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15
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アルファ企画 〔編〕

アルファ企画

1110156039

請求記号
007.35 /ｱﾙﾌ

/15

2 「日本美術の資料に関わる情報発信力の向上のための提言Ⅲ」報告書
水谷 長志 編

JALプロジェクト2016「海外日本美術資料専門家
1110157524
(司書) の招へい・研修・交流事業」実行委員会
014.7 /ﾐｽﾞﾀ /2016

3 仏教美術資料研究センター

奈良国立博物館 編

奈良国立博物館

1110156492

069.6 /ﾅﾗｺ

/

4 神戸市立博物館館蔵品目録

考古・歴史の部27
神戸市立博物館 編

神戸市立博物館

1110156286

069.9 /ｺｳﾍﾞ

/27

5 神戸市立博物館館蔵品目録

美術の部 27 神戸市立博物館 編

神戸市立博物館

1110156294

069.9 /ｺｳﾍﾞ

/27

6 江戸東京博物館：常設展示

中国語版

東京都江戸東京博物館 〔 編 〕

公益財団法人東京都歴史文化財団東京都江戸東京博物館
1110156831

069.9 /ﾄｳｷ

/

7 民族資料目録

7

北海道立北方民族博物館 編

北海道立北方民族博物館

1110156484

069.9 /ﾎﾂｶ

/7

8 唐招提寺の伝統と戒律

律宗戒学院 編

律宗戒学院

1110157383

188

/

9 太宰府の軍備に関する考古学的研究

小嶋 篤 著

九州国立博物館

1110157128

219.1 /ｺｼﾞﾏ

/

10 金城哲夫研究

金城哲夫研究委員会 編

金城哲夫研究委員会

1110155833

289.1 /ｷﾝｼﾞ

/2-1

11 翔ベフェニックス

ひょうご震災記念21世紀研究機構 〔編〕

ひょうご震災記念21世紀研究機構

1110156047

369.31 /ﾊﾝｼ

/震災

12 水と土の芸術祭2018こどもプロジェクト事例集

藤 浩志 監修

水と土の芸術祭2018実行委員会事務局

1110156823

375.7 /ﾐｽﾞﾄ

地域創造

1110156302

379.2 /ﾁｲｷ

/2011

13 ステージラボアートミュージアムラボ事業報告書

Vol.2 NO.1

/ﾘﾂｼ

平成23年度 地域創造 編

/2018

14 鉱物

石橋 隆 〔ほか〕編著

大阪大学出版会

1110157425

459

/ｵｵｻ

/

15 杉原紙総合調査報告書

多可町教育委員会 編

多可町教育委員会

1110156401

585.6 /ﾀｶﾁ

/

16 「キュッパのびじゅつかん」展から

東京都美術館 企画・編集

東京都美術館

1110156468

702.07 /ﾄｳｷ

/

17 “ボーダレス・エリア近江八幡”をみんなで作るプロジェクトドキュメントブック
アールブリュット魅力発信事業実行委員会 〔編〕アールブリュット魅力発信事業実行委員会事務局
1110155759

702.16 /ｱｰﾙ

/

18 上野友幸

上野 友幸 〔作〕

〔上野友幸〕

1110155841

702.16 /ｳｴﾉ

/

19 Now and before

キギ 著

リトルモア

1110156815

702.16 /ｷｷﾞ

/4

20 作品集SU氏

菅野 聖子 作

荒井玲子

1110157417

702.16 /ｽｶﾞﾉ

/

中崎 透 〔ほか〕編

ちくごアートファーム企画実行委員会

1110156245

702.16 /ﾁｸｺﾞ

/2018

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

1110156476

702.16 /ﾄｰｷ

/2018

23 芸術の架け橋

石川 悦宏 〔ほか〕編

遊美堂

1110157441

702.16 /ﾕｳﾋﾞ

/1

24 芸術の架け橋

掲載作家経歴一覧
石川 悦宏 〔ほか〕編

遊美堂

1110157458

702.16 /ﾕｳﾋﾞ

/2

25 千葉アートネットワーク・プロジェクトドキュメント

2010

千葉アートネットワーク・プロジェクト実行委員会 千葉アートネットワーク。プロジェクト
〔ほか 編〕

1110157391

702.1935/ﾁﾊﾞｱ

26 マン・レイ

東京富士美術館 編

東京富士美術館

1110157151

702.53 /ﾄｳｷ

/

27 長崎県美術館名品図録

福満 葉子 編

長崎県美術館

1110156146

703.8 /ﾅｶﾞｻ

/

21 スーパーローカルマーケット：記録集
22 トーキョーアーツアンドスペースアニュアル

2018

/2010

28 吉野石膏コレクション

日本編

吉野石膏株式会社 編

吉野石膏

1110156781

703.8 /ﾖｼﾉ

/1

29 吉野石膏コレクション

西洋編

吉野石膏株式会社 編

吉野石膏

1110156799

703.8 /ﾖｼﾉ

/2

木ノ下 智恵子 監修

アートエリアB1

1110157029

706

/

30 事務局のクリエイティビティ

/ｱｰﾄ
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31 事務局のクリエイティビティ

木ノ下 智恵子 監修

アートエリアB1

1110157037

706

/ｱｰﾄ

/

九州国立博物館 編

九州国立博物館

1110157003

706

/ｷﾕｳ

/2015

33 現代アートの社会実践

東京藝術大学 〔ほか 編〕

東京藝術大学

1110157078

706.5 /ﾄｳｷ

/

34 茨城県近代美術館30年のあゆみ

茨城県近代美術館 編

茨城県近代美術館

1110156252

706.9 /ｲﾊﾞﾗ

/

五十殿 利治 研究代表

〔 筑波大学芸術学系 〕

1110156310

706.9 /ｵﾑｶ

/

京都国立近代美術館

1110155866

706.9 /ｷﾖｳ

/30

37 感覚をひらく：新たな美術鑑賞プログラム創造推進事業平成30年度 京都国立近代美術館教育普及室 企画・制作京都国立近代美術館

1110155874

706.9 /ｷﾖｳ

/30

38 アートまるケットレポート

2017

岐阜県美術館 〔ほか〕編

岐阜県美術館

1110156336

706.9 /ｷﾞﾌｹ

/2017

39 アートまるケットレポート

2018

岐阜県美術館 編

岐阜県美術館

1110156344

706.9 /ｷﾞﾌｹ

/2018

大森 正夫 監修

美術出版社

1110155684

706.9 /ｺｳﾍﾞ

/2015

Editor:Beverly yong

The japan foundation asia center

1110157532

706.9 /ｺｸｻ

/4

国立新美術館

1110156179

706.9 /ｺｸﾘ

/2007

32 九州国立博物館の取り組み

2015

35 芸術受容者の研究
36 さわるコレクション

平成30年度 京都国立近代美術館 〔編〕

40 神戸ビエンナーレ2015公式ガイド
41 The Japan Foundation Asia Center:Art Studies

Vol.04

42 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

請求記号

43 三沢市寺山修司記念館15周年

大澤 由喜 〔ほか〕 編

テラヤマ・ワールド

1110157102

706.9 /ﾃﾗﾔ

/

44 三沢市寺山修司記念館15周年

大澤 由喜 〔ほか〕 編

テラヤマ・ワールド

1110157110

706.9 /ﾃﾗﾔ

/

45 ようこそレジデンスへ。

トーキョーワンダーサイト 〔ほか 編〕

東京都歴史文化財団トーキョーワンダーサイト 1110157482

706.9 /ﾄｰｷ

/

46 東京都現代美術館活動記録

東京都歴史文化財団東京都現代美術館 〔ほか〕編
東京都歴史文化財団東京都現代美術館

1110156278

706.9 /ﾄｳｷ

/

Tokyo art season 2019 事務局 〔編〕

〔Tokyo art season 2019 事務局〕

1110157508

706.9 /ﾄﾖｵ

/2019

48 東山アーティスツ・プレイスメント・サービス事業報告書2017年度

HAPS実行委員会事務局 編

東山アーティスツ・プレイスメント・サービス実行委員会[HAPS]
1110157060

706.9 /ﾋｶﾞｼ

/2017

49 東山アーティスツ・プレイスメント・サービス事業報告書2018年度

HAPS実行委員会事務局 編

東山アーティスツ・プレイスメント・サービス実行委員会[HAPS]
1110157144

706.9 /ﾋｶﾞｼ

/2018

50 兵庫県美術家同盟70周年記念誌

藤原 護 〔ほか〕 編

兵庫県美術家同盟

1110157011

706.9 /ﾋﾖｳ

/

47 豊岡アートシーズン

51 福岡県立美術館コレクション展

2019

関岡絵梨花 編

九州芸文館美術展実行委員会

1110156237

706.9 /ﾌｸｵ

/

52 福岡市美術館ザ・ベスト

福岡市美術館 編

福岡市文化芸術振興財団

1110156435

706.9 /ﾌｸｵ

/

53 ふくやま美術館開館30周年記念誌

ふくやま美術館 編

ふくやま美術館

1110156997

706.9 /ﾌｸﾔ

/

佐々木 亨 〔ほか〕 編

北海道大学

1110155965

706.9 /ﾎﾂｶ

/1

55 木の薫り：久万美術館

松岡 義太 著

有限会社 田村

1110156765

706.9 /ﾏﾂｵ

/

56 YCAM GUIDEBOOK：山口情報芸術センター

山口情報芸術センター 監修

美術出版社

1110157094

706.9 /ﾔﾏｸﾞ

/

57 手でみるプロジェクト2018

山梨大学 〔ほか〕 編

山梨大学教育学部芸術文化推進委員会

1110155957

706.9 /ﾔﾏﾅ

/2018

58 アール・ヌーヴォーの世界

堀内武雄 プロデュース、構成・レイアウト

ルイス・C．ティファニー庭園美術館

1110156807

706.9 /ﾙｲｽ

/

59 障害者の芸術活動を支援する新進芸術家育成事業とその育成を芸術系大学において行う基盤構築のための調査事業
平成26年度 障害者の芸術活動支援プロジェクト実施事務局東京藝術大学美術学部
編

1110156856

707

/ｼﾖｳ

/26

60 障害者の芸術活動を支援する新進芸術家育成事業とその育成を芸術系大学において行う基盤構築のための調査事業
平成27年度 障害者の芸術活動支援プロジェクト実施事務局東京藝術大学美術学部
編

1110156864

707

/ｼﾖｳ

/27

54 學藝リカプロ

2013-2018

Report1
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61 障害者の芸術活動を支援する新進芸術家育成事業とその育成を芸術系大学において行う基盤構築のための調査事業
平成28年度 障害者の芸術活動支援プロジェクト実施事務局東京藝術大学美術学部
編

1110156872

707

/ｼﾖｳ

/28

62 障害者の芸術活動を支援する新進芸術家育成事業とその育成を芸術系大学において行う基盤構築のための調査事業
平成29年度 障害者の芸術活動支援プロジェクト実施事務局東京藝術大学美術学部
編

1110156880

707

/ｼﾖｳ

/29

63 障害者の芸術活動を支援する新進芸術家育成事業とその育成を芸術系大学において行う基盤構築のための調査事業
平成30年度 障害者の芸術活動支援プロジェクト実施事務局東京藝術大学美術学部
編

1110156898

707

/ｼﾖｳ

/30

64 東京都写真美術館

2014-2018

東京都写真美術館 〔ほか〕編

東京都写真美術館

1110156328

707

/ﾄｳｷ

/

65 保育所・幼稚園・こども園の子どもたちと美術館

「アートの日」の本編集委員会 編

徳島の公立美術館と就学前施設との連携事業実行委員会
1110155734

707

/ﾄｸｼ

/

66 色をめぐる7つのお話

大分県立美術館教育普及グループ 〔編〕

アートフル大分プロジェクト実行委員会

1110155742

707.9 /ｵｵｲ

/

67 びじゅつってすげぇ！

2018-2019

大分県立美術館普及グループ 〔編〕

大分県立美術館普及グループ

1110155726

707.9 /ｵｵｲ

/2019

68 ミテ・ハナソウ・プロジェクト

2013-2017

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

1110155973

707.9 /ｻｸﾗ

/

丸亀市猪熊弦一郎現代美術館 執筆・編

丸亀市猪熊弦一郎現代美術館

1110157086

707.9 /ﾏﾙｶ

/

塩谷 昇三 編

クオリアート

1110155882

708.7 /ｸｵﾘ

/

高松市美術館 編

高松市美術館

1110157433

708.7 /ﾀｶﾏ

/5

72 Bridge of ars-美の架け橋-

名古屋ボストン美術館 企画・編集

名古屋ボストン美術館

1110156260

708.7 /ﾅｺﾞﾔ

/

73 西村画廊35年+

求龍堂 〔ほか〕編

求龍堂

1110155676

708.7 /ﾆｼﾑ

/

74 アーツ・チャレンジ2019

あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会 あいちトリエンナーレ地域展開事業実行委員会
[編]
1110155692

709

/ｱｲﾁ

/2019

75 アートプロジェクトを評価するために:評価の〈なぜ?〉を徹底解明

企業メセナ協議会 編

東京都歴史文化財団東京文化発信プロジェクト室
1110156757

709

/ｷｷﾞﾖ

/

76 わらアートで紡ぐ持続的農業と観光

岩室温泉地域づくり協議会 〔編〕

岩室温泉地域づくり協議会

1110157565

709.1 /ｲﾜﾑ

77 パブリックアート500作品のあゆみ

滝 久雄 編

日本交通文化協会

1110156161

709.1 /ﾀｷ

78 アートは、地域を美味しくする。

北海道教育大学岩見沢校 芸術・スポーツビジネス専攻
北海道教育大学岩見沢校
編
芸術・スポーツビジネス専攻
1110157136

709.1 /ﾎﾂｶ

/2018

79 地球アトリエ対談記録集

兵庫県阪神北県民局 〔編〕

兵庫県阪神北県民局

1110155700

710

/ﾋﾖｳ

/

80 地球アトリエ対談記録集

兵庫県阪神北県民局 〔編〕

兵庫県阪神北県民局

1110155718

710

/ﾋﾖｳ

/

81 Komorebi

札幌芸術の森美術館 編

札幌芸術の森美術館

1110157516

712.1 /ｲｶﾞﾗ

82 オーギュスト・ロダン (1840-1917)

静岡県立美術館 〔ほか〕 編

静岡県立美術館

1110156229

712.35 /ｼｽﾞｵ

/

83 橿尾正次作品集

橿尾正次 [作]

エディション・ナギィ

1110157375

719.08 /ｶｼｵ

/

69 つながるミモカと教室と
70 創造者たち
71 高松市美術館収蔵品図録

5

2017年度

/2017
/

/

84 現代画人伝

2

田中穣 著

読売新聞社

1110156195

720.28 /ﾀﾅｶ

/2

85 現代画人伝

3

田中穣 著

読売新聞社

1110156203

720.28 /ﾀﾅｶ

/3

86 現代日本画家素描集

8

奥村 土牛 著

日本放送出版協会

87 金沢美術工芸大学教員特別研究報告書

平成30年度 荒木 恵信 監修・執筆

1110156054

720.8 /ｵｷﾞﾕ

/

金沢美術工芸大学所蔵「架鷹図屏風」研究チーム
1110157409

721.3 /ｶﾅｻﾞ

/30

88 中島千波作品集

中島 千波 著・〔画〕

求龍堂

1110156153

721.9 /ﾅｶｼﾞ

/

89 東山魁夷永遠の風景 : 東山魁夷館

東山魁夷 [画]

長野県信濃美術館東山魁夷館

1110155858

721.9 /ﾋｶﾞｼ

/

90 静岡に名画を:信念のコレクション

大村明 著

静岡近代美術館

1110157367

723

/

/ｵｵﾑ
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91 相原求一朗油彩画作品目録

折井 貴恵 〔ほか〕 編

相原求一朗生誕100年記念プロジェクト

1110155981

723.1 /ｱｲﾊ

/

92 神田日勝

神田日勝記念美術館 編

神田日勝記念美術館

1110156138

723.1 /ｼﾝﾀﾞ

/

93 吉田博の描いた学徒

伊東 香保 編

興正社

1110155775

723.1 /ﾖｼﾀﾞ

/

94 相生『吉田博展』その後 : 播磨における吉田博の足跡

吉田博展実行委員会 編

JMUアムテック・史料館

1110156419

723.1 /ﾖｼﾀﾞ

/

国立新美術館 編

国立新美術館

1110156740

723.35 /ｺｸﾘ

/

吉田 秀和 著

中央公論社

1110156450

723.35 /ｾｻﾞﾝ

/1

97 レンブラントの生涯

チャールズ ファウクス 著

美術公論社

1110156211

723.359 /ﾚﾝﾌﾞ

/

98 彩

ドラゴンマガジン編集部 〔ほか〕 編

富士見書房

1110157169

726.1 /ｲﾉﾏ

/

99 お絵描き少女☆ラッキーちゃん

櫻井 拓 編

Blue art

1110156989

726.1 /ﾌｸｲ

/

100 TALES

青柳 昌行 編

エンターブレイン

1110157177

726.5 /ｲﾉﾏ

/

101 絵本：山がどっこい

梶山 俊夫 作

銀河社

1110158407

726.6 /ｶｼﾞﾔ

/

102 梶山俊夫書票作品集

梶山 俊夫 〔画〕

梶山俊夫

1110158415

726.6 /ｶｼﾞﾔ

/

103 TOKO

岐阜 現代 美術 財団 編

公益財団法人岐阜現代美術財団

1110155908

728.216 /ｼﾉﾀﾞ

/

104 山梨県立美術館所蔵深沢幸雄版画作品目録

山梨県立美術館 編

山梨県立美術館

1110157359

732.1 /ﾌｶｻﾞ

/

吉原 英里 著・〔作〕

ギャラリーモーニング

1110157342

732.1 /ﾖｼﾊ

/

藤井 匡 編・著

東京造形大学

1110156849

740.21 /ﾌｼﾞｲ

/

107 アーキペラゴ：海と島と山を渡る

秋吉台国際芸術村 〔編〕

秋吉台国際芸術村

1110156187

748

/ｱｷﾖ

/4

108 椎原治

Katsuya Ishida 編

Fine-Art Photography

1110156427

748

/ｲｼﾀﾞ

/

109 Time&space

小泉 定弘 著

リトルギャラリー

1110155890

748

/ｺｲｽﾞ

/

110 水面の森

山本 修司 著

山本修司

1110157052

748

/ﾔﾏﾓ

/

柏木 早苗 編

工芸の五月実行委員会

1110156443

750.21 /ｶｼﾜ

吉田 延泰 編

がらす庵

1110157490

751.5 /ﾖｼﾀﾞ

/

祇園祭山鉾連合会

1110157045

753

/ｷﾞｵﾝ

/

/ﾆｼｵ

/

95 シンポジウム記録集
96 セザンヌ物語

Ⅰ

105 不在の部屋：吉原英里作品集
106 大辻清司：高梨豊：写真の「実験室」と「方法論」

111 工芸の五月

別冊15

10号

112 Log
113 祇園祭山鉾懸装品調査報告書

渡来染織品の部
花林舎 編

請求記号

/10

114 Eizo Nishio

[editing by Eizo Nishio]

Art & Books

1110157540

757

115 野口久光シネマ・グラフィックス

根本 隆一郎 企画・監修・編集

開発社

1110155999

778.23 /ﾉｸﾞﾁ

/

116 ロボットアニメビジネス進化論

五十嵐 浩司 著

光文社

1110156914

778.77 /ｲｶﾞﾗ

/

117 メカニックデザイナーの仕事論

大河原 邦男 著

光文社

1110156922

778.77 /ｵｵｶ

/

118 戦え!全日本アニメロボ大全集

70～80年代篇オフィスJ.B 編

双葉社

1110156948

778.77 /ｵﾌｲ

/

119 「∀ガンダム」全記録集

1

樹想社 〔ほか〕 編集・構成

講談社

1110157466

778.77 /ｷｿｳ

/1

120 「∀ガンダム」全記録集

2

樹想社 〔ほか〕 編集・構成

講談社

1110157474

778.77 /ｷｿｳ

/2
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121 戦闘メカザブングル記録全集

No. 資料名
1

泉山 雅通 〔ほか〕執筆・編集

日本サンライズ

1110157607

請求記号
778.77 /ｾﾝﾄ

/1

122 戦闘メカザブングル記録全集

2

泉山 雅通 〔ほか〕執筆・編集

日本サンライズ

1110157615

778.77 /ｾﾝﾄ

/2

123 戦闘メカザブングル記録全集

3

泉山 雅通 〔ほか〕執筆・編集

日本サンライズ

1110157623

778.77 /ｾﾝﾄ

/3

124 戦闘メカザブングル記録全集

4

千葉 暁 〔ほか〕執筆・編集

日本サンライズ

1110157631

778.77 /ｾﾝﾄ

/4

125 リーンの翼解析設定資料集

そうゆう舎 〔ほか〕 編

一迅社

1110157193

778.77 /ｿｳﾕ

126 富野由悠季全仕事

富野 由悠季 〔著〕

キネマ旬報社

1110156732

778.77 /ﾄﾐﾉ

/

127 ターンエーの癒し

富野 由悠季 〔著〕

角川春樹事務所

1110156906

778.77 /ﾄﾐﾉ

/

128 富野語録

富野 由悠季 〔述〕

ラポート

1110156930

778.77 /ﾄﾐﾉ

/

129 映像の原則

富野 由悠季 著

キネマ旬報社

1110156955

778.77 /ﾄﾐﾉ

/

/

130 ガンダム世代への提言

Ⅰ

富野 由悠季 著

角川書店

1110156708

778.77 /ﾄﾐﾉ

/1

131 ガンダム世代への提言

Ⅱ

富野 由悠季 著

角川書店

1110156716

778.77 /ﾄﾐﾉ

/2

132 ガンダム世代への提言

Ⅲ

富野 由悠季 著

角川書店

1110156724

778.77 /ﾄﾐﾉ

/3

133 ∀ガンダム・アートワークス

中島 安貴彦 〔ほか〕 編

エムディエヌコーポレーション

1110157185

778.77 /ﾅｶｼﾞ

/

134 リーンの翼

沼田 孝一 編

ホビージャパン

1110157201

778.77 /ﾇﾏﾀ

/

角川書店 〔編〕

角川書店

1110157235

778.77 /ﾔｽﾀﾞ

135 安田朗

/

136 こうべ市民文芸入選作品集

第38回

神戸市市民参画推進局文化交流部文化交流課
神戸市市民参画推進局文化交流部文化交流課
編
1110156963

910

/ｺｳﾍﾞ

/38

137 こうべ市民文芸入選作品集

第38回

神戸市市民参画推進局文化交流部文化交流課
神戸市市民参画推進局文化交流部文化交流課
編
1110156971

910

/ｺｳﾍﾞ

/38

138 森はな・人と文学

森はなをしのぶ・ささゆりの会 編

神戸新聞総合出版センター

1110158316

910.268 /ﾓﾘﾊ

139 双天のゴライアス

菅 木志雄 著

ヴァンジ彫刻庭園美術館

1110157557

913.6 /ｽｶﾞ

/

/

140 伝説巨神イデオン

1 (覚醒編)

富野 喜幸 著

朝日ソノラマ

1110157318

913.6 /ﾄﾐﾉ

/1

141 伝説巨神イデオン

2 (胎動編)

富野 喜幸 著

朝日ソノラマ

1110157326

913.6 /ﾄﾐﾉ

/2

142 伝説巨神イデオン

3 (発動編)

富野 喜幸 著

朝日ソノラマ

1110157334

913.6 /ﾄﾐﾉ

/3

143 機動戦士Zガンダム

第1部 (カミーユ・ビダン)
富野 由悠季 著

角川書店

1110157243

913.6 /ﾄﾐﾉ

/Z-1

144 機動戦士Zガンダム

第2部 (アムロ・レイ)
富野 由悠季 著

角川書店

1110157250

913.6 /ﾄﾐﾉ

/Z-2

145 機動戦士Zガンダム

第3部 (強化人間)
富野 由悠季 著

角川書店

1110157268

913.6 /ﾄﾐﾉ

/Z-3

146 機動戦士Zガンダム

第4部 (ザビ家再臨)
富野 由悠季 著

角川書店

1110157276

913.6 /ﾄﾐﾉ

/Z-4

147 機動戦士Zガンダム

第5部 (戻るべき処)
富野 由悠季 著

角川書店

1110157284

913.6 /ﾄﾐﾉ

/Z-5

148 機動戦士ガンダムZZ

第1部 (ジュドー・アーシタ)
遠藤 明範 著

角川書店

1110157292

913.6 /ﾄﾐﾉ

/ZZ-1

149 機動戦士ガンダムZZ

第2部 (ニュータイプ)
遠藤 明範 著

角川書店

1110157300

913.6 /ﾄﾐﾉ

/ZZ-2

牧書店

1110158290

913.6 /ﾓﾘ

/

150 じろはったん

森 はな 著
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151 じろはったん

No. 資料名

森 はな 著

アリス館

1110158308

請求記号
913.6 /ﾓﾘ

152 てんぐと人魚とヘリコプター

つのぶえ同人 編

牧書店

1110158324

913.68 /ｼﾞﾄﾞｳ /1

153 もぐらと金魚とみそむすび

子どもの町同人 編

牧書店

1110158332

913.68 /ｼﾞﾄﾞｳ /2

154 トンネルとビー玉とわすれ貝

子どもの家同人 編

牧書店

1110158340

913.68 /ｼﾞﾄﾞｳ /3

155 山とまぼろしとじろはったん

あす同人 編

牧書店

1110158357

913.68 /ｼﾞﾄﾞｳ /4

156 リンゴとタイコと水どろぼう

もんぺの子同人 編

牧書店

1110158365

913.68 /ｼﾞﾄﾞｳ /5

157 海とまきばの風とペンキ小僧

森の仲間同人 編

牧書店

1110158373

913.68 /ｼﾞﾄﾞｳ /6

158 夏とミイラとバリケン分隊

中部児童文学同人 編

牧書店

1110158381

913.68 /ｼﾞﾄﾞｳ /7

159 犬となでしこの服と和平どん

小さい旗同人 編

牧書店

1110158399

913.68 /ｼﾞﾄﾞｳ /8

160 不思議の国の"アリス"

舟崎 克彦 著

求竜堂

1110155767

933

/ﾌｼｷﾞ

/

/
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161 Viking

No. 資料名

Tom Bloch Nakkerud 著

Scandinavian film group

1160016596

請求記号
238.9 /BLO

/

162 Eizo Nishio:sculptures

Eizo Nishio

Art & Books

1160016646

702.16 /NIS

/2017

163 Shiro Matsui

Matsui Shiro 〔作〕

Interval

1160016612

719

/MAT

/

164 Cézanne by himself

edited by Richard Kendall

Little, Brown and Company

1160016620

723.35 /CEZ

/

165 Marc Chagall

Electa Editrice

Electa

1160016638

723.35 /CHA

166 Cultex

editor, Lesley Millar

Norsk Kulturråd

1160016604

753.2 /MIL

/
/

新着資料一覧表
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奈良文化研究所 飛鳥資料館 執筆・編

国立文化財機構奈良文化財研究所飛鳥資料館
1210142202 C

202.5 /ｱｽｶ

/

飛鳥資料館

奈良文化財研究所飛鳥資料館

1210142079 C

210.33 /ｱｽｶ

/2018

169 高札をみる、よむ

関西大学博物館 〔編〕

関西大学博物館

1210141170 C

322.15 /ﾀｶﾌ

/

170 古代銭の実像

黒川古文化研究所 〔編〕

黒川古文化研究所

1210141907 C

337.21 /ｺﾀﾞｲ

/

171 近代日本の挑戦者たち

岡崎市美術博物館 編

岡崎市美術博物館

1210141915 C

606.9 /ｷﾝﾀﾞ

/

172 インカ・ショニバレCBE

福岡市立美術館 〔編〕

福岡市美術館

1210142020 C

702.07 /ｲﾝｶ

/

173 球体パレット

岩崎 直人 〔ほか〕編

中西出版

1210142236 C

702.07 /ｷﾕｳ

/

吉岡 恵美子 編

京都精華大学枯木又プロジェクト実行委員会 1210142244 C

702.07 /ﾀﾞｲﾁ

/2018

福満 葉子 編集・構成

長崎県美術館

1210140917 C

702.14 /ｸｱﾄ

/

服部 浩之 編

青森公立大学 国際芸術センター青森 [ACAC]1210142095 C

702.16 /ｱｰﾃ

KAAT神奈川芸術劇場 〔ほか 編〕

KAAT

1210142335 C

702.16 /ｻﾜ

/

東京都美術館 編

東京都美術館

1210141444 C

702.16 /ﾄﾋﾞｾ

/6

179 グリーンランド

エルメス財団 〔編〕

エルメス財団

1210142293 C

702.16 /ﾅｶﾔ

/

180 ニシダツトム・舘寿弥展

入善町文化振興財団 〔編〕

入善町文化振興財団

1210141188 C

702.16 /ﾆｼﾀﾞ

/

181 ニューウェイブ：現代美術の80年代

国立国際美術館 〔編〕

国立国際美術館

1210141923 C

702.16 /ﾆﾕｰ

/

182 パランプセスト

北澤 憲昭 執筆

武蔵野美術大学

1210140883 C

702.16 /ﾊﾟﾗﾝ

/1

183 パランプセスト

和田 浩一 執筆

武蔵野美術大学

1210140891 C

702.16 /ﾊﾟﾗﾝ

/2

167 骨ものがたり
168 飛鳥の考古学 2018

174 枯木又プロジェクト

2018

2018

175 クアトロ・ラガッツィ：桃山の夢とまぼろし
176 アーティスト・イン・レジデンス・プログラム

2014/夏

177 さわひらき
178 都美セレクショングループ展

第6回

資料コード

請求記号

/2014-01

184 HIRAKU PROJECT

Vol.2

ポーラ美術館 〔編〕

〔ポーラ美術振興財団ポーラ美術館〕

1210141329 C

702.16 /ﾋﾗｸ

/2

185 HIRAKU PROJECT

Vol.6

ポーラ美術館 〔編〕

〔ポーラ美術振興財団ポーラ美術館〕

1210141295 C

702.16 /ﾋﾗｸ

/6

186 HIRAKU PROJECT

Vol.7

ポーラ美術館 〔編〕

〔ポーラ美術振興財団ポーラ美術館〕

1210141337 C

702.16 /ﾋﾗｸ

/7

187 丸山純子

入善町下山芸術の森発電所美術館 〔編〕

入善町下山芸術の森発電所美術館

1210141220 C

702.16 /ﾏﾙﾔ

/

188 Sprouting Garden

札幌芸術の森美術館 編

スプラウティングガーデン実行委員会

1210142269 C

702.191 /ｻﾂﾎﾟ

/

189 旅は目的地につくまでがおもしろい

札幌芸術の森美術館 編

札幌市芸術文化財団

1210142285 C

702.191 /ｻﾂﾎﾟ

/

190 モーション/エモーション

札幌芸術の森美術館 編

札幌市芸術文化財団

1210142301 C

702.191 /ｻﾂﾎﾟ

/
/2018

191 水と土の芸術祭

2018

水と土の芸術祭2018実行委員会事務局 〔ほか〕編
水と土の芸術祭2018実行委員会

1210140982 C

702.1941/ﾐｽﾞﾄ

192 水と土の芸術祭

2018

水と土の芸術祭2018実行委員会事務局 〔ほか〕編
水と土の芸術祭2018実行委員会

1210140990 C

702.1941/ﾐｽﾞﾄ

193 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

1210141147 C

702.2 /ｱｼﾞｱ

/

/2018

194 クリスチャン・ボルタンスキー

国立新美術館 〔ほか〕編

水声社

1210141956 C

702.35 /ﾎﾞﾙﾀ

/

195 クエイ兄弟

クエイ兄弟 著

求龍堂

1210141477 C

702.53 /ｸｴｲ

/

196 ゴードン・マッタ＝クラーク展

東京国立近代美術館 編

東京国立近代美術館

1210142343 C

702.53 /ﾏﾂﾀ

/
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197 眼の人

No. 資料名

郡山市立美術館 〔ほか〕編

郡山市立美術館

1210141030 C

請求記号
703.8 /ｲﾏｲ

/

198 視覚芸術百態

国立国際美術館 編

国立国際美術館

1210141931 C

703.8 /ｼｶｸ

/

199 遠くへ行きたい

東京国立近代美術館 編

東京国立近代美術館

1210141204 C

703.8 /ﾄｳｷ

/

200 ブリヂストン美術館展

北海道立近代美術館 編

テレビ北海道

1210141873 C

703.8 /ﾌﾞﾘｼﾞ /

201 OZASAHAYASHI

#001

Art Office OZASA 〔編〕

OZASAHAYASHI

1210141303 C

706.9 /ｵｻﾞｻ

/1

202 OZASAHAYASHI

#002

Art Office OZASA 〔編〕

OZASAHAYASHI

1210141311 C

706.9 /ｵｻﾞｻ

/2

203 Emerging

2018

東京都現代美術館 編

東京都現代美術館

1210142103 C

706.9 /ﾄｰｷ

/

東京都現代美術館 編

東京都現代美術館

1210141261 C

706.9 /ﾄｳｷ

/

204 ワンダフルワールド
205 新鋭作家展

第7回

川口市立アートギャラリー・アトリア 執筆・編集 [川口市立アートギャラリー・アトリア]

1210141014 C

706.9 /ﾐｼﾗ

/

206 RAM

2014

/2014

慶野 結香 編

秋田公立美術大学

1210141279 C

706.9 /ﾗﾑ

207 大阪芸術大学大学院芸術研究科芸術制作修士・博士作品集
21(2018）

大阪芸術大学大学院 〔編〕

大阪芸術大学大学院

1210142053 C

708.7 /ｵｵｻ

/21

208 群馬青年ビエンナーレ

14

群馬県立近代美術館 編

群馬県立近代美術館

1210141345 C

708.7 /ｸﾞﾝﾏ

/14

209 国展

第93回 彫刻部
国画会彫刻部 編

国画会彫刻部

1210141964 C

708.7 /ｺｸﾃ

/93-1

210 国展

第93回 彫刻部
国画会彫刻部 編

国画会彫刻部

1210142731 C

708.7 /ｺｸﾃ

/93-1

211 国展

第93回 絵画部
国画会絵画部 〔編〕

国画会絵画部

1210141972 C

708.7 /ｺｸﾃ

/93-2

212 国展

第93回 絵画部
国画会絵画部 〔編〕

国画会絵画部

1210142756 C

708.7 /ｺｸﾃ

/93-2

213 国展

第93回 版画部
国画会版画部 〔編〕

国画会版画部

1210141980 C

708.7 /ｺｸﾃ

/93-3

214 国展

第93回 版画部
国画会版画部 〔編〕

国画会版画部

1210142749 C

708.7 /ｺｸﾃ

/93-3

215 国展

第93回 写真部
国画会写真部 〔編〕

国画会写真部

1210141998 C

708.7 /ｺｸﾃ

/93-4

216 国展

第93回 写真部
国画会写真部 〔編〕

国画会写真部

1210142715 C

708.7 /ｺｸﾃ

/93-4

217 国展

第93回 工芸部
国画会工芸部 〔編〕

国画会工芸部

1210142004 C

708.7 /ｺｸﾃ

/93-5

218 国展

第93回 工芸部
国画会工芸部 〔編〕

国画会工芸部

1210142723 C

708.7 /ｺｸﾃ

/93-5

219 阿地信美智

札幌芸術の森美術館 編

公益財団法人札幌市芸術文化財団

1210141816 C

708.7 /ｻﾂﾎﾟ

/2014-1

220 田村純也

札幌芸術の森美術館 編

公益財団法人札幌市芸術文化財団

1210141824 C

708.7 /ｻﾂﾎﾟ

/2014-2

221 椎名澄子

札幌芸術の森美術館 編

公益財団法人札幌市芸術文化財団

1210141832 C

708.7 /ｻﾂﾎﾟ

/2015-1

222 奥山三彩

札幌芸術の森美術館 編

公益財団法人札幌市芸術文化財団

1210141840 C

708.7 /ｻﾂﾎﾟ

/2015-2

223 風間天心

札幌芸術の森美術館 編

公益財団法人札幌市芸術文化財団

1210141857 C

708.7 /ｻﾂﾎﾟ

/2016

224 佐藤千穂

札幌芸術の森美術館 編

公益財団法人札幌市芸術文化財団

1210141865 C

708.7 /ｻﾂﾎﾟ

/2017

松本市美術館 編

松本市美術館

1210141360 C

708.7 /ﾏﾂﾓ

/8

兵庫県立近代美術館 編

兵庫県立近代美術館

1210142061 C

708.7 /ﾔﾏﾑ

/

225 老いるほど若くなる
226 山村コレクション全作品図録

第8回
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227 森口宏一

No. 資料名

森口宏一 〔作〕

版画工房ノマルエディション

1210142087 C

710.87 /ﾓﾘｸﾞ

/

228 五十嵐威暢の世界

札幌芸術の森美術館 編

札幌市芸術文化財団

1210142350 C

712.1 /ｲｶﾞﾗ

/

229 柿崎煕:森の奥底

札幌芸術の森美術館 編

札幌市芸術文化財団

1210142327 C

712.1 /ｶｷｻﾞ

/

230 津久井利彰

大原美術館 〔編〕

大原美術館

1210142152 C

712.1 /ﾂｸｲ

/

231 内藤礼

井関 悠 編

水戸芸術館現代美術センター

1210140966 C

712.1 /ﾅｲﾄ

/

232 照井榮展

萬鉄五郎記念美術館 編

萬鉄五郎記念美術館

1210141451 C

714

/

233 ザ・屏風

富山県水墨美術館 編

富山県水墨美術館

1210141246 C

721.087 /ｻﾞﾋﾞﾖ /

234 生きている山水

岡山県立美術館 編

岡山県立美術館

1210140974 C

721.3 /ｻﾝｽ

/

235 浮世絵の美

平木浮世絵財団 企画 編集

平木浮世絵財団

1210142251 C

721.8 /ｳｷﾖ

/

236 河鍋暁斎

サントリー美術館 〔ほか〕編

サントリー美術館

1210141089 C

721.9 /ｶﾜﾅ

/

237 幸野楳嶺が伝えたこと

笠岡市立竹喬美術館 〔ほか〕編

笠岡市立竹喬美術館

1210141881 C

721.9 /ｺｳﾉ

/

238 生誕100年：佐藤多持展

たましん地域文化財団 編

たましん地域文化財団

1210141949 C

721.9 /ｻﾄｳ

/

239 富岡鉄斎と近代日本の中国趣味

大和文華館 編

大和文華館

1210141105 C

721.9 /ﾄﾐｵ

/

240 横山大観展

横山 大観 〔画〕

日本経済新聞社

1210141139 C

721.9 /ﾖｺﾔ

/

241 吉野石膏コレクション

山形美術館 編

山形美術館

1210141055 C

723.07 /ﾔﾏｶﾞ

/

242 有元利夫

札幌芸術の森美術館 編

アートワン

1210141485 C

723.1 /ｱﾘﾓ

/

243 笠井誠一展

札幌芸術の森美術館 編

中西出版

1210142277 C

723.1 /ｶｻｲ

/

244 柏原由佳

大原美術館 〔編〕

大原美術館

1210142145 C

723.1 /ｶｼﾊ

/

245 国吉康雄と清水登之ふたつの道

栃木県立美術館 編集・執筆

栃木県立美術館

1210141113 C

723.1 /ｸﾆﾖ

/

246 栗田咲子

モーニングカンパニー 〔編〕

モーニングカンパニー

1210141097 C

723.1 /ｸﾘﾀ

/

247 メグリ、めぐる。

岐阜現代美術財団 編

岐阜現代美術財団

1210142194 C

723.1 /ｻｶｷ

/

248 坂本繁二郎展

久留米市美術館 〔ほか〕編

毎日新聞社

1210141394 C

723.1 /ｻｶﾓ

/

249 瀧口修造と彼が見つめた作家たち

東京国立近代美術館 編

東京国立近代美術館

1210141196 C

723.1 /ﾀｷｸﾞ

/

250 達和子

岐阜現代美術財団 編

岐阜現代美術財団

1210142186 C

723.1 /ﾀﾞﾃ

/

251 描くこと：この地との出会い

茅野市美術館 編

茅野市美術館

1210142160 C

723.1 /ﾁﾉｼ

252 中山忠彦

千葉県立美術館 編

千葉県立美術館

1210142368 C

723.1 /ﾅｶﾔ

/

253 橋本 正展

萬鉄五郎記念美術館 編

萬鉄五郎記念美術館

1210141469 C

723.1 /ﾊｼﾓ

/

254 福沢一郎展

大谷 省吾 〔ほか〕編

東京国立近代美術館

1210141121 C

723.1 /ﾌｸｻﾞ

/

255 藤井勉展

サトエ記念21世紀美術館 〔ほか〕 執筆・編集 サトエ記念21世紀美術館

1210142178 C

723.1 /ﾌｼﾞｲ

/

256 村上友晴

目黒区美術館 編

1210141022 C

723.1 /ﾑﾗｶ

/

目黒区美術館

請求記号

/ﾃﾙｲ

/
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257 モダン美人誕生

No. 資料名

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

1210141428 C

請求記号
723.1 /ﾓﾀﾞﾝ

/

258 コーポレート・アート展

市川飛砂 編

TBS

1210141063 C

723.3 /ｺｰﾎﾟ

/

259 パウル・クレー展

産経新聞社事業局 編

産経新聞社

1210142012 C

723.345 /ｸﾚｰ

/

260 印象派からその先へ

兵庫県立美術館 〔ほか〕 編

共同通信社

1210140925 C

723.35 /ｲﾝｼ

/兵美

261 印象派からその先へ

兵庫県立美術館 〔ほか〕 編

共同通信社

1210140933 C

723.35 /ｲﾝｼ

/兵美

262 印象派からその先へ

兵庫県立美術館 〔ほか〕 編

共同通信社

1210140941 C

723.35 /ｲﾝｼ

/兵美

263 シャルル＝フランソワ・ドービニー展

ブレーントラスト 編

シャルル＝フランソワ・ドービニー展カタログ実行委員会
1210141402 C

723.35 /ﾄﾞｰﾋﾞ /

264 モンティセリ

モンティセリ友の会 編

谷本

1210141071 C

723.35 /ﾓﾝﾃ

/

265 ルドン ひらかれた夢

ポーラ美術館学芸部 編

ポーラ美術館

1210141436 C

723.35 /ﾙﾄﾞﾝ

/

266 ロシア絵画の至宝展

国立ロシア美術館 〔ほか〕編

東京富士美術館

1210142038 C

723.38 /ｺｸﾘ

/

267 LOVE&PEACE

公益財団法人現代芸術振興財団 制作

公益財団法人現代芸術振興財団

1210141352 C

723.53 /ｲﾝﾃﾞ

/

268 ジョージ・クルックシャンク

伊丹市立美術館 編

伊丹市立美術館

1210141048 C

726.5 /ｸﾙﾂ

/

269 イメージコレクター・杉浦非水展

中尾 優衣 編

東京国立近代美術館

1210141162 C

727

/

270 Toko series

関市立篠田桃紅美術空間 〔編〕

〔岐阜現代美術財団〕

1210142228 C

728.216 /ｼﾉﾀﾞ

271 墨痕

岐阜現代美財団 編

岐阜現代美術財団

1210142210 C

728.216 /ｼﾉﾀﾞ

/2019

272 銅版画の詩人 追悼：深沢幸雄展

山梨県立美術館 編

山梨県立美術館

1210141410 C

732.1 /ﾌｶｻﾞ

/

/ｽｷﾞｳ

/2018

273 それぞれのふたり：池田良二と海老塚耕一

池田 良二

世田谷美術館 編

世田谷美術館

1210141238 C

735.087 /ｲｹﾀﾞ

/1

274 それぞれのふたり：池田良二と海老塚耕一

海老塚 耕一 世田谷美術館 編

世田谷美術館

1210141253 C

735.087 /ｲｹﾀﾞ

/2

富井雄太郎

1210141386 C

748

/ｹﾝﾁ

/

現代工芸美術家協会

1210141899 C

750

/ﾆﾎﾝ

/58

275 建築×写真
276 日本現代工芸美術展

富井 雄太郎 編
第58回(2019) 現代工芸美術家協会 編

277 荒木高子：聖書

嶋本 吉孝 編

瀬戸美術

1210141287 C

751.1 /ｱﾗｷ

/

278 紀伊徳川家やきもの新時代

和歌山県立博物館 編

和歌山県立博物館

1210142319 C

751.1 /ｷｲﾄ

/

ギャラリー白 〔編〕

ギャラリー白

1210141006 C

751.1 /ｾﾗﾐ

/2019

280 The備前

東京都国立近代美術館 〔ほか〕編

NHKプラネット中部

1210141154 C

751.1 /ﾋﾞｾﾞﾝ /

281 やきものを分析する：装飾編

兵庫陶芸美術館 編

兵庫陶芸美術館

1210141378 C

751.1 /ﾔｷﾓ

/

282 インゲヤード・ローマン展

東京国立近代美術館 〔ほか〕 編

東京国立近代美術館

1210141212 C

751.3 /ｲﾝｹﾞ

/

283 京都の染織

京都国立近代美術館 編

京都国立近代美術館

1210140958 C

753.087 /ｷﾖｳ

284 加賀城健Physical/flat

山中 俊広 編

〔the three konohana〕

1210142111 C

753.3 /ｶｶﾞｼﾞ /

285 八幡はるみ

大原美術館 〔編〕

大原美術館

1210142137 C

753.8 /ﾔﾊﾀ

/

1210142129 C

754.3 /ｾﾞﾝｺ

/7

279 Ceramic site

286 全国子ども木の造形作品コンクール作品集

2019

第7回

関市子ども文化事業実行委員会事務局 編 関市子ども文化事業実行委員会
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289 Cubisme : l'autre rive : resonances en Asie.

[Japan Foundation, Tokyo]

Japan Foundation

1260009285 C
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290 Fukami

editorial supervisor, Yuko Hasegawa

Flammarion

1260009269 C

702.1 /FUK

291 museum global

Edited by Susanne Gaensheimer ... [et al.]

Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen

1260009244 C

702.35 /MUS

292 Titian and the renaissance in Venice

edited by Bastian Eclercy

Stadel museum

1260009228 C

702.37 /TIT
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293 Michiko Itatani

Michiko Itatani

Lewis and Clark community college foundation1260009251 C

723.1 /ITA
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294 Mekanie Comber

Melanie comber

FAS contemporary

1260009293 C

723.33 /COM

295 Filiger

Charles Filiger 〔Peintre〕

Malingue

1260009236 C

723.35 /FIL
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296 Robert indiana

Edited by Pam Hatley ... ［et al］

Kerber Verlag
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