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1 Goppion academy consavation study series

First issue 秀光 編

秀光Goppion academy運営事務局

1110167697

069.5 /ｺﾞｯﾋﾟ /1

2 絵はがき

1

北海道立北方民族博物館 編

北海道立北方民族博物館

1110167374

069.9 /ﾎﾂｶ

/15

3 神戸大空襲

神戸空襲を記録する会 編

神戸新聞総合出版センター

1110167721

216.4 /ｺｳﾍﾞ

/

4 創造的復興を総括し未来へ提言する

ひょうご震災記念21世紀研究機構研究戦略センター
ひょうご震災記念21世紀研究機構研究戦略センター
編
1110167358

369.31 /ﾋｮｳ

/

5 東日本大震災復興の総合的検証

ひょうご震災記念21世紀研究機構研究戦略センター
〔ひょうご震災記念21世紀研究機構研究戦略センター〕
編
1110167663

369.31 /ﾋｮｳ

/
/2019

6 吉備の国ジュニア歴史スクール

令和元年度 岡山県立博物館 〔編〕

7 つづくで起こったこと
8 宇治茶の引札

22

9 長谷光城
10 Joan Jonas in Kyoto 2019-2020

〔岡山県立博物館〕

1110167176

375.32 /ｵｶﾔ

ミナ ペルホネン 著・編

青幻舎

1110167606

589.2 /ﾐﾅﾍﾟ

/

宇治市歴史資料館 編

宇治市歴史資料館

1110167531

619.8 /ｳｼﾞｼ

/22

長谷 光城 著

エイデル研究所

1110167382

702.07 /ﾊｾ

/

京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA ［編］

京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA

1110167341

702.16 /ｼﾞｮﾅ

/
/2019

11 高松市障がい者アートリンク事業報告書

令和元年度 田野 智子 編

高松市健康福祉局障がい福祉課

1110167622

702.16 /ﾊｰﾄ

12 戦後日本美術総集

Ⅳ

松尾 美喜 編集長

麗人社

1110167325

702.16 /ﾚｲｼﾞ

/4

河村朱音 編

北九州市立美術館

1110167473

703.8 /ｷﾀｷ

/

岡﨑 素子 編集・デザイン・文

国立美術館

1110167390

703.8 /ｺｸﾘ

/1

13 北九州市立美術館コレクション選
14 国立美術館初の公式ガイドブック

1

15 東京国立近代美術館所蔵品目録補遺

工芸・デザイン東京国立近代美術館 編

東京国立近代美術館

1110167408

703.8 /ﾄｳｷ

/

16 横浜美術館収蔵品目録

2018 （平成30年度）
横浜美術館 編

横浜美術館

1110167267

703.8 /ﾖｺﾊ

/2018

17 美術講演会講演録

第48回

鹿島美術財団 編

〔 鹿島美術財団 〕

1110167192

704

/ｶｼﾏ

/48

筑波大学芸術系社会貢献推進室 〔編〕

筑波大学芸術系社会貢献推進室

1110167119

706

/ﾂｸﾊﾞ

/

川延 安直 〔ほか〕 編

ライフミュージアムネットワーク実行委員会

1110167317

706

/ﾗｲﾌ

/2019

20 あさご芸術の森美術館20年の歩み

あさご芸術の森美術館 編

朝来市

1110167648

706.9 /ｱｻｺﾞ

/

21 象の鼻テラスコンセプトブック

象の鼻テラス 〔編〕

象の鼻テラス

1110167515

706.9 /ｿﾞｳﾉ

/

22 象の鼻テラス活動記録集 : 2015 April-2020 March

象の鼻テラス 〔編〕

象の鼻テラス

1110167523

706.9 /ｿﾞｳﾉ

/

23 「友情」発表100年記念事業の記録

調布市武者小路実篤記念館 編

調布市武者小路実篤記念館

1110167366

706.9 /ﾑｼｬ

/

24 国際研究フォーラム「アジアにおける障害者の芸術活動」記録集

赤澤 誉四郎 編

グロー

1110167630

707

/ｸﾞﾛｰ

/

25 現代美術の保存と修復

岡田 温司 〔著〕

〔岡田温司〕

1110167242

709

/ｵｶﾀﾞ

/

18 筑波大学アート・ストリート&キャンパス・アート・スポット
19 ライフミュージアムネットワーク活動記録集

2019

26 九州国立博物館文化財修理報告

平成18-20年度
九州国立博物館 編

九州国立博物館

1110167481

709.1 /ｷｭｳ

/

27 文化財防災ネットワーク推進事業シンポジウム

2019年度

岡田 健 編

国立文化財機構文化財防災ネットワーク推進室
1110167499

709.1 /ｺｸﾘ

/2019

28 浅野孟府彫刻作品集

浅野 孟府 〔作〕

浅野孟府彫刻作品集刊行委員会

1110167457

710.87 /ｱｻﾉ

/

29 眞板雅文の彫刻=写真

藤井 匡 著

阿部出版

1110167655

712.1 /ﾏｲﾀ

/

30 達身寺仏像群調査報告書

大手前大学史学研究所 編

大手前大学史学研究所

1110167465

718.021 /ｵｵﾃ

/
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31 神戸・姫路の画家たち

芝本 政宣 著

神戸新聞総合出版センター

1110167788

720.28 /ｼﾊﾞﾓ

/

32 横山華山筆「近江八景図」屏風の修理について

滋賀県立近代美術館 編・執筆

滋賀県立近代美術館

1110167556

721.6 /ｼｶﾞｹ

/

33 Painting & drawing

長尾 圭 〔編〕

長尾 圭

1110167689

723.1 /ﾅｶﾞｵ

/

34 続・相生『吉田博展』その後

吉田博展実行委員会 編

JMUアムテック・史料館

1110167333

723.1 /ﾖｼﾀﾞ

/

35 David Stanley Hewett

David Stanley Hewett 〔編〕

〔David Stanley Hewett〕

1110167416

723.53 /ﾋｭｰ

/

DNP文化振興財団 編

DNP文化振興財団

1110167507

727.087 /ﾃﾞｨｰ

/2019

町田市立国際版画美術館 編

町田市立国際版画美術館

1110167549

733

/ﾏﾁﾀﾞ

/

36 Graphic Art ＆ Design Annual

2019

37 町田芹ヶ谷えごのき縁起

請求記号

38 私の知らない母

第29回

笠木 絵津子 著

林忠彦賞事務局

1110167580

748

/ﾊﾔｼ

/29

39 私の知らない母

第29回

笠木 絵津子 著

林忠彦賞事務局

1110167598

748

/ﾊﾔｼ

/29

40 Museum of jewellery

Albion art 〔編〕

〔ALBION ART Co.,Ltd〕

1110167705

755.3 /ｱﾙﾋﾞ

/

41 He says jewelry offers "heart-shaking inspiration"

Albion art 〔編〕

〔ALBION ART Co.,Ltd〕

1110167713

755.3 /ｱﾙﾋﾞ

/

42 知られざる至高のジュエリーコレクションを持つ人物

Albion art 〔編〕

〔ALBION ART Co.,Ltd〕

1110167739

755.3 /ｱﾙﾋﾞ

/

43 Kyobun community dance archives

札幌市教育文化会館（公益財団法人札幌市芸術文化財団）
札幌市教育文化会館（公益財団法人札幌市芸術文化財団）
1110167564

799

/ｻｯﾎﾟ

/

44 Kyobun community dance archives

札幌市教育文化会館（公益財団法人札幌市芸術文化財団）
札幌市教育文化会館（公益財団法人札幌市芸術文化財団）
1110167572

799

/ｻｯﾎﾟ

/

45 どこでも文学館

2019

「どこでも文学館」実行委員会 〔編〕

「どこでも文学館」実行委員会

1110167127

906

/ﾄﾞｺﾃﾞ /2019

46 どこでも文学館

2019

「どこでも文学館」実行委員会 〔編〕

「どこでも文学館」実行委員会

1110167135

906

/ﾄﾞｺﾃﾞ /2019

47 なるべく原寸坊っちゃん

愛媛県美術館友の会 〔編〕

愛媛県美術館友の会

1110167614

913.6 /ｱｲﾁ

/

48 クマのプーさん

アンマリー・ビルクロウ 著

玄光社

1110167671

933.7 /ﾋﾞﾙｸ

/
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49 飛鳥の石造文化と石工

2020

飛鳥資料館 〔編〕

奈良文化財研究所飛鳥資料館

1210152953

C

210.33 /ｱｽｶ

50 飛鳥の考古学 2019

2019

/

飛鳥資料館

奈良文化財研究所飛鳥資料館

1210152730

C

210.33 /ｱｽｶ

51 縄文王国やまなし

九州国立博物館 監修

求龍堂

1210153472

C

215.1 /ｼﾞｮｳ

/

52 スケッチでたどる兵庫の建築と景観

兵庫県立歴史博物館 編

兵庫県立歴史博物館

1210153449

C

216.4 /ｽｹｯ

/

53 須磨の歴史と文化展

神戸市立博物館 編

神戸市立博物館

1210152870

C

216.4 /ｽﾏﾉ

/

54 しきしまの大和へ

東京新聞 〔編〕

東京新聞

1210153274

C

216.5 /ｼｷｼ

/

55 戦乱のなかの熊野

和歌山県立博物館 編

和歌山県立博物館

1210153282

C

216.6 /ｾﾝﾗ

/

56 筑紫の神と仏

九州国立博物館 編

九州国立博物館

1210153308

C

219.1 /ﾂｸｼ

/

57 版経東漸

九州国立博物館 編

九州国立博物館

1210153266

C

219.3 /ﾊﾝｷ

/

58 三国志

東京国立博物館 〔ほか〕 企画・編集

美術出版社

1210153035

C

222.043 /ｻﾝｺﾞ

/

59 先住民の宝

信田 敏宏 編

国立民族学博物館

1210152854

C

389

/ｾﾝｼﾞ

/

ミュージアムパーク茨城県自然博物館 編

ミュージアムパーク茨城県自然博物館

1210153183

C

481.74 /ｼﾝｶ

/

岸本 光大 編

京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA

1210152961

C

702.07 /ｷｮｳ

/2020

62 シンコペーション

ポーラ美術館 〔ほか〕 〔編〕

ポーラ美術振興財団ポーラ美術館

1210152789

C

702.07 /ｼﾝｺ

/

63 窓展

東京国立近代美術館 〔ほか〕 編

平凡社

1210152979

C

702.07 /ﾏﾄﾞﾃ

/

64 室町将軍

九州国立博物館 編

西日本新聞社

1210153068

C

702.146 /ﾑﾛﾏ

/

65 没後四〇〇年山家清兵衛

宇和島市立伊達博物館 編

宇和島市立伊達博物館

1210153233

C

702.148 /ﾔﾝﾍﾞ

/

66 石田尚志「弧上の光」

石田 尚志 〔ほか〕 執筆

青森公立大学国際芸術センター青森

1210152771

C

702.16 /ｲｼﾀﾞ

/

67 内なる旅

苫小牧市美術博物館 〔編・執筆〕

苫小牧市美術博物館

1210152748

C

702.16 /ｳﾁﾅ

/

68 2020ヒロシマ展

現代アーチストセンター 〔編〕

現代アーチストセンター

1210152896

C

702.16 /ｹﾞﾝﾀﾞ /

69 STAYTUNE/D

長谷川 新 編

this and that

1210153415

C

702.16 /ｽﾃｲ

/

70 Decode/出来事と記録

梅津 元 〔ほか〕 図録執筆編集

多摩美術大学

1210153373

C

702.16 /ﾃﾞｺｰ

/

71 東京計画2019

藪前 知子 編・執筆

武蔵野美術大学出版局

1210153316

C

702.16 /ﾄｳｷ

/

72 目[mé]

川島 拓人 〔ほか〕 編

千葉市美術館

1210152722

C

702.16 /ﾒﾋｼﾞ

/

京都市美術館 編

光村推古書院

1210153050

C

702.1962/ｷｮｳ

74 アイ・チョー・クリスティン

立花 由美子 編

金沢21世紀美術館

1210153399

C

702.24 /ｸﾘｽ

75 ニューヨーク・アートシーン

鳥取県立博物館 〔ほか〕 編

「ニューヨーク・アートシーンロスコ、ウォーホルから草間彌生、バスキアまで--滋賀県立近代美術館コレクションを中
1210153290
C 702.53 /ﾆｭｰ
/

76 明治から戦前期の教育資料

京都工芸繊維大学美術工芸資料館 編

京都工芸繊維大学美術工芸資料館

1210153589

C

703.8 /ﾒｲｼﾞ

/

77 旧制弘前高校と外国人教師館展図録

芳野 明 〔ほか〕 著・編

弘前大学

1210153407

C

706

/ｷｭｳ

/

78 岩崎彌之助のまなざし

静嘉堂文庫美術館 編

静嘉堂文庫美術館

1210153605

C

706.9 /ｲﾜｻ

/

60 深海ミステリー2020
61 京芸：transmit program

73 京都の美術250年の夢

2020

第1部

/2019

/1
/

新着資料一覧表

所蔵館
： 兵庫県立美術館
資料区分 ： 図録

4/6ページ

受入日付 ：2020年10月1日～2020年11月30日
No. 資料名
79 茨城県つくば美術館ギャラリー展の記録
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茨城県近代美術館つくば分館（茨城県つくば美術館）
茨城県近代美術館つくば分館（茨城県つくば美術館）
編
1210152888

C

706.9 /ｷﾞｬﾗ

/2019

80 めぐろの障がい者アート展

目黒区美術館 〔編〕

目黒区美術館

1210152805

C

706.9 /ﾒｸﾞﾛ

/

81 IAMAS : graduation and project research exhibition 2020

笠原 常豊 編

情報科学芸術大学院大学［IAMAS］

1210152763

C

708.7 /ｲｱﾏ

/2020

82 War and peace

edited by Hiroshima Prefectural Art Museum The Executive Committee of Sending Peace 1210153431
Project from Hiroshima
C 708.7
& Nagasaki
/ｾﾝｿ Museums
/

83 21世紀のメッセージ展

黒瀬 道則 〔編〕

21世紀のメッセージ作家の視点協会

1210152847

C

708.7 /ﾆｼﾞｭ

/

84 文化財よ、永遠に

泉屋博古館 編

住友財団

1210153464

C

709.1 /ﾌﾞﾝｶ

/

85 異才・辻晉堂の陶彫

イムラアートギャラリー 編

imura art + books

1210152920

C

710.87 /ﾂｼﾞ

/

86 日本のルポルタージュ・アート展

板橋区立美術館 編

板橋区立美術館

1210152904

C

720.87 /ｲﾀﾊﾞ

/

岡里 崇 編

日本美術協会

1210152839

C

720.87 /ｳｴﾉ

/38

迫内 祐司 編

小杉放菴記念日光美術館

1210152755

C

720.87 /ﾆﾎﾝ

/

福島 唯史 編

立軌会

1210153340

C

720.87 /ﾘﾕｳ

/2020

90 奇才

我妻 直美 〔ほか〕 編

読売新聞社

1210152821

C

721.025 /ｷｻｲ

91 北斎

あべのハルカス美術館[ほか] 編

あべのハルカス美術館

1210153381

C

721.8 /ｶﾂｼ

/

87 上野の森美術館大賞展

2019年度

出版者

第38回

88 創立99年日本美術の精華
89 立軌展図録

2020

/

92 春の院展全作品集

第75回（41） 日本美術院 〔編〕

日本美術院

1210153076

C

721.9 /ｲﾝﾃ

/41

93 院展全作品集

42 再興第105回
日本美術院 〔編〕

日本美術院

1210153126

C

721.9 /ｲﾝﾃ

/42

94 宇田荻邨展

道田美貴 〔ほか〕 執筆

三重県立美術館

1210153456

C

721.9 /ｳﾀﾞ

95 粒子の気色

Studio M² 編

東近江市地域振興事業団東近江市八日市文化芸術会館
1210153100

C

721.9 /ｵｵﾌ

/

96 国画創作協会の全貌展

笠岡市立竹喬美術館 〔ほか〕 編

笠岡市立竹喬美術館

1210153423

C

721.9 /ｺｸｶﾞ

/

97 陳允陸展

丹波市立植野記念美術館 編

丹波市立植野記念美術館

1210153084

C

722.27 /ﾁﾝ

/

一水会 〔編〕

一水会事務所

1210153019

C

723.1 /ｲﾂｽ

/81

名古屋市美術館 〔ほか〕編

中日新聞社

1210153159

C

723.1 /ｷｼﾀﾞ

/

思文閣 〔編〕

〔思文閣〕

1210152797

C

723.1 /ﾊﾔｼ

/

98 一水会展図録

第81回

99 岸田劉生展
100 林武「彼女」展

/

101 フィレンツェ賞展

第22回

雪梁舎美術館 〔編〕

雪梁舎美術館

1210152862

C

723.1 /ﾌｨﾚ

/22

102 The regina

3

髙島屋美術部 〔編〕

髙島屋美術部

1210152912

C

723.1 /ﾚｼﾞｰ

/3

103 わが青春の上杜会

豊田市美術館 〔ほか〕 編

豊田市美術館

1210153241

C

723.1 /ﾜｶﾞｾ

/

104 わが青春の上杜会

豊田市美術館 〔ほか〕 編

豊田市美術館

1210153258

C

723.1 /ﾜｶﾞｾ

/

105 ピーター・ドイグ

東京国立近代美術館 〔ほか〕 編

読売新聞東京本社

1210153092

C

723.33 /ﾄﾞｲｸﾞ /

106 フランス絵画の精華

小金丸 敏夫 編

東京富士美術館

1210153043

C

723.35 /ﾌﾗﾝ

/

107 絵本にみる日本画

アート・ベンチャー・オフィスショウ 編

田辺市立美術館

1210153027

C

726.6 /ｴﾎﾝ

/

108 内村幸助展

萬鉄五郎記念美術館 編・デザイン

萬鉄五郎記念美術館

1210153357

C

727.087 /ｳﾁﾑ

/
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109 夜雪
110 もうひとつの日本美術史
111 100+20人の東京

著者名

出版者

資料コード

請求記号

岐阜県現代美術財団 編

岐阜現代美術財団

1210153365

C

728.21 /ｼﾉﾀﾞ

福島県立美術館 編

福島県立美術館

1210153217

C

732.1 /ﾓｳﾋ

/

〔ギャラリーエークワッド〕

1210152813

C

748

/

2019-2020 岡部 三知代 〔ほか〕 〔編〕

/ﾋｬｸ

/

112 パッション20

東京国立近代美術館 〔ほか〕 編

東京国立近代美術館

1210153332

C

750.21 /ﾊﾟｯｼ

/

113 中島晴美

現代美術艸居 編

現代美術艸居

1210152938

C

751.1 /ﾅｶｼ

/

114 中島晴美

現代美術艸居 編

現代美術艸居

1210152946

C

751.1 /ﾅｶｼ

/

115 更紗

九州国立博物館 編

九州国立博物館

1210153225

C

753.8 /ｻﾗｻ

/

116 竹工芸名品展

大分県立美術館 〔ほか〕 編

NHKプロモーション

1210153001

C

754.7087/ﾀｹｺ

/

117 チェコ・ブックデザインの実験場1920s-1930s

京都国立近代美術館 〔編〕

〔出版者不明〕

1210153324

C

757.0234/ﾁｪｺ

/

118 ポーランドの映画ポスター

国立映画アーカイブ 編

国立映画アーカイブ

1210152995

C

778.2349/ﾎﾟｰﾗ

/

119 高畑勲展

齊藤 睦志 〔ほか〕 編

NHKプロモーション

1210152987

C

778.77 /ﾀｶﾊ

/
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120 Stanley William Hayter

Ouvrage édité par:Tancrède Hertzog & Léopold
Galerie
Legros
T&L:Tancrède Hertzog & Léopold Legros
1260009996

C

723.33 /HAY

121 Making Van Gogh

edited by Alexander Eiling

C

723.359 /GOG

Städel Museum

1260010085

/
/

