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1 全国史料ネット研究交流集会in新潟報告書 第5回 第5回全国史料ネット研究交流集会実行委員会  編人間文化研究機構「歴史文化資料保全の大学・共同利用機関ネットワーク事業」1110164603      014.6   /ｾﾞﾝｺ    /5       

2 求龍堂の六十年 求龍堂  〔編〕 求龍堂 1110162995      023.1   /ｷﾕｳ     /木村S   

3 京都国立博物館百年史 京都国立博物館  編 京都国立博物館 1110159967      069.61  /ｷﾖｳ     /木村S   

4 常設展示総合解説 富山県「立山博物館」  編 富山県「立山博物館」 1110157599      069.9   /ﾄﾔﾏ     /木村S   

5 多田道太郎著作集 1 (ラ・フランス)多田 道太郎  著 筑摩書房 1110161963      081.6   /ﾀﾀﾞ     /木村S   

6 現代哲学辞典 三木 清 編 日本評論社 1110163092      103     /ﾐｷ      /木村S   

7 哲学ノート Ⅲ 三木 清 河出書房 1110156591      121.67  /ﾐｷ      /木村S   

8 ユングとヨーロッパ精神 湯浅 泰雄  著 人文書院 1110162318      130.2   /ﾕﾝｸﾞ    /木村S   

9 道理への意志 天野貞祐  著 岩波書店 1110154968      150     /ｱﾏﾉ     /木村S   

10 抜萃のつづり その79 熊平製作所  〔編〕 熊平製作所 1110163423      159     /ｸﾏﾋ     /79      

11 抜萃のつづり その79 熊平製作所  〔編〕 熊平製作所 1110163431      159     /ｸﾏﾋ     /79      

12 聖なるものの形と場 国際日本文化研究センター  編 国際日本文化研究センター 1110159322      162.1   /ｺｸｻ     /木村S   

13 アジアにおける宗教の再生 田辺 繁治  編著 京都大学学術出版会 1110164017      162.2   /ﾀﾅﾍﾞ    /木村S   

14 東大寺の歴史と教学 GBS実行委員会 編 東大寺 1110155007      188.35  /ﾄｳﾀﾞ    /木村S   

15 禅の書 榊 莫山  著 創元社 1110162987      188.8   /ｻｶｷ     /木村S   

16 詳説世界史研究 木下 康彦  編 山川出版社 1110162102      209     /ｷﾉｼ     /木村S   

17 世界の歴史 第20巻 岡部 健彦  著 講談社 1110160957      209     /ｺｳﾀﾞ    /木村S   

18 コミュニケーションの歴史 L.ホグベン  〔著〕 岩波書店 1110163191      209     /ﾎｸﾞﾍﾞ   /木村S   

19 絵図に残された即位礼と大嘗祭 生田神社  編 生田神社 1110164587      210.091 /ｲｸﾀ     /        

20 考古学千夜一夜 佐原 真  著 小学館 1110163118      210.2   /ｻﾊﾗ     /木村S   

21 弥生文化 大阪府立弥生文化博物館  編 大阪府立弥生文化博物館 1110164025      210.27  /ｵｵｻ     /木村S   

22 古代の日本と渡来の文化 上田 正昭  編 学生社 1110164223      210.3   /ｳｴﾀﾞ    /木村S   

23 白鳳天平の世界 横田 健一  著 創元社 1110163977      210.3   /ﾖｺﾀ     /木村S   

24 コレクション・モダン都市文化 第72巻 和田 博文  監修 ゆまに書房 1110164231      213.6   /ｺﾚｸ     /72      

25 コレクション・モダン都市文化 第73巻 和田 博文  監修 ゆまに書房 1110164249      213.6   /ｺﾚｸ     /73      

26 コレクション・モダン都市文化 第74巻 和田 博文  監修 ゆまに書房 1110164256      213.6   /ｺﾚｸ     /74      

27 コレクション・モダン都市文化 第75巻 和田 博文  監修 ゆまに書房 1110164264      213.6   /ｺﾚｸ     /75      

28 幕末・維新彩色の京都 白幡 洋三郎  著 京都新聞出版センター 1110161187      216.2   /ｼﾗﾊ     /木村S   

29 歴史の息づく町なみ 大阪府企画部文化振興室  編 大阪府企画部文化振興室 1110159686      216.3   /ｵｵｻ     /木村S   

30 エウローパの舟の家 青柳 正規  著 東京大学文学部 1110163969      230.2   /ﾄｳｷ     /木村S   
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31 ルネッサンス夜話 高階 秀爾  著 平凡社 1110162763      230.51  /ﾀｶｼ     /木村S   

32 ギリシア 文化 原 随園  著 創元社 1110154935      231     /ﾊﾗ      /木村S   

33 フランス人の歴史 1 P.ガクソット [著] みすず書房 1110162177      235     /ｶﾞｸｿ    /木村S   

34 フランス人の歴史 3 P.ガクソット 著 みすず書房 1110162185      235     /ｶﾞｸｿ    /木村S   

35 濃飛人物と事業 大橋 弥市  編 大橋弥市 1110163217      281.53  /ｵｵﾊ     /        

36 新しきこと面白きこと 廣澤 昌 著 文藝春秋 1110161021      289.1   /ﾋﾛｻ     /木村S   

37 ヒトラーとユダヤ人 大沢 武男  著 講談社 1110162243      289.3   /ｵｵｻ     /木村S   

38 京都 京都府観光連盟  編 京都府観光連盟 1110159819      291.62  /ｷﾖｳ     /木村S   

39 京都子供絵風土記 京都市観光教育研究会  編 都出版社 1110163076      291.67  /ｷﾖｳ     /木村S   

40 西域巡礼 陳 舜臣  著 平凡社 1110162847      292.28  /ﾁﾝ      /木村S   

41 「アジア的価値」とは何か 青木 保  編著 ティビーエス・ブリタニカ 1110161179      302.2   /ｱｵｷ     /木村S   

42 おかげにて 高島屋150年史編纂委員会  編 髙島屋 1110155619      335.48  /ﾀｶｼ     /木村S   

43 民族論 高田 保馬  著 岩波書店 1110164207      361.4   /ﾀｶﾀﾞ    /木村S   

44 社会変容と女性 窪田 幸子  編 ナカニシヤ出版 1110164777      367.22  /ｸﾎﾞﾀ    /木村S   

45 美術教育の原理 井島 勉  著 都出版社 1110154984      375.7   /ｲｼﾞﾏ    /木村S   

46 美術科教育法 江口善之 著 京都造形芸術大学 1110159272      375.72  /ｴｸﾞﾁ    /木村S   

47 芸B No.3 向後 史郎  〔編〕 〔出版者不明〕 1110164488      377.28  /ｹﾞｲｼﾞ   /3       

48 明治期のイタリア留学 石井 元章  著 吉川弘文館 1110163761      377.6   /ｲｼｲ     /        

49 生涯学習時代と日本の教育 木田 宏  著 第一法規出版 1110162979      379     /ｷﾀﾞ     /木村S   

50 照葉樹林文化と日本 中尾 佐助  著 くもん出版 1110163951      382.2   /ﾅｶｵ     /木村S   

51 田主誠の民俗学博物館 1 田主 誠  〔編〕 〔出版者不明〕 1110160015      383.93  /ﾀﾇｼ     /木村S   

52 民族学ア・ラ・カルト 国立民族学博物館  編 国立民族学博物館 1110162144      389     /ｺｸﾘ     /木村S   

53 文化の生産 田村 克己  編 ドメス出版 1110159876      389.04  /ﾀﾑﾗ     /木村S   

54 ピンゲラップ島 山本 学  著 JDC 1110162920      496.45  /ﾔﾏﾓ     /木村S   

55 GKの世界 GKインダストリアルデザイン研究所  著 講談社 1110163142      501.8   /ｼﾞｰｹ    /木村S   

56 インタラクション・デザイン 神戸芸術工科大学デザイン教育研究センター  編神戸芸術工科大学デザイン教育研究センター 1110164462      501.83  /ｺｳﾍﾞ    /        

57 日本グッドデザイン展 昭和58年度 日本グッドデザイン展協議会大阪運営委員会  〔編〕大阪府商工部商業課デザイン振興室 1110159173      501.83  /ﾆﾎﾝ     /木村S   

58 叢書・近代日本のデザイン 66 森 仁史  監修 ゆまに書房 1110164934      502.1   /ﾓﾘ      /66      

59 二つの顔の間の京都 田坪 良次  著 京都市立芸術大学デザイン研究会 1110164041      518.8   /ﾀﾂﾎﾞ    /木村S   

60 「わたしの駅前」コンクール記念作品集 大阪府生活文化部文化課  編 大阪21世紀協会 1110159769      519.8   /ｵｵｻ     /木村S   



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 3/33ページ

資料区分  ： 和書

 受入日付 ：　　2020年2月01日～2020年3月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

61 日建設計の歴史 1900-1980 日建設計創立30周年記念出版編纂室  編 日建設計 1110157573      520.9   /ｿｳﾘ     /木村S   

62 文学の舞台 前 久夫  著 東京美術 1110162375      521     /ﾏｴ      /木村S   

63 修学院離宮 田中 日佐夫  文 新潮社 1110160205      521.86  /ﾀﾅｶ     /木村S   

64 民家:こころとかたち 吉村 尭  著 重要文化財吉村邸保存会 1110162086      521.86  /ﾖｼﾑ     /木村S   

65 塼塔 柴辻 政彦  著 鹿島出版会 1110162268      522.2   /ｼﾊﾞﾂ    /木村S   

66 パッラーディオの建築 ジェームズ・S・アッカーマン  著 彰国社 1110161088      523.03  /ｱﾂｶ     /木村S   

67 ゴシックということ 前川 道郎  著 学芸出版社 1110160916      523.045 /ﾏｴｶ     /木村S   

68 バウハウスの実験住宅 アドルフ・マイヤー  編 中央公論美術出版 1110165022      527     /ﾊﾞｳﾊ    /        

69 木綿文化:資料集 平成9年度・私立大学経常費補助金特別補助『特色のある教育の推進』による『木綿文化の研究』・工芸学科染織研究室  編大阪芸術大学 1110163944      586.2   /ｵｵｻ     /木村S   

70 サントリー80年の歩み サントリー  制作 サントリー 1110158233      588.5   /ｻﾝﾄ     /木村S   

71 新しいスタイル画の描き方 原 雅夫  著 婦人画報社 1110156609      593.36  /ﾊﾗ      /木村S   

72 Quilt artistry 秦泉寺 由子  〔作〕 講談社インターナショナル 1110163050      594.9   /ｼﾞﾝｾﾞ   /木村S   

73 地場産業+デザイン 喜多 俊之  著 学芸出版社 1110159843      602.1   /ｷﾀ      /木村S   

74 希望：光と人間たち 電通  記録・編 〔出版者不明〕 1110154943      606.9   /ﾄｳｼ     /木村S   

75 マネキン美しい人体の物語 欠田 誠  著 晶文社 1110162128      673.38  /ｶｹﾀﾞ    /木村S   

76 社史20年の歩み エキスポランド20周年社史編纂委員会 編 エキスポランド 1110157672      689.5   /ｴｷｽ     /木村S   

77 芸術とは何か 井島 勉  著 創文社 1110162789      701     /ｲｼﾞﾏ    /木村S   

78 芸術論の探求 岡崎 義恵  著 弘文堂書房 1110162193      701     /ｵｶｻﾞ    /木村S   

79 フォルマリズム藝術論 中河与一  著 ゆまに書房 1110159306      701     /ｼﾝｹﾞ    /木村S   

80 詩画論 2 J. B.デュボス 著 玉川大学出版部 1110160189      701     /ﾃﾞﾕﾎﾞ   /木村S   

81 材料から建築へ L・モホリ=ナギ 著 中央公論美術出版 1110165055      701     /ﾓﾎﾘ     /        

82 無の芸術 山口 諭助  著 理想社出版部 1110158431      701     /ﾔﾏｸﾞ    /木村S   

83 美の理論 テオドール  W  アドルノ 著 河出書房新社 1110165006      701.1   /ｱﾄﾞﾙ    /        

84 生活造形の美学 谷田 閲次  著 光生館 1110159868      701.1   /ﾀﾆｸﾞ    /木村S   

85 アドルノ美学解読 藤野 寛  編 花伝社 1110164835      701.1   /ﾌｼﾞﾉ    /        

86 ヴィジョン・イン・モーション ラースロー・モホイ=ナジ 著 国書刊行会 1110165063      701.1   /ﾓﾎｲ     /        

87 密教美術 佐和 隆研  著 大八洲出版 1110162409      702     /ｻﾜ      /木村S   

88 棒馬考 Ｅ．Ｈ．ゴンブリッチ  編 勁草書房 1110160171      702.01  /ｺﾞﾝﾌﾞ   /木村S   

89 ガントナーの美術史学 ヨーゼフ・ガントナー  著 勁草書房 1110162326      702.01  /ﾅｶﾑ     /木村S   

90 比較芸術学 ダゴベルト・フライ  著 創文社 1110164728      702.01  /ﾌﾗｲ     /木村S   
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91 美術への洞察 オットー・ペヒト  著 岩波書店 1110162888      702.01  /ﾍﾟﾋﾄ    /木村S   

92 末期ローマの美術工芸 アロイス・リーグル 著 中央公論美術出版 1110164918      702.03  /ﾘｰｸﾞ    /        

93 ビザンティン美術の表象世界 辻佐保子 著 岩波書店 1110160924      702.04  /ﾂｼﾞ     /木村S   

94 モダンアート客話 大原 総一郎  〔著〕 大原美術館 1110154927      702.06  /ｵｵﾊ     /木村S   

95 抽象の力 岡﨑 乾二郎  著 亜紀書房 1110163613      702.07  /ｵｶｻﾞ    /        

96 視覚的無意識 ロザリンド・E・クラウス  著 月曜社 1110163498      702.07  /ｸﾗｳ     /        

97 百科 創刊号 さかだちブックス  〔編〕 さかだちブックス 1110164439      702.07  /ｻｶﾀﾞ    /        

98 原点への距離 佐谷 和彦  著 沖積舎 1110162250      702.07  /ｻﾀﾆ     /木村S   

99 前衛誌 日本編弐(図)西野 嘉章  著 東京大学出版会 1110164280      702.07  /ｾﾞﾝｴ    /ﾆﾎﾝ2    

100 ちいさいほん Issue#6 藤田 千彩  〔著〕 〔藤田千彩〕 1110163639      702.07  /ﾌｼﾞﾀ    /6       

101 日本の芸術論 神林 恒道  編 ミネルヴァ書房 1110161997      702.1   /ｶﾝﾊﾞ    /木村S   

102 日本文化史 武藤 誠  編 創元社 1110162797      702.1   /ﾑﾄｳ     /木村S   

103 正倉院御物図録 朝日新聞社  編 朝日新聞社 1110162813      702.13  /ｱｻﾋ     /木村S   

104 裏切られた美術 足立 元 著 ブリュッケ 1110165048      702.16  /ｱﾀﾞﾁ    /        

105 眼の神殿 北澤 憲昭  著 ブリュッケ 1110164009      702.16  /ｷﾀｻﾞ    /        

106 アート×サイセンス 京都市京セラ美術館  〔編〕 KYOTO STREAM－世界文化交流祭―実行委員会1110164710      702.16  /ｷﾖｳ     /        

107 草間彌生物語 : 永遠へ : イラスト・アートブック サラ  スズキ 文 グラフィック社 1110164975      702.16  /ｸｻﾏ     /        

108 contact Gonzo magazine 001 contact Gonzo  〔編〕 1110164298      702.16  /ｺﾝﾀ     /        

109 芝田知佳 芝田 知佳 〔編〕 [芝田知佳] 1110163738      702.16  /ｼﾊﾞﾀ    /        

110 ダムタイプ1984 2019 東京都現代美術館  〔ほか〕編 河出書房新社 1110164546      702.16  /ﾀﾞﾑﾀ    /        

111 We Don't Know God 阿部 謙一  〔ほか〕編 ユナイテッドヴァガボンズ 1110164538      702.16  /ﾁﾝﾎﾟ    /        

112 転形期のメディオロジー 鳥羽  耕史  編 森話社 1110164579      702.16  /ﾄﾊﾞ     /        

113 はならぁと：奈良・町家の芸術祭 2016 奈良・町屋の芸術祭 HANARART 実行委員会〔編〕奈良・町屋の芸術祭 HANARART 実行委員会1110164629      702.16  /ﾅﾗﾏ     /2016    

114 野田正明 野田正明  〔作〕 フライング パンセ 1110157649      702.16  /ﾉﾀﾞ     /木村S   

115 Kazuhiro nomura 1：Painring 野村 和弘  〔作〕 na.f.o.flat 1110164678      702.16  /ﾉﾑﾗ     /1       

116 Kazuhiro nomura 2 野村 和弘  〔作〕 na.f.o.flat 1110164686      702.16  /ﾉﾑﾗ     /2       

117 Kazuhiro nomura 3 野村 和弘  〔作〕 na.f.o.flat 1110164694      702.16  /ﾉﾑﾗ     /3       

118 八田豊 八田 豊  〔編〕 〔八田豊〕 1110164744      702.16  /ﾊｯﾀ     /木村S   

119 パラ人 no.003 吉岡 洋  編 京都国際現代芸術祭組織委員会 1110163712      702.16  /ﾊﾟﾗｼﾞ   /3       

120 原三溪と日本近代美術 三上美和 著 国書刊行会 1110164884      702.16  /ﾐｶﾐ     /        
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121 宮崎進の仕事 2 生活の友社  編 生活の友社 1110156773      702.16  /ﾐﾔｻﾞ    /木村S   

122 自画像のゆくえ 森村 泰昌  著 光文社 1110164314      702.16  /ﾓﾘﾑ     /        

123 名月の声 '08 山本 圭吾 〔 編 ・ 作 〕 山本圭吾 1110163936      702.16  /ﾔﾏﾓ     /        

124 それらを愛でること・批評すること 藁工ミュージアム  企画・編集 心揺さぶるアート事業実行委員会 1110163654      702.16  /ﾜﾗｺ     /        

125 淡路島 art project 2014 南野 佳英  〔ほか編〕 〔出版社不明〕 1110163787      702.164 /ｱﾜｼﾞ    /        

126 Re Mito 100ガイドブック 水戸芸術館  〔編〕 水戸芸術館現代美術センター 1110163571      702.1931/ﾐﾄ      /        

127 Jomon art project + 今井 浩一  編 地域文化創造 1110163555      702.1952/ｲﾏｲ     /        

128 対馬アートファンタジア 2011-2013 対馬アートファンタジア実行委員会  〔ほか編〕 対馬アートファンタジア実行委員会 1110163720      702.199 /ﾂｼﾏ     /        

129 筑後の環境と身体性カラダに効くアート 2015 花田 伸一  〔ほか〕  編 ちくごアートファーム計画実行委員会 1110163589      702.1991/ﾁｸｺﾞ    /2015    

130 国際交流美術史研究会シンポジアム 第5回 国際交流美術史研究会  〔編〕 国際交流美術史研究会 1110159793      702.2   /ｺｸｻ     /木村S   

131 敦煌密教と美術 田中 公明  〔著〕 法藏館 1110158449      702.2   /ﾀﾅｶ     /木村S   

132 東洋美術史要説 上 町田 甲一  著 吉川弘文館 1110159983      702.2   /ﾏﾁﾀﾞ    /木村S   

133 前衛誌 日本編壱(文)西野 嘉章  著 東京大学出版会 1110164272      702.3   /ｾﾞﾝｴ    /ﾆﾎﾝ1    

134 原色西洋美術史 北條 聡  〔ほか〕  構成・編集 教育出版 1110164769      702.3   /ﾎｳｼﾞ    /木村S   

135 そのとき、西洋では 宮下 規久朗  著 小学館 1110164306      702.3   /ﾐﾔｼ     /        

136 ロダン フランスの聖堂 ロダン 著 二見書房 1110162805      702.3   /ﾛﾀﾞﾝ    /木村S   

137 19世紀の文学・芸術 高階 秀爾  〔ほか〕  著 青土社 1110160080      702.32  /ﾀｶｼ     /木村S   

138 巨匠たちのスペイン 神吉 敬三  著 毎日新聞社 1110162003      702.36  /ｶﾝｷ     /木村S   

139 若き日のミケランジェロ 田中 英道  著 講談社 1110163233      702.37  /ﾐｹﾗ     /木村S   

140 生活の中の色と形 1 山崎 脩  著 淡交社 1110161070      702.39  /ｾｲｶ     /木村S   

141 生活の中の色と形 2 冬木 偉沙夫  著 淡交社 1110161096      702.39  /ｾｲｶ     /木村S   

142 生活の中の色と形 3 山崎 脩  著 淡交社 1110161104      702.39  /ｾｲｶ     /木村S   

143 生活の中の色と形 4 中井 貞次  著 淡交社 1110161112      702.39  /ｾｲｶ     /木村S   

144 生活の中の色と形 5 中井 貞次  著 淡交社 1110161120      702.39  /ｾｲｶ     /木村S   

145 生活の中の色と形 6 中井 貞次  著 淡交社 1110161138      702.39  /ｾｲｶ     /木村S   

146 ロバート・スミッソンの作品一覧 三輪 健仁  編・執筆 東京国立近代美術館 1110163803      702.53  /ｽﾐﾂ     /        

147 レオナルド・ダ・ヴィンチ 田中 英道  著 新潮社 1110162367      702.8   /ﾀﾅｶ     /木村S   

148 テーマによる美術鑑賞事典 川村 善之 〔ほか〕  編 日本文教出版 1110162052      703.3   /ｶﾜｸﾞ    /木村S   

149 岩手県立美術館所蔵作品目録 2 根本 亮子  編・執筆 岩手県立美術館 1110163852      703.8   /ｲﾜﾃ     /2       

150 松方コレクション西洋美術全作品 第2巻 川口 雅子  編著 国立西洋美術館 1110163886      703.8   /ｺｸﾘ     /2       
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151 創作版画詩：白と黒 兵庫県立近代美術館  〔編〕 〔兵庫県立近代美術館〕 1110164652      703.8   /ﾋﾖｳ     /兵美    

152 ゴッホがいる広島美術缶 ひろしま美術館学芸部  〔編〕 〔ひろしま美術館〕 1110164702      703.8   /ﾋﾛｼ     /        

153 脇田美術館収蔵作品目録 脇田美術館  〔編〕 〔脇田美術館〕 1110163878      703.8   /ﾜｷﾀ     /        

154 アート・プロデュースの現状と課題 島田 誠 〔編〕 アート・サポートセンター神戸 1110164355      704     /ｱｰﾄ     /        

155 Inter Design '95 Gunma, 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 1110157581      704     /ｲﾝﾀ     /木村S   

156 Inter Design '97 Fukui, 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 1110159140      704     /ｲﾝﾀ     /木村S   

157 アートを学ぼう 岡林 洋  〔ほか〕  監修・著 ランダムハウス講談社 1110160213      704     /ｵｶﾊﾞ    /木村S   

158 のしてんてん系宇宙 北藪 和夫  著 北藪和夫 1110163159      704     /ｷﾀﾔ     /木村S   

159 CCAキュレーター・ミーティング no.01/2010 嵯峨山 幸  編 現代美術センターCCA北九州 1110159694      704     /ｹﾞﾝﾀﾞ   /木村S   

160 美の果無さと芸術家の冒険性 オスカー・ベッカー  著 理想社出版部 1110158464      704     /ﾍﾞﾂｶ    /木村S   

161 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 1110162425      704     /ﾏｸﾏ     /木村S   

162 ポストアート論 室井 尚  著 白馬書房 1110162284      704     /ﾑﾛｲ     /木村S   

163 京都：Re-search 報告書 2017年 京都：Re-search実行委員会 Re-search実行委員会 1110163647      706     /ｷﾖｳ     /        

164 京都：Re-search 報告書 2018年 京都：Re-search実行委員会 Re-search実行委員会 1110164413      706     /ｷﾖｳ     /2018    

165 知の交差する場所へようこそ アート・サポート・センター神戸 〔編〕 アート・サポート・センター神戸 1110164363      706.9   /ｱ-ﾄ     /        

166 アート・スタディース記録集 第1回 アート・スタディーズ実行委員会  〔編〕 書肆博物誌 1110163795      706.9   /ｱｰﾄ     /1       

167 特定非営利法人NPO大阪美術市民会議機関誌 9号 大阪美術市民会議  〔編〕 大阪美術市民会議 1110163779      706.9   /ｵｵｻ     /9       

168 ヨッチャンの部屋 加藤 義夫  編著 大阪造形センター 1110162011      706.9   /ｶﾄｳ     /木村S   

169 金沢アートプラットホーム2008記録集 落合 博晃  編 金沢21世紀美術館 1110163662      706.9   /ｶﾅｻﾞ    /        

170 Kiitoアーティスト・イン・レジデンス 2018 竹内 厚  編 デザイン・クリエイティブセンター神戸 1110164397      706.9   /ｷｲﾄ     /2018    

171 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 1110164405      706.9   /ｷﾞﾌｹ    /2018    

172 ギンザ・グラフィック・ギャラリー 1998 ギンザ・グラフィック・ギャラリー  企画・編集 大日本印刷 1110155080      706.9   /ｷﾞﾝｻﾞ   /木村S   

173 国立新美術館  活動報告 平成30年度 国立新美術館 〔編〕 国立新美術館 1110163597      706.9   /ｺｸﾘ     /2018    

174 サントリーミュージアム「天保山」 1994-2010 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」 1110159884      706.9   /ｻﾝﾄ     /木村S   

175 自由美術 関西 2006  September自由美術  編 自由美術 1110164322      706.9   /ｼﾞﾕｳ    /        

176 水都大阪 2009 水都大阪2009実行委員会事務局  〔編〕 〔水都大阪2009実行委員会事務局〕 1110163860      706.9   /ｽｲﾄ     /        

177 地展 地展  〔編〕 地展 1110155106      706.9   /ﾁﾃﾝ     /木村S   

178 天プラ・セレクション記録集 平成20年度 天プラ・セレクション実行委員会  〔編〕 岡山県天神山文化プラザ 1110163704      706.9   /ﾃﾝﾌﾟ    /2008    

179 アートの奇跡 ノマル  編 ノマルエディション 1110164645      706.9   /ﾉﾏﾙ     /        

180 兵庫県立近代美術館20年の歩み 兵庫県立近代美術館  〔編〕 兵庫県立近代美術館 1110164660      706.9   /ﾋｮｳ     /兵美    
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181 「震災から10年」記念事業報告書 兵庫県立美術館  編 兵庫県立美術館 1110164421      706.9   /ﾋﾖｳ     /震災    

182 BBプラザ美術館10年の成果 BBプラザ美術館  編 BBプラザ美術館 1110164595      706.9   /ﾋﾞｰﾋﾞ   /        

183 リアス・アーク美術館 歴史・民俗資料常設展示図録 リアス・アーク美術館 〔ほか〕  編 リアス・アーク美術館 1110163407      706.9   /ﾘｱｽ     /        

184 リアス・アーク美術館 常設展示図録 リアス・アーク美術館  編 リアス・アーク美術館 1110163415      706.9   /ﾘｱｽ     /        

185 ワークショップ「誰もいない美術館で」の記録 5 世田谷美術館  編 世田谷美術館 1110163506      707     /ｾﾀｶﾞ    /5       

186 たぐ☆ノート 松本市美術館  編 松本市美術館 1110163605      707     /ﾏﾂﾓ     /        

187 たぐ☆ノート 松本市美術館  編 松本市美術館 1110163845      707     /ﾏﾂﾓ     /        

188 大原美術館ジュニア・アテンダント活動記録集 2009年度 大原美術館  編集・執筆 大原美術館 1110164348      707.9   /ｵｵﾊ     /2009    

189 アートのとびら vol.7 国立新美術館教育普及室  編 国立新美術館 1110164447      707.9   /ｺｸﾘ     /7       

190 テート・トレイルズ 丹青総合研究所  企画・編集・翻訳 丹青総合研究所 1110162094      707.9   /ﾃｰﾄ     /木村S   

191 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1110161153      708     /ｱｷﾓ     /木村S   

192 岡倉天心全集 地之巻 岡倉 一雄  編 聖文閣 1110154950      708     /ｵｶｸ     /木村S   

193 カンディンスキー 針生一郎  解説 みすず書房 1110161195      708     /ｹﾞﾝﾀﾞ   /木村S   

194 小径 Ⅱ 日野 忠夫  著 日野忠夫 1110159736      708     /ﾋﾉ      /木村S   

195 レンブラントとクラシック形成の変遷 ヨーゼフ・ガントナー  著 岩崎美術社 1110162912      708     /ﾋﾞｼﾞﾕ   /木村S   

196 世界の至宝 5 ぎょうせい 1110161161      708.7   /ｾｶｲ     /木村S   

197 泉屋博古館名品選 泉屋博古館 編 泉屋博古館 1110159652      708.7   /ｾﾝｵ     /木村S   

198 Felissimo 大森サチコ  編 フェリシモ 1110155122      708.7   /ﾌｴﾘ     /木村S   

199 豊かな心情の世界 弘前大学教育学部附属養護学校「図画工作  美術」班 編著弘前大学教育学部附属養護学校 1110159223      708.7   /ﾕﾀｶ     /木村S   

200 ICOM大会報告書 第24回 ICOM日本委員会  編 〔ICOM日本委員会〕 1110164512      709     /ｱｲｺ     /24      

201 芸術文化指標の設定と文化データ収集のための手法に関する研究 根木 昭  〔編〕 根木昭 1110159918      709.1   /ﾈｷ      /木村S   

202 芸術文化政策 2 根木 昭  著 放送大学教育振興会 1110162045      709.1   /ﾈｷ      /木村S   

203 彫刻家への手紙 酒井 忠康  著 未知谷 1110160098      710.4   /ｻｶｲ     /木村S   

204 彫刻の絆 酒井 忠康  著 小沢書店 1110161039      710.4   /ｻｶｲ     /木村S   

205 白い風景 保田 春彦  著 形文社 1110160981      710.49  /ﾔｽﾀﾞ    /木村S   

206 戸津侃彫刻集 1952～1984 美術年鑑社  編 〔戸津侃〕 1110156542      710.87  /ﾄﾂﾞ     /木村S   

207 野性木芸の創造 創樹社美術出版  〔編〕 創樹社美術出版 1110159835      712.1   /ｼｵﾉ     /木村S   

208 現代美術家 長澤英俊 長澤英俊刊行会  〔編〕 長澤英俊刊行会 1110163548      712.1   /ﾅｶﾞｻ    /        

209 日本上代の彫刻 望月 信成  著 創元社 1110159926      712.1   /ﾓﾁﾂﾞ    /木村S   

210 中世彫刻の世界 越 宏一  著 岩波書店 1110162201      712.3   /ｺｼ      /木村S   
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211 Two times - ふたつの時間 神奈川県立近代美術館 編 神奈川県立近代美術館 1110164371      712.33  /ｶﾅｶﾞ    /        

212 Two times - ふたつの時間 神奈川県立近代美術館 編 神奈川県立近代美術館 1110164389      712.33  /ｶﾅｶﾞ    /        

213 観音像 たなか しげひさ  著 綜芸舎 1110164215      718.13  /ﾀﾅｶ     /木村S   

214 日本における木の造形的表現とその文化的背景に関する総合的考察考察編 佐々木 丞平  研究代表 〔京都国立博物館〕 1110156625      718.3   /ｻｻｷ     /木村S   

215 平安鎌倉の金銅仏:目録 奈良国立博物館 〔編〕 奈良国立博物館 1110158209      718.5   /ﾅﾗｺ     /木村S   

216 西野 康造 西野 康造  著 アートコートギャラリー 1110163340      719.021 /ﾆｼﾉ     /        

217 絵画の制作学 藤枝晃雄  谷川渥  小澤基弘 編著 日本文教出版 1110161989      720     /ﾌｼﾞｴ    /木村S   

218 教育スケッチブック パウル・クレー  著 中央公論美術出版 1110165014      720.1   /ｸﾚｰ     /        

219 人間画家 内田 巌  著 宝雲舎 1110154901      720.4   /ｳﾁﾀﾞ    /木村S   

220 絵更紗画林 絵更紗画林  編 絵更紗画林 1110159660      720.87  /ｴｻﾗ     /木村S   

221 絵更紗画林 絵更紗画林  編 絵更紗画林 1110159975      720.87  /ｴｻﾗ     /木村S   

222 画人游歴 Ⅰ 河北 倫明  著 芸艸堂 1110160106      721.026 /ｶﾜｷ     /木村S   

223 画人游歴 Ⅱ 河北 倫明  著 芸艸堂 1110160114      721.026 /ｶﾜｷ     /木村S   

224 白描図像の研究 佐和 隆研  著 法蔵館 1110160791      721.1   /ｻﾜ      /木村S   

225 絵仏師の時代 平田  寛  著 中央公論美術出版 1110162896      721.1   /ﾋﾗﾀ     /木村S   

226 絵仏師の時代 平田 寛  著 中央公論美術出版 1110162904      721.1   /ﾋﾗﾀ     /木村S   

227 元信・永徳・探幽 武田 恒夫  著 小学館 1110159934      721.4   /ﾀｹﾀﾞ    /木村S   

228 猩々狂斎伝:ニッポンの画鬼 福富 太郎  編・執筆 画文堂 1110162748      721.8   /ｶﾜﾅ     /木村S   

229 春信の春、江戸の春 早川 聞多  著 文藝春秋 1110162755      721.8   /ﾊﾔｶ     /木村S   

230 上方錦絵図録 松平 進  編 甲南女子大 1110163357      721.8   /ﾏﾂﾀﾞ    /        

231 麻田辨自作品集 麻田 浩  編 麻田浩 1110162383      721.9   /ｱｻﾀﾞ    /木村S   

232 新水墨画の世界：岩田咲子 岩田 隆太郎  編 〔上野隆三〕 1110157664      721.9   /ｲﾜﾀ     /木村S   

233 上村淳之画集 上村  淳之  著 講談社 1110159231      721.9   /ｳｴﾑ     /木村S   

234 上村淳之 画集 鬼頭 美奈子  編 松伯美術館 1110163324      721.9   /ｳｴﾑ     /木村S   

235 大野俶嵩画集 大野  俶嵩  著 京都書院 1110164157      721.9   /ｵｵﾉ     /木村S   

236 信天翁:小田延雄画集 デ・トレイヴ  編集・造本デザイン 〔小田延雄〕 1110162110      721.9   /ｵﾀﾞ     /木村S   

237 近代日本畫論 河北 倫明  著 高桐書院 1110162821      721.9   /ｶﾜｷ     /木村S   

238 〈列島〉の絵画 北澤 憲昭  著 ブリュッケ 1110163993      721.9   /ｷﾀｻﾞ    /        

239 花の素描 木下 章  〔画〕 京都書院 1110159256      721.9   /ｷﾉｼ     /木村S   

240 日本画とともに 鈴木進  竹田道太郎 著 雪華社 1110160874      721.9   /ｽｽﾞｷ    /木村S   
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241 田谷香園水墨画随筆集 第6集 田谷 香園  著・〔画〕 淡香會 1110163225      721.9   /ﾀﾔ      /木村S   

242 鉄斎 坂本 光聡  編 真言三宝宗々務所 1110163480      721.9   /ﾄﾐｵ     /        

243 「日本画」-内と外のあいだで 「日本画」シンポジウム記録集編集委員会編 ブリュッケ 1110163985      721.9   /ﾆﾎﾝ     /        

244 水墨画 松本 奉山  著 日本藝術研究会 1110158670      721.9   /ﾏﾂﾓ     /木村S   

245 はばたいた水墨画 松本 奉山  著 日本藝術研究会 1110162219      721.9   /ﾏﾂﾓ     /木村S   

246 水墨画「鎌倉」 山田プランニング  編 〔出版者不明〕 1110156682      721.9   /ﾔﾏﾀﾞ    /木村S   

247 カンヴァス世界の名画 23 井上 靖  〔編〕 中央公論社 1110159249      723.08  /ｾｶｲ     /木村S   

248 レンブラント 井上 靖  編 中央公論社 1110163068      723.087 /ｶﾝﾊﾞ    /木村S   

249 青木正夫作品集 青木 正夫  著 青木正夫 1110154521      723.1   /ｱｵｷ     /木村S   

250 麻田浩作品集 麻田 浩  監修 ギャラリー岡崎 1110162037      723.1   /ｱｻﾀﾞ    /木村S   

251 現代絵画への招待 アサヒグラフ  編 東京 1110160254      723.1   /ｱｻﾋ     /木村S   

252 旅人泉茂自著述集 泉 茂   著 番画廊 1110164330      723.1   /ｲｽﾞﾐ    /        

253 深い眠り 磯江 毅  著 羽鳥書店 1110164892      723.1   /ｲｿｴ     /        

254 上前日記:1947-2010 中塚 宏行  編 上前智祐記念財団 1110163399      723.1   /ｳｴﾏ     /        

255 PAVONI 復刻版 大石 輝一  編著 ラ・パボーニ夙川 1110161062      723.1   /ｵｵｲ     /木村S   

256 大崎真理子が描いた“あの日のユンボ”のこと 法貴 信也  編著 京都市立芸術大学油画専攻法貴信也研究室1110164470      723.1   /ｵｵｻ     /        

257 反覆する岡本太郎 北澤憲昭 著 水声社 1110163746      723.1   /ｵｶﾓ     /        

258 奥田輝芳 奥田 輝芳  〔編〕 奥田輝芳 1110159892      723.1   /ｵｸﾀﾞ    /木村S   

259 日本洋画の道標 小倉 忠夫  著 京都新聞社 1110159942      723.1   /ｵｸﾞﾗ    /木村S   

260 香月泰男 山口県立美術館 編 山口県立美術館 1110162029      723.1   /ｶｽﾞｷ    /木村S   

261 O JUN ガレリア  フィナルテ  〔編〕 ガレリア  フィナルテ 1110164454      723.1   /ｶﾞﾚﾘ    /        

262 岸田劉生と大正アヴァンギャルド 北沢 憲昭 著 岩波書店 1110163696      723.1   /ｷﾀｻﾞ    /        

263 いのちを刻む 木下晋 著 藤原書店 1110163209      723.1   /ｷﾉｼ     /        

264 祈りの心 木下 晋  著 求龍堂 1110164900      723.1   /ｷﾉｼ     /        

265 呉本俊松 2001-2006 ギャラリー椿  〔編〕 ギャラリー椿 1110156583      723.1   /ｸﾚﾓ     /木村S   

266 呉本俊松 1995-2000 山田タダユキデザイン室  〔編〕 山田タダユキデザイン室 1110159348      723.1   /ｸﾚﾓ     /木村S   

267 桑田道夫画集 桑田 道夫  著 京都書院 1110159959      723.1   /ｸﾜﾀﾞ    /木村S   

268 小溪住久画集 第2集 小溪 住久  〔画〕 〔小溪 住久〕 1110163084      723.1   /ｺﾀﾆ     /木村S   

269 斎藤博作品集 斎藤 博  監修 京都 1110160262      723.1   /ｻｲﾄ     /木村S   

270 相笠昌義作品集 彩鳳堂画廊  編 彩鳳堂画廊 1110155627      723.1   /ｻｲﾎ     /木村S   
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271 重達夫画集 清水 純一郎  編 重 達夫 1110162433      723.1   /ｼｹﾞ     /木村S   

272 作品集 園山 幹生  企画 園山幹生 1110162227      723.1   /ｿﾉﾔ     /木村S   

273 逆光の明治 北澤 憲昭  著 ブリュッケ 1110163753      723.1   /ﾀｶﾊ     /        

274 高橋由一作品集 田窪 久子  編 金刀比羅宮 1110159728      723.1   /ﾀｶﾊ     /木村S   

275 塔本シスコはキャンバスを耕す 塔本 浩子  編集 塔本 浩子 1110159900      723.1   /ﾄｳﾓ     /木村S   

276 富永謙一作品集 1984～1988 富永 謙一  〔編・画〕 〔富永謙一〕 1110160007      723.1   /ﾄﾐﾅ     /木村S   

277 中村善種 美術出版デザインセンター  編集・制作 中村善種画集刊行会 1110163001      723.1   /ﾅｶﾑ     /木村S   

278 浜田泰介 浜田 泰介  〔画〕 アトリエミキ 1110155650      723.1   /ﾊﾏﾀﾞ    /木村S   

279 浜田泰介作品集 アトリエミキ  〔編〕 アトリエミキ 1110156690      723.1   /ﾊﾏﾀﾞ    /木村S   

280 原勝四郎画集 原勝四郎画集編集委員会  編 原勝四郎画集刊行会 1110163837      723.1   /ﾊﾗ      /        

281 旅で見た人 樋口 哲子  著 樋口敬二 1110155643      723.1   /ﾋｸﾞﾁ    /木村S   

282 藤波晃 藤波 晃  〔画〕 芸術科学研究会 1110158282      723.1   /ﾌｼﾞﾅ    /木村S   

283 古川通泰画集 古川 通泰  著 〔古川通泰画集刊行会〕 1110159298      723.1   /ﾌﾙｶ     /木村S   

284 堀本恵美子 堀本 恵美子 〔画〕 空我碧 1110155064      723.1   /ﾎﾘﾓ     /木村S   

285 正木 隆 作品集 別冊 正木 隆  〔画〕 Gallery Jin 1110163910      723.1   /ﾏｻｷ     /        

286 正木 隆 作品集 正木 隆  〔画〕 Gallery Jin 1110163928      723.1   /ﾏｻｷ     /        

287 富士山 三谷 祐資  〔画〕 〔三谷祐資〕 1110163514      723.1   /ﾐﾀﾆ     /        

288 四季の国・日本 三谷 祐資  〔画〕 〔三谷祐資〕 1110163522      723.1   /ﾐﾀﾆ     /        

289 ユーラシア大陸大絵画 三谷 祐資  〔画〕 〔三谷祐資〕 1110163530      723.1   /ﾐﾀﾆ     /        

290 Sadamasa motonaga&Etsuko nakatsuji Yoshiaki inoue gallery  編 Yoshiaki inoue gallery 1110163670      723.1   /ﾓﾄﾅ     /1       

291 Sadamasa motonaga&Etsuko nakatsuji Yoshiaki inoue gallery  編 Yoshiaki inoue gallery 1110163688      723.1   /ﾓﾄﾅ     /2       

292 安田謙：作品集Ⅴ 安田 謙  〔著〕 [安田謙] 1110159777      723.1   /ﾔｽﾀﾞ    /木村S   

293 変動期の画家 山口 泰二  著 美術運動史研究会 1110164496      723.1   /ﾔﾏｸﾞ    /        

294 横尾美美画集 1993-2006 横尾 美美  著 青幻舎 1110163332      723.1   /ﾖｺｵ     /木村S   

295 絵画の発見 6 竹内 二郎  編 学習研究社 1110158498      723.3   /ｶﾞｸｼ    /6       

296 ピカソ 神吉 敬三  編著 講談社 1110160049      723.3   /ﾆｼﾞﾕ    /木村S   

297 エルンスト 若桑 みどり  編 講談社 1110160056      723.3   /ﾆｼﾞﾕ    /木村S   

298 カンディンスキー 有川 治男  編 講談社 1110160064      723.3   /ﾆｼﾞﾕ    /木村S   

299 コロー 隠岐 由紀子  編著 講談社 1110160817      723.3   /ﾆｼﾞﾕ    /木村S   

300 ドラクロワ 高階 秀爾  編著 講談社 1110160825      723.3   /ﾆｼﾞﾕ    /木村S   
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301 ユトリロ 千足 伸行  編著 講談社 1110160833      723.3   /ﾆｼﾞﾕ    /木村S   

302 クールベ 阿部  良雄  編著 講談社 1110160841      723.3   /ﾆｼﾞﾕ    /木村S   

303 ルソー 東野 芳明  編著 講談社 1110160858      723.3   /ﾆｼﾞﾕ    /木村S   

304 マティス 乾 由明  編著 講談社 1110160866      723.3   /ﾆｼﾞﾕ    /木村S   

305 ハンナ・ヘーヒ 香川 檀  著 水声社 1110164553      723.34  /ｶｶﾞﾜ    /        

306 ルオー ルオー  画 みすず書房 1110163829      723.35  /ｸﾙﾃ     /        

307 The visual art of Jean Cocteau ウィリアム・A・エンボーデン  著 光琳社出版 1110161047      723.35  /ｺｸﾄ     /木村S   

308 明治初期洋画家の留学とフランスのジャポニスム 小林 宣之  編 水声社 1110164561      723.35  /ｺﾊﾞﾔ    /        

309 もっと知りたいゴーギャン 六人部 昭典  著 東京美術 1110159215      723.35  /ｺﾞｰｷﾞ   /木村S   

310 セザンヌ-近代絵画の父、とは何か? 永井 隆則  編 三元社 1110163464      723.35  /ｾｻﾞﾝ    /        

311 モネの睡蓮 クロード・モネ  〔画〕 光琳社出版 1110155155      723.35  /ﾓﾈ      /木村S   

312 新譯ルノワル ヴォラアル 著 東京堂 1110160122      723.35  /ﾙﾉﾜ     /木村S   

313 17世紀オランダ美術と〈アジア〉 幸福 輝  編 中央公論美術出版 1110164611      723.359 /ｺｳﾌ     /        

314 ゴッホ 圀府寺 司  監修 学研プラス 1110163621      723.359 /ｺﾞｯﾎ    /        

315 Rembrandt and Dutch history painting in the 17th century Editor：Akira Kofuku The national museum of western art 1110162391      723.359 /ﾚﾝﾌﾞ    /木村S   

316 レオナルドの色彩 ヨーゼフ・ガントナー  著 岩崎美術社 1110154992      723.7   /ｶﾞﾝﾄ    /木村S   

317 画家たちの旅:スケッチノート 日本放送出版協会  〔編〕 日本放送出版協会 1110160965      724.56  /ﾆﾂﾎﾟ    /木村S   

318 パステルの詩 みやざき ひろ  著・画 パステルの館 1110158241      725.4   /ﾐﾔｻﾞ    /木村S   

319 小合友之助素描 小合友之助素描編集委員会  編 伊達静 1110156575      725.5   /ｵｺﾞｳ    /木村S   

320 ふたりはふたご 田島征彦 くもん出版 1110164991      726.5   /ﾀｼﾞﾏ    /        

321 Dream dream 寺門孝之  著 ブルース・インターアクションズ 1110159744      726.5   /ﾃﾗｶ     /木村S   

322 成瀬國晴画集 成瀬 國晴  著 たる出版 1110158274      726.5   /ﾅﾙｾ     /木村S   

323 バオバブ 小川 待子  絵 リブロポート 1110164058      726.6   /ｵｶﾞﾜ    /木村S   

324 『きりん』の絵本 浮田 要三  執筆 きりん友の会 1110155049      726.6   /ｷﾘﾝ     /木村S   

325 ベイビーレボリューション 浅井健一 文 クレヨンハウス 1110164983      726.6   /ﾍﾞｲﾋﾞ   /        

326 くるくるくるん 八木 マリヨ  作 福音館書店 1110164066      726.6   /ﾔｷﾞ     /木村S   

327 いろいろ1ねん レオ  レオーニ 著 あすなろ書房 1110164967      726.6   /ﾚｵｰ     /        

328 レタリングと書 榊 莫山  著 創元社 1110162839      727     /ｻｶｷ     /木村S   

329 index 西岡 勉  〔作〕 〔西岡勉〕 1110163449      727.087 /ﾆｼｵ     /        

330 田中一光のポスター 田中一光 著 講談社 1110155023      727.6   /ﾀﾅｶ     /木村S   
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331 Tadanori Yokoo's posters Editor:Kizo Haizuka Xaravel 1110164033      727.6   /ﾖｺｵ     /木村S   

332 明治・大正・昭和初期日本ポスター史大図鑑 田島 奈都子  編・著 国書刊行会 1110164959      727.6087/ﾀｼﾞﾏ    /        

333 書の美 上 天野 一夫  監修 国書刊行会 1110164124      728     /ｺｸｼ     /1       

334 書の美 下 天野 一夫  監修 国書刊行会 1110164132      728     /ｺｸｼ     /2       

335 書の美 別冊解説 天野 一夫  監修 国書刊行会 1110164140      728     /ｺｸｼ     /3       

336 書のデザイン 榊 莫山  著 創元社 1110160130      728     /ｻｶｷ     /木村S   

337 書のこころ 榊 莫山  著 時事通信社 1110162961      728.04  /ｻｶｷ     /木村S   

338 野の書 榊 莫山  著 創元社 1110163316      728.04  /ｻｶｷ     /木村S   

339 書の講座 1 榊 莫山  著 角川書店 1110162854      728.08  /ｻｶｷ     /木村S   

340 書の講座 2 榊 莫山  著 角川書店 1110162862      728.08  /ｻｶｷ     /木村S   

341 書の講座 3 榊 莫山  著 角川書店 1110162870      728.08  /ｻｶｷ     /木村S   

342 顧之居書帖 海上 雅臣  編 UNAC Tokyo 1110158456      728.1   /ｳﾅｶﾞ    /木村S   

343 想起・森田子龍ノート 稻田 宗哉  編 墨人会 1110162359      728.1   /ﾓﾘﾀ     /木村S   

344 比田井南谷作品集 比田井 南谷  著 書学院出版部 1110163134      728.21  /ﾋﾀﾞｲ    /木村S   

345 手鑑文彩 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 1110163563      728.21  /ﾜｾﾀﾞ    /        

346 国際シンポジウム基調論文集 海上 雅臣  編 京都造形芸術大学 1110159132      728.216 /ｳﾐｶﾞ    /木村S   

347 日本版画の技法 旭 正秀  著 銀星閣 1110154919      731     /ｱｻﾋ     /木村S   

348 中馬泰文 番画廊  企画・編集 番画廊 1110163894      732.1   /ﾁﾕｳ     /        

349 にほんのまつり 木田 安彦  著 講談社 1110159850      733     /ｷﾀﾞ     /木村S   

350 木田安彦作品集 木田 安彦  〔画〕 木田安彦・正子 1110160072      733     /ｷﾀﾞ     /木村S   

351 秋山巌木版画集’98 秋山  巌  著 アキヤマ版画工房 1110156567      733.087 /ｱｷﾔ     /木村S   

352 キヨッソーネ再発見 リア・ベレッタ 著 印刷朝陽会 1110156641      735     /ｷﾖﾂ     /木村S   

353 内田智也銅版画集 Ⅱ 1989-2001 内田  智也 著 吉備人出版 1110158167      735.087 /ｳﾁﾀﾞ    /木村S   

354 内田智也銅版画集 1988-2000 内田  智也 著 吉備人出版 1110163282      735.087 /ｳﾁﾀﾞ    /木村S   

355 山本容子の姫君たち 山本 容子  著 講談社 1110156633      735.087 /ﾔﾏﾓ     /木村S   

356 美術から写真文化の形成 岡本 重温  著 岡本重温 1110160163      740.1   /ｵｶﾓ     /木村S   

357 通過者の視線 森山 大道  〔著〕 月曜社 1110164637      740.4   /ﾓﾘﾔ     /        

358 全関西写壇五十年史 全日本写真連盟関西本部 1110164090      740.6   /ｵﾁ      /木村S   

359 兵庫県写真史連合総会誌 兵庫県写真師連合  〔編〕 兵庫県写真師連合 1110159785      740.6   /ﾋﾖｳ     /木村S   

360 満州旅情 飯田鉄太郎 写真 サンブライト出版 1110155031      748     /ｲｲﾀﾞ    /木村S   
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361 浮遊世界 江藤隆介 著 現代美術社 1110159801      748     /ｴﾄｳ     /木村S   

362 小川月舟回顧写真集 小川 月舟  〔撮影〕 関西写真家連合協会 1110156617      748     /ｵｶﾞﾜ    /木村S   

363 私の知らない母 笠木絵津子  著 クレオ 1110163472      748     /ｶｻｷ     /        

364 APPEARANCE 兼子 裕代  著 青幻舎 1110164504      748     /ｶﾈｺ     /        

365 河合道子写真集 河合 道子  撮影・〔編集〕 日本デザインクリエーターズカンパニー 1110157656      748     /ｶﾜｲ     /木村S   

366 にっぽん原風景 産経新聞大阪本社写真報道局  編 東方出版 1110156658      748     /ｻﾝｹ     /木村S   

367 橋口譲二写真集 橋口 譲二  〔撮影〕 〔Canon〕 1110163027      748     /ﾊｼｸﾞ    /木村S   

368 藤安 淳 藤安 淳  〔写真〕 藤安淳 1110163456      748     /ﾌｼﾞﾔ    /        

369 安井仲治 別冊 タカ・イシイギャラリー  〔編〕 〔タカ・イシイギャラリー〕 1110163811      748     /ﾔｽｲ     /        

370 美術のポリティクス 北澤 憲昭  著 ゆまに書房 1110164108      750.21  /ｷﾀｻﾞ    /        

371 工芸とナショナリズムの近代 木田 拓也  著 吉川弘文館 1110164116      750.21  /ｷﾀﾞ     /        

372 京の工房 村松 寛  著 河原書店 1110163241      750.21  /ﾑﾗﾏ     /木村S   

373 バウハウス工房の新製品 ヴァルター・グロピウス  著 中央公論美術出版 1110165030      750.234 /ｸﾞﾛﾋﾟ   /        

374 現代の作陶 坪井 明日香  編 至文堂 1110155148      751     /ﾂﾎﾞｲ    /木村S   

375 陶器講座 第7巻 佐藤 雅彦  著 雄山閣 1110160809      751     /ﾄｳｷ     /木村S   

376 陶芸教室 森 淳  著 創元社 1110162771      751     /ﾓﾘ      /木村S   

377 刻々の炎 八木 一夫  著 駸々堂出版 1110161203      751     /ﾔｷﾞ     /木村S   

378 縄文回帰 猪風来  著 三冬社 1110160973      751.04  /ｲﾌｳ     /木村S   

379 安倍安人作品集 安倍 安人 〔作〕 安倍安人 1110156559      751.1   /ｱﾍﾞ     /木村S   

380 Ceramic arts 第2集 大塚オーミ陶業  〔編〕 〔大塚オーミ陶業〕 1110156500      751.1   /ｵｵﾂ     /木村S   

381 陶 北出 不二雄  著 求龍堂 1110162136      751.1   /ｷﾀﾃﾞ    /木村S   

382 雅号名鑑 京都陶磁器意匠保護協会「雅号名鑑」出版委員会 編京都陶磁器意匠保護協会 1110162730      751.1   /ｷﾖｳ     /木村S   

383 Madein New Jersey 山木美術  〔編〕 山木美術 1110159827      751.1   /ｺｲｴ     /木村S   

384 近藤豊作品集 京都市立芸術大学美術学部陶磁器研究室  〔編〕〔京都市立芸術大学美術学部陶磁器研究室〕1110163126      751.1   /ｺﾝﾄﾞ    /木村S   

385 陶 vol.97 田嶋  悦子  著 京都書院 1110156534      751.1   /ﾀｼﾏ     /木村S   

386 沖縄宗教藝術の精華厨子 那覇市立壺屋焼物博物館 編 那覇市立壺屋焼物博物館 1110164520      751.1   /ﾅﾊ      /        

387 西川實の陶芸 西川 實  著 求龍堂 1110159264      751.1   /ﾆｼｶ     /木村S   

388 Hayashi:Hideyuki Hayashi 1969-1984 林 秀行  〔作〕 山木美術館 1110155072      751.1   /ﾊﾔｼ     /木村S   

389 藤本能道作品集 藤本 能道  著・〔作〕 講談社 1110163019      751.1   /ﾌｼﾞﾓ    /木村S   

390 茶碗の見方 佐藤 進三  著 徳間書店 1110162334      751.3   /ｻﾄｳ     /木村S   
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391 手ひねり陶芸 平松 美袮子  著 ひかりのくに 1110163290      751.3   /ﾋﾗﾏ     /木村S   

392 茶の古窯 満岡 忠成  著 徳間書店 1110162342      751.3   /ﾐﾂｵ     /木村S   

393 七宝 吉村 元雄  編著 マリア書房 1110155114      751.7   /ﾏﾘｱ     /木村S   

394 水内杏平作品集 1994-2001 水内 義行  〔編〕 水内義行 1110156666      752     /ﾐｽﾞｳ    /木村S   

395 水内杏平作品集 水内 杏平  著 京都書院 1110163035      752     /ﾐｽﾞｳ    /木村S   

396 インドネシア染織大系 上巻 吉本 忍  著 紫紅社 1110164173      753     /ﾖｼﾓ     /木村S   

397 インドネシア染織大系 下巻 吉本 忍  著 紫紅社 1110164181      753     /ﾖｼﾓ     /木村S   

398 染める : 平金有一の軌跡 平金有一 著  〔作品〕 染織と生活社 1110163100      753.2   /ﾋﾗｶﾞ    /木村S   

399 朝倉美津子タピストリー作品集 朝倉 美津子  編集  制作 ふたば書房 1110155056      753.3   /ｱｻｸ     /木村S   

400 織物の原風景 長野 五郎  著 紫紅社 1110160247      753.3   /ﾅｶﾞﾉ    /木村S   

401 河井喜代子染色画集 河井 喜代子  [作] 〔出版社不明〕 1110159751      753.8   /ｶﾜｲ     /木村S   

402 芹沢銈介 2 東北福祉大学芹沢銈介美術工芸館  〔編〕 東北福祉大学芹沢銈介美術工芸館 1110158480      753.8   /ｾﾘｻﾞ    /木村S   

403 「型染」 内藤 英治  〔編・作〕 内藤英治 1110159702      753.8   /ﾅｲﾄ     /木村S   

404 三浦景生の世界 三浦 景生  〔作〕 〔髙島屋〕 1110158472      753.8   /ﾐｳﾗ     /木村S   

405 元井三門里模様集 元井 三門里  著 〔出版者不明〕 1110163175      753.8   /ﾓﾄｲ     /木村S   

406 王朝の粋 大阪美術倶楽部  編 大阪美術倶楽部 1110162292      756     /ｵｵｻ     /木村S   

407 加藤宗巌作品集 加藤 宗巌  著 加藤宗巌作品集刊行会 1110159181      756.13  /ｶﾄｳ     /木村S   

408 鋳金  中島保美作品集 ストーク  編 中島保美 1110159330      756.14  /ﾅｶｼﾞ    /木村S   

409 色彩常識 池田 元太郎  著 丸善 1110155130      757     /ｲｹﾀﾞ    /木村S   

410 Toshiyuki Kita 喜多 俊之  著・〔作〕 アムズ・アーツ・プレス 1110163274      757     /ｷﾀ      /木村S   

411 国際デザイン・フェスティバル 第2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 1110160908      757     /ｺｸｻ     /木村S   

412 国際デザイン・フェスティバル 第1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 1110164736      757     /ｺｸｻ     /木村S   

413 国際デザイン・フェスティバル 第8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 1110164751      757     /ｺｸｻ     /木村S   

414 文様・デザイン・技術 2004 多摩美術大学文様研究室 〔編〕 多摩美術大学 1110155098      757     /ﾀﾏﾋﾞ    /木村S   

415 叢書・近代日本のデザイン 67 森 仁史  監修 ゆまに書房 1110164942      757.021 /ﾓﾘ      /67      

416 叢書・近代日本のデザイン 68 森 仁史 監修・解説 ゆまに書房 1110164926      757.021 /ﾓﾘ      /68      

417 国際デザイン交流協会10年のあゆみ 国際デザイン交流協会  制作 国際デザイン交流協会 1110158266      757.06  /ｺｸｻ     /木村S   

418 ダイナミック・デザインの教育 創作編 ダイナミックデザイン研究会 〔ほか〕編 開隆堂出版 1110159207      757.2   /ﾀﾞｲﾅ    /木村S   

419 芸術としてのデザイン ブルーノ・ムナーリ  著 ダヴィッド社 1110162300      757.2   /ﾑﾅｰ     /木村S   

420 配色イメージワーク 小林 重順  著 講談社 1110162417      757.3   /ｺﾊﾞﾔ    /木村S   
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421 色彩学:その理論と応用 山崎 勝弘  著 創元社 1110162060      757.4   /ﾔﾏｻﾞ    /木村S   

422 人形/西村喜代 西村 喜代  著・〔作〕 光村推古書院 1110163167      759.021 /ﾆｼﾑ     /木村S   

423 西洋文化と音楽 上 P.H.ラング  著 音楽之友社 1110164074      762.3   /ﾗﾝｸﾞ    /木村S   

424 西洋文化と音楽 中 P.H.ラング  著 音楽之友社 1110164082      762.3   /ﾗﾝｸﾞ    /木村S   

425 グスタフ・マーラーの思い出 ナターリエ・バウアー=レヒナー  著 音楽之友社 1110159991      762.346 /ﾚﾋﾅ     /木村S   

426 オカリナをつくる 藤原 義勝  著 大月書店 1110163902      763.72  /ﾌｼﾞﾜ    /        

427 能勢の浄瑠璃史 能勢町教育委員会 (大阪府) 能勢町教育委員会 1110155015      768.52  /ﾉｾﾁ     /木村S   

428 コメディ・フランセーズ日本公演 1976 サンケイ新聞社  企画・編集 〔出版者不明〕 1110163266      772.35  /ｻﾝｹ     /木村S   

429 映画 エドガール・モラン 〔著〕 みすず書房 1110163043      778     /ﾓﾗﾝ     /木村S   

430 それがVガンダムだ ササキバラ  ゴウ 著 銀河出版 1110163381      778.77  /ｷﾄﾞｳ    /        

431 倍密の人生 氷川 竜介 as ロトさん  著 IRD工房 1110163365      778.77  /ﾋｶﾜ     /39      

432 アニメ映画のリアル 氷川 竜介 as ロトさん  著 IRD工房 1110163373      778.77  /ﾋｶﾜ     /41      

433 茶の湯文化の今 二村 志保  編 阪南茶華道連絡協議会 1110158423      791     /ﾌﾀﾑ     /木村S   

434 利休を歩く 京都新聞社 編 京都新聞社 1110162276      791.2   /ﾘｷﾕ     /木村S   

435 現代の茶会 井上 隆雄 〔ほか〕著 新潮社 1110160197      791.7   /ｲﾉｳ     /木村S   

436 花ふたり 桑原 仙渓  著 婦人画報社 1110159710      793     /ｸﾜﾊ     /木村S   

437 ふしぎな森 1 勅使河原 宏  著 主婦の友社 1110159199      793     /ﾃｼｶﾞ    /木村S   

438 私の花 勅使河原 茜  著 草月文化事業株式会社出版部 1110159314      793     /ﾃｼｶﾞ    /木村S   

439 竹―勅使河原宏・篠山紀信 勅使河原宏  〔作〕 勅使河原宏 1110160031      793     /ﾃｼｶﾞ    /木村S   

440 専渓生花百事 桑原 専渓  著 桑原専慶流家元 1110164165      793.6   /ｸﾜﾊﾞ    /木村S   

441 文論 宮地 裕  著 明治書院 1110164199      815     /ﾐﾔｼﾞ    /木村S   

442 生存のための表現 山崎 正和  著 構想社 1110163308      910.4   /ﾔﾏｻﾞ    /木村S   

443 萬葉集 伊藤 博  著 集英社 1110161146      910.8   /ｲﾄｳ     /木村S   

444 万葉スケッチ紀行 辻本 洋太朗  著 淡交社 1110162078      911.125 /ﾂｼﾞﾓ    /木村S   

445 ピカソの死後の夏 横田 利平  著 日本歌人社 1110154976      911.168 /ﾖｺﾀ     /木村S   

446 曼珠沙華 三好 潤子  著 ふらんす堂 1110162151      911.368 /ﾐﾖｼ     /木村S   

447 曼珠沙華 栞 三好 潤子  著 ふらんす堂 1110162169      911.368 /ﾐﾖｼ     /木村S   

448 鉛島 鍵岡 正謹  著 書肆山田 1110159678      911.56  /ｶｷﾞｵ    /木村S   

449 西洋見学 野上 豊一郎  著 日本評論社 1110161955      915     /ﾉｶﾞﾐ    /木村S   

450 道子追想 橿尾正次 編 版・梛 1110155635      918.68  /ｶｼｵ     /木村S   
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451 トーマス・マン文学とパロディー 片山 良展  編 クヴェレ会 1110162235      940.28  /ｶﾀﾔ     /木村S   
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452 The Architecture of Frank Gehry foreword by Henry N. Cobb Rizzoli 1160016570      520.87  /GEH     /木村S   

453 Aalto and America edited by Stanford Anderson...〔et al.〕 Yale University Press 1160017545      523.3892/AAL     /        

454 alvar & aino aalto. design collection bischofberger Hatje Cantz Verlag 1160017602      523.3892/AAL     /        

455 Women in design Charlotte Fiell Laurence King Publishing 1160017552      702.07  /FIE     /        

456 日治時期臺灣官辦美展(1927-1943)圖録與論文集 台灣創價學會藝文中心執行委員會企劃小組勤宜文教基金會 1160017529      702.224 /TAI     /        

457 The J. Paul Getty Museum handbook of the collections 〔J. Paul Getty Museum〕 The J. Paul Getty Museum 1160017354      703.8   /JPA     /        

458 A basic guide to the Prado J. Rogelio Buendía Silex 1160017453      703.8   /PRA     /        

459 The Uffizi 〔The Uffizi gallery〕 〔Il Turismo〕 1160017347      706.9   /UFF     /        

460 Surrealist art Sarane Alexandrian Thames&Hudson 1160017362      723.07  /ALE     /        

461 Gauguin by Charles Estienne Skira 1160017479      723.087 /TAS     /1       

462 Rouault Lionello Venturi Skira 1160017511      723.087 /TAS     /26      

463 Lautrec Jacques Lassaigne Skira 1160017487      723.087 /TAS     /3       

464 Cezanne by Maurice Raynal Skira 1160017503      723.087 /TAS     /8       

465 Dufy by Jacques Lassaigne Skira 1160017495      723.087 /TAS     /9       

466 Vasarely Redaktion und Gestaltung：Michael MaegraithKlett-Cotta 1160017420      723.347 /VAS     /        

467 Braque Serge Fauchereau Rizzoli 1160017388      723.35  /BRA     /        

468 Delacroix Yvonne Deslandres Hachette 1160017446      723.35  /DEL     /        

469 Lautrec by Edouard Julien Crown Publishers 1160017404      723.35  /LAU     /        

470 The last flowers of Manet by Robert Gordon Harry N. Abrams 1160017339      723.35  /MAN     /        

471 James Ensor by Jacques Janssens Crown Publishers 1160017412      723.358 /ENS     /        

472 L'univers de Rembrandt Henry Bonnier Henri Scrépel 1160017438      723.359 /REM     /        

473 Rembrandt Rembrandt Taschen 1160017610      723.359 /REM     /        

474 Dalí Ignacio Goḿez de Liaño Academy editions 1160017396      723.36  /DAL     /        

475 Leonardo da Vinci Frank Zöllner Taschen 1160017461      723.37  /LEO     /        

476 Léonard de Vinci sous la direction de Vincent Delieuvin Musée du Louvre 1160017537      723.37  /LEO     /        

477 Leonardo da Vinci rediscovered Volume one Carmen C. Bambach Yale University Press 1160017560      723.37  /LEO     /1       

478 Leonardo da Vinci rediscovered Volume two Carmen C. Bambach Yale University Press 1160017578      723.37  /LEO     /2       

479 Leonardo da Vinci rediscovered Volume threeCarmen C. Bambach Yale University Press 1160017586      723.37  /LEO     /3       

480 Leonardo da Vinci rediscovered Volume four Carmen C. Bambach Yale University Press 1160017594      723.37  /LEO     /4       

481 Raphael Text by Mary pittaluga Harry N.Abrams 1160017370      723.37  /RAP     /        
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482 備前 山崎 督  〔作〕 上海書画出版社 1160016588      751.1   /YAM     /木村S   
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483 龍門文庫 奈良国立博物館  編 奈良国立博物館 1210141808 C    026     /ﾘﾕｳ     /木村S   

484 高僧と袈裟 京都国立博物館  編 京都国立博物館 1210149215 C    185.7   /ｺｳｿ     /木村S   

485 即位礼と大嘗祭 皇學館大学  編 皇學館大学 1210149769 C    210.091 /ｿｸｲ     /        

486 激動の3世紀 大阪府立弥生文化博物館  編 大阪府立弥生文化博物館 1210149199 C    210.2   /ｹﾞｷﾄﾞ   /木村S   

487 青銅の弥生都市 大阪府立弥生文化博物館  編 大阪府立弥生文化博物館 1210148241 C    210.2   /ｾｲﾄﾞ    /木村S   

488 大遣唐使展 奈良国立博物館  編 奈良国立博物館 1210145247 C    210.3   /ﾀﾞｲｹ    /木村S   

489 京都冷泉家「国宝明月記」 五島美術館学芸部  編 〔五島美術館〕 1210140339 C    210.4   /ｷﾖｳ     /木村S   

490 「シーボルト・日本を旅する」展図録 堺市博物館  監修 シーボルト・カウンシル 1210148506 C    210.58  /ｻｶｲ     /木村S   

491 私とあなたの琵琶湖アルバム 滋賀県立琵琶湖博物館  編 滋賀県立琵琶湖博物館 1210147615 C    216.1   /ﾋﾞﾜｺ    /木村S   

492 堺と三都 堺市博物館 編 堺市博物館 1210147771 C    216.3   /ｻｶｲ     /木村S   

493 出雲と大和 東京国立博物館  〔ほか〕  企画・編集 島根県 1210149538 C    217.3   /ｲｽﾞﾓ    /        

494 四国の戦国群像 高知県立歴史民俗資料館  編 高知県立歴史民俗資料館 1210143499 C    218.4   /ｼｺｸ     /木村S   

495 博多と堺 堺市博物館  編 堺市博物館 1210143382 C    219.1   /ﾊｶﾀ     /木村S   

496 中国古代青銅器 奈良国立博物館  編 奈良国立博物館 1210144406 C    222.04  /ﾁﾕｳ     /木村S   

497 細川ガラシヤ展 毎日新聞社  〔編〕 毎日新聞社 1210140784 C    289.1   /ﾎｿｶ     /木村S   

498 外骨：稀代のジャーナリスト展 壹 伊丹市立美術館  編 伊丹市立美術館 1210148944 C    289.1   /ﾐﾔﾀ     /1       

499 外骨：稀代のジャーナリスト展 貮 伊丹市立美術館  編 伊丹市立美術館 1210148951 C    289.1   /ﾐﾔﾀ     /2       

500 外骨：稀代のジャーナリスト展 參 伊丹市立美術館  編 伊丹市立美術館 1210148969 C    289.1   /ﾐﾔﾀ     /3       

501 ロシア極東諸民族の歴史と文化 第40回 北海道開拓記念館  編 北海道開拓記念館・開拓の村文化振興会 1210145239 C    389.292 /ﾛｼｱ     /木村S   

502 Space bird children バードハウスプロジェクト実行委員会  企画・制作バードハウスプロジェクト実行委員会 1210145148 C    519.8   /ｺﾄﾘ     /木村S   

503 伊丹潤 ギャラリー倉屋  〔編〕 ギャラリー倉屋 1210145163 C    520.8   /ｲﾀﾐ     /木村S   

504 安藤忠雄建築展2009 安藤忠雄建築展実行委員会  編 サントリーミュージアム  ［天保山］ 1210143630 C    520.87  /ｱﾝﾄﾞ    /木村S   

505 フランク・ロイド・ライト回顧展 フランク・ロイド・ライト回顧展実行委員会　〔ほか〕編毎日新聞社 1210145320 C    523.53  /ﾗｲﾄ     /木村S   

506 好奇心のあじわい好奇心のミュージアム 高橋 律子  編 金沢21世紀美術館 1210148746 C    596     /ｺｳｷ     /        

507 古代からの贈物 3 堀内 紀良  〔編〕 堀内紀良 1210148316 C    702.03  /ｺﾀﾞｲ    /木村S   

508 現代美術の神話 セゾン美術館  〔ほか〕編 セゾン美術館 1210141626 C    702.07  /ｹﾞﾝﾀﾞ   /木村S   

509 枯木又プロジェクトの記録 2015 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 1210148845 C    702.07  /ﾀﾞｲﾁ    /2015    

510 魔術/美術 愛知県美術館  〔ほか〕  編 愛知県美術館 1210149850 C    702.07  /ﾏｼﾞｭ    /        

511 お水取り 奈良国立博物館  編 奈良国立博物館 1210142582 C    702.09  /ｵﾐｽﾞ    /木村S   

512 神々の美の世界 京都国立博物館  編 産経新聞社 1210140222 C    702.09  /ｶﾐｶﾞ    /木村S   
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513 神々の美の世界 京都国立博物館  編 京都国立博物館 1210140255 C    702.09  /ｶﾐｶﾞ    /木村S   

514 古密教：日本密教の胎動 奈良国立博物館  編 奈良国立博物館 1210142640 C    702.098 /ｺﾐﾂ     /木村S   

515 密教美術名宝展 日本経済新聞社  編 [日本経済新聞社] 1210141519 C    702.098 /ﾐﾂｷ     /木村S   

516 桃山の華・江戸の粋 北海道立近代美術館学芸部  編 北海道立近代美術館 1210141691 C    702.1   /ﾓﾓﾔ     /木村S   

517 鎌倉円覚寺の名宝 五島美術館学芸部  編 五島美術館 1210141592 C    702.14  /ｶﾏｸ     /木村S   

518 アーティスト・イン・レジデンス・プログラム 2007/秋 国際芸術センター青森  編 国際芸術センター青森AIR実行委員会 1210148894 C    702.16  /ｱｰﾃ     /2007-2  

519 アーティスト・イン・レジデンス・プログラム 2011/Phase1青森公立大学国際芸術センター青森  〔編〕 青森公立大学国際芸術センター青森 1210148910 C    702.16  /ｱｰﾄ     /2011-1  

520 アーティスト・イン・レジデンス・プログラム 2011/Phase2青森公立大学国際芸術センター青森  〔編〕 青森公立大学国際芸術センター青森 1210148928 C    702.16  /ｱｰﾄ     /2011-2  

521 アーティスト・イン・レジデンス・プログラム 2011/Phase3青森公立大学国際芸術センター青森  〔編〕 青森公立大学国際芸術センター青森 1210148936 C    702.16  /ｱｰﾄ     /2011-3  

522 虹のキャラヴァンサライ創造する人間の旅 あいちトリエンナーレ実行委員会  〔編〕 〔あいちトリエンナーレ実行委員会〕 1210148688 C    702.16  /ｱｲﾁ     /2016    

523 アジアン・インパクト 東京都庭園美術館  編集 東京美術 1210149520 C    702.16  /ｱｼﾞｱ    /        

524 イケムラ レイコ 国立西洋美術館  〔ほか〕  編 求龍堂 1210148654 C    702.16  /ｲｹﾑ     /        

525 裏声で歌へ 遠藤 水城  編 裏声で歌へ実行委員会 1210149181 C    702.16  /ｳﾗｺﾞ    /        

526 郭徳俊 ギャラリーマロニエ  〔編〕 ギャラリーマロニエ 1210149249 C    702.16  /ｶｸ      /木村S   

527 キッズアートランド ベネッセハウス・直島コンテンポラリーアートミュージアム  編福武書店 1210147631 C    702.16  /ｷﾂｽﾞ    /木村S   

528 木村太郎 ギャラリーαM  〔編〕 〔ギャラリーαM〕 1210148514 C    702.16  /ｷﾑﾗ     /木村S   

529 京都府新鋭選抜展 2020 京都府 〔ほか〕 編 京都府 1210149785 C    702.16  /ｷﾖｳ     /2020    

530 国際丹南アートフェスティバル作品集 2004 谷口 康男  〔ほか〕  編 丹南アートフェスティバル実行委員会 1210141774 C    702.16  /ｺｸｻ     /木村S   

531 坂口寛敏 ギャラリーαM  〔編〕 〔ギャラリーαM〕 1210148357 C    702.16  /ｻｶｸﾞ    /木村S   

532 CAF.Nebula展 2019 CAFネビュラ協会 〔編〕 CAFネビュラ協会 1210148837 C    702.16  /ｼｰｴ     /2019    

533 柴川敏之展 柴川  敏之  〔作〕 a piece of space APS 1210149462 C    702.16  /ｼﾊﾞｶ    /        

534 未来の考古学：岡部昌生・柴川敏之展 岡部 昌生  〔作〕 [ギャラリーてんぐスクエア] 1210149561 C    702.16  /ｼﾊﾞｶ    /        

535 未来の考古学：岡部昌生・柴川敏之展 岡部 昌生  〔作〕 [ギャラリーてんぐスクエア] 1210149579 C    702.16  /ｼﾊﾞｶ    /        

536 線を聴く展 エルメス財団  〔編〕 エルメス財団 1210149355 C    702.16  /ｾﾝｵ     /        

537 タムラサトル タムラサトル  〔作〕 Tezukayama gallery 1210146641 C    702.16  /ﾀﾑﾗ     /木村S   

538 千葉鉄也 ギャラリーαM  〔編〕 〔ギャラリーαM〕 1210148530 C    702.16  /ﾁﾊﾞ     /木村S   

539 道具とサーカス 岡村 有利子  編 神戸アートビレッジセンター 1210149348 C    702.16  /ﾄﾞｳｸﾞ   /        

540 日仏現代美術展 第20回 日本テレビ放送網  編 日本テレビ放送網 1210148282 C    702.16  /ﾆﾁﾌ     /木村S   

541 話しているのは誰? 国立新美術館  〔ほか〕  編 美術出版社 1210148639 C    702.16  /ﾊﾅｼ     /        

542 日比野克彦 : Higo by Hibino 〔リーフレット〕 熊本市現代美術館 〔編〕 熊本市現代美術館 1210149082 C    702.16  /ﾋﾋﾞﾉ    /        
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543 堀尾貞治 大阪府立現代美術センター  〔編〕 〔大阪府立現代美術センター〕 1210149223 C    702.16  /ﾎﾘｵ     /木村S   

544 松原健 ギャラリーαM  〔編〕 〔ギャラリーαM〕 1210148522 C    702.16  /ﾏﾂﾊﾞ    /木村S   

545 みえないものとの対話 三菱地所アルティアム  〔編〕 三菱地所アルティアム 1210149587 C    702.16  /ﾐｴﾅ     /        

546 みえるもののむこう 神奈川県立近代美術館  〔編〕 神奈川県立近代美術館 1210148795 C    702.16  /ﾐｴﾙ     /        

547 道の草 公園の壁 伊藤まゆみ  編 神戸アートビレッジセンター 1210149702 C    702.16  /ﾐﾁﾉ     /        

548 目展 資生堂  企業文化部  〔ほか〕編 資生堂 1210149876 C    702.16  /ﾒ       /        

549 吉田哲也 ギャラリーαM  〔編〕 〔ギャラリーαM〕 1210148332 C    702.16  /ﾖｼﾀﾞ    /木村S   

550 吉原治良賞記念アート・プロジェクト 2006-2008 大阪府立現代美術センター  〔編〕 大阪府立現代美術センター 1210149652 C    702.16  /ﾖｼﾊ     /        

551 六甲ミーツ・アート：芸術散歩 2019 小泉  智子 編 六甲山観光 1210148563 C    702.16  /ﾛﾂｺ     /2019    

552 六甲ミーツ・アート：芸術散歩 2019 小泉  智子 編 六甲山観光 1210149751 C    702.16  /ﾛﾂｺ     /2019    

553 談山神社の名宝 奈良国立博物館  編 奈良国立博物館 1210140271 C    702.17  /ﾀﾝｻﾞ    /木村S   

554 知恩院と法然上人絵伝 京都国立博物館 編 京都国立博物館 1210148480 C    702.17  /ﾁｵﾝ     /木村S   

555 東大寺公慶上人 奈良国立博物館  編 奈良国立博物館 1210141618 C    702.17  /ﾄｳﾀﾞ    /木村S   

556 あしやのアーティスト 芦屋市立美術博物館  編 芦屋市立美術博物館 1210149454 C    702.1964/ｱｼﾔ     /        

557 東洋美術展 大阪市立美術館  編 大阪市立美術館 1210142442 C    702.2   /ﾄｳﾖ     /木村S   

558 地上の天宮：北京故宮博物院展 東京富士美術館  〔ほか〕  編 東京富士美術館 1210140230 C    702.2   /ﾍﾟｷﾝ    /木村S   

559 トルコ至宝展 国立新美術館  〔ほか〕  編 日本経済新聞社 1210148613 C    702.274 /ﾄﾙｺ     /        

560 ウィーン・モダン 国立新美術館  〔ほか〕  編 読売新聞東京本社 1210148605 C    702.346 /ｳｲｰ     /        

561 ハプスブルク展 フランチェスカ・デル・トッレ=ショイヒ  責任編集 TBSテレビ 1210149314 C    702.346 /ﾊﾌﾟｽ    /        

562 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 1210148662 C    702.35  /ﾎﾞﾙﾀ    /        

563 ル・コルビュジエ 村上 博哉  編 国立西洋美術館 1210149371 C    702.35  /ﾙｺﾙ     /        

564 カタルニア賛歌－芸術の都バルセロナ展 兵庫県立近代美術館  〔ほか〕編集 カタルニア賛歌－芸術の都バルセロナ展国内実行委員会1210145254 C    702.36  /ｶﾀﾙ     /木村S   

565 現代フィンランド美術・５人の作家展 日本美術館企画協議会  編 日本美術館企画協議会 1210142384 C    702.38  /ｹﾞﾝﾀﾞ   /木村S   

566 モダン・ウーマン 久保田 有寿  編 国立西洋美術館 1210149512 C    702.389 /ﾓﾀﾞﾝ    /        

567 メキシコ美術展 新 規矩男  〔編〕 1210143606 C    702.56  /ﾒｷｼ     /木村Ｓ  

568 浅川コレクションの世界 足利市立美術館  〔ほか〕編 足利市立美術館 1210149264 C    703.8   /ｱｻｶﾞ    /        

569 現代美術・その先駆者たちと現在 軽井沢・財団法人高輪美術館  編 軽井沢・財団法人高輪美術館 1210148233 C    703.8   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /木村S   

570 「潜在的絵画の練習」紙上展 オクヤ ナオミ  著 シロクロ出版 1210141766 C    704     /ｵｸﾔ     /木村S   

571 Art meets 02 吉田 成志  編 アーツ前橋 1210149363 C    706.9   /ｱｰﾄ     /02      

572 絵を見るとき、あなたは何をみているの？ 栃木県立美術館  編 栃木県立美術館 1210149140 C    706.9   /ｴｵﾐ     /        
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573 郷土の美術をみる・しる・まなぶ 2017 福岡県立美術館  〔編〕 〔福岡県立美術館〕 1210149694 C    706.9   /ｷﾖｳ     /2017    

574 今日の作家 3 京都市美術館  〔編〕 京都市美術館 1210142681 C    706.9   /ｷﾖｳ     /木村S   

575 林勇気with No Architects 伊藤 まゆみ  編 神戸アートビレッジセンター 1210148878 C    706.9   /ｺｳﾍﾞ    /        

576 コリン・ミノル ギャラリーαM  〔編〕 〔ギャラリーαM〕 1210143598 C    706.9   /ｺﾘﾝ     /木村S   

577 作法の遊戯 Vol.1 水戸芸術館現代美術ギャラリー  編・制作 水戸芸術館 1210140305 C    706.9   /ｻﾎｳ     /木村S   

578 作法の遊戯 Vol.1 水戸芸術館現代美術ギャラリー  編・制作 水戸芸術館 1210145106 C    706.9   /ｻﾎｳ     /木村S   

579 日本アートフェア’８５ 1985 日本美術交流会  編 日本美術交流会 1210143507 C    706.9   /ﾆｯﾎﾟ    /木村S   

580 ふたたびの「近代」 神奈川県立近代美術館  編 神奈川県立近代美術館 1210149165 C    706.9   /ﾌﾀﾀ     /        

581 バウハウス ルートヴィヒ・グローテ 〔ほか〕  編 講談社 1210140248 C    707.7   /ﾊﾞｳﾊ    /木村S   

582 改装記念展 ギャラリー新居  〔編〕 ギャラリー新居 1210140263 C    708.03  /ｶｲｿ     /木村S   

583 アート・ナウ・イン・ナゴヤ’８９ 1989 アートサロンダイトーボー  編 アートサロンダイトーボー 1210143580 C    708.7   /ｱ-ﾄ     /木村S   

584 第１２回京都美術展 京都府京都文化博物館  編 京都府〔ほか〕 1210145122 C    708.7   /ｱｰﾄ     /木村S   

585 アート・ナウ '82 兵庫県立近代美術館  編 兵庫県立近代美術館 1210149975 C    708.7   /ｱｰﾄ     /木村S   

586 イメージ＆オブジェクト日本展  ＪＡＬ  Ｄｅｓｉｇｎ  Ｒｅｖｉｅｗ  １９９０／９１日本航空  編 日本航空 1210148290 C    708.7   /ｲﾒ-     /木村S   

587 梅原猛と33人のアーティスト 髙島屋美術部  編 〔髙島屋美術部〕 1210141576 C    708.7   /ｳﾒﾊ     /木村S   

588 円空大賞展 第3回 岐阜県美術館  〔ほか〕  〔編〕 岐阜県美術館 1210148571 C    708.7   /ｴﾝｸ     /木村S   

589 大阪絵画トリエンナーレ 1991 大阪府文化振興財団  編 大阪府文化振興財団 1210142376 C    708.7   /ｵｵｻ     /木村S   

590 風の芸術展 第6回 枕崎市教育委員会  編 枕崎市教育委員会 1210143416 C    708.7   /ｶｾﾞ     /木村S   

591 画廊の視点 第9回（2002）「画廊の視点」展実行委員会  編 「画廊の視点」展実行委員会 1210147722 C    708.7   /ｶﾞﾛｳ    /木村S   

592 京都市立芸術大学美術学部卒業・修了制作図録 1985 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 1210140198 C    708.7   /ｷﾖｳ     /木村S   

593 共鳴する場へ 芸術計画Z・A  〔ほか〕編 芸術企画Ｚ・Ａ 1210143473 C    708.7   /ｷﾖｳ     /木村S   

594 昭和58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 1210145262 C    708.7   /ｷﾖｳ     /木村S   

595 煌芽生の会 煌芽生の会  〔編〕 煌芽生の会 1210149710 C    708.7   /ｷﾗﾒ     /        

596 行動美術展作品集  ３０ 30 行動美術協会  編 行動美術協会 1210144455 C    708.7   /ｺｳﾄﾞ    /木村S   

597 国際インパクト・アート・フェスティバル’９２ 1992 NCP  編 京都国際芸術センター 1210146153 C    708.7   /ｺｸｻ     /木村S   

598 SnowFall：いとなみ 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 1210149439 C    708.7   /ｻﾂﾎﾟ    /2008    

599 山田良 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 1210149413 C    708.7   /ｻﾂﾎﾟ    /2009    

600 サントリー美術館名品展 1990 サントリー美術館  編 サントリー美術館 1210142780 C    708.7   /ｻﾝﾄ     /木村S   

601 東京展 第45回（2019年）東京展美術協会  編 東京展美術協会事務局 1210149777 C    708.7   /ﾄｳｷ     /45      

602 取手アートプロジェクト 2008年度 取手アートプロジェクト実行委員会 〔編〕 取手アートプロジェクト実行委員会 1210148902 C    708.7   /ﾄﾘﾃﾞ    /2008    
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603 Domani・明日展 21st 内田 伸一  編 文化庁 1210148647 C    708.7   /ﾄﾞﾏｰ    /21      

604 モダンアート展  創立３０周年記念 30 モダンアート協会  編 モダンアート協会 1210142566 C    708.7   /ﾓﾀﾞﾝ    /30      

605 翏現代美術展 第10回 現代美術  翏  〔編〕 現代美術翏 1210141782 C    708.7   /ﾘﾕｳ     /木村S   

606 正倉院展目録 平成16年（第56回）奈良国立博物館  編 奈良国立博物館 1210140206 C    709.1   /ｼﾖｳ     /木村S   

607 正倉院展目録 平成17年（第57回）奈良国立博物館  編 奈良国立博物館 1210142624 C    709.1   /ｼﾖｳ     /木村S   

608 正倉院展目録 平成20年（第60回）奈良国立博物館  編 奈良国立博物館 1210145221 C    709.1   /ｼﾖｳ     /木村S   

609 KAJIMA彫刻コンクール作品展 第8回 鹿島  編 〔鹿島〕 1210137988 C    710.87  /ｶｼﾞﾏ    /木村S   

610 KAJIMA彫刻コンクール作品展 第1回 鹿島建設  編 〔鹿島出版会〕 1210141600 C    710.87  /ｶｼﾞﾏ    /木村S   

611 KAJIMA彫刻コンクール作品展 第3回 鹿島  編 〔鹿島出版会〕 1210141642 C    710.87  /ｶｼﾞﾏ    /木村S   

612 KAJIMA彫刻コンクール作品展 第1回 鹿島建設  編 〔鹿島出版会〕 1210142814 C    710.87  /ｶｼﾞﾏ    /木村S   

613 KAJIMA彫刻コンクール作品集 第9回 鹿島  編 〔鹿島〕 1210149207 C    710.87  /ｶｼﾞﾏ    /木村S   

614 上原浩子 上原 浩子  〔作〕 Tezukayama gallery 1210148852 C    712.1   /ｳｴﾊ     /        

615 江里康慧・江里佐代子展 江里 康慧  〔作〕 平安仏所 1210146229 C    712.1   /ｴﾘ      /木村S   

616 江里康慧作品集 平安仏所  〔編〕 平安仏所 1210146435 C    712.1   /ｴﾘ      /木村S   

617 空間に線を引く 庄司 美樹  編 彫刻とデッサン展実行委員会 1210149298 C    712.1   /ｸｳｶ     /        

618 自然との共作 リーガ・パング  編 草月会リーガ・パング教室 1210143432 C    712.1   /ｼｾﾞﾝ    /木村S   

619 新宮晋展 新宮 晋  〔作〕 T's gallery（山木美術） 1210149405 C    712.1   /ｼﾝｸﾞ    /        

620 棚田康司 ギャラリーαM  〔編〕 〔ギャラリーαM〕 1210140826 C    712.1   /ﾀﾅﾀﾞ    /木村S   

621 勅使河原蒼風の彫刻 京都国立近代美術館  編 京都国立近代美術館 1210143440 C    712.1   /ﾃｼｶﾞ    /木村S   

622 イサム・ノグチ,ランドスケープへの旅 イサム・ノグチ  〔作〕 Isamu Noguchi Foundation 1210149645 C    712.1   /ﾉｸﾞﾁ    /        

623 イサム・ノグチ展 カサハラ画廊  〔編〕 カサハラ画廊 1210149967 C    712.1   /ﾉｸﾞﾁ    /木村S   

624 照応する空間：花村憲夫 福岡 洋  編 ART LAB 1210145080 C    712.1   /ﾊﾅﾑ     /木村S   

625 福岡道雄展 福岡 道雄  〔作〕 〔村松画廊〕 1210146351 C    712.1   /ﾌｸｵ     /木村S   

626 宙 松本雄治  編 らいぶ 1210140719 C    712.1   /ﾏﾂﾓ     /木村S   

627 三沢厚彦:アニマルズ 2014 高松市美術館  〔ほか〕編 高松市美術館 1210149157 C    712.1   /ﾐｻﾜ     /        

628 森に生きるかたち 彫刻の森美術館  編 彫刻の森美術館 1210146468 C    712.1   /ﾓﾘﾆ     /木村S   

629 保田春彦展 保田 春彦  〔作〕 〔南天子画廊〕 1210146443 C    712.1   /ﾔｽﾀﾞ    /木村S   

630 ダニ・カラヴァン  〔高きへ〕 〔高きへ〕編集委員会  編 〔高きへ〕編集委員会 1210146336 C    712.27  /ｶﾗｳﾞ    /木村S   

631 アガム展 朝日新聞東京本社企画第一部  編 朝日新聞社 1210148407 C    712.27  /ﾔｺﾌﾞ    /木村S   

632 シュテファン・バルケンホール 国立国際美術館  〔編〕 国立国際美術館 1210141717 C    712.34  /ﾊﾞﾙｹ    /木村S   
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633 ロダン 静岡県立美術館  編 静岡県立美術館 1210140800 C    712.35  /ﾛﾀﾞﾝ    /木村S   

634 アイスコルベ展 現代彫刻センター  編 現代彫刻センター 1210148274 C    712.36  /ｱｲｽ     /木村S   

635 ミケランジェロと理想の身体 ルドヴィーカ・セブレゴンディ  責任編集 国立西洋美術館 1210149389 C    712.37  /ﾐｹﾗ     /        

636 有馬晋平作品展 Doki rokko  〔編〕 Doki rokko 1210149728 C    713     /ｱﾘﾏ     /        

637 石空間展 7 アトリエ風  〔編〕 〔 アトリエ風 〕 1210142665 C    714.087 /ｲｼｸ     /木村S   

638 金沢健一展 金沢 健一  編・〔作〕 いりや画廊 1210149488 C    715     /ｶﾅｻﾞ    /        

639 川井昭夫 川井 昭夫  〔作〕 Kunst-bau tokyo 1210149660 C    719     /ｶﾜｲ     /        

640 軌跡 長岡 圀人  編 あさご芸術の森美術館 1210145155 C    719     /ﾅｶﾞｵ    /木村S   

641 漕法 宮永 愛子  著 青幻社 1210149793 C    719.021 /ﾐﾔﾅ     /        

642 Okazaki kazuo 奈義町現代美術館  〔編〕 〔奈義町現代美術館〕 1210149066 C    719.087 /ｵｶｻﾞ    /        

643 Okazaki kazuo 奈義町現代美術館  〔編〕 〔奈義町現代美術館〕 1210149074 C    719.087 /ｵｶｻﾞ    /        

644 現代絵画の展望―祝福された絵画 現代日本美術展事務局  編 日本国際美術振興会 1210141568 C    720.69  /ｹﾞﾝﾀﾞ   /木村S   

645 シェル美術賞展 2019 DNPアートコニュニケーションズ  編 出光興産 1210148753 C    720.87  /ｼｴﾙ     /2019    

646 立軌展図録 2019 福島 唯史  編 立軌会 1210148589 C    720.87  /ﾘﾕｳ     /2019    

647 屏風展 京都新聞社  編 出光美術館 1210147789 C    721     /ﾋﾞﾖｳ    /木村S   

648 古今屏風逸品図録 第二集 思文閣  編 思文閣 1210142459 C    721.02  /ｺｺﾝ     /木村S   

649 近代日本美術史の形成 倉敷市立美術館  編 西日本新聞社 1210143523 C    721.026 /ｷﾝﾀﾞ    /木村S   

650 大野俶嵩個展 梶川 強  編 三条祇園画廊 1210142608 C    721.1   /ｵｵﾉ     /木村S   

651 高山寺展 京都国立博物館  編 朝日新聞社 1210148548 C    721.2   /ｺｳｻ     /木村S   

652 社寺縁起絵展 奈良国立博物館  〔編〕 奈良国立博物館 1210140388 C    721.2   /ｼﾔｼﾞ    /木村S   

653 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 1210150023 C    721.6   /ｼｼﾞﾖ    /        

654 現代作家文人三人展 1210143556 C    721.7   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /木村S   

655 鉄斎美術館開館記念展 鉄斎美術館  編 鉄斎美術館 1210142657 C    721.7   /ﾄﾐｵ     /木村S   

656 MOA美術館浮世絵の名品 MOA美術館学芸部  編 五島美術館 1210146328 C    721.8   /ｳｷﾖ     /木村S   

657 廣重 日本浮世絵学会  編 日本浮世絵学会 1210140735 C    721.8   /ｳﾀｶﾞ    /木村S   

658 画狂人葛飾北斎展 サンケイ新聞社  編 〔サンケイ新聞大阪本社〕 1210142574 C    721.8   /ｶﾂｼ     /木村S   

659 北斎・広重・国芳 桑名市博物館  編 桑名市博物館 1210149868 C    721.8   /ﾎｸｻ     /        

660 メアリー・エインズワース浮世絵コレクション 千葉市美術館  〔ほか〕編 マンゴスティン 1210149306 C    721.8   /ﾒｱﾘ     /        

661 石井 林響 松尾 知子  編集・執筆 美術出版社 1210149397 C    721.9   /ｲｼｲ     /        

662 上村松園・松篁・淳之三代展 上村淳之  執筆・〔画〕 東京富士美術館 1210149835 C    721.9   /ｳｴﾑ     /        
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663 菊川京三作品総目録 志田 康広  編 栃木県立美術館 1210149553 C    721.9   /ｷｸｶ     /        

664 塩原 友子 群馬県立近代美術館  〔編〕 群馬県立近代美術館 1210149611 C    721.9   /ｼｵﾊﾞ    /        

665 「昭和の日本画100選」展 朝日新聞東京本社企画第一部  編 朝日新聞社 1210146237 C    721.9   /ｼﾖｳ     /木村S   

666 坪内滄明、風景 中松 弘毅  編 中松弘毅 1210149470 C    721.9   /ﾂﾎﾞｳ    /        

667 画聖 富岡鐡齋と高島屋展 髙島屋  〔編〕 髙島屋 1210148456 C    721.9   /ﾄﾐｵ     /木村S   

668 西村五雲遺作素描展 朝日新聞社 編 晨鳥社 1210148225 C    721.9   /ﾆｼﾑ     /木村S   

669 藤原郁子自選展 藤原 郁子  〔画〕 藤原郁子 1210146450 C    721.9   /ﾌｼﾞﾜ    /木村S   

670 三上誠展 神奈川県立近代美術館  編 〔出版者不明〕 1210142772 C    721.9   /ﾐｶﾐ     /木村S   

671 中華人民共和国  漢唐壁画展 毎日新聞社  〔編〕 〔毎日新聞社〕 1210144380 C    722.24  /ﾁﾕｳ     /木村S   

672 印象派・近代絵画展図録 西武百貨店  編 西武百貨店 1210148308 C    723.05  /ｲﾝｼ     /木村S   

673 キスリング展 村上 哲  編 キスリング展カタログ委員会 1210149322 C    723.07  /ｷｽﾘ     /        

674 松方コレクション展 陳岡 めぐみ  責任編集・執筆 国立西洋美術館 1210149173 C    723.087 /ﾏﾂｶ     /        

675 相笠昌義展：日常世界 損保ジャパン美術財団  編 損保ジャパン美術財団 1210146203 C    723.1   /ｱｲｶﾞ    /木村S   

676 阿部展也展 新潟市美術館  〔ほか〕編 新潟市美術館 1210148670 C    723.1   /ｱﾍﾞ     /        

677 飯島一次近作展 フジカワ画廊 フジカワ画廊 1210148365 C    723.1   /ｲｲｼﾞ    /木村S   

678 池口史子展 池口史子  〔画〕 三越 1210140834 C    723.1   /ｲｹｶﾞ    /木村S   

679 池口史子展 池口史子  〔画〕 〔髙島屋〕 1210142467 C    723.1   /ｲｹｶﾞ    /木村S   

680 池口史子展 池口史子  〔画〕 三越 1210142475 C    723.1   /ｲｹｶﾞ    /木村S   

681 石川順惠 ギャラリーαM  〔編〕 〔ギャラリーαM〕 1210146294 C    723.1   /ｲｼｶ     /木村S   

682 伊藤清永展 伊藤 清永  〔画〕 髙島屋 1210140180 C    723.1   /ｲﾄｳ     /木村S   

683 井上彰夫遺作展 井上 信子  〔編〕 井上信子 1210141741 C    723.1   /ｲﾉｳ     /木村S   

684 ART TODAY 2008 財団法人セゾン現代美術館  編 財団法人セゾン現代美術館 1210147607 C    723.1   /ｳｻﾐ     /木村S   

685 宇治山哲平展 神奈川県立近代美術館  編 神奈川県立近代美術館 1210142764 C    723.1   /ｳｼﾞﾔ    /木村S   

686 内海信彦展 伊藤 由理  編 高橋英俊 1210140875 C    723.1   /ｳﾂﾐ     /木村S   

687 「瑛九:紙の上の仕事」展パンフレット 和歌山県立近代美術館  編・文 和歌山県立近代美術館 1210149686 C    723.1   /ｴｲ      /        

688 エコール・ド・コウベ 第8回（2008）エコール・ド・コウベ 〔編〕 エコール・ド・コウベ 1210149603 C    723.1   /ｴｺｰ     /8       

689 大岩オスカール 大岩オスカール  著 求龍堂 1210149827 C    723.1   /ｵｵｲ     /        

690 大竹伸朗展 〔会場風景〕 高松市美術館  編 エディション・ノルト 1210148977 C    723.1   /ｵｵﾀ     /        

691 大竹伸朗展 〔テキスト〕 高松市美術館  〔ほか〕編 エディション・ノルト 1210148985 C    723.1   /ｵｵﾀ     /        

692 大竹伸朗展 セクション：1 高松市美術館  〔ほか〕編 エディション・ノルト 1210148993 C    723.1   /ｵｵﾀ     /        
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693 大竹伸朗展 セクション：2 高松市美術館  〔ほか〕編 エディション・ノルト 1210149009 C    723.1   /ｵｵﾀ     /        

694 大竹伸朗展 セクション：3 高松市美術館  〔ほか〕編 エディション・ノルト 1210149017 C    723.1   /ｵｵﾀ     /        

695 大竹伸朗展 セクション：4 高松市美術館  〔ほか〕編 エディション・ノルト 1210149025 C    723.1   /ｵｵﾀ     /        

696 大竹伸朗展 セクション：5 高松市美術館  〔ほか〕編 エディション・ノルト 1210149033 C    723.1   /ｵｵﾀ     /        

697 大竹伸朗展 セクション：6 高松市美術館  〔ほか〕編 エディション・ノルト 1210149041 C    723.1   /ｵｵﾀ     /        

698 大竹伸朗展 セクション：7 高松市美術館  〔ほか〕編 エディション・ノルト 1210149058 C    723.1   /ｵｵﾀ     /        

699 ぬりどき日本列島 大竹 伸朗  著・〔作〕 新津市文化振興財団  〔新津アートフォーラム〕 1210140172 C    723.1   /ｵｵﾀ     /木村S   

700 大津英敏展 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 1210140842 C    723.1   /ｵｵﾂ     /木村S   

701 岡田修二展 岡田修二  〔画〕 第一生命ギャラリー 1210147649 C    723.1   /ｵｶﾀﾞ    /木村S   

702 「明日の神話」世界初公開 東京汐留日テレプラザ  〔編〕 〔東京汐留日テレプラザ〕 1210149231 C    723.1   /ｵｶﾓ     /木村S   

703 奥谷博展 奥谷 博  〔画〕 世界遺産条約採択35周年記念奥谷博展実行委員会1210140321 C    723.1   /ｵｸﾀ     /木村S   

704 加藤泉 ハラミュージアムアーク  〔ほか〕編 青幻舎 1210149280 C    723.1   /ｶﾄｳ     /        

705 河口 聖 かわさきIBM市民文化ギャラリー  〔編〕 かわさきIBM市民文化ギャラリー 1210149637 C    723.1   /ｶﾜｸﾞ    /        

706 木々展 青木一平  〔編・画〕 青木一平 1210141709 C    723.1   /ｷｷﾞﾃ    /木村S   

707 菊池敏直 ギャラリーαM  〔編〕 〔ギャラリーαM〕 1210148340 C    723.1   /ｷｸﾁ     /木村S   

708 木田安彦ガラス絵展 木田 安彦  〔画〕 ぎゃらりぃ思文閣 1210150007 C    723.1   /ｷﾀﾞ     /木村S   

709 熊谷守一展 毎日新聞社  〔編〕 〔毎日新聞社〕 1210141527 C    723.1   /ｸﾏｶﾞ    /木村S   

710 グランド・クルール展 求龍堂  制作 髙島屋 1210143457 C    723.1   /ｸﾞﾗﾝ    /木村S   

711 子どもへのまなざし 田中 宏子  〔ほか〕  編 東京都現代美術館 1210150031 C    723.1   /ｺﾄﾞﾓ    /        

712 個の地平 第5回 個の地平  編 個の地平 1210143424 C    723.1   /ｺﾉﾁ     /木村S   

713 佐伯祐三作品目録 神奈川県立近代美術館  〔編〕 神奈川縣立近代美術館 1210149504 C    723.1   /ｻｴｷ     /        

714 佐伯祐三展 大阪市立近代美術館建設準備室  企画・編 大阪市 1210146427 C    723.1   /ｻｴｷ     /木村S   

715 坂田一男 成相 肇  〔ほか〕  編 東京ステーションギャラリー 1210148829 C    723.1   /ｻｶﾀ     /        

716 佐々木豊 愛甲 健二  編 佐々木豊 1210142616 C    723.1   /ｻｻｷ     /木村S   

717 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 1210142798 C    723.1   /ｼｾﾞﾝ    /木村S   

718 四宮金一展 池田20世紀美術館  〔編〕 池田20世紀美術館 1210142483 C    723.1   /ｼﾉﾐ     /木村S   

719 島田しづ新作展 フジテレビギャラリー  編 フジテレビギャラリー 1210140362 C    723.1   /ｼﾏﾀﾞ    /木村S   

720 城康夫展 Ⅴ 高島屋美術部  編 高島屋美術部 1210140818 C    723.1   /ｼﾞｮｳ    /木村S   

721 菅井汲 東京画廊  〔編〕 〔東京画廊〕 1210148860 C    723.1   /ｽｶﾞｲ    /        

722 関根正二展 福島県立美術館  〔ほか〕  編 福島県立美術館 1210148779 C    723.1   /ｾｷﾈ     /        
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723 高橋秀+藤田桜 橋本 喜八  〔ほか〕  編 国書刊行会 1210149090 C    723.1   /ﾀｶﾊ     /        

724 武本春根展 山総美術  制作 山総美術 1210146369 C    723.1   /ﾀｹﾓ     /木村S   

725 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〕 1210146385 C    723.1   /ﾀｻｷ     /木村S   

726 田淵安一展 品川文化振興事業団O美術館  編 品川文化振興事業団O美術館 1210143390 C    723.1   /ﾀﾌﾞﾁ    /木村S   

727 田淵安一展 北九州市立美術館  編 北九州市立美術館 1210149892 C    723.1   /ﾀﾌﾞﾁ    /木村S   

728 豊島弘尚展 安田火災東郷青児美術館  編 安田火災美術財団 1210140354 C    723.1   /ﾄﾖｼ     /木村S   

729 鳥居洋治 鳥居 洋治  〔画〕 Gallery Ao 1210149496 C    723.1   /ﾄﾘｲ     /        

730 鳥毛将宏 1989展 星野桂三  制作 星野画廊 1210141790 C    723.1   /ﾄﾘｹﾞ    /木村S   

731 日本の絵画の五十年 和歌山県立近代美術館  編 和歌山県立近代美術館 1210149116 C    723.1   /ﾆﾎﾝ     /        

732 根岸芳郎展 ギャラリーαM  〔編〕 〔ギャラリーαM〕 1210146419 C    723.1   /ﾈｷﾞｼ    /木村S   

733 バード加代子展カタログ 長谷川 徳七  編 1210140909 C    723.1   /ﾊﾞｰﾄﾞ   /木村S   

734 リーガ・パング展 リーガ・パング  〔作〕 西武美術館 1210142558 C    723.1   /ﾊﾟﾝｸﾞ   /木村S   

735 表層の冒険者たち 2009/Vol.4 アート農園  〔編〕 アート農園 1210149447 C    723.1   /ﾋﾖｳ     /2009    

736 開光市 尾上デザイン  編集・制作 〔日動画廊〕 1210145288 C    723.1   /ﾋﾗｷ     /木村S   

737 Yoshiko in Paris フジテレビギャラリー  編 フジテレビギャラリー 1210148555 C    723.1   /ﾋﾗｻ     /木村S   

738 古田安作品展 アン画廊  〔編〕 〔出版者不明〕 1210146377 C    723.1   /ﾌﾙﾀ     /木村S   

739 三尾公三の近作 彩壺堂  編 東京セントラル絵画館 1210143481 C    723.1   /ﾐｵ      /木村S   

740 三谷祐資展 JR大阪三越伊勢丹  〔編〕 JR大阪三越伊勢丹 1210148696 C    723.1   /ﾐﾀﾆ     /        

741 三谷祐資展 JR大阪三越伊勢丹  〔編〕 JR大阪三越伊勢丹 1210148704 C    723.1   /ﾐﾀﾆ     /        

742 三谷祐資展 JR大阪三越伊勢丹  〔編〕 JR大阪三越伊勢丹 1210148712 C    723.1   /ﾐﾀﾆ     /        

743 三谷祐資展 JR大阪三越伊勢丹  〔編〕 JR大阪三越伊勢丹 1210148720 C    723.1   /ﾐﾀﾆ     /        

744 三谷祐資展 JR大阪三越伊勢丹  〔編〕 JR大阪三越伊勢丹 1210148738 C    723.1   /ﾐﾀﾆ     /        

745 宮崎次郎展図録 日動画廊  〔編〕 日動 画廊 1210147680 C    723.1   /ﾐﾔｻﾞ    /木村S   

746 元永定正展 損保ジャパン東郷青児美術館  〔ほか〕編 損保ジャパン美術財団 1210141725 C    723.1   /ﾓﾄﾅ     /木村S   

747 森田恒友展 埼玉県立近代美術館  〔ほか〕  編 埼玉県立近代美術館 1210148803 C    723.1   /ﾓﾘﾀ     /        

748 安井賞展 第22回 安井曾太郎記念会  編 安井曾太郎記念会 1210142830 C    723.1   /ﾔｽｲ     /木村S   

749 安田謙作品展 安田 謙 〔画〕 京都新聞社 1210145130 C    723.1   /ﾔｽﾀﾞ    /木村S   

750 山口正城・健智展図録 北海道立旭川美術館  編 北海道立旭川美術館 1210142699 C    723.1   /ﾔﾏｸﾞ    /木村S   

751 山本貞展 安田火災東郷青児美術館  編 安田火災美術財団 1210141550 C    723.1   /ﾔﾏﾓ     /木村S   

752 兵庫県立横尾救急病院展 林 優  編・執筆 横尾忠則現代美術館 1210149959 C    723.1   /ﾖｺｵ     /        
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753 吉田清志大作展 第三回 東京セントラルアネックス  〔編〕 東京セントラルアネックス 1210142673 C    723.1   /ﾖｼﾀﾞ    /木村S   

754 萬鐵五郎展 ギャラリー新居  編 ギャラリー新居 1210142848 C    723.1   /ﾖﾛｽﾞ    /木村S   

755 洋画物故作家展 江戸堀画廊  編 江戸堀画廊 1210141758 C    723.10  /ﾖｳｶﾞ    /木村S   

756 素描礼讃 島田 有美子  〔ほか〕  編集 日動美術財団 1210149744 C    723.1087/ｿﾋﾞﾖ    /        

757 静中の動 南城 守  編 奈良県立美術館 1210145270 C    723.165 /ｾｲﾁ     /木村S   

758 エッセンシャル・ペインティング 中西 博之  編 国立国際美術館 1210140214 C    723.3   /ｴﾂｾ     /木村S   

759 ストラスブール美術館展 宮城県美術館 〔ほか〕  編 ホワイトインターナショナル 1210148761 C    723.3   /ｽﾄﾗ     /        

760 フランシス・ベーコン 東京国立近代美術館  〔ほか〕編 日本経済新聞社 1210148399 C    723.33  /ﾍﾞｰｺ    /木村S   

761 クリムト展 東京都美術館  〔ほか〕  編 朝日新聞社 1210149918 C    723.346 /ｸﾘﾑ     /        

762 ミュシャと日本、日本とオルリク 西山 純子  〔ほか〕  編 国書刊行会 1210149272 C    723.348 /ﾐﾕｼ     /        

763 コートールド美術館展 エルンスト・ヴェーゲリン・ヴァン・クラーベルゲン  〔ほか〕  執筆朝日新聞社 1210149991 C    723.35  /ｺｰﾄ     /        

764 フランス絵画の精華 小金丸 敏夫  編 東京富士美術館 1210149546 C    723.35  /ﾌﾗﾝ     /        

765 ジョルジュ・ブラック レイク  編 レイク 1210148423 C    723.35  /ﾌﾞﾗﾂ    /木村S   

766 ジョルジュ・ブラック 別冊 乾 由明  著 レイク 1210148431 C    723.35  /ﾌﾞﾗﾂ    /木村S   

767 ボストン美術館展 国立西洋美術館  監修 読売テレビ放送 1210142418 C    723.35  /ﾎﾞｽﾄ    /木村S   

768 マチス展 アート・ライフ  編 アート・ライフ 1210141634 C    723.35  /ﾏﾃｲ     /木村S   

769 ルオー展 吉井画廊  〔編〕 〔吉井画廊〕 1210148597 C    723.35  /ﾙｵｰ     /        

770 ブリューゲル版画の世界 Vol.1 Bunkamura  編 Bunkamura 1210146302 C    723.358 /ﾌﾞﾘﾕ    /木村S   

771 ブリューゲル版画の世界 Vol.2 Bunkamura  編 Bunkamura 1210146401 C    723.358 /ﾌﾞﾘﾕ    /木村S   

772 ルーベンス展 アンナ・ロ・ビアンコ  責任編集 TBSテレビ 1210149330 C    723.358 /ルーベ  /        

773 ジョアン・ミロ絵画展 西武美術館  編 西武美術館 1210142517 C    723.36  /ﾐﾛ      /木村S   

774 デ・キリコ展 峯村 敏明  監修 アート・ライフ 1210142632 C    723.37  /ｷﾘｺ     /木村S   

775 現代ソビエト絵画 ’７９ 1979 中村 曜子  企画・編集・制作・文責 月光荘 1210144398 C    723.38  /ｹﾞﾝﾀﾞ   /木村S   

776 ハマスホイとデンマーク絵画 東京都美術館  〔ほか〕  編 読売新聞東京本社 1210149884 C    723.3895/ﾊﾏｽ     /        

777 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 1210141683 C    723.5   /ﾌﾗﾝ     /木村S   

778 ジャスパー・ジョーンズ Minami Gallery  編 Minami Gallery 1210140768 C    723.53  /ｼﾞﾖｰ    /木村S   

779 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 1210145312 C    723.53  /ｾﾝｺﾞ    /木村S   

780 ベントン コレクション フランク・B・ギブニー  〔ほか  著〕 Encyclopaedia britannica 1210140396 C    723.53  /ﾍﾞﾝﾄ    /木村S   

781 陽光の大地 野澤 広紀  編 群馬県立館林美術館 1210149843 C    723.62  /ﾖｳｺ     /        

782 ぼくとわたしとみんなのtupera tupera絵本の世界展 tupera tupera  〔ほか〕  執筆 毎日新聞大阪本社 1210149819 C    726.6087/ﾎﾞｸﾄ    /        
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783 ＡＲＴＳ  ＯＮ  ＣＯＮＭＰＵＴＥＲ  日本のＣ・Ｇアート展 品川文化振興事業団Ｏ美術館  編 品川文化振興事業団Ｏ美術館 1210141733 C    727     /ｱｰﾄ     /木村S   

784 グラフィックイメージ  ’７３ 1973 京都国立近代美術館  編 京都国立近代美術館 1210148449 C    727.08  /ｸﾞﾗﾌ    /木村S   

785 レイモン・サヴィニャック サントリーミュージアム「天保山」  編集 サントリーミュージアム「天保山 1210147623 C    727.6   /ｻﾋﾞﾆ    /木村S   

786 福田繁雄のイラストリック 福田 繁雄  テキスト・デザイン 西武アート・フォーラム 1210147599 C    727.6   /ﾌｸﾀﾞ    /木村S   

787 プッシュピンと4人のデザイナー DK・ホランド  〔ほか〕編 サントリーミュージアム「天保山」 1210146344 C    727.6   /ﾌﾟﾂｼ    /木村S   

788 ポーランド・ポスターの光彩 籾山 昌夫  〔ほか〕  編・著 東京美術 1210148787 C    727.6087/ﾎﾟｰﾗ    /        

789 フランスのポスター美術 京都国立近代美術館  編 京都国立近代美術館 1210148381 C    727.63  /ﾌﾗﾝ     /木村S   

790 現代画家による書展 第2回 1210143549 C    728     /ｹﾞﾝﾀﾞ   /木村S   

791 現代画家による書展 第3回 1210143564 C    728     /ｹﾞﾝﾀﾞ   /木村S   

792 現代画家による書展 第3回 1210143572 C    728     /ｹﾞﾝﾀﾞ   /木村S   

793 村上三島展作品集 村上三島展実行委員会 村上三島展実行委員会 1210140727 C    728.1   /ﾑﾗｶ     /木村S   

794 加登亙遺作集 加登 和子  〔編〕 加登 和子 1210140297 C    728.21  /ｶﾄ      /木村S   

795 榊莫山展 NHKサービスセンター  編 NHKサービスセンター 1210143465 C    728.21  /ｻｶｷ     /木村S   

796 八十の書魂 千代倉 桜舟  〔書〕 千代倉桜舟 1210148373 C    728.21  /ﾃﾖｸ     /木村S   

797 藤原清洞遺作展 第58回 飛雲会  〔編〕 飛雲会 1210145353 C    728.21  /ﾌｼﾞﾜ    /木村S   

798 梅原猛・藤平伸・三浦景生 〔髙島屋美術部〕 1210141584 C    728.216 /ｳﾒﾊ     /木村S   

799 榎倉香邨の書 第30回 香瓔会  〔編〕 榎倉香邨 1210148266 C    728.8   /ｺｳﾖ     /木村S   

800 東京国際版画ビエンナーレ展  第３回 3 国立近代美術館  編 国立近代美術館 1210143614 C    730.87  /ﾄｳｷ     /木村S   

801 吹田文明展 村田 由美  〔ほか〕編 世田谷美術館 1210146252 C    732.1   /ﾌｷﾀ     /木村S   

802 吉田穂高展 三鷹市美術ギャラリー  〔ほか〕  編 三鷹市美術ギャラリー 1210149736 C    732.8   /ﾖｼﾀﾞ    /        

803 写壇の巨星―安井仲治・中山岩太・小石清を偲ぶ作品展 写壇の巨星―安井仲治・中山岩太・小石清を偲ぶ作品展実行委員会  編写壇の巨星―安井仲治・中山岩太・小石清を偲ぶ作品展実行委員会1210141493 C    748     /ｼﾔﾀﾞ    /木村S   

804 トーマス・デマンド 東京都現代美術館  〔ほか〕編 講談社 1210148886 C    748     /ﾃﾞﾓﾝ    /        

805 濱谷浩写真集成展 濱谷 浩  〔撮影〕 PPS通信社 1210141501 C    748.08  /ﾊﾏﾔ     /木村S   

806 京都から土と火のメッセージ 高島屋  編 高島屋 1210140370 C    750.1   /ﾓﾘﾉ     /木村S   

807 工芸群像展 Ⅱ 髙島屋  編 〔出版地不明〕 1210142889 C    750.21  /ｺｳｹﾞ    /木村S   

808 工芸群像展 Ⅰ 髙島屋  編 〔出版地不明〕 1210147730 C    750.21  /ｺｳｹﾞ    /木村S   

809 京都美術工芸展 '96 京都府  〔編〕 京都府 1210141659 C    750.87  /ｷﾖｳ     /木村S   

810 陶芸・三輪龍作の世界 三輪 龍作  〔作〕 下関市立美術館 1210142525 C    751.    /ﾐﾜ      /木村S   

811 和太守卑良展 髙島屋美術部  〔編〕 髙島屋美術部 1210148464 C    751.08  /ﾜﾀﾞ     /木村S   

812 河村又次郎作陶展 河村 又次郎  〔作〕 〔三越〕 1210147656 C    751.1   /ｶﾜﾑ     /木村S   
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813 河村又次郎作陶展 河村 又次郎  〔作〕 〔三越〕 1210147748 C    751.1   /ｶﾜﾑ     /木村S   

814 喜双の集 髙島屋  〔編〕 髙島屋 1210140289 C    751.1   /ｷｿｳ     /木村S   

815 北出不二雄展 髙島屋美術部  〔編〕 髙島屋美術部 1210141667 C    751.1   /ｷﾀﾃﾞ    /木村S   

816 木村盛伸展 髙島屋美術部  〔編〕 高島屋美術部 1210147664 C    751.1   /ｷﾑﾗ     /木村S   

817 京都在住 現代陶芸家展 第4回 大丸京都店  制作 大丸京都店 1210140164 C    751.1   /ｷﾖｳ     /木村S   

818 京都伝統陶芸家協会展 京都伝統陶芸家協会展  〔編〕 京都伝統陶芸家協会展 1210142806 C    751.1   /ｷﾖｳ     /木村S   

819 七代清水六兵衞陶展 高島屋美術部  〔編〕 髙島屋美術部 1210142509 C    751.1   /ｷﾖﾐ     /木村S   

820 近藤悠三展目録 京都新聞社  編 京都新聞社 1210140347 C    751.1   /ｺﾝﾄﾞ    /木村S   

821 近藤悠三展 朝日新聞大阪本社企画部  編 朝日新聞大阪本社企画部 1210142491 C    751.1   /ｺﾝﾄﾞ    /木村S   

822 鈴木治陶磁展 伊勢丹美術部  〔編〕 伊勢丹美術部 1210135123 C    751.1   /ｽｽﾞｷ    /木村S   

823 瀬戸浩陶芸展 日本橋三越本店美術部  〔編〕 〔同美印刷〕 1210142822 C    751.1   /ｾﾄ      /木村S   

824 瀬戸浩陶芸展 日本橋三越本店美術部  〔編〕 〔日本橋三越本店美術部〕 1210145171 C    751.1   /ｾﾄ      /木村S   

825 瀬戸浩陶芸展 日本橋三越本店美術部  〔編〕 〔日本橋三越本店美術部〕 1210149900 C    751.1   /ｾﾄ      /木村S   

826 土の発見 世界陶芸祭実行委員会  編 世界陶芸祭実行委員会 1210145072 C    751.1   /ﾂﾁﾉ     /木村S   

827 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 1210142392 C    751.1   /ﾄｳｹﾞ    /木村S   

828 陶芸の現在 田中 愛子  編 高島屋美術部 1210142426 C    751.1   /ﾄｳｹﾞ    /木村S   

829 富本憲吉遺作展 富本 憲吉  〔作〕 〔東京国立近代美術館〕 1210147706 C    751.1   /ﾄﾐﾓ     /木村S   

830 日本のやきものの歴史 愛知県陶磁資料館  〔編〕 愛知県陶磁資料館図録刊行会 1210140743 C    751.1   /ﾆﾎﾝ     /木村S   

831 百盌名品展 京都新聞社企画部  〔編〕 京都新聞社企画部 1210143531 C    751.1   /ﾋｬｸ     /木村S   

832 森野嘉光作陶60年展 毎日新聞社  〔編〕 毎日新聞社 1210141535 C    751.1   /ﾏｲﾆ     /木村S   

833 宮下善爾彩陶展 大丸  〔編〕 〔大丸〕 1210140859 C    751.1   /ﾐﾔｼ     /木村S   

834 宮永東山展 宮永 東山  〔編〕 宮永東山 1210140792 C    751.1   /ﾐﾔﾅ     /木村S   

835 三輪龍作 三輪龍作  〔作〕 日本橋三越美術部 1210140313 C    751.1   /ﾐﾜ      /木村S   

836 休雪展 髙島屋  〔編〕 髙島屋 1210142590 C    751.1   /ﾐﾜ      /木村S   

837 襲名記念：十二代三輪休雪 松坂屋本店  〔編〕 松坂屋本店 1210147714 C    751.1   /ﾐﾜ      /木村S   

838 三輪龍作 卑弥呼展 髙島屋  〔編〕 高島屋 1210148258 C    751.1   /ﾐﾜ      /木村S   

839 桃山の茶陶 根津美術館  編 根津美術館 1210142434 C    751.1   /ﾓﾓﾔ     /木村S   

840 晨焔 北野 勝彦  著 桃青アート・プレス 1210145213 C    751.19  /ｷﾀﾉ     /木村S   

841 煌めきのペルシア陶器 中近東文化センター附属博物館  〔編〕 中近東文化センター附属博物館 1210146286 C    751.2   /ｷﾗﾒ     /木村S   

842 東洋陶磁名品展 日本経済新聞社  制作 〔日本経済新聞社〕 1210142400 C    751.2   /ﾄｳﾖ     /木村S   
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843 西岡小十作陶展 セントラルギャラリー  編 セントラルギャラリー 1210142541 C    751.2   /ﾆｼｵ     /木村S   

844 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 1210147755 C    751.3   /ｾｶｲ     /木村S   

845 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 1210147763 C    751.3   /ｾｶｲ     /木村S   

846 こんな巨匠どこにいたの 秋田県立近代美術館  編 秋田県立近代美術館 1210143515 C    751.4   /ｺﾝﾅ     /木村S   

847 デイル・チフーリ作品図録 デイル・チフーリ  〔作〕 大一美術館 1210145189 C    751.5   /ﾁﾌｰ     /木村S   

848 デイル・チフーリ作品図録 デイル・チフーリ  〔作〕 大一美術館 1210145197 C    751.5   /ﾁﾌｰ     /木村S   

849 松島巌 高梁市成羽美術館  企画・編集 高梁市成羽美術館 1210145296 C    751.5   /ﾏﾂｼ     /木村S   

850 ルネ・ラリック 北澤美術館  編 求龍堂 1210149421 C    751.5   /ﾗﾘﾂ     /        

851 国際テキスタイルコンペティション  京都 ’87 '87国際テキスタイルデザインフェア・世界織物会議開催委員会  編'87国際テキスタイルデザインフェア・世界織物会議開催委員会1210145205 C    753     /ｺｸｻ     /木村S   

852 国際テキスタイルコンペティション  京都 ’87 '87国際テキスタイルデザインフェア・世界織物会議開催委員会  編'87国際テキスタイルデザインフェア・世界織物会議開催委員会1210149256 C    753     /ｺｸｻ     /木村S   

853 春日井路子染色展 和光  〔編〕 和光 1210147672 C    753.08  /ｶｽｶﾞ    /木村S   

854 京の染 鳥取県立博物館  編 鳥取県立博物館資料刊行会 1210142707 C    753.08  /ｷﾖｳ     /木村S   

855 表現を通して 京都国立近代美術館  編 京都国立近代美術館 1210146310 C    753.087 /ﾋﾖｳ     /木村S   

856 装いの美術 京都アメリカン・センター  編 京都商工会議所 1210140867 C    753.087 /ﾖｿｵ     /木村S   

857 名物裂 五島美術館学芸部  編 五島美術館 1210148472 C    753.3   /ﾒｲﾌﾞ    /木村S   

858 長尾紀壽 長尾 紀壽  〔作〕 〔長尾紀壽〕 1210144414 C    753.8   /ﾅｶﾞｵ    /木村S   

859 福本潮子展 大阪府立現代美術センター  編 大阪府立現代美術センター 1210150015 C    753.8   /ﾌｸﾓ     /木村S   

860 三浦景生展 三浦景生  〔作〕 中信美術館 1210148415 C    753.8   /ﾐｳﾗ     /木村S   

861 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 1210148324 C    754.08  /ｼﾖｸ     /木村S   

862 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 1210142533 C    754.9   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /木村S   

863 現代美術今立紙展 第14回（1995）宮森 昭宏  編 今立現代美術展実行委員会 1210143622 C    754.9   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /木村S   

864 カルティエ、時の結晶 国立新美術館  編 日本経済新聞社 1210148621 C    755.3   /ｶﾙﾃ     /        

865 サムライ・ダンディズム 東京富士美術館  編 東京富士美術館 1210149801 C    755.4   /ｻﾑﾗ     /        

866 仲條正義展 資生堂 企業文化部  編 資生堂 企業文化部 1210149678 C    757     /ﾁﾕｳ     /        

867 Kaj Franck 髙嶋 雄一郎  編 NHKプロモーション 1210148811 C    757     /ﾌﾗﾝ     /        

868 made in japan：世界に花開いた日本のデザイン 1950-1994 フィラデルフィア美術館  〔ほか〕編著 サントリーミュージアム 1210140776 C    757     /ﾒｲﾄﾞ    /木村S   

869 チェコ・デザイン100年の旅 ヘレナ・ケーニクスマルコヴァー 〔ほか〕  執筆 チェコ国立プラハ工芸美術館 1210149934 C    757.0234/ﾁｪｺ     /        

870 チェコ・デザイン100年の旅 ヘレナ・ケーニクスマルコヴァー 〔ほか〕  執筆 チェコ国立プラハ工芸美術館 1210149942 C    757.0234/ﾁｪｺ     /        

871 西洋の庶民生活家具展 西洋の庶民生活家具展実行委員会  編 西洋の庶民生活家具展実行委員会 1210147698 C    758     /ｾｲﾖ     /木村S   

872 機械じかけの音楽 東京大学駒場博物館  〔編〕 〔東京大学駒場博物館〕 1210149629 C    763.99  /ｷｶｲ     /        
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873 進化する映像 大森康宏  編著 千里文化財団出版部 1210145304 C    778.2   /ｼﾝｶ     /木村S   

874 兪賢穆監督特集 東京国立近代美術館フィルムセンター  編 東京国立近代美術館 1210141543 C    778.221 /ﾕ       /木村S   

875 聖なる映画作家,カール・ドライヤー 国際文化交流推進協会  編 国際文化交流推進協会 1210146393 C    778.3   /ﾄﾞﾗｲ    /木村S   

876 黒澤明・絵コンテの世界 黒澤明  〔画〕 大手前アートセンター 1210149926 C    778.5   /ｸﾛｻ     /木村S   

877 富野由悠季の世界 明智 惠子  編 キネマ旬報社 1210149108 C    778.77  /ﾄﾐﾉ     /兵美    

878 富野由悠季の世界 明智 惠子  編 キネマ旬報社 1210149124 C    778.77  /ﾄﾐﾉ     /兵美    

879 富野由悠季の世界 明智 惠子  編 キネマ旬報社 1210149132 C    778.77  /ﾄﾐﾉ     /兵美    

880 江戸の茶の湯 根津美術館学芸部  編 根津美術館 1210149983 C    791     /ｴﾄﾞﾉ    /        

881 小林逸翁 朝日新聞社大阪本社企画部  編 朝日新聞社大阪本社企画部 1210145114 C    791.5   /ｺﾊﾞﾔ    /木村S   

882 茶の湯 名碗 徳川美術館  編 徳川美術館 1210148498 C    791.5   /ﾁﾔﾉ     /木村S   

883 向付 五島美術館学芸部  編 五島美術館 1210146146 C    791.5   /ﾑｺｳ     /木村S   

884 花と染 難波 佳代子  〔作〕 難波佳代子 1210144422 C    793     /ﾊﾅﾄ     /木村S   

885 Local Prospects 三菱地所アルティアム  編 三菱地所アルティアム 1210149595 c    702.16  /ﾐﾂﾋﾞ    /        
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886 Matsutani Michel bulteau 〔Galerie J. Mercuri〕 1260009970 C    702.16  /MAT     /木村S   

887 Contemporary Sculputure from Korea and China [The Working Committee of Asian Net & Keumsan Gallery]Keumsan Gallery 1260009921 C    702.21  /BUR     /3       

888 我出國了,然後我回來了 臺北市立美術館 〔編〕 臺北市立美術館 1260009947 C    702.224 /CHE     /        

889 Lucio Fontana Mazzotta Mazzotta 1260009962 C    702.37  /FON     /        

890 Maki Nakamura エマヌエーラ ベッローニ  編 エディツィオーニカルタ 1260009178 C    712.1   /ﾅｶﾑ     /木村S   

891 中国上海「日本佐藤多持絵画展」 施 大畏  〔ほか〕編 [出版者不明] 1260009301 C    721.9   /SAT     /木村S   

892 Oomori Kunihiko Oomori Kunihiko Edizioni Polistampa 1260009954 C    723.1   /OOM     /        

893 Remnants Loise Nevelson Bruce Silverstein Gallery 1260009939 C    748     /SIS     /        


