.1   /ｵｵｸ     /2       

96 1962年、青年画家の旅 大熊 峻  著・〔画〕 信田敏広・信田知美 1110154455      723.1   /ｵｵｸ     /木村S   

97 maru：小野田實 日本語版 アンヌ・モッセリ＝マルリオ  編 Scheidegger&Spiess 1110154364      723.1   /ｵﾉﾀﾞ    /        

98 建物と作品 鎌苅 登代子  著 鎌苅 登代子 1110152731      723.1   /ｶﾏｶ     /木村S   

99 クレパス画集 富永 秀男  編 サンケイ文化センター 1110151600      723.1   /ｸﾚﾊﾟ    /木村S   

100 後藤愛彦 後藤 愛彦  〔画〕 メゾン・マミ 1110153754      723.1   /ｺﾞﾄｳ    /        

101 薔薇と海 佐々木 豊  著 求龍堂 1110152418      723.1   /ｻｻｷ     /        

102 追憶の記 芝田 藤子 著 思文閣出版 1110150784      723.1   /ｼﾊﾞﾀ    /木村S   

103 神領照美  画集 神領 照美  著 桃山出版 1110153275      723.1   /ｼﾝﾘ     /木村S   

104 街道をゆく 須田剋太  著・〔画〕 朝日新聞社 1110154406      723.1   /ｽﾀﾞ     /木村S   

105 池田龍雄 寺門 臨太郎  編 筑波大学芸術系 1110152426      723.1   /ﾂｸﾊﾞ    /6       

106 美の生理 津高 和一  著 亜騎保 1110153911      723.1   /ﾂﾀｶ     /木村S   

107 中根寛画集 中根寛  著 求龍堂 1110154158      723.1   /ﾅｶﾈ     /        

108 中野昇二郎 中野 昇二郎  著・〔画〕 三帆舎 1110153762      723.1   /ﾅｶﾉ     /1       

109 中野昇二郎 中野 昇二郎  著・〔画〕 三帆舎 1110153770      723.1   /ﾅｶﾉ     /2       

110 中原史雄画集 中原 史雄 〔画〕 〔出版者不明〕 1110151949      723.1   /ﾅｶﾊ     /木村S   

111 西谷成画集 西谷 成  〔画〕 西谷郁子 1110154190      723.1   /ﾆｼﾀ     /        

112 西谷成画集 西谷 成  〔画〕 西谷郁子 1110154208      723.1   /ﾆｼﾀ     /        

113 野田正明作品集 野田 正明  著 阿部出版 1110151055      723.1   /ﾉﾀﾞ     /木村S   

114 野田弘志:写実照応 米倉 守  著 求龍堂 1110151238      723.1   /ﾉﾀﾞ     /木村S   

115 浜田泰介水彩画集 浜田 泰介  〔画〕 アトリエミキ 1110154463      723.1   /ﾊﾏﾀﾞ    /木村S   

116 福井望作品集 福井 望  〔画〕 〔出版者不明〕 1110153812      723.1   /ﾌｸｲ     /木村S   

117 藤田豊作品集 藤田 豊  〔画〕 〔藤田豊〕 1110154141      723.1   /ﾌｼﾞﾀ    /木村S   

118 南欧スケッチ紀行 矢野 喜久男  著 喜撰画会 1110151105      723.1   /ﾔﾉ      /木村S   

119 神野八重子作品集 大橋 紀生  編 神野八重子 1110154224      723.19  /ｼﾞﾝﾉ    /        

120 パウル・クレー W.ハフトマン 著 美術出版社 1110150743      723.34  /ｸﾚｰ     /木村S   
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121 マルセル・デュシャン アフタヌーン・インタヴューズ マルセル・デュシャン  著 河出書房新社 1110153358      723.35  /ﾃﾞﾕｼ    /        

122 百年の《泉》 平芳 幸浩  編 LIXIL出版 1110153523      723.35  /ﾋﾗﾖ     /        

123 マルセル・デュシャンとは何か 平芳 幸浩  著 河出書房新社 1110154232      723.35  /ﾋﾗﾖ     /        

124 フレスコ讃歌 ゲオルク  ムゥヒェ 著 岩崎美術社 1110153184      724.37  /ﾑｳﾋ     /木村S   

125 イラストレーションファイル 2017 上巻 illustration編集部  編 玄光社 1110154562      726.5   /ｲﾗｽ     /2017-1  

126 イラストレーションファイル 2017 下巻 illustration編集部  編 玄光社 1110154570      726.5   /ｲﾗｽ     /2017-2  

127 古代末期の写本画 東京藝術大学美術学部西洋美術史研究室  編〔東京藝術大学美術学部〕 1110151998      726.5   /ｺｼ      /木村S   

128 激しく創った!! 田島 征彦  著 メディアリンクス・ジャパン 1110150883      726.601 /ﾀｼﾞﾏ    /木村S   

129 片山利弘作品集 片山 利弘  著・〔画〕 鹿島出版会 1110151089      727     /ｶﾀﾔ     /木村S   

130 川邊清華作品集 川邊 清華  著・〔書〕 〔出版者不明〕 1110154398      728.21  /ｶﾜﾍﾞ    /木村S   

131 秀島踏波:書 秀島 踏波 〔書〕 秀島保雄 1110154471      728.21  /ﾋﾃﾞｼ    /木村S   

132 山本廣1993-94の作品 山本廣  [作] 山本廣 1110150487      728.21  /ﾔﾏﾓ     /木村S   

133 山本廣1995年・作品：記号の森 山本廣  [作] 月精舎 1110150495      728.21  /ﾔﾏﾓ     /木村S   

134 わが書と水墨 榊 莫山  著 創元社 1110153226      728.216 /ｻｶｷ     /木村S   

135 古筆に学ぶ 榎倉 香邨  著 二玄社 1110150776      728.5   /ｴﾉｸ     /木村S   

136 香瓔 第29回選抜 香瓔会  〔編〕 香瓔会 1110154448      728.8   /ｺｳﾖ     /木村S   

137 拝啓  山頭火さま 秋山  巌  著 春陽堂書店 1110150842      733.087 /ｱｷﾔ     /木村S   

138 内田智也銅版画集 1988-2000 内田  智也 著 吉備人出版 1110150826      735.087 /ｳﾁﾀﾞ    /木村S   

139 光の間 秋岡美帆  〔撮影〕 H.O.T Gallery 1110153283      748     /ｱｷｵ     /木村S   

140 天然色光画帖：すすき 光光庵自然坊  〔著〕 自然館 1110151303      748     /ｲﾉｳ     /木村S   

141 ふるさとのねこ 岩合光昭 著・〔写真〕 クレヴィス 1110154323      748     /ｲﾜｺﾞ    /        

142 90歳の肖像写真家 尾内 七郎  著・〔写真〕 オウチ写真場 1110154422      748     /ｵｳﾁ     /木村S   

143 岡本雅央写真集：高野山 岡本 雅央  〔撮〕 岡本雅央写真集編集委員会 1110150701      748     /ｵｶﾓ     /木村S   

144 京都現代写真作家展 記録集 第16回（2017） 第16回京都現代写真作家展 実行委員会  〔編〕第16回京都現代写真作家展実行委員会 1110154240      748     /ｷﾖｳ     /16      

145 京都現代写真作家展 記録集 第16回（2017） 第16回京都現代写真作家展 実行委員会  〔編〕第16回京都現代写真作家展実行委員会 1110154257      748     /ｷﾖｳ     /16      

146 アンドレ・ケルテス：まなざしの美学 アンドレ・ケルテス [撮影] 東京富士美術館 1110150719      748     /ｹﾙﾃ     /木村S   

147 一期一会 津田 洋甫  著 求竜堂 1110153242      748     /ﾂﾀﾞ     /木村S   

148 シンフォニー:大地の詩 津田 洋甫  著・〔撮〕 光村推古書院 1110154489      748     /ﾂﾀﾞ     /木村S   

149 花 花の会 編 月刊さつき研究社 1110150818      748     /ﾊﾅﾉ     /木村S   

150 Portraits 松本 路子  著 河出書房新社 1110150750      748     /ﾏﾂﾓ     /木村S   
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151 瀬戸内 森田  敏隆  写真 毎日新聞社 1110150834      748     /ﾓﾘﾀ     /木村S   

152 文字と社会、そのかけ橋として 「森澤嘉昭とその時代」刊行委員会 編 モリサワ 1110153192      749.21  /ﾓﾘｻ     /木村S   

153 愛知県陶磁美術館所蔵品図録 Ⅳ 愛知県陶磁美術館学芸課  編 愛知県陶磁美術館 1110154166      751.087 /ｱｲﾁ     /4       

154 打越窯 鹿間 厚次郎  編 鹿間厚次郎 1110154497      751.1   /ｼｶﾏ     /木村    

155 悼 関谷 興仁  著 朝露館 1110151139      751.1   /ｾｷﾔ     /木村S   

156 Hayashi:Hideyuki Hayashi 1969-1984 林 秀行  〔作〕 山木美術館 1110152863      751.1   /ﾊﾔｼ     /木村S   

157 藤原雄陶の譜 藤原 雄  〔著・作〕 藤原雄陶の譜刊行会 1110152236      751.1   /ﾌｼﾞﾜ    /木村S   

158 精霊と土と炎 福元 繁樹  著 東京美術 1110150263      751.4   /ｾｲﾚ     /木村S   

159 生田丹代子作品集 生田 丹代子  編 生田丹代子 1110150560      751.5   /ｲｸﾀ     /木村S   

160 漆人：角偉三郎の世界 角  偉三郎  [作] 梧桐書院 1110151212      752.2   /ｶﾄﾞ     /木村S   

161 伊砂利彦作品集 〔布装丁版〕 伊砂 利彦  著 用美社 1110153234      753.8   /ｲｻ      /木村S   

162 ガラスジュエリー 光島 和子  著 光村印刷 1110152723      755.3   /ﾐﾂｼ     /木村S   

163 国際デザイン・フェスティバル 国際デザイン交流協会  企画・製作 国際デザイン交流協会 1110152756      757     /ｺｸｻ     /木村S   

164 国際デザイン・フェスティバル 第7回 国際デザイン交流協会  企画・製作 国際デザイン交流協会 1110153549      757     /ｺｸｻ     /木村S   

165 叢書・近代日本のデザイン 57 森 仁史  監修・解説 ゆまに書房 1110153853      757.021 /ﾓﾘ      /57      

166 叢書・近代日本のデザイン 58 森 仁史  監修 ゆまに書房 1110153861      757.021 /ﾓﾘ      /58      

167 叢書・近代日本のデザイン 60 森 仁史  監修 ゆまに書房 1110153879      757.021 /ﾓﾘ      /60      

168 叢書・近代日本のデザイン 61 森 仁史  監修 ゆまに書房 1110153887      757.021 /ﾓﾘ      /61      

169 叢書・近代日本のデザイン 64 森 仁史  監修 ゆまに書房 1110154588      757.021 /ﾓﾘ      /64      

170 叢書・近代日本のデザイン 65 森 仁史  監修 ゆまに書房 1110153895      757.021 /ﾓﾘ      /65      

171 色彩学 近藤 恒夫  著 理工図書 1110151956      757.4   /ｺﾝﾄﾞ    /木村S   

172 与勇輝の世界 与 勇輝  著・〔作〕 河口湖ミューズ館・与勇輝館 1110151980      759.087 /ｱﾀｴ     /木村S   

173 アルビン・エイリー舞踊団  日本公演プログラム 日本文化財団  編 日本文化財団 1110151147      769.53  /ﾆﾎﾝ     /木村S   

174 フィルム・アーカイヴの仕事：再定義 国立美術館  著 国立美術館 1110152798      778.235 /ｺｸﾘ     /木村S   

175 「ジャン・ルノワール芸術の魅力と秘密」講演集 東京国立近代美術館  著 東京国立近代美術館 1110152780      778.235 /ﾄｳｷ     /木村S   

176 ハリー・ポッター魔法族大図鑑 ジョディ・レベンソン  作 静山社 1110153697      778.253 /ﾚﾍﾞﾝ    /        

177 勅使河原宏作品集 勅使河原 宏  著 草月出版 1110151618      793     /ﾃｼｶﾞ    /木村S   

178 展覧会のいけばな 1997 草月出版  〔編〕 草月出版 1110151659      793     /ﾃﾝﾗ     /木村S   

179 未生：花の哲理 和田 高甫 著 創元社 1110150255      793     /ﾜﾀﾞ     /木村S   

180 盛花百選 小原流研究院 編 小原流出版事業部 1110151675      793.6   /ｵﾊﾗ     /木村S   
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181 文字の起源 カーロイ・フェルデシ=パップ  著 岩波書店 1110154414      801.1   /ﾌｴﾙ     /木村S   

182 司馬遼太郎 司馬遼太郎記念財団 企画編集 司馬遼太郎記念財団 1110150289      910.268 /ｼﾊﾞ     /木村S   

183 詩集：オーロラの墓場 佐藤 鶴麿  著 秋田文化出版社 1110153218      911.56  /ｻﾄｳ     /木村S   

184 里見八犬伝の世界 信多  純一  著 岩波書店 1110151170      913.56  /ｼﾉﾀﾞ    /木村S   

185 三分間の幸福 浜田  幹子 文 アトリエ ミキ 1110151337      914.6   /ﾊﾏﾀﾞ    /木村S   

186 錬金術師ニコラ・フラメル マイケル・スコット  著 理論社 1110153671      933.7   /ｽｺﾂ     /        



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 8/18ページ
資料区分  ： 洋書

受入日付  ：  2019年2月1日～2019年3月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

187 Tadao Ando Tadao Ando Academy editions 1160016380      520.87  /AND     /木村S   

188 Daughter of art history Yasumasa Morimura〔作〕 Aperture Foundation (New York) 1160016406      702.16  /MOR     /木村S   

189 Mart guida editoria:Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento e RoveretoElecta 1160016497      706.9   /MUE     /        

190 Shingu Direction editoriale:Philippe monsel Cercle d'art 1160016471      712.1   /SHI     /木村S   

191 Pissarro and Pontoise author:Brettell, Richard R. Yale University Press 1160016505      723.35  /PIS     /        

192 致我們的時代和友人 黄 義雄  著 臺北市立美術館 1160016489      732.334 /LEE     /        

193 Chihuly silvered Chihuly silvered Chihulyworkshop 1160016513      751.5   /SIL     /        
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194 佐賀藩十代藩主鍋島直正展 佐賀大学美術館  〔ほか〕  編 佐賀大学美術館 1210138309 C    210.58  /ﾅﾍﾞｼﾞ   /        

195 「東京150年」 東京都江戸東京博物館  編 東京都江戸東京博物館 1210139406 C    213.6   /ﾄｳｷ     /        

196 シルクロードのまもり 大阪府立近つ飛鳥博物館  編 大阪府立近つ飛鳥博物館 1210139653 C    222.042 /ｼﾙｸ     /木村S   

197 三千年の文化交流：日中貨幣展 大阪市立博物館  編 大阪市立博物館 1210135354 C    337.22  /ｻﾝｾﾞ    /木村S   

198 草原の遊放文明 小長谷有紀  〔ほか〕  編著者 千里文化財団 1210139497 C    382.22  /ｿｳｹﾞ    /木村S   

199 鳥居龍藏の見たアジア 国立民族学博物館  編 国立民族学博物館 1210139695 C    389.2   /ﾄﾘｲ     /木村S   

200 田中 克明 黒澤 誠人  編 武蔵野美術大学美術館・図書館 1210139018 C    501.83  /ﾀﾅｶ     /        

201 関西のモダニズム建築20選 芦屋市立美術博物館  企画監修 淡交社 1210138358 C    523.16  /ｶﾝｻ     /        

202 建築家ブルーノ・タウトのすべて 武蔵野美術大学タウト展委員会  編 武蔵野美術大学 1210138119 C    523.34  /ﾀｳﾄ     /木村S   

203 アノイ・アールト 岡部 三知代  編 公益財団法人ギャラリーエークワッド 1210139109 C    523.3892/ｱｰﾙ     /        

204 アルヴァ・アアルト 和田 菜穂子  編 国書刊行会 1210138572 C    523.3892/ｱｱﾙ     /        

205 アルヴァ・アアルト 和田 菜穂子  編 国書刊行会 1210138945 C    523.3892/ｱｱﾙ     /        

206 開館40周年記念展 第1部 熊谷 ゆう子  編 群馬県立近代美術館 1210138499 C    702.07  /ｶｲｶ     /1       

207 開館40周年記念展 第2部 田中  龍也  〔ほか〕 編 群馬県立近代美術館 1210138507 C    702.07  /ｶｲｶ     /2       

208 瀧口修造とタケミヤ画廊 佐谷画廊  編 佐谷画廊 1210138127 C    702.07  /ﾀｷｸﾞ    /木村S   

209 京都御所ゆかりの至宝 京都国立博物館  編 京都新聞社 1210135149 C    702.1   /ｷｮｳ     /木村S   

210 探検！仏さまの文様 奈良国立博物館  編 奈良国立博物館 1210135388 C    702.1   /ﾀﾝｹ     /木村S   

211 模写・模造と日本美術 東京国立博物館 編 東京国立博物館 1210136519 C    702.1   /ﾓｼﾔ     /木村S   

212 春を寿ぐ 徳川記念財団  編 徳川記念財団 1210139281 C    702.15  /ﾄｸｶﾞ    /        

213 青森Earth 2014 奥脇 嵩大  編 青森県立美術館 1210138515 C    702.16  /ｱｵﾓ     /2014    

214 赤瀬川原平：未発表コラージュ展 赤瀬川原平  〔著〕 兒嶋画廊 1210139182 C    702.16  /ｱｶｾ     /        

215 あさごアートコンペティション 2018 第7回 あさご芸術の森美術館  〔編〕 あさご芸術の森美術館 1210138374 C    702.16  /ｱｻｺﾞ    /2018    

216 イケムラ レイコ 国立西洋美術館  〔ほか〕  編 求龍堂 1210139067 C    702.16  /ｲｹﾑ     /        

217 今井祝雄展 井上 道子  編 galerie 16 1210136899 C    702.16  /ｲﾏｲ     /木村S   

218 大平  実 大平  実  〔作〕 桜画廊 1210137392 C    702.16  /ｵｵﾋ     /木村S   

219 郭徳俊 安來 正博  文・編集 国立国際美術館 1210139075 C    702.16  /ｶｸ      /        

220 こいのぼりなう 小野寺 奈津  編 国立新美術館 1210138705 C    702.16  /ｺｲﾉ     /        

221 國府理作品集 國府 理  著 アートコートギャラリー 1210138150 C    702.16  /ｺｸﾌ     /木村S   

222 昭和・平成のヒーロー＆ピーポー 別冊 兵庫県立美術館  〔ほか〕  編 兵庫県立美術館 1210139224 C    702.16  /ｼﾖｳ     /兵美    

223 昭和・平成のヒーロー＆ピーポー 別冊 兵庫県立美術館  〔ほか〕  編 兵庫県立美術館 1210139232 C    702.16  /ｼﾖｳ     /兵美    
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224 昭和・平成のヒーロー＆ピーポー 別冊 兵庫県立美術館  〔ほか〕  編 兵庫県立美術館 1210139240 C    702.16  /ｼﾖｳ     /兵美    

225 40:Teruyuki Tsubouchi exhibition:1973-1982 坪内晃幸  〔作〕 〔松村画廊〕 1210135784 C    702.16  /ﾂﾎﾞｳ    /木村S   

226 東北障がい者芸術公募展  作品集 第4回 Art to You!東北障がい者芸術公募展実行委員会  編東北障がい者芸術支援機構 1210139455 C    702.16  /ﾄｳﾎ     /4       

227 言葉と美術が繋ぐもの ギャラリーヤマキファインアート  編 ギャラリーヤマキファインアート 1210138184 C    702.16  /ﾅｶﾊ     /木村S   

228 日本のアール・ブリュット ローザンヌアール・ブリュットコレクション 〔編〕 国書刊行会 1210139059 C    702.16  /ﾆﾎﾝ     /        

229 化け物 工藤 健志  〔ほか〕編著 青幻舎 1210138622 C    702.16  /ﾊﾞｹﾓ    /        

230 日比野克彦展 日比野克彦  〔作〕 平塚市美術館 1210136162 C    702.16  /ﾋﾋﾞﾉ    /木村S   

231 言語と美術 平出 隆  編著 DIC川村記念美術館 1210139315 C    702.16  /ﾋﾗﾃﾞ    /        

232 二木直巳展 武蔵野美術大学出版編集室  編 〔ギャラリーaM〕 1210135743 C    702.16  /ﾌﾀｷ     /木村S   

233 Local Prospects 4 三菱地所アルティアム  編 三菱地所アルティアム 1210139265 C    702.16  /ﾐﾂﾋﾞ    /4       

234 ムサビ助手展2018 2018 坂口  雅仁  編 武蔵野美術大学美術館・図書館 1210139026 C    702.16  /ﾑｻｼ     /2018    

235 森山 安英 黒川 典是  編 grambooks 1210139141 C    702.16  /ﾓﾘﾔ     /        

236 釈迦信仰と清凉寺 京都国立博物館  編 京都新聞社 1210135131 C    702.17  /ｼｬｶ     /木村S   

237 大徳寺名宝展 京都国立博物館  編 日本経済新聞社 1210135370 C    702.17  /ﾀﾞｲﾄ    /木村S   

238 唐招提寺展 小澤 研太郎  編 TBS 1210136311 C    702.17  /ﾄｳｼ     /木村S   

239 奈良の古寺と仏像 大橋 一章 〔ほか〕 監修 日本経済新聞社 1210136857 C    702.17  /ﾅﾗﾉ     /木村S   

240 南禅寺 東京国立博物館  〔ほか〕編 朝日新聞社 1210138754 C    702.17  /ﾅﾝｾﾞ    /木村S   

241 西本願寺の秘宝展 京都国立博物館  編 西本願寺 1210135362 C    702.17  /ﾆｼﾎ     /木村S   

242 はるかなるガンダーラ 並河萬里  〔撮影〕 はるかなるガンダーラ写真展実行委員会 1210136584 C    702.17  /ﾊﾙｶ     /木村S   

243 アジアにめざめたら 東京国立近代美術館  〔ほか〕  編 東京国立近代美術館 1210139273 C    702.2   /ｱｼﾞｱ    /        

244 ボストン美術館パリジェンヌ展 名古屋ボストン美術館  〔ほか〕  編 NHK 1210138382 C    702.35  /ﾎﾞｽﾄ    /        

245 頴川美術館の名品 渋谷区立松濤美術館  編 渋谷区立松濤美術館 1210138424 C    703.8   /ｴｶﾞﾜ    /        

246 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 1210137731 C    703.8   /ｻﾝﾄ     /木村S   

247 １９７１年展 日本洋画商協同組合  編 日本洋画商協同組合 1210138135 C    706.7   /ｾﾝｷ     /木村S   

248 美術画廊：アート・ルネッサンス：美の饗宴 JR大阪三越伊勢丹  〔編〕 JR大阪三越伊勢丹 1210135180 C    706.9   /ｱｰﾄ     /木村S   

249 イサム・ノグチと長谷川三郎：変わるものと変わらざるもの 横浜美術館  編 横浜美術館 1210139356 C    706.9   /ｲｻﾑ     /        

250 イサム・ノグチと長谷川三郎：変わるものと変わらざるもの 横浜美術館  編 横浜美術館 1210139521 C    706.9   /ｲｻﾑ     /        

251 Bento:おべんとう展 ごちそうさま編 東京都美術館  〔ほか〕  編・執筆 東京都美術館 1210139125 C    706.9   /ｵﾍﾞﾝ    /        

252 ハピネス 森美術館 編 森美術館 1210136485 C    706.9   /ﾊﾋﾟﾈ    /木村S   

253 リュミエール展作品集 77 東京髙島屋美術部  編 〔東京〕 1210135685 C    706.9   /ﾘﾕﾐ     /木村S   
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254 廃材アート展 門千穂  編 浜田市世界こども美術館 1210139463 C    707     /ﾊﾏﾀﾞ    /        

255 第１２回京都美術展 京都府京都文化博物館  編 京都府〔ほか〕 1210135511 C    708.7   /ｱｰﾄ     /木村S   

256 一陽展 第64回（2018） 一陽会  〔編〕 一陽会 1210138291 C    708.7   /ｲﾁﾖ     /64      

257 ウェザーリポート 栃木県立美術館  編 栃木県立美術館 1210139513 C    708.7   /ｳｴｻﾞ    /        

258 昭和56年度卒業・修了制作図録 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 1210136543 C    708.7   /ｷﾖｳ     /木村S   

259 京都美術懇話会展 第10回記念 京都美術懇話会  編 芸艸堂 1210138242 C    708.7   /ｷﾖｳ     /木村S   

260 国際インパクト・アート・フェスティバル’８０ 1980 京都国際芸術センター  編 京都国際芸術センター 1210136238 C    708.7   /ｺｸｻ     /木村S   

261 国際インパクト・アート・フェスティバル 第25回 京都国際芸術センター  〔編〕 京都国際芸術センター 1210139661 C    708.7   /ｺｸｻ     /木村S   

262 世代展 世代会  著作 世代会 1210135115 C    708.7   /ｾﾀﾞｲ    /木村S   

263 東京藝術大学卒業・修了制作作品集 平成30年度(2019) 東京藝術大学美術学部  編 東京藝術大学美術学部 1210139208 C    708.7   /ﾄｳｷ     /2019    

264 Domani・明日展 20th アート・ベンチャー・オフィスショウ 〔ほか〕 編 文化庁 1210138655 C    708.7   /ﾄﾞﾏｰ    /20      

265 Domani・明日展 21st 内田 伸一  編 文化庁 1210139042 C    708.7   /ﾄﾞﾏｰ    /21      

266 二紀展 第72回（2018） 二紀会  〔編〕 二紀会 1210138978 C    708.7   /ﾆｷ      /72      

267 改組 新 日展作品集 第5回 日展  編 日展 1210138523 C    708.7   /ﾆﾂﾃ     /5       

268 三重の美術・現代展カタログ 三重県立美術館  編 三重県立美術館 1210137095 C    708.7   /ﾐｴﾉ     /木村S   

269 ミニマルアート 国立国際美術館  編 国立国際美術館 1210138747 C    708.7   /ﾐﾆﾏ     /木村S   

270 モダンアート展 第32回（1982） モダンアート協会  〔編〕 モダンアート協会 1210138275 C    708.7   /ﾓﾀﾞﾝ    /木村S   

271 琉球・沖縄へのまなざし 浦添市美術館編 浦添市美術館 1210137178 C    709.194 /ﾘﾕｳ     /木村S   

272 彫刻の森美術館大賞展 第３回 第３回彫刻の森美術館大賞展カタログ編集委員会  編集彫刻の森美術館 1210135107 C    710.08  /ﾁｮｳ     /木村S   

273 彫刻の森美術館大賞展 第２回 第２回彫刻の森美術館大賞展カタログ編集委員会  編集彫刻の森美術館 1210136881 C    710.08  /ﾁｮｳ     /木村S   

274 彫刻の森美術館大賞展 第1回 第1回彫刻の森美術館大賞展カタログ編集委員会  編集彫刻の森美術館 1210138796 C    710.08  /ﾁﾖｳ     /木村S   

275 バーバラ・ヘップワース展 バーバラ・ヘップワース展カタログ委員会  編 バーバラ・ヘップワース展カタログ委員会 1210136188 C    710.87  /ﾍｯﾌﾟ    /木村S   

276 太田南海展 松本市美術館  企画・編集 松本市美術館 1210138341 C    712.1   /ｵｵﾀ     /        

277 国島征二 国島征二  〔作〕 桜画廊 1210137418 C    712.1   /ｸﾆｼ     /木村S   

278 瀬辺佳子彫刻展 瀬戸内市立美術館  〔編〕 〔瀬戸内市立美術館〕 1210138465 C    712.1   /ｾﾍﾞ     /        

279 ソフト・スカルプチャー展 1991 麻布美術工芸館  〔編〕 麻布美術工芸館 1210138937 C    712.1   /ｿﾌﾄ     /木村S   

280 多田美波展 彫刻の森美術館  編 彫刻の森美術館 1210136337 C    712.1   /ﾀﾀﾞ     /木村S   

281 田中薫：内田晴之展 田中 薫  〔作〕 かわさきIBM市民文化ギャラリー 1210137400 C    712.1   /ﾀﾅｶ     /木村S   

282 藤沢レオ 細矢 久人  編 苫小牧市美術博物館 1210138739 C    712.1   /ﾌｼﾞｻ    /        

283 堀内正和展 長門 佐季  編 神奈川県立近代美術館 1210138432 C    712.1   /ﾎﾘｳ     /        
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284 三沢厚彦 三沢厚彦展実行委員会  企画・監修 三沢厚彦展実行委員会（富山県美術館、北日本放送）1210139539 C    713.08  /ﾐｻﾜ     /        

285 手造 西田 画廊  〔編〕 西田画廊 1210137749 C    717.08  /ﾘｸﾄ     /木村S   

286 ５．Ｄｒａｗｉｎｇｓ 児玉画廊  編 児玉画廊 1210137442 C    719     /ﾄﾞﾛｰ    /木村S   

287 遠藤利克：聖性の考古学 遠藤 利克  著 現代企画室 1210138960 C    719.087 /ｴﾝﾄﾞ    /        

288 エルミタージュ美術館展 国立西洋美術館  編 毎日新聞社 1210136592 C    720.87  /ｴﾙﾐ     /木村S   

289 Ge50回展記念画集 50 迫畑 和生 〔ほか〕  編 Geグループ 1210138366 C    720.87  /ｹﾞｰ     /50      

290 女流画家協会展記念画集 50回 女流画家協会  〔編〕 女流画家協会 1210137111 C    720.87  /ｼﾞﾖﾘ    /木村S   

291 杜の會  第１０回記念展 10 梅田画廊  編 梅田画廊 1210139620 C    720.87  /ﾓﾘﾉ     /木村S   

292 いつだって猫展 名古屋市博物館  編 「いつだって猫展」実行委員会（名古屋市博物館・中京テレビ放送）1210139349 C    721.02  /ｲﾂﾀﾞ    /        

293 高山寺展 京都国立博物館  編 朝日新聞社 1210136576 C    721.2   /ｺｳｻ     /木村S   

294 岡山県立美術館水墨画名品選 岡山県立美術館学芸課  編 五島美術館 1210136279 C    721.3   /ｵｶﾔ     /木村S   

295 長谷川等伯 東京国立博物館 〔ほか〕 編 毎日新聞社 1210136303 C    721.3   /ﾊｾｶﾞ    /木村S   

296 光琳と乾山 根津美術館学芸部  編 根津美術館 1210139380 C    721.5   /ｵｶﾞﾀ    /        

297 隠れたる画家野村訥斎展 南島町商工会  編 南島町商工会 1210138887 C    721.6   /ﾉﾑﾗ     /木村S   

298 鳥取画壇の祖 土方稲嶺 鳥取県立博物館  編 鳥取県立博物館 1210138325 C    721.6   /ﾋｼﾞｶ    /        

299 南画 名古屋市博物館  編 名古屋市博物館 1210138929 C    721.7   /ﾅﾝｶﾞ    /木村S   

300 駿河の白隠さん 静岡市美術館  編 静岡市美術館 1210139364 C    721.7   /ﾊｸｲ     /        

301 浮世絵にみる子どもたちの文明開化 町田市立国際版画美術館  編 ﾏﾝｺﾞｽﾃｨﾝ 1210139331 C    721.8   /ｳｷﾖ     /        

302 石井 林響 松尾 知子  編集・執筆 美術出版社 1210138408 C    721.9   /ｲｼｲ     /        

303 上村松園・松篁・淳之展 読売新聞大阪本社事業本部  〔編〕 読売新聞大阪本社事業本部  〔編〕 1210138903 C    721.9   /ｳｴﾑ     /木村S   

304 京都画壇100年の名作展 〔京都市美術館  編〕 京都新聞社 1210136329 C    721.9   /ｷｮｳ     /木村S   

305 木村圭吾展 光が丘美術館  〔編〕 光が丘美術館 1210135156 C    721.9   /ｷﾑﾗ     /木村S   

306 京都日本画の誕生 田島  達也  〔ほか〕  編集 京都市立芸術大学 1210138853 C    721.9   /ｷﾖｳ     /木村S   

307 日下八光日本画展 徳島県立近代美術館  編 徳島県立近代美術館 1210139422 C    721.9   /ｸｻｶ     /        

308 三鬼才展：中村正義・大島哲以・星野真吾 松坂屋本店  〔編〕 〔松坂屋本店〕 1210138820 C    721.9   /ｻﾝｷ     /木村S   

309 拾彩展作品集 第5回 髙島屋  〔編〕 髙島屋 1210136295 C    721.9   /ﾀｶｼ     /木村S   

310 東丘社37回展 37 東丘社  〔編〕 東丘社 1210135669 C    721.9   /ﾄｳｷ     /木村S   

311 西山翠嶂 海の見える社美術館  執筆・編集 ロータスプラン 1210138713 C    721.9   /ﾆｼﾔ     /        

312 道遥か 平山 郁夫  〔画〕 平山郁夫シルクロード美術館 1210139174 C    721.9   /ﾋﾗﾔ     /        

313 平山郁夫と大いなるシルクロード展 平山 郁夫  執筆 平山郁夫シルクロード美術館 1210139414 C    721.9   /ﾋﾗﾔ     /        
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314 日本画家・福田眉仙とその周辺 西宮大谷記念美術館  編 西宮市大谷記念美術館 1210139372 C    721.9   /ﾌｸﾀﾞ    /        

315 榊原紫峰展 京都国立近代美術館  編 京都新聞社 1210136154 C    721.90  /ｻｶｷ     /木村S   

316 ディヴィッド・サーレ展 伊藤真理子〔ほか〕  編 伊藤忠ギャラリー 1210136246 C    723     /ｻ-ﾚ     /木村S   

317 キュービズム展 東京国立近代美術館  〔ほか〕編 東京国立近代美術館 1210139604 C    723.07  /ｷﾕﾋﾞ    /木村S   

318 国際具象派美術展 第4回 朝日新聞東京本社  〔編〕 朝日新聞東京本社 1210138770 C    723.08  /ｺｸｻ     /木村S   

319 近代絵画の流れ展 笠間日動美術館  〔編〕 北海道新聞社 1210137137 C    723.087 /ｷﾝﾀﾞ    /木村S   

320 青木敏郎展 山総美術  〔編〕 〔山総美術〕 1210136287 C    723.1   /ｱｵｷ     /木村S   

321 没後80年：青柳喜兵衛とその時代 北九州市立美術館  〔ほか〕  編 北九州市立美術館 1210139083 C    723.1   /ｱｵﾔ     /        

322 いま、水彩画への誘い 星野 桂三  編集制作 星野画廊 1210135347 C    723.1   /ｲﾏ      /木村S   

323 今井俊満展 ギャラリー玉英  〔編〕 〔Gallerygyokuei〕 1210138457 C    723.1   /ｲﾏｲ     /        

324 滞仏１１年牛田淳巳  個展 牛田 淳巳  〔画〕 〔出版者不明〕 1210138143 C    723.1   /ｳｼﾀﾞ    /木村S   

325 榎本和子 佐谷画廊  編 佐谷画廊 1210138762 C    723.1   /ｴﾉﾓ     /木村S   

326 尾崎悌之助遺作展 鳥取県立博物館  編 尾崎悌之助遺作展実行委員会 1210136253 C    723.1   /ｵｻﾞｷ    /木村S   

327 絵画の絆「フランスと日本」展 青森県立美術館  〔ほか〕編 絵画の絆「フランスと日本」展実行委員会 1210138614 C    723.1   /ｶｲｶﾞ    /        

328 木田金次郎展 有島記念館  編 府中市美術館 1210138564 C    723.1   /ｷﾀﾞ     /        

329 絹谷幸二展 髙島屋美術部  編 髙島屋美術部 1210138804 C    723.1   /ｷﾇﾀ     /木村S   

330 現代美術選抜展 枕崎市教育委員会  編 枕崎市教育委員会 1210135768 C    723.1   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /木村S   

331 佐々木宏子展 佐々木宏子  〔画〕 美術出版デザインセンター 1210139612 C    723.1   /ｻｻｷ     /木村S   

332 佐野ぬい展 損保ジャパン東郷青児美術館  編 財団法人損保ジャパン美術財団 1210136212 C    723.1   /ｻﾉ      /木村S   

333 自然からのイマージュ 奈良県立美術館  編 奈良県立美術館 1210139505 C    723.1   /ｼｾﾞﾝ    /木村S   

334 芝田米三油絵展 芝田 米三 〔画〕 三越 1210136261 C    723.1   /ｼﾊﾞﾀ    /木村S   

335 白髪一雄：水滸伝豪快シリーズ 妹尾 綾  編 ライブアートブックス 1210138085 C    723.1   /ｼﾗｶﾞ    /        

336 白髪一雄：水滸伝豪快シリーズ 妹尾 綾  編 ライブアートブックス 1210138317 C    723.1   /ｼﾗｶﾞ    /        

337 時代に生き、時代を超える 群馬県立館林美術館〔ほか〕  編 群馬県立館林美術館 1210139430 C    723.1   /ｼﾞﾀﾞｲ   /        

338 城康夫展 城 康夫  編・〔作〕 城康夫 1210137186 C    723.1   /ｼﾞﾖｳ    /木村S   

339 菅井汲展 京都国立近代美術館  〔編〕 京都国立近代美術館 1210138838 C    723.1   /ｽｶﾞｲ    /木村S   

340 須田剋太展図録 朝日新聞東京本社企画第1部  編 朝日新聞東京本社 1210138168 C    723.1   /ｽﾀﾞ     /木村S   

341 「辻まことの世界」展目録 辻まことの世界準備委員会  〔編〕 みすず書房 1210137475 C    723.1   /ﾂｼﾞ     /木村S   

342 日本青年画家展 第4回 日本青年画家展事務局  編 〔日本青年画家展事務局〕 1210139554 C    723.1   /ﾆﾎﾝ     /木村S   

343 橋本清作品集 伊勢現代美術館  〔編〕 〔伊勢現代美術館〕 1210138267 C    723.1   /ﾊｼﾓ     /木村S   
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344 花と緑の新大阪百景 丸山 石根  画・文 産経新聞大阪本社 1210139679 C    723.1   /ﾊﾅﾄ     /木村S   

345 浜田泰介 東京アド・バンク  編 東京アド・バンク 1210136204 C    723.1   /ﾊﾏﾀﾞ    /木村S   

346 浜田泰介・油彩 東京セントラル美術館  〔編〕 〔東京セントラル美術館〕 1210136873 C    723.1   /ﾊﾏﾀﾞ    /木村S   

347 平井誠一展 田原市博物館  編集 田原市博物館 1210138721 C    723.1   /ﾋﾗｲ     /        

348 風土展 第39回 風土会事務局  〔編〕 風土会事務局 1210138549 C    723.1   /ﾌﾄﾞﾃ    /39      

349 万葉の風景展 高岡市万葉歴史館  編 〔高岡市万葉歴史館〕 1210137483 C    723.1   /ﾏﾝﾖ     /木村S   

350 三尾公三展 髙島屋美術部  編 髙島屋美術部 1210136196 C    723.1   /ﾐｵ      /木村S   

351 山本貞展 山本 貞  〔画〕 三越 1210135164 C    723.1   /ﾔﾏﾓ     /木村S   

352 夢に挑む洋画をめぐる画家たちの冒険 青森県立美術館  編 日本と青森の近代洋画展実行委員会 1210138812 C    723.1   /ﾕﾒﾆ     /        

353 横尾忠則展 西武美術館  編 西武美術館 1210136568 C    723.1   /ﾖｺｵ     /木村S   

354 ゆらぎ：ブリジット・ライリーの絵画 網野 奈央  編 DIC川村記念美術館 1210139323 C    723.33  /ﾗｲﾘ     /        

355 アルフォンス・ミュシャ展 ドイ文化事業室 企画・編集 アルフォンス・ミュシャ展実行委員会 1210137046 C    723.348 /ﾐﾕｼ     /木村S   

356 アルフォンス・ミュシャ展 ドイ文化事業室 企画・編集 アルフォンス・ミュシャ展実行委員会 1210138895 C    723.348 /ﾐﾕｼ     /木村S   

357 オルセーのナビ派展 三菱一号美術館  編 読売新聞東京本社 1210138481 C    723.35  /ｵﾙｾ     /        

358 至上の印象派展 国立新美術館  〔ほか〕 編 東京新聞 1210138663 C    723.35  /ｼｼﾞﾖ    /        

359 シャガール 中村 水絵 編 キュレイターズ 1210138598 C    723.35  /ｼﾔｶﾞ    /        

360 白樺派とその周辺展 三輪 福松  編 清春白樺美術館 1210138879 C    723.35  /ｼﾗｶ     /木村S   

361 巨匠の素描 国立国際美術館  編 国立国際美術館 1210135396 C    723.35  /ｾｻﾞﾝ    /木村S   

362 フランス革命とロマン主義展 東京富士美術館学芸課  編 東京富士美術館 1210139703 C    723.35  /ﾌﾗﾝ     /木村S   

363 ピエール・ボナール展 国立新美術館  編 日本経済新聞社 1210138648 C    723.35  /ﾎﾞﾅｰ    /        

364 ポーラ美術館コレクション ポーラ美術振興財団ポーラ美術館  編 TBSテレビ 1210138986 C    723.35  /ﾎﾟｰﾗ    /        

365 ジョルジュ・ルオー パナソニック汐留ミュージアム  〔ほか〕  編 パナソニック汐留ミュージアム 1210139091 C    723.35  /ﾙｵｰ     /        

366 ルオー・ユトリロ展 フジカワ画廊  〔編〕 フジカワ画廊 1210135693 C    723.35  /ﾙｵｰ     /木村S   

367 ピカソ展 ピカソ展実行委員会  編 ピカソ展実行委員会 1210136121 C    723.36  /ﾋﾟｶｿ    /木村S   

368 ピカソ女性たち展 瀬木 慎一  編 読売新聞社 1210137970 C    723.36  /ﾋﾟｶｿ    /木村S   

369 ピカソ展 フジテレビギャラリー  企画・製作 サンケイ新聞社 1210138911 C    723.36  /ﾋﾟｶｿ    /木村S   

370 遥かなるルネサンス 鴨木 年泰  編 東京富士美術館 1210138630 C    723.37  /ﾊﾙｶ     /        

371 日本の肖像画 京都国立博物館  編 京都国立博物館 1210139638 C    724.1   /ﾆﾎﾝ     /木村S   

372 ドローイングとは何か 第7回（2018） 深井 美子  編 「ドローイングとは何か」展開催実行委員会 1210138556 C    725.08  /ﾄﾞﾛｰ    /7       

373 荒木飛呂彦原画展 荒木 飛呂彦  著・〔画〕 集英社 1210138697 C    726.1   /ｱﾗｷ     /        
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374 新島実と卒業生たち：1981-2018 武蔵野美術大学美術館・図書館 〔ほか〕〔編〕 武蔵野美術大学美術館・図書館 1210138994 C    727     /ﾆｲｼﾞ    /1       

375 新島実と卒業生たち：1981-2018 ゼミ卒業生編 武蔵野美術大学美術館・図書館 〔ほか〕〔編〕 武蔵野美術大学美術館・図書館 1210139034 C    727     /ﾆｲｼﾞ    /2       

376 早川良雄の世界展 木村 重信  監修 毎日新聞社 1210139646 C    727.021 /ﾊﾔｶ     /木村S   

377 榊莫山水墨展 榊莫山  〔作〕 [広島そごう] 1210138192 C    728.21  /ｻｶｷ     /木村S   

378 榊莫山展 阪急百貨店美術部  編 阪急百貨店 1210138200 C    728.21  /ｻｶｷ     /木村S   

379 榊莫山水墨展 阪急百貨店美術部  編 〔出版者不明〕 1210138788 C    728.21  /ｻｶｷ     /木村S   

380 心は宇宙 千代倉 桜舟  〔書〕 千代倉桜舟 1210139489 C    728.21  /ﾁﾖｸ     /木村S   

381 村上三島古稀記念書展 村上三島  〔書〕 〔同朋舎出版事業部〕 1210139471 C    728.21  /ﾑﾗｶ     /木村S   

382 山本廣 ギャルリーＭＭＧ  [編] [ギャルリーＭＭＧ] 1210135461 C    728.21  /ﾔﾏﾓ     /木村S   

383 山本廣 ギャルリーＭＭＧ  [編] [ギャルリーＭＭＧ] 1210135479 C    728.21  /ﾔﾏﾓ     /木村S   

384 現代文人書画の妙  異彩三人展 梅原 猛  〔作〕 日本橋髙島屋美術部 1210136139 C    728.216 /ｳﾒﾊ     /木村S   

385 森田竹華：かなの美 森田 竹華  〔書〕 五島美術館 1210135172 C    728.216 /ﾓﾘﾀ     /木村S   

386 石を愛でる 早稲田大学會津八一記念博物館  編 早稲田大学會津八一記念博物館 1210139448 C    728.8   /ｲｼｵ     /        

387 東京国際版画ビエンナーレ展  第７回 7 東京国立近代美術館  編 東京国立近代美術館 1210135677 C    730.87  /ﾄｳｷ     /木村S   

388 関野準一郎展 青森県立美術館   編 関野準一郎展実行委員会 1210139216 C    732.1   /ｾｷﾉ     /        

389 高橋秀  全版画 ふくやま美術館  編 ふくやま美術館 1210138176 C    732.1   /ﾀｶﾊ     /木村S   

390 闇に刻む光 黒田 雷児  編 福岡アジア美術館 1210139166 C    733     /ﾔﾐﾆ     /        

391 リトグラフ：石のまわりで 武蔵野美術大学  美術館・図書館  編 武蔵野美術大学美術館・図書館 1210139000 C    734     /ﾘﾄｸﾞ    /        

392 ヨルク・シュマイサー 町田市立国際版画美術館  編 求龍堂 1210138952 C    735.08  /ｼﾕﾏ     /        

393 カメラアイ ロバート  A.ソビエゼク 著 淡交社 1210137079 C    748     /ｶﾒﾗ     /木村S   

394 日本回廊 並河萬里  制作・〔撮影〕 『日本回廊』写真展実行委員会 1210138283 C    748     /ﾅﾐｶ     /木村S   

395 曼荼羅展：石元泰博写真 西武美術館  編 西武美術館 1210136618 C    748     /ﾏﾝﾀﾞ    /木村S   

396 大和し美し 近鉄百貨店上本町  編 近鉄百貨店上本町店 1210139570 C    748.08  /ｲﾘｴ     /木村S   

397 伊藤赤水展 雪梁舎美術館  〔編〕 雪梁舎美術館 1210138390 C    750     /ｲﾄｳ     /        

398 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 1210139117 C    750     /ﾌｨﾝ     /        

399 キムンカムイとアイヌ アイヌ民族文化財団  編 アイヌ民族文化財団 1210138333 C    750.211 /ｱｲﾇ     /        

400 加藤土師萌展 岐阜県現代陶芸美術館  編 岐阜県現代陶芸美術館 1210139190 C    751.1   /ｶﾄｳ     /        

401 華麗なる伊万里、雅の京焼 東京国立博物館  編 読売新聞社 1210136535 C    751.1   /ｶﾚｲ     /木村S   

402 Kawakami Rikizo 川上 力三  〔作〕 ｷﾞｬﾗﾘｰﾏﾛﾆｴ 1210137384 C    751.1   /ｶﾜｶ     /木村S   

403 木村盛伸展 髙島屋大阪店美術部  〔編〕 高島屋大阪店美術部 1210138218 C    751.1   /ｷﾑﾗ     /木村S   
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404 鯉江良二陶展 名鉄百貨店・美術部 名鉄百貨店・美術部 1210138234 C    751.1   /ｺｲｴ     /木村S   

405 近藤髙弘展 念々洞  編 髙島屋 1210138416 C    751.1   /ｺﾝﾄﾞ    /木村S   

406 十七代「永楽善五郎」展 三越  〔編〕 三越 1210135198 C    751.1   /ｼﾞﾕｳ    /木村S   

407 瀬戸浩陶芸展 日本橋三越本店美術部  〔編〕 同美印刷（制作） 1210137962 C    751.1   /ｾﾄ      /木村S   

408 陶芸の現在的造形 渡辺 誠一  〔ほか〕執筆 リアス・アーク美術館 1210136527 C    751.1   /ﾄｳｹﾞ    /木村S   

409 永澤永信展 明石市立文化博物館  編 明石市立文化博物館 1210139588 C    751.1   /ﾅｶﾞｻ    /木村S   

410 西村陽平作品集 ギャラルー三井  〔編〕 ギャラリー三井 1210137426 C    751.1   /ﾆｼﾑ     /木村S   

411 番浦史郎陶展 ギャラリー陶千房  〔編〕 ギャラリー陶千房 1210137434 C    751.1   /ﾊﾞﾝｳ    /木村S   

412 三輪龍作 三輪龍作  〔作〕 三越 1210137160 C    751.1   /ﾐﾜ      /木村S   

413 三輪龍作  卑弥呼展 三輪龍作  〔作〕 髙島屋 1210139562 C    751.1   /ﾐﾜ      /木村S   

414 新・桃山の茶陶 根津美術館学芸部  編 根津美術館 1210139398 C    751.1   /ﾓﾓﾔ     /        

415 象嵌甕器展 曺 正鉉  〔作〕 曺 正鉉 1210137087 C    751.2   /ｿｳ      /木村S   

416 西岡小十と古唐津 古裂會  編 古裂會 1210137103 C    751.2   /ﾆｼｵ     /木村S   

417 博士の愛した中国陶磁 早稲田大学會津八一記念博物館 編 早稲田大学會津八一記念博物館 1210138473 C    751.2   /ﾊｶｾ     /        

418 ルパート・スパイラ陶芸展 ルパート・スパイラ陶芸展実行委員会  〔編〕 「ルパート・スパイラ陶芸展」実行委員会 1210139596 C    751.3   /ｽﾊﾟｲ    /木村S   

419 セーブル、創造の300年 大阪市立東洋陶磁美術館  〔ほか〕編 サントリー美術館 1210139299 C    751.3   /ｾｰﾌﾞ    /        

420 ロシア・アヴァンギャルドの陶芸展 岐阜県現代陶芸美術館  〔ほか〕  編 NHK 1210136220 C    751.3   /ﾛｼｱ     /木村S   

421 雲母 平山郁夫シルクロード美術館  編 富山市ガラス美術館〔ほか〕 1210139257 C    751.5   /ｷﾗ      /        

422 香炉と香合展 ぎゃらりぃ思文閣  〔編〕 ぎゃらりぃ 思文閣 1210138259 C    751.5   /ｺｳﾛ     /木村S   

423 藤本能道釉描加彩瓷展 藤本 能道  〔作〕 高島屋美術部 1210138101 C    751.5   /ﾌｼﾞﾓ    /木村S   

424 河合匡造・秀昭作品展 河合 匡造  〔作〕 〔松屋〕 1210138861 C    752     /ｶﾜｲ     /木村S   

425 蒔絵特別展 思文閣ロイヤル画廊  〔編〕 [思文閣ロイヤル画廊] 1210137459 C    752.6   /ﾏｷｴ     /木村S   

426 Toba Mika 10 years' （1994-2003） 鳥羽 美花  〔作〕 〔国際交流基金〕 1210137467 C    753.8   /ﾄﾊﾞ     /木村S   

427 友禅名品録 宮崎友禅斎生誕三三〇年記念奉賛会  編 宮崎友禅斎生誕三三〇年記念奉賛会 1210136550 C    753.8   /ﾕｳﾋﾞ    /木村S   

428 織から造型へ「ファイバーワーク」展 西武美術館  企画・構成・編集 西武美美術館 1210129464 C    754.08  /ｼﾖｸ     /木村S   

429 現代美術今立紙展 第10回（1990） 朝倉 俊輔  編 現代美術今立紙展実行委員会 1210137152 C    754.9   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /木村S   

430 現代紙の造形展 京都市美術館  編 〔国際芸術文化振興会〕 1210139158 C    754.9   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /木村S   

431 貝の道 朝木 由香  編 神奈川県立近代美術館 1210138440 C    755.6   /ｶｲﾉ     /        

432 兼定 岐阜県博物館  編 岐阜県立博物館 1210138580 C    756.6   /ｶﾈｻ     /        

433 ブルーノ・ムナーリ 神奈川県立近代美術館 〔ほか〕 編 求龍堂 1210138531 C    757     /ﾌﾞﾙｰ    /        
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434 ブルーノ・ムナーリ 神奈川県立近代美術館 〔ほか〕 編 求龍堂 1210139133 C    757     /ﾌﾞﾙｰ    /        

435 舞台芸術の世界 東京都庭園美術館 〔ほか編〕 アートインプレッション 1210138606 C    769.938 /ﾌﾞﾀｲ    /        

436 展覧会「仮面と演劇」 東京イタリア文化会館 〔編〕 東京イタリア文化会館 1210138093 C    775.8   /ｶﾒﾝ     /木村S   

437 文化庁メディア芸術祭受賞作品集 第17回  （平成25年度） 文化庁メディア芸術祭事務局  企画・編集 文化庁メディア芸術祭実行委員会 1210138689 C    778     /ﾌﾞﾝｶ    /17      

438 文化庁メディア芸術祭受賞作品集 第21回  （平成29年度） 文化庁メディア芸術祭事務局  企画・編集 文化庁メディア芸術祭実行委員会 1210138671 C    778     /ﾌﾞﾝｶ    /21      

439 近藤勝也展 齋藤 睦志  編 近藤勝也展新潟展実行委員会 1210139547 C    778.77  /ｺﾝﾄﾞ    /        

440 韓日茶器百選 日本民藝協会  〔編〕 東藝軒 1210138846 C    791.5   /ｶﾝﾆ     /木村S   

441 西行 和歌山県立博物館  編 和歌山県立博物館 1210139307 C    911.1   /ｻｲｷﾞ    /        
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442 台北雙年展1996-2014 臺北市立美術館 〔編〕 臺北市立美術館 1260009103 C    702.07  /TAI     /1       

443 台北雙年展1996-2014 附録 臺北市立美術館 〔編〕 臺北市立美術館 1260009111 C    702.07  /TAI     /2       

444 Gutai Edition:Benoit Decron Musee soulages 1260009129 C    702.16  /GUT     /1       

445 Gutai English Version Edition:Benoit Decron Musee soulages 1260009137 C    702.16  /GUT     /2       

446 Changing and unchanging things edited by Dakin Hart Isamu Noguch Foundation and Garden Museum1260009152 C    706.9   /CHA     /        

447 L'anima d'oro Shu Takahashi （lavoro） MUSEO D'arte Orientale"Edoardo chiossone"1260009087 C    723.1   /TAK     /木村S   

448 The impressionist and the city edited by Mary Anne Stevens YaleUniversityPress 1260009145 C    723.35  /IMP     /        


