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1 阡陵 関西大学博物館  〔編〕 〔関西大学博物館〕 1110170584      069     /ｶﾝｻ     /        

2 凝然教学の形成と展開 律宗戒学院 編 律宗戒学院 1110170428      188.12  /ﾘｯｼ     /        

3 斑鳩寺記録 戊 太子町立歴史資料館  編 太子町立歴史資料館 1110171004      188.45  /ﾀｲｼ     /        

4 丹波篠山のあゆみ ウイズささやま  編 ウイズささやま 1110170774      216.4   /ｳｲｽﾞ    /        

5 大学的神戸ガイド 甲南大学プレミアプロジェクト神戸ガイド編集委員会  編昭和堂 1110170147      216.4   /ｺｳﾍﾞ    /        

6 新修神戸市史 生活文化編 新修神戸市史編集委員会  編 神戸市 1110170204      216.4   /ｺｳﾍﾞ    /        

7 浦上家の歴史 浦上家史編纂委員会  編 学藝書院 1110170741      288.3   /ｳﾗｶ     /        

8 浦上玉堂父子の藝術 浦上家史編纂委員会  編 学藝書院 1110170832      288.3   /ｳﾗｶ     /1       

9 資料編 Ⅰ 浦上家史編纂委員会  編 学藝書院 1110170857      288.3   /ｳﾗｶ     /1       

10 文人性と文人画 : 近代日本への継承と海外での受容 浦上家史編纂委員会  編 学藝書院 1110170840      288.3   /ｳﾗｶ     /2       

11 資料編 Ⅱ 浦上家史編纂委員会  編 学藝書院 1110170865      288.3   /ｳﾗｶ     /2       

12 富士山学 第1号 静岡県富士山世界遺産センター  編 雄山閣 1110170238      291.54  /ｼｽﾞｵ    /1       

13 国際地域研究 Ⅲ 北海道教育大学函館校国際地域研究編集委員会  編大学教育出版 1110170196      302     /ﾎｯｶ     /3       

14 げいじゅつしのひ 芸術士  編 高松市健康福祉局こども未来部こども園運営課1110170881      376.156 /ｹﾞｲｼﾞ   /        

15 きょうなにするん 芸術士  編 アーキペラゴ芸術士事務局 1110170899      376.156 /ｹﾞｲｼﾞ   /        

16 明石市立天文科学館60年のあゆみ 明石市立天文科学館  〔編〕 〔明石市立天文科学館〕 1110170873      440.76  /ｱｶｼ     /        

17 姫路市立手柄山温室植物園40年のあゆみ 姫路市立手柄山温室植物園  〔編〕 姫路市立手柄山温室植物園 1110170782      470.76  /ﾋﾒｼﾞ    /        

18 衆芳画譜 研究編 香川県立ミュージアム  編 松平公益会 1110171137      472     /ｼｭｳ     /        

19 新型コロナウイルスの真実 岩田 健太郎  著 ベストセラーズ 1110170923      498.6   /ｲﾜﾀ     /        

20 想いでできた土地：ガイドブック 国立ハンセン病資料館  編 国立ハンセン病資料館 1110170709      498.6   /ｺｸﾘ     /        

21 香川県庁舎東館耐震改修工事報告書 香川県総務部営繕課  編・執筆 香川県 1110170410      524.91  /ｶｶﾞﾜ    /        

22 久金属工業本社社屋・旧工場調査報告書 大手前大学史学研究所  編 大手前大学史学研究所 1110170956      602     /ｵｵﾃ     /        

23 APMoA project，Arch，2012-2017記録集 中村 史子  編集 愛知芸術文化センター愛知県美術館 1110170527      702.16  /ｱｲﾁ     /        

24 トーキョーアーツアンドスペースアニュアル 2020 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トーキョーアーツアンドスペース事業課1110171079      702.16  /ﾄｰｷ     /2020    

25 Mitsuo Toyazaki 戸矢崎 満雄  〔作〕 Mitsuo Toyazaki 1110171129      702.16  /ﾄﾔｻﾞ    /        

26 ネオ・アート47年の軌跡 ネオ・アート記念誌発行委員会  〔編〕 ネオ・アート記念誌発行委員会 1110170352      702.16  /ﾈｵｱ     /        

27 吉岡まさみ 吉岡 まさみ  〔編・作〕 Steps Gallery 1110170360      702.16  /ﾖｼｵ     /        

28 城崎国際アートセンター 2015年度 城崎国際アートセンター  〔ほか〕  〔編〕 城崎国際アートセンター 1110170162      702.1664/ｷﾉｻ     /2015    

29 城崎国際アートセンター 2021年度 城崎国際アートセンター 〔ほか〕 〔編〕 城崎国際アートセンター 1110170907      702.1664/ｷﾉｻ     /2021    

30 アートセンターをひらく 竹久 侑  〔ほか〕  編集・執筆 水戸芸術館現代美術センター 1110170402      702.1931/ｱｰﾄ     /        
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31 西洋近代美術にみる神話の世界 岡崎市美術博物館  執筆 岡崎市美術博物館 1110170766      702.3   /ｵｶｻﾞ    /        

32 札幌芸術の森美術館所蔵品図録 2021 札幌芸術の森美術館 編 札幌市芸術文化財団 1110170246      703.8   /ｻｯﾎﾟ    /        

33 国宝・重要文化財 新蔵品選編集委員会(根津美術館学芸部)  編根津美術館 1110170675      703.8   /ﾈｽﾞﾋﾞ   /        

34 兵庫県立近代美術館：館蔵品目録 兵庫県立近代美術館  〔編〕 〔兵庫県立近代美術館〕 1110170535      703.8   /ﾋｮｳ     /        

35 横浜美術館収蔵品目録 2019 （令和1年度）横浜美術館  編 横浜美術館 1110170683      703.8   /ﾖｺﾊ     /2019    

36 「奥行きの感覚」を求めて 京都市立芸術大学  〔編集〕 京都市立芸術大学 1110170279      704     /ｷｮｳ     /        

37 日本美術年鑑 令和元年版 東京文化財研究所文化財情報資料部  編 国立文化財機構東京文化財研究所 1110170691      705.9   /ﾆﾎﾝ     /2019    

38 なにわの企業が集めた絵画の物語 関西経済同友会企業所有美術品展実行委員会  著日本文教出版 1110170295      706     /ｶﾝｻ     /        

39 現実と空想のはざまで：Between reality and fantasy 京都府文化スポーツ部文化芸術課  編 「海の京都」天野橋立地区協議会 1110170444      706     /ｷｮｳ     /        

40 安曇野市ミュージアム活性化事業 安曇野市ミュージアム活性化事業実行委員会  〔編〕安曇野市ミュージアム活性化事業実行委員会 1110170980      706.9   /ｱｽﾞﾐ    /        

41 いわき市美展50年のあゆみ いわき市立美術館  編 いわき市立美術館 1110170758      706.9   /ｲﾜｷ     /        

42 みんなの美術館みんなと美術館 岩本 歩弓  編 金沢21世紀美術館 1110170451      706.9   /ｲﾜﾓ     /        

43 大原美術館開館90周年記念フォーラム 中山 美香  編 大原美術館 1110170261      706.9   /ｵｵﾊ     /        

44 さわるコレクション 京都国立近代美術館  〔編〕 京都国立近代美術館 1110170733      706.9   /ｷｮｳ     /        

45 感覚をひらく：新たな美術鑑賞プログラム創造推進事業令和2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 1110170188      706.9   /ｷﾖｳ     /        

46 感覚をひらく：新たな美術鑑賞プログラム創造推進事業令和2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 1110170725      706.9   /ｷﾖｳ     /        

47 郡山市立美術館コレクション秘話 郡山市立美術館  編 郡山市立美術館 1110170972      706.9   /ｺｵﾘ     /        

48 美術と社会の時間 花田 伸一  監修 佐賀大学芸術地域デザイン学部 1110171020      706.9   /ｻｶﾞﾓ    /2020    

49 天プラセレクション記録集 2020-2021 加藤 淳子  編 岡山県天神山文化プラザ 1110171178      706.9   /ﾃﾝﾌﾟ    /2020    

50 KIITOドキュメントブック 2013 デザイン・クリエイティブセンター神戸  編 デザイン・クリエイティブセンター神戸 1110170154      706.9   /ﾃﾞｻﾞｲ   /2013    

51 とくしま近美のユニバーサル事業あの手この手 徳島県立近代美術館 〔編〕 徳島県立近代美術館 1110171012      706.9   /ﾄｸｼ     /        

52 話せば広がった鑑賞物語 2019 徳島県立近代美術館 〔編〕 徳島県立近代美術館 1110170915      706.9   /ﾄｸｼ     /2019    

53 富山県美術館：教育普及活動記録集 平成30年度 富山県美術館  編 富山県美術館 1110170808      706.9   /ﾄﾔﾏ     /        

54 豊岡アートシーズン 2021 Toyooka Art Season 事務局  〔編〕 〔Toyooka Art Season 事務局〕 1110170287      706.9   /ﾄﾖｵ     /2021    

55 豊岡アートシーズン 2021 Toyooka Art Season 事務局  〔編〕 〔Toyooka Art Season 事務局〕 1110170469      706.9   /ﾄﾖｵ     /2021    

56 「トコトコ10年」 真子 みほ  編・執筆 練馬区立美術館 1110170220      707     /ﾈﾘﾏ     /        

57 あーとバス記録集：2008-2019 水戸芸術館現代美術センター  〔編〕 水戸芸術館現代美術センター 1110170949      707     /ﾐﾄｹﾞ    /        

58 海と毛布：粟津潔の写真について 高橋 律子  編・著 金沢21世紀美術館 1110170386      707.021 /ｱﾜｽﾞ    /4       

59 アート・メゾンインターナショナル Vol.25 A.M.S.C  監修 麗人社 1110171095      708.7   /ｱｰﾄ     /25      

60 日欧宮殿芸術協会 Vol.4 頂 泰輔  編 クリエイト・アイエムエス 1110170337      708.7   /ﾌｧﾝ     /4       
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61 九州国立博物館文化財修理報告 平成21-22年度九州国立博物館 編 九州国立博物館 1110171087      709.1   /ｷｭｳ     /        

62 Toshimatsu Kuremoto 2017-2021 呉本 俊松  〔編・作〕 〔呉本俊松〕 1110170485      710     /ｸﾚﾓ     /        

63 高槻市文化財調査報告書 第35冊 高槻市文化財課  編 高槻市文化財課 1110171194      718.3   /ﾀｶﾂ     /        

64 寺田洋祐俳画集 寺田 和弘  編 新典社 1110170253      721.7   /ﾃﾗﾀﾞ    /        

65 杉山優子作品集 山根 章  編集 湾岸画廊 1110170964      723.1   /ｽｷﾞﾔ    /        

66 いのち Ⅱ 竹井 連  〔編・画〕 〔竹井連〕 1110170436      723.1   /ﾀｹｲ     /2       

67 紙片現代美術視 三上 豊  編著 和光大学表現学部芸術学科三上研究室 1110170592      727     /ﾐｶﾐ     /        

68 北辻良央全版画：1976-2010 北辻 良央  執筆・〔画〕 +Y Gallery 1110170576      732.1   /ｷﾀﾂ     /        

69 河内成幸 田中 幸人  執筆 アートムー 1110170600      733     /ｶﾜﾁ     /        

70 写真新世紀 vol.35 キャノン株式会社  ＣＳＲ推進部  写真新世紀事務局 〔編〕キャノン株式会社ＣＳＲ推進部写真新世紀事務局1110170170      740.69  /ｷｬﾉ     /35      

71 安田章大写真集「LIFE IS」 岡田 敦  〔撮影〕 マガジンハウス 1110170311      748     /ｵｶﾀﾞ    /        

72 室津・大浦海岸海揚がり調査報告書 大手前大学史学研究所  〔編〕 大手前大学史学研究所 1110170717      751.1   /ｵｵﾃ     /        

73 大きな美術と小さな美術 白鶴美術館  編 白鶴美術館 1110171202      751.2   /ﾊｸﾂ     /        

74 日本の型染と植物染料の引き染 いまふく ふみよ  統括・本文 大手前大学 1110170550      753.8   /ｲﾏﾌ     /        

75 神戸人形賛歌 吉田 太郎  著 神戸新聞総合出版センター 1110170212      759     /ﾖｼﾀﾞ    /        

76 「鈴木毅一関係資料」に関する調査報告書 瀧廉太郎生誕140年記念事業実行委員会  〔編〕瀧廉太郎生誕140年記念事業実行委員会事務局竹田市商工観光課1110170816      762.8   /ﾀｷﾚ     /        

77 「鈴木毅一関係資料」における「瀧廉太郎関連資料」に関する調査報告書瀧廉太郎生誕140年記念事業実行委員会  〔編〕瀧廉太郎生誕140年記念事業実行委員会事務局竹田市商工観光課1110170824      762.8   /ﾀｷﾚ     /        

78 甦った世界の映画：フランス・イタリア・ドイツ・アメリカ・ロシア・インド・中国・日本＋神戸神戸映像アーカイブ実行委員会  編 神戸映像アーカイブ実行委員会 1110170790      778.2   /ﾖﾐｶﾞ    /        

79 恵比寿映像祭 第12回 東京都写真美術館  〔編〕 〔東京都写真美術館〕 1110170394      778.21  /ｴﾋﾞｽ    /12      

80 御茶器帳:雲州蔵帳 出光美術館  編 出光美術館 1110170345      791.5   /ｲﾃﾞﾐ    /        

81 演劇クエスト：メトロポリスの秘宝 orangcosong  執筆・編集 東京都現代美術館 1110170477      798.4   /ｴﾝｹﾞ    /        

82 日産童話と絵本のグランプリ 第37回 大阪国際児童文学振興財団  ［編］ ［大阪国際児童文学振興財団］ 1110171186      913.68  /ｵｵｻ     /        

83 須賀敦子全集 第7巻 須賀 敦子  著 河出書房新社 1110170931      918.68  /ｽｶﾞ     /7       

84 隺仙詩稿 津金 孝邦  編 凌雲書道会 1110170303      919.6   /ﾂｶﾞﾈ    /        

85 売立目録デジタルアーカイブの公開と今後の展望：売立目録の新たな活用を目指して東京文化財研究所 編 東京文化財研究所 1110170329 C    007.1   /ﾄｳｷ     /        

86 そのうち届くラブレター 金澤 韻  〔ほか〕  編著・翻訳 横浜ランデヴープロジェクト実行委員会 1110170378 C    702.07  /ﾖｺﾊ     /        

87 トランスフィア 岡部 あおみ  執筆・編集 国際交流基金 1110171160 C    702.16  /ｺｸｻ     /        



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 4/10ページ
資料区分  ： 洋書

受付日付  ： 2021年6月1日～2021年7月31日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

88 国立金海博物館 国立金海博物館  〔ほか〕  編著 鋳字所 1160017925      221.036 /GIM     /        

89 NOIZ ARCHITECTS 〔edited by〕Noiz/architecture,design and planning〔noiz architects〕 1160017933      506     /NOI     /        

90 Keizo Ushio 牛尾啓三  〔作〕 〔牛尾啓三〕 1160017941      712.1   /USH     /        

91 中國古代白瓷國際學術研討會論文集 上海博物館  编 上海書畫出版社 1160017917      751.2   /SHA     /        
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92 新芦屋古墳 吹田市立博物館  編 吹田市立博物館 1210158547 C    210.32  /ｼﾝｱ     /        

93 江戸の武家屋敷：政治・生活・文化の舞台 港区立郷土歴史館  編 港区教育委員会 1210158257 C    213.61  /ｴﾄﾞﾉ    /        

94 時を越え、まちを越え、ここに集結！朝日みりょく発見！伊勢の地に集う：朝日交流展朝日町歴史博物館  編 朝日町歴史博物館 1210158265 C    215.6   /ﾄｷｵ     /        

95 女たちのひょうご：千姫から緒方八重まで 兵庫県立歴史博物館  編 兵庫県立歴史博物館 1210158240 C    367.2   /ｵﾝﾅ     /        

96 竜丘児童自由画 飯田市美術博物館  編 〔飯田市美術博物館〕 1210158398 C    375.7   /ﾀﾂｵ     /        

97 驚異と怪異：モンスターたちは告げる 兵庫県立歴史博物館  編 兵庫県立歴史博物館 1210158356 C    388     /ｷｮｳ     /        

98 英国王室が愛した花々：シャーロット王妃とボタニカルアート ブレーントラスト  編 キューガーデン英国王室が愛した花々シャーロット王妃とボタニカルアートカタログ製作委員会1210158224 C    470.76  /ｴｲｺ     /        

99 子どものための建築と空間展 パナソニック汐留ミュージアム  編 鹿島出版会 1210157754 C    523.1   /ｺﾄﾞﾓ    /        

100 分離派建築会100年：建築は芸術か？ 大村 理恵子  編 朝日新聞社 1210157408 C    523.1   /ﾌﾞﾝﾘ    /        

101 アイノとアルヴァ：二人のアアルト アルヴァ・アアルト財団  編 国書刊行会 1210157853 C    523.3892/ｱｲﾉ     /兵美    

102 アイノとアルヴァ：二人のアアルト アルヴァ・アアルト財団  編 国書刊行会 1210157978 C    523.3892/ｱｲﾉ     /兵美    

103 アイノとアルヴァ：二人のアアルト アルヴァ・アアルト財団  編 国書刊行会 1210157986 C    523.3892/ｱｲﾉ     /兵美    

104 樹の一脚展 ギャラリーエークワッド  編集 ギャラリーエークワッド 1210158190 C    583.75  /ｷﾉｲ     /        

105 伊丹郷町の発展と伊丹酒 伊丹市立博物館  編 伊丹市立博物館 1210158158 C    588.52  /ｲﾀﾐ     /        

106 Surface and custom展 ジェイ・チュン＆キュウ・タケキ・マエダ  〔ほか〕  編 資生堂 1210157614 C    702.07  /ｻｰﾌ     /        

107 トライアローグ 横浜美術館  〔ほか〕  企画・監修・編集・執筆 左右社 1210157523 C    702.07  /ﾄﾗｲ     /        

108 ピピロッティ・リスト vol.1 牧口 千夏  〔ほか〕  編 京都国立近代美術館 1210157705 C    702.07  /ﾋﾟﾋﾟﾛ   /1       

109 ピピロッティ・リスト vol.2 牧口 千夏  〔ほか〕  編・執筆 京都国立近代美術館 1210157796 C    702.07  /ﾋﾟﾋﾟﾛ   /2       

110 もつれるものたち 崔 敬華  執筆・編集・翻訳 東京都現代美術館 1210157960 C    702.07  /ﾓﾂﾚ     /        

111 奈良・中宮寺の国宝 九州国立博物館  編 日本経済新聞社 1210158596 C    702.098 /ﾁｭｳ     /        

112 よみがえる正倉院宝物：再現模造にみる天平の技 宮内庁正倉院事務所  〔ほか〕  編集 朝日新聞社 1210158604 C    702.135 /ﾖﾐｶﾞ    /        

113 豊臣の美術 大阪市立美術館  〔編〕 大阪市立美術館 1210157218 C    702.148 /ﾄﾖﾄ     /        

114 絵そらごとの楽しみ：江戸時代の絵画から 兵庫県立歴史博物館  編 兵庫県立歴史博物館 1210158166 C    702.15  /ｴｿﾗ     /        

115 アーティスト・イン・レジデンス・プログラム 2020 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 1210158380 C    702.16  /ｱｰﾃ     /2020    

116 レターズ：ゆいほどける文字たち 佐藤 真実子  企画・執筆･編集 東京都現代美術館東京都渋谷公園通りギャラリー1210157309 C    702.16  /ｱｰﾙ     /2021    

117 アイチアートクロニクル1919-2019 大石 彩乃  〔ほか〕  編 愛知県美術館 1210157317 C    702.16  /ｱｲﾁ     /        

118 青森Earth 2019 奥脇 嵩大  編 青森県立美術館 1210157473 C    702.16  /ｱｵﾓ     /2019    

119 伊藤遠平展：透明で優しいものたちへ 前村 文博  編集 宇都宮美術館 1210158570 C    702.16  /ｲﾄｳ     /        

120 植松奎二：みえないものへ、触れる方法：直観 植松 奎二  執筆・〔作〕 芦屋市立美術博物館 1210157945 C    702.16  /ｳｴﾏ     /        

121 HOME：TOWN 太田市美術館・図書館  編 太田市美術館・図書館 1210158349 C    702.16  /ｵｵﾀ     /        
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122 大平奨 ぎゃらりー 由芽  〔編〕 1210157622 C    702.16  /ｵｵﾋ     /        

123 KYOTO STEAM 2020 安河内 宏法  編 KYOTO STEAM-世界文化交流祭-実行委員会1210157242 C    702.16  /ｷｮｳ     /        

124 境界のかたち：現代美術 in 大府 塩津 青夏  編 現代美術地域展開事業実行委員会 1210157481 C    702.16  /ｷｮｳ     /        

125 Rake up! 伊藤 まゆみ  編集 京都精華大学 1210158216 C    702.16  /ｷｮｳ     /        

126 栗田宏一・須田悦弘 山梨県立美術館  編 美術出版社 1210158422 C    702.16  /ｸﾘﾀ     /        

127 最果タヒ詩の展示 横浜美術館  編 横浜美術館 1210158299 C    702.16  /ｻｲﾊ     /        

128 展覧会：サイレント 小橋 祥子  編・執筆 広島市現代美術館 1210157432 C    702.16  /ｻｲﾚ     /        

129 Shiseido art egg 第14回 板垣 美香  編 資生堂 1210158372 C    702.16  /ｼｾｲ     /14      

130 身体とムービング 橘 美貴 〔ほか〕 編集 高松市美術館 1210157630 C    702.16  /ｼﾝﾀ     /        

131 Loophole 東畠 孝子  執筆・編集・〔作〕 東畠孝子 1210158646 C    702.16  /ﾋｶﾞｼ    /        

132 ひろがる美術館ヒストリー 西宮市大谷記念美術館  編 西宮市大谷記念美術館 1210157416 C    702.16  /ﾋﾛｶﾞ    /        

133 平成美術 椹木 野衣  編 世界思想社 1210157457 C    702.16  /ﾍｲｾ     /        

134 長島有里枝×竹村京「まえといま」 田中 龍也  執筆・編 群馬県立近代美術館 1210157713 C    702.16  /ﾏｴﾄ     /        

135 庭園：ポツダム 石井 友人  〔ほか〕  執筆 1210157440 C    702.16  /ﾐﾔｹ     /        

136 京のくらし：二十四節気を愉しむ 京都国立近代美術館  編著・執筆 青幻舎 1210157424 C    702.16  /ﾐﾔｺ     /        

137 コインはふたつあるから鳴る 「コインはふたつあるから鳴る」編集会議  編 かすがい市民文化財団 1210158653 C    702.16  /ﾓﾄﾔ     /        

138 津奈木柳幸典 つなぎ美術館  編 つなぎ美術館 1210158364 C    702.16  /ﾔﾅｷﾞ    /        

139 やなぎみわ やなぎみわ  〔作〕 〔「やなぎみわ展神話機械」報告書編集チーム〕1210158695 C    702.16  /ﾔﾅｷﾞ    /        

140 山口俊朗・秋山秀馬展 宇フォーラム美術館  〔編〕 〔宇フォーラム美術館〕 1210157804 C    702.16  /ﾔﾏｸﾞ    /        

141 アフターダーク 札幌芸術の森美術館  編 札幌市芸術文化財団 1210157333 C    702.191 /ｻｯﾎﾟ    /        

142 S.o.s.book 2019 中尾 拓哉  編 Super Open Studio NETWORK 1210157846 C    702.1937/ｴｽｵ     /2019    

143 明石ゆかりの名品展：絵・陶・漆多彩な世界 安藤 整司  編 明石市立文化博物館 1210158430 C    702.1964/ｱｶｼ     /        

144 頴川コレクション・梅舒適コレクション受贈記念展 2021年 兵庫県立美術館  編 兵庫県立美術館 1210157838 C    703.8   /ｴｶﾞﾜ    /兵美    

145 なぜここにいるの 2021年 兵庫県立美術館  編 兵庫県立美術館 1210158273 C    703.8   /ﾅｾﾞｺ    /兵美    

146 なぜここにいるの 2021年 兵庫県立美術館  編 兵庫県立美術館 1210158281 C    703.8   /ﾅｾﾞｺ    /兵美    

147 眠り展：アートと生きること 東京国立近代美術館  編集・執筆 国立美術館 1210158612 C    703.8   /ﾈﾑﾘ     /        

148 gallery A4：15年：その先へ ギャラリーエークワッド  編 ギャラリーエークワッド 1210157648 C    706     /ｷﾞｬﾗ    /        

149 愛媛県立美術館設立50周年記念展 愛媛県立美術館  〔ほか〕  執筆・編集 愛媛県美術館 1210157937 C    706.9   /ｴﾋﾒ     /        

150 新・童美展 2017 保育造形の会事務局  編 〔保育造形の会事務局〕 1210157499 C    707     /ｼﾝﾄﾞ    /        

151 動く木のアート展 門 千穂  編 浜田市世界こども美術館 1210157366 C    707.9   /ﾊﾏﾀﾞ    /        
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152 NAU21世紀美術連立展 第19回 〔NAU21世紀美術連立協会〕 1210158638 C    708.7   /ｴﾇｴ     /19      

153 国際インパクト・アート・フェスティバル 第12回 京都国際芸術センター  〔編〕 京都国際芸術センター 1210157655 C    708.7   /ｺｸｻ     /1991    

154 国際インパクト・アート・フェスティバル 第16回 京都国際芸術センター  〔編〕 京都国際芸術センター 1210157531 C    708.7   /ｺｸｻ     /1995    

155 国際インパクト・アート・フェスティバル 第28回 京都国際芸術センター  〔編〕 京都国際芸術センター 1210157549 C    708.7   /ｺｸｻ     /2007    

156 国際インパクト・アート・フェスティバル 第30回 京都国際芸術センター  〔編〕 京都国際芸術センター 1210157556 C    708.7   /ｺｸｻ     /2009    

157 国際インパクト・アート・フェスティバル 第31回 京都国際芸術センター  〔編〕 京都国際芸術センター 1210157572 C    708.7   /ｺｸｻ     /2010    

158 国際インパクト・アート・フェスティバル 第33回 京都国際芸術センター  〔編〕 京都国際芸術センター 1210157598 C    708.7   /ｺｸｻ     /2012    

159 国展 第95回  彫刻部国画会彫刻部  編 国画会彫刻部 1210157291 C    708.7   /ｺｸﾃ     /95-1    

160 国展 第95回  絵画部国画会絵画部  〔編〕 国画会絵画部 1210157283 C    708.7   /ｺｸﾃ     /95-2    

161 国展 第95回  版画部国画会版画部  〔編〕 国画会版画部 1210157275 C    708.7   /ｺｸﾃ     /95-3    

162 国展 第95回  写真部国画会写真部  〔編〕 国画会写真部 1210157259 C    708.7   /ｺｸﾃ     /95-4    

163 国展 第95回  工芸部国画会工芸部  〔編〕 国画会工芸部 1210157267 C    708.7   /ｺｸﾃ     /95-5    

164 太平洋展作品集 第110回記念太平洋美術会  編 太平洋美術会 1210157564 C    708.7   /ﾀｲﾍ     /110     

165 太平洋展作品集 第115回記念太平洋美術会  編 太平洋美術会 1210157580 C    708.7   /ﾀｲﾍ     /115     

166 TOHOKU CHANGE MAKERS 東北芸術工科大学  監修・編集 左右社 1210157721 C    708.7   /ﾄｳﾎ     /        

167 太陽展図録 第58回 日動画廊  編 日動画廊 1210157820 C    708.7   /ﾆﾁﾄﾞ    /58      

168 HUG＋展 2020 こうべ障がい者芸術フェスタ実行委員会事務局  編こうべ障がい者芸術フェスタ実行委員会事務局 1210158448 C    708.7   /ﾊｸﾞ     /        

169 梶浦聖子展 さいたま市プラザノース  編 さいたま市プラザノース 1210158331 C    710     /ｶｼﾞｳ    /        

170 中原悌二郎賞 第41回（2019）中原悌二郎記念旭川市彫刻美術館  編 中原悌二郎記念旭川市彫刻美術館 1210158182 C    710.87  /ﾅｶﾊ     /41      

171 林武史：石の記憶、泥の声 美濃加茂市民ミュージアム  〔編〕 美濃加茂市民ミュージアム 1210157606 C    714.08  /ﾊﾔｼ     /        

172 流れのなかにひかりのかたまり 府中市美術館  企画・編集 左右社 1210157358 C    715     /ｱｵｷ     /        

173 Nakatani Michiko:In their own little cosmos 中谷 ミチコ  執筆 三重県立美術館 1210153977 C    717     /ﾅｶﾀ     /        

174 あやしい絵展 毎日新聞社  〔ほか〕  編集 毎日新聞社 1210158521 C    720.87  /ｱﾔｼ     /        

175 東洋絵画の精華：静嘉堂蔵 1 静嘉堂文庫美術館  編 静嘉堂文庫美術館 1210158026 C    721     /ﾄｳﾖ     /1       

176 金銀の系譜 静嘉堂文庫美術館  編 静嘉堂文庫美術館 1210158075 C    721.5   /ｷﾝｷﾞ    /        

177 路傍の日本画家：赤松燎 石井編集事務所書肆亥工房  編 燎光会 1210157341 C    721.9   /ｱｶﾏ     /        

178 速水御舟とその周辺 世田谷美術館  〔ほか〕  編 世田谷美術館 1210158539 C    721.9   /ﾊﾔﾐ     /        

179 福田平八郎遺作展 東京国立近代美術館  編 日本経済新聞社 1210157671 C    721.9   /ﾌｸﾀﾞ    /        

180 生誕130年矢野橋村展 枚方市立御殿山生涯学習美術センター  〔編〕枚方まなびつながりプロジェクト 1210158307 C    721.9   /ﾔﾉ      /        

181 東洋絵画の精華：静嘉堂蔵 2 静嘉堂文庫美術館  編 静嘉堂文庫美術館 1210158034 C    722     /ﾄｳﾖ     /2       
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182 小野田實：私のマル エリック・シャイナー  〔ほか〕  著 青幻舎 1210157374 C    723.1   /ｵﾉﾀﾞ    /        

183 河合新蔵「東海道五十三次図絵」展 星野 桂三  編集制作 星野画廊 1210158232 C    723.1   /ｶﾜｲ     /        

184 生誕100年國領經郎展 武内 治子  編 鳥取県立博物館  〔ほか〕 1210157200 C    723.1   /ｺｸﾘ     /        

185 後藤靖香 後藤 靖香  〔画〕 Tezukayama gallery 1210157325 C    723.1   /ｺﾞﾄｳ    /        

186 須田国太郎展：油彩と能・狂言デッサン 中信美術館  〔編〕 中信美術館 1210158315 C    723.1   /ｽﾀﾞ     /        

187 生誕100年：高山始展 勝央美術文学館  編 勝央美術文学館 1210158141 C    723.1   /ﾀｶﾔ     /        

188 田中秀介展 和歌山県立近代美術館  〔編〕 和歌山県立近代美術館 1210158323 C    723.1   /ﾀﾅｶ     /        

189 野口謙蔵 滋賀県立近代美術館  編 滋賀県立近代美術館 1210157697 C    723.1   /ﾉｸﾞﾁ    /        

190 地球・爆 愛知県美術館  〔ほか〕  編集 愛知県美術館 1210158018 C    723.1087/ﾁｷｭ     /        

191 ヒコーキと美術 横須賀美術館  編 横須賀美術館 1210157390 C    723.1087/ﾋｺｰ     /        

192 久留米をめぐる画家たち：青木繁、坂本繁二郎、古賀春江とその時代伊藤 絵里子  執筆 石橋財団アーティゾン美術館 1210158174 C    723.191 /ｸﾙﾒ     /        

193 エゴン・シーレとウィーン世紀末 神奈川県立近代美術館  編 東京新聞 1210158125 C    723.346 /ｼｰﾚ     /        

194 印象派の女性画家たち 新畑 泰秀  執筆 石橋財団アーティゾン美術館 1210158687 C    723.35  /ｲﾝｼ     /        

195 エコール・ド・パリの色と形 愛媛県美術館  編集 「エコール・ド・パリの色と形」実行委員会 1210157952 C    723.35  /ｴｺｰ     /        

196 クールベと海 鈴木 一生 〔ほか〕  編集・執筆 ふくやま美術館 1210158414 C    723.35  /ｸｰﾙﾍﾞ   /        

197 フランス近代絵画名作展 総合美術研究所 編 読売新聞大阪本社 1210157689 C    723.35  /ﾌﾗﾝ     /        

198 モローとその弟子たち展 ジルベルト・マルタン・メリイ  〔ほか〕編 1210158133 C    723.35  /ﾓﾛｰ     /        

199 サイトウマコト：臨界-Criticality- 北九州市立美術館  編・執筆 北九州市立美術館 1210157515 C    727.087 /ｻｲﾄ     /1       

200 サイトウマコト：臨界-Criticality- 北九州市立美術館  〔編〕 北九州市立美術館 1210157507 C    727.087 /ｻｲﾄ     /2       

201 三鷹市美術ギャラリー収蔵作品展 Ⅰ 三鷹市美術ギャラリー  編 三鷹市美術ギャラリー 1210157770 C    732.1   /ﾐﾀｶ     /1       

202 K・P・Sの時代 石田 克哉  編 エムイーエム 1210157762 C    748     /ｹｲﾋﾟ    /        

203 昭和の肖像：写真でたどる「昭和」の人と歴史 アーツ前橋  〔ほか〕  編集・執筆 アーツ前橋 1210157747 C    748     /ｼｮｳ     /        

204 下瀬信雄展：天地結界 山口県立美術館  編集 下瀬信雄展実行委員会 1210157887 C    748     /ｼﾓｾ     /        

205 戦後の浪華写真倶楽部 石田 克哉  編 エムイーエム 1210157812 C    748     /ｾﾝｺﾞ    /        

206 ソシエテ・イルフは前進する 忠 あゆみ  編・執筆 福岡市美術館 1210157382 C    748     /ｿｼｴ     /        

207 工の芸術：素材・わざ・風土 花井 久穂  編集 東京国立近代美術館 1210158588 C    750.21  /ﾀｸﾐ     /        

208 うちにこんなのあったら展：気になるデザイン×工芸コレクション 中尾 優衣  執筆・編集 東京国立近代美術館 1210158620 C    750.87  /ｳﾁﾆ     /        

209 小池一馬 〔藤田 千彩〕  編 Tezukayama gallery 1210157465 C    751.1   /ｺｲｹ     /        

210 土から生まれた 古沢 ゆりあ  執筆・編集 滋賀県立近代美術館 1210157739 C    751.1   /ﾂﾁｶ     /        

211 濱田庄司展 世田谷美術館  編 世田谷美術館 1210158463 C    751.1   /ﾊﾏﾀﾞ    /        
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212 静嘉堂の東洋陶磁コレクション 静嘉堂文庫美術館  編 静嘉堂文庫美術館 1210158067 C    751.2   /ｾｲｶ     /        

213 日本ガラス工芸の先達たち 郡山市立美術館  〔ほか〕  編 郡山市立美術館 1210158208 C    751.5   /ﾆﾎﾝ     /        

214 漆工芸の美 静嘉堂文庫美術館  編 静嘉堂文庫美術館 1210158042 C    752     /ｳﾙｼ     /        

215 柵瀨茉莉子展 横浜美術館  編 横浜美術館 1210158703 C    753.7   /ｻｸﾗ     /        

216 オリガミ・アーキテクチャー ギャラリーエークワッド  編集 ギャラリーエークワッド 1210157879 C    754.9   /ｵﾘｶﾞ    /        

217 和鏡賞観 川見 典久  編 黒川古文化研究所 1210157234 C    756.5   /ﾜｷｮ     /        

218 きのくに刀剣ワールド 和歌山県立博物館  編 和歌山県立博物館 1210158554 C    756.6   /ｷﾉｸ     /        

219 静嘉堂名刀選 静嘉堂文庫美術館  編 静嘉堂文庫美術館 1210158083 C    756.6   /ｾｲｶ     /        

220 日本刀の華：備前刀 静嘉堂文庫美術館  編 静嘉堂文庫美術館 1210158091 C    756.6   /ﾆﾎﾝ     /        

221 ザ・フィンランドデザイン マイヤ・タンニネン＝マッテイラ 〔ほか〕  執筆 パイインターナショナル 1210157226 C    757.0238/ｻﾞﾌｨ    /        

222 Kyoto experiment：京都国際舞台芸術祭 2021 spring 豊山 佳美  〔ほか〕  編 京都国際舞台芸術祭実行委員会事務局 1210157663 C    770     /ｷｮｳ     /2021    

223 消しゴム石 金沢21世紀美術館  〔ほか〕  編 1210157788 C    775.1   /ｹｼｺﾞ    /        

224 茶道具の美 静嘉堂文庫美術館  編 静嘉堂文庫美術館 1210158059 C    791.5   /ﾁｬﾄﾞ    /        

225 つぼみの本：地球に生きるための手引き ラウラ・グスタフソン  編集・著 京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA 1210157895 C    993.61  /ｸﾞｽﾀ    /        
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226 Yuko Nasaka editors：Luc Derycke Axel & May Vervoordt Foundation 1260010234 C    702.16  /NAS     /        

227 Shozo Shimamoto Editor:Boris Vervoordt Axel Vervoordt Gallery 1260010200 C    702.16  /SHI     /        

228 Tomoko Yoneda 〔Fundación Mapfre〕 Fundación Mapfre 1260010226 C    702.16  /YON     /        

229 快要降落的時候 臺北市立美術館 〔編〕 臺北市立美術館 1260010283 C    702.224 /WAN     /        

230 内在移民：安身的視野 弗拉基米爾・可可利亞  著 臺北市立美術館 1260010242 C    702.348 /KOK     /        

231 一分鐘台北 臺北市立美術館 〔編〕 臺北市立美術館 1260010275 C    702.71  /ONE     /        

232 The Age of impressionism editor：Thomas Lederballe Ordrupgaard 1260010259 C    723.05  /IMP     /        

233 Maekawa Tsuyoshi Maekawa Axel and May Vervoordt Foundation 1260010218 C    723.1   /MAE     /        

234 Photobiennale 2018 〔'moscow house of photography' Museum〕 〔'moscow house of photography' Museum〕 1260010267 C    740.69  /PHO     /        


