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1 知のジムナスティックス 大阪大学コミュニケーションデザイン・センター (CSCD)  企画監修・編大阪大学コミュニケーションデザイン・センター(CSCD)1110155288      002     /ｵｵｻ     /        

2 現場で使える美術著作権ガイド 甲野正道  著 美術出版社 1110155346      021.2   /ｺｳﾉ     /        

3 博物館情報・メディア論 稲村 哲也  編著 放送大学教育振興会 1110154760      069     /ｲﾅﾑ     /        

4 日本の家紋 進士 慶幹  著 人物往来社 1110155494      288.6   /ｼﾝｼ     /        

5 ふるさと兵庫：魅力発見！ 兵庫県教育委員会  編 兵庫県教育委員会 1110155197      291.64  /ﾋﾖｳ     /        

6 ふるさと兵庫：魅力発見！ 兵庫県教育委員会  編 兵庫県教育委員会 1110155205      291.64  /ﾋﾖｳ     /        

7 村の肖像 原田 健一  編 新潟県・新潟大学ミュージアム連携ネットワーク 1110155379      382.1   /ﾊﾗﾀﾞ    /        

8 Tadao Ando 安藤 忠雄  著 アトリエ安藤忠雄 1110155668      520.87  /ｱﾝﾄﾞ    /安藤T   

9 BioCamp:gardens as 'biotechnik' report 国際交流基金アジアセンター 〔ほか〕編 国際交流基金アジアセンター 1110155296      579.9   /ｺｸｻ     /        

10 集積 玉本 奈々  著 宮内 久 1110155387      702.16  /ﾀﾏﾓ     /        

11 The 20th century art in Japan Planning＆Editing:Tokyo Art Club Tokyo Art Club  （東京美術倶楽部） 1110154547      702.16  /ﾄｳｷ     /        

12 国宝鑑真和上展  十年間の記録 律宗総本山唐招提寺  編 〔律宗総本山唐招提寺〕 1110155411      702.17  /ﾘﾂｼ     /        

13 派生的な技術:アートとデザインの間 東京藝術大学  〔ほか 編〕 東京藝術大学 1110154877      704     /ﾄｳｷ     /        

14 日本美術年鑑 平成29年版 東京文化財研究所文化財情報資料部  編 国立文化財機構東京文化財研究所 1110154554      705.9   /ﾄｳｷ     /2017    

15 発生の場 小林 愛惠  編 佐賀大学芸術地域デザイン学部 1110155189      706.5   /ｻｶﾞﾀﾞ   /        

16 奥能登国際芸術祭 奥能登国際芸術祭実行委員会  〔編〕 〔奥能登国際芸術祭実行委員会〕 1110154737      706.9   /ｵｸﾉ     /        

17 みらいカフェだより 2 金沢21世紀美術館  〔編〕 金沢21世紀美術館 1110155403      706.9   /ｶﾅｻﾞ    /        

18 みらいカフェだより 3 金沢21世紀美術館  編 金沢21世紀美術館 1110155510      706.9   /ｶﾅｻﾞ    /3       

19 The Japan Foundation Asia Center:Art Studies Vol.05 Editor:Beverly yong The japan foundation asia center 1110154513      706.9   /ｺｸｻ     /5       

20 ZENBI Vol.15 全国美術館会議機関誌部会  編 全国美術館会議 1110154752      706.9   /ｾﾞﾝﾋﾞ   /15      

21 Gather-Gift ノマル  編 ノマルエディション ﾉﾏﾙ 1110154505      706.9   /ﾉﾏﾙ     /        

22 槻田アンデパンダン 花田 伸一  編 槻田小学校おやじの会OB 1110155502      706.9   /ﾊﾅﾀﾞ    /        

23 前橋食堂 増田 拓史  制作 グッドモーニングファクトリー 1110155270      706.9   /ﾏｽﾀﾞ    /        

24 魔法のhome シロくま先生〔ほか〕  編 金沢21世紀美術館 1110155163      707     /ﾏﾎｳ     /2013    

25 ミテ・ハナソウ・カード：佐倉市立美術館 佐倉市立美術館  編 ミテ・ハナソウ・プロジェクト連携実行委員会 1110155551      707.9   /ｻｸﾗ     /        

26 日欧宮殿芸術協会 Vol.2 頂 泰輔  編 クリエイト・アイエムエス 1110155593      708.7   /ﾌｧﾝ     /2       

27 「レンブラント」でダーツ遊びとは ジョセフ  L.サックス [著] 岩波書店 1110155536      709     /ｻﾂｸ     /        

28 美術館と大学と市民がつくるソーシャルデザインプロジェクト ｲﾅﾆﾜ  ｻﾜｺ 青幻舎 1110154778      709.1   /ﾄﾋﾞﾗ    /        

29 橋本省作品集 橋本 省  著 橋本省 1110155361      712.1   /ﾊｼﾓ     /        

30 ミニマル:ポストミニマル 記録集 谷 新  編 宇都宮美術館 1110154869      720.87  /ﾐﾆﾏ     /        
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31 甦る江戸肉筆画 柏木 隆雄  編 水声社 1110154786      721.025 /ｶｼﾜ     /        

32 絵画を生きて:月の消息 瓜南直子文集刊行委員会 編 作品社 1110154810      721.9   /ｶﾅﾝ     /        

33 瓜南直子作品集 青幻舎  編 青幻舎 1110154836      721.9   /ｶﾅﾝ     /        

34 暁斎 河鍋暁斎記念美術館  編 河鍋暁斎記念美術館 1110154844      721.9   /ｶﾜﾅ     /        

35 翔:下村良之介追悼集 下村 良之介  〔画〕 下村志津ゑ 1110155312      721.9   /ｼﾓﾑ     /        

36 Yoko 青山 洋子  〔編・作〕 出版者不明 1110154539      723.1   /ｱｵﾔ     /        

37 池田清明画集 池田清明 著 求龍堂 1110155353      723.1   /ｲｹﾀﾞ    /        

38 青春を駆け抜けた男 石井 重衛  著 近代文芸社 1110155585      723.1   /ｲｼｲ     /        

39 北川民次作品集 岡崎市美術館博物館  執筆・編集 岡崎市美術館 1110155544      723.1   /ｷﾀｶﾞ    /        

40 詫摩昭人：逃走の線 Yoshiaki inoue gallery  編 Yoshiaki inoue gallery 1110154851      723.1   /ﾀｸﾏ     /        

41 縁木求魚 第3集 前川 公秀  著 前川公秀 1110155395      723.1   /ﾏｴｶ     /3       

42 正延正俊 正延 敏  〔ほか〕編 正延正俊作品集刊行委員会 1110155601      723.1   /ﾏｻﾉ     /        

43 イヴ・タンギー 長尾天 著 水声社 1110155429      723.35  /ﾀﾝ      /        

44 パナソニック汐留ミュージアム パナソニック汐留ミュージアム  編 パナソニック汐留ミュージアム 1110155569      723.35  /ﾙｵｰ     /1       

45 パナソニック汐留ミュージアム パナソニック汐留ミュージアム  編 パナソニック汐留ミュージアム 1110155577      723.35  /ﾙｵｰ     /2       

46 絵画修復報告 8 山領絵画修復工房 山領絵画修復工房 1110154885      724.9   /ﾔﾏﾘ     /8       

47 あの日からの憂鬱 しりあがり寿 著 KADOKAWA 1110155247      726.1   /ｼﾘｱ     /        

48 あの日からのマンガ しりあがり寿 著 エンターブレイン 1110155254      726.1   /ｼﾘｱ     /        

49 ジャカランダ しりあがり寿 著 青林工藝舎 1110155262      726.1   /ｼﾘｱ     /        

50 地球防衛家のヒトビト 1 しりあがり寿 著 朝日新聞社 1110155213      726.1   /ｼﾘｱ     /1       

51 地球防衛家のヒトビト 2 しりあがり寿 著 朝日新聞社 1110155221      726.1   /ｼﾘｱ     /2       

52 地球防衛家のヒトビト 3 しりあがり寿 著 朝日新聞社 1110155239      726.1   /ｼﾘｱ     /3       

53 のらくろ 召集令 田河 水泡  著 講談社 1110154695      726.1   /ﾀｶﾞﾜ    /        

54 のらくろ 中隊長 田河 水泡  著 講談社 1110154703      726.1   /ﾀｶﾞﾜ    /        

55 のらくろ 放浪記 田河 水泡  著 講談社 1110154711      726.1   /ﾀｶﾞﾜ    /        

56 のらくろ 捕物帳 田河 水泡  著 講談社 1110154729      726.1   /ﾀｶﾞﾜ    /        

57 のらくろ喫茶店 田河水泡 著 復刊ドットコム 1110155171      726.1   /ﾀｶﾞﾜ    /        

58 のらくろ 探検隊 田河 水泡  著 講談社 1110154612      726.1   /ﾀｶﾞﾜ    /10      

59 のらくろ 伍長 田河 水泡 著 講談社 1110154687      726.1   /ﾀｶﾞﾜ    /2       

60 のらくろ 軍曹 田河 水泡  著 講談社 1110154679      726.1   /ﾀｶﾞﾜ    /3       
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61 のらくろ 曹長 田河 水泡  著 講談社 1110154661      726.1   /ﾀｶﾞﾜ    /4       

62 のらくろ 小隊長 田河 水泡  著 講談社 1110154653      726.1   /ﾀｶﾞﾜ    /5       

63 のらくろ 少尉 田河 水泡  著 講談社 1110154646      726.1   /ﾀｶﾞﾜ    /6       

64 のらくろ 決死隊長 田河 水泡  著 講談社 1110154638      726.1   /ﾀｶﾞﾜ    /8       

65 のらくろ 武勇談 田河 水泡  著 講談社 1110154620      726.1   /ﾀｶﾞﾜ    /9       

66 谷中安規カット集 （改造） 大野 隆司  編集・口絵木版 〔大野 隆司〕 1110154794      732.1   /ﾀﾆﾅ     /        

67 谷中安規カット集 第2集 大野 隆司  編集・口絵木版 〔大野 隆司〕 1110154802      732.1   /ﾀﾆﾅ     /2       

68 谷中安規カット集 第5集 大野 隆司  編集・口絵木版 〔大野 隆司〕 1110154828      732.1   /ﾀﾆﾅ     /5       

69 大辻清司アーカイブフィルムコレクション 3 大辻清司 [撮影] 武蔵野美術大学美術館・図書館 1110154745      740.21  /ｵｵﾂ     /3       

70 漆工芸 福田 一穂  編 愛知県美術館 1110155338      752     /ﾌｸﾀﾞ    /        

71 廣澤榮 小田原市立図書館  編 小田原市立図書館 1110155528      778.21  /ﾋﾛｻ     /        

72 文人趣味と煎茶 中野 悠  編 愛知県美術館 1110155320      791.5   /ﾅｶﾉ     /        

73 題名に困った本 下村 良之介  〔著〕  下村 良之助  〔著〕 下村良之介  下村良之助 1110155304      914.6   /ｼﾓﾑ     /        
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74 700 years of art to go Editor，Stadel museum Stadel museum 1160016539      703.8   /STA     /        

75 Mart guida editoria:Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento e RoveretoElecta 1160016521      706.9   /MUE     /        
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76 歴史の構築は無名のものたちの記憶に捧げられる 服部 浩之  編 青森公立大学国際芸術センター青森 1210140115 C    212.1   /ｱｵﾓ     /        

77 美博びっくり箱 岡崎市美術館  編 岡崎市美術館 1210140404 C    215.5   /ｵｶｻﾞ    /        

78 映像・写真展 木羽 康真  編 神戸松蔭女子学院大学松蔭GP 1210140024 C    377.28  /ｴｲｿﾞ    /        

79 映像・写真展 木羽 康真  編 神戸松蔭女子学院大学松蔭GP 1210140032 C    377.28  /ｴｲｿﾞ    /        

80 ナリワフローラ：成羽層群タイプ標本 高梁市成羽美術館 1210140149 C    457.7   /ﾅﾘﾜ     /        

81 体験!発見!恐竜研究所 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 1210140420 C    457.87  /ﾀｲｹ     /        

82 Asian art award 2018 墨屋 宏明  制作 アート東京 1210140552 C    702.16  /ｱｼﾞｱ    /2018    

83 デコレータークラブ：配置・調整・周遊 あまらぶ  あーとらぼ  〔編〕 Baubooks 1210139687 C    702.16  /ｲｲｶ     /        

84 生きるを輝かす！Happy art project Wonder art production  編 Wonder Art Production 1210139711 C    702.16  /ｲｷﾙ     /        

85 生きるを輝かす！Happy art project Wonder art production  編 Wonder Art Production 1210139729 C    702.16  /ｲｷﾙ     /        

86 河口龍夫 尺戸智佳子  編 黒部市美術館 1210140750 C    702.16  /ｶﾜｸﾞ    /        

87 CAF.Nebula展 2018 CAFネビュラ協会 〔編〕 CAFネビュラ協会 1210140065 C    702.16  /ｼｰｴ     /2018    

88 しりあがり寿の現代美術：回転界 しりあがり寿  著 求龍堂 1210139893 C    702.16  /ｼﾘｱ     /        

89 霧の抵抗 水戸芸術館現代美術センター  〔ほか〕編 フィルムアート社 1210139869 C    702.16  /ﾅｶﾔ     /        

90 やなぎみわ やなぎみわ  著・〔作〕 羽鳥書店 1210140545 C    702.16  /ﾅﾔｷﾞ    /        

91 星を見上げるパイ 岡崎 和佳奈  デザイン・編・執筆 京都精華大学現代アートプロジェクト実行委員会1210139752 C    702.16  /ﾎｼｵ     /        

92 真島直子：地ごく楽 名古屋市美術館  編 名古屋市美術館 1210140693 C    702.16  /ﾏｼﾞﾏ    /        

93 六甲ミーツ・アート：芸術散歩 2018 塚村 真美  編 六甲山観光 1210140008 C    702.16  /ﾛﾂｺ     /2018    

94 六甲ミーツ・アート：芸術散歩 2018 塚村 真美  編 六甲山観光 1210140016 C    702.16  /ﾛﾂｺ     /2018    

95 アートみやぎ 2019 宮城県美術館  〔ほか〕編 宮城県美術館協力会 1210139935 C    702.19  /ﾐﾔｷﾞ    /2019    

96 アートの今・岡山 2017 「アートの今・岡山」展実行委員会  編 「アートの今・岡山」展実行委員会 1210140446 C    702.197 /ｱｰﾄ     /2017    

97 魔都の鼓動 佐々木 玄太郎  編 熊本市現代美術館 1210140669 C    702.22  /ﾏﾄﾉ     /        

98 世紀末ウィーンのグラフィック 池田 祐子  〔ほか〕編 京都国立近代美術館 1210139877 C    702.34  /ｾｲｷ     /        

99 新収蔵品展 西宮市大谷記念美術館  〔編〕 〔西宮市大谷美術館〕 1210140586 C    703.8   /ﾆｼﾉ     /        

100 ヌード 横浜美術館  編 読売新聞東京本社 1210139927 C    703.8   /ﾇｰﾄﾞ    /        

101 Bento:おべんとう展 いただきます編 東京都美術館  〔ほか〕  編・執筆 東京都美術館 1210139943 C    706.9   /ｵﾍﾞﾝ    /1       

102 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 1210139950 C    706.9   /ｵﾍﾞﾝ    /2       

103 Bento:おべんとう展 いただきます編 東京都美術館〔編〕 東京都美術館 1210139968 C    706.9   /ｵﾍﾞﾝ    /3       

104 チェリモヤ 2017 〔ギャラリーみその  編〕 〔ギャラリーみその〕 1210140453 C    706.9   /ﾁｪﾘ     /2017    

105 チェリモヤ 2018 〔ギャラリーみその  編〕 〔ギャラリーみその〕 1210140461 C    706.9   /ﾁｪﾘ     /2018    
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106 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 1210139794 C    706.9   /ﾙｰﾌﾞ    /1       

107 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 1210139802 C    706.9   /ﾙｰﾌﾞ    /2       

108 START☆みんなのミュージアム  2019 富山県立美術館  編 富山県立美術館 1210140123 C    707.9   /ｽﾀｰ     /2019    

109 秀桜基金留学賞10年そして今展 秀桜基金  編 秀桜基金 1210140529 C    708     /ｼﾖｳ     /        

110 京都市立芸術大学作品図録 2018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 1210139976 C    708.7   /ｷﾖｳ     /2018    

111 白日会 第95回記念展 （2019） 白日会 〔編〕 アートデザインセンター 1210140537 C    708.7   /ﾊｸｼﾞ    /        

112 白日会 第95回記念展 （2019） 白日会 〔編〕 アートデザインセンター 1210140685 C    708.7   /ﾊｸｼﾞ    /        

113 モダンアート展 第69回（2019） モダンアート協会出版部  制作 モダンアート協会 1210140057 C    708.7   /ﾓﾀﾞﾝ    /69      

114 モネ：それからの100年 名古屋市美術館  〔ほか〕編 読売新聞東京本社 1210140099 C    708.7   /ﾓﾈ      /        

115 VOCA展 2019 「VOCA展」実行委員会  編 「VOCA展」実行委員会 1210140073 C    720.87  /ｳﾞｫｰ    /2019    

116 奇想の系譜展 東京都美術館  〔ほか〕編 日本経済新聞社 1210140503 C    721.025 /ｷｿｳ     /        

117 四条派への道 西宮大谷記念美術館  編 西宮大谷記念美術館 1210140511 C    721.6   /ｼｼﾞﾖ    /        

118 春の院展全作品集 第73回（39） 日本美術院  〔編〕 日本美術院 1210140651 C    721.9   /ｲﾝﾃ     /39      

119 河鍋暁斎 河鍋暁斎記念美術館  編 河鍋暁斎記念美術館 1210139851 C    721.9   /ｶﾜﾅ     /        

120 河鍋暁斎展 兵庫県立美術館  〔ほか〕編 兵庫県立美術館 1210139810 C    721.9   /ｶﾜﾅ     /兵美    

121 河鍋暁斎展 兵庫県立美術館  〔ほか〕編 兵庫県立美術館 1210139828 C    721.9   /ｶﾜﾅ     /兵美    

122 河鍋暁斎展 兵庫県立美術館  〔ほか〕編 兵庫県立美術館 1210139836 C    721.9   /ｶﾜﾅ     /兵美    

123 国画創作協会の全貌展 笠岡市立竹喬美術館  〔ほか〕  編 笠岡市立竹喬美術館 1210140628 C    721.9   /ｺｸｶﾞ    /        

124 近代日本美術協会展 第39回 近代日本美術協会  〔編〕 近代日本美術協会 1210140610 C    723.1   /ｷﾝﾀﾞ    /39      

125 国吉康雄と石垣栄太郎展 和歌山県立近代美術館  文 和歌山県立近代美術館 1210140560 C    723.1   /ｸﾆﾖ     /        

126 久万美いま30th 髙木 貞重 〔ほか〕  編 町立久万美術館 1210140107 C    723.1   /ｸﾏﾋﾞ    /        

127 新野耕司 ギャラリー川船  〔編〕 〔ギャラリー川船〕 1210140594 C    723.1   /ｼﾝﾉ     /        

128 高松市美術館コレクション 高松市美術館  〔ほか〕  編 高松市美術館 1210140578 C    723.1   /ﾀｶﾏ     /        

129 長重之 足利市立美術館  編 足利市立美術館 1210140701 C    723.1   /ﾁﾖｳ     /        

130 モダン美人誕生 ポーラ美術館学芸部  〔ほか〕  編 ポーラ美術振興財団ポーラ美術館 1210139984 C    723.1   /ﾓﾀﾞﾝ    /        

131 矢崎千代二展 横須賀美術館  〔ほか〕  編 横須賀美術館 1210139992 C    723.1   /ﾔｻﾞｷ    /        

132 ターナー風景詩 郡山市立美術館  〔ほか〕  編 毎日新聞社 1210140644 C    723.33  /ﾀｰﾅｰ    /        

133 藤田嗣治展：没後50年 東京都美術館  〔ほか〕  編 朝日新聞社 1210139786 C    723.35  /ﾌｼﾞﾀ    /        

134 プーシキン美術館展 マリーナ・ロシャク  〔ほか〕執筆 朝日新聞社 1210139885 C    723.35  /ﾌﾟｰｼ    /        

135 ゴッホ展 圀府寺 司  〔ほか〕編 青幻舎 1210139901 C    723.359 /ｺﾞｯﾎ    /        
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136 ムンク展 オスロ市立ムンク美術館  〔ほか〕編 朝日新聞社 1210140412 C    723.38  /ﾑﾝｸ     /        

137 不思議の国のアリス展 東映  編 東映 1210139745 C    726.5   /ﾌｼｷﾞ    /        

138 不思議の国のアリス展 東映  編 東映 1210139760 C    726.5   /ﾌｼｷﾞ    /        

139 岡上淑子 岡上 淑子  著・〔作〕 青幻舎 1210139919 C    726.9   /ｵｶﾉ     /        

140 世界ポスタートリエンナーレトヤマ 第12回（2018） 富山県立近代美術館  編 富山県立近代美術館 1210140677 C    727.6   /ｾｶｲ     /12      

141 見る、知る、感じる 田村麗恵 〔ほか〕  編 東京都美術館 1210140131 C    728.8   /ﾐﾙｼ     /        

142 駒井哲郎 横浜美術館  企画・監修 玲風書房 1210140081 C    732.1   /ｺﾏｲ     /        

143 石元泰博「多重露光」 武蔵野美術大学美術資料図書館  制作 武蔵野美術大学資料図書館 1210140602 C    748     /ｲｼﾓ     /        

144 肌理と写真 石内 都  著 求龍堂 1210140040 C    748     /ｷﾒﾄ     /        

145 生田和孝の陶業 兵庫陶芸美術館  編 兵庫陶芸美術館 1210140438 C    751.1   /ｲｸﾀ     /        

146 珠洲そして六古窯 備前市立備前焼ミュージアム 〔ほか〕 編集 備前市立備前焼ミュージアム 1210140636 C    751.1   /ｽｽﾞ     /        

147 陶芸の提案 2019 ギャラリー白  編 ギャラリー白 1210139737 C    751.1   /ﾄｳｹﾞ    /2019    

148 松本ヒデオ展 兵庫陶芸美術館  編 兵庫陶芸美術館 1210140487 C    751.1   /ﾏﾂﾓ     /        

149 フィンランド陶芸 岐阜県現代陶芸美術館  〔編〕 国書刊行会 1210139844 C    751.3   /ﾌｲﾝ     /        

150 ブラジル先住民の椅子 東京都庭園美術館    〔ほか〕 編 美術出版社 1210139778 C    758     /ﾌﾞﾗｼﾞ   /        

151 千本ゑんま堂大念佛狂言展 芳野 明  編集・撮影・解説 嵯峨美術大学・嵯峨美術短期大学附属博物館1210140495 C    773     /ｾﾝﾎﾞ    /        

152 文化庁メディア芸術祭受賞作品集 第14回（平成22年度） CG-ARTS協会  企画・編集 文化庁メディア芸術祭事務局 1210140156 C    778     /ﾌﾞﾝｶ    /14      

153 荒木悠展 横浜美術館  編 横浜美術館 1210140479 C    778.4   /ｱﾗｷ     /        
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154 Changing and unchanging things edited by Dakin Hart Isamu Noguch Foundation and Garden Museum1260009160 C    706.9   /CHA     /        


