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1 美術館のアクセシビリティ向上推進事業 鈴村 麻里子  執筆・編集 美術館のアクセシビリティ向上推進事業実行委員会1110172440      069.5   /ﾋﾞｼﾞｭ   /        

2 高野山金剛峯寺 総本山金剛峯寺  〔編〕 〔総本山金剛峯寺〕 1110172606      188.52  /ｺﾝｺﾞ    /        

3 靖國之繪巻 陸軍省  編纂 陸軍美術協会 1110174172      210.7   /ﾘｸｸﾞ    /        

4 内藤湖南全集 第一巻 内藤 虎次郎  著 薩摩書房 1110172986      220.08  /ﾅｲﾄ     /1       

5 内藤湖南全集 第十巻 内藤 虎次郎  著 薩摩書房 1110173109      220.08  /ﾅｲﾄ     /10      

6 内藤湖南全集 第十一巻 内藤 虎次郎  著 薩摩書房 1110173117      220.08  /ﾅｲﾄ     /11      

7 内藤湖南全集 第十二巻 内藤 虎次郎  著 薩摩書房 1110173125      220.08  /ﾅｲﾄ     /12      

8 内藤湖南全集 第十三巻 内藤 虎次郎  著 薩摩書房 1110173133      220.08  /ﾅｲﾄ     /13      

9 内藤湖南全集 第十四巻 内藤 虎次郎  著 薩摩書房 1110173141      220.08  /ﾅｲﾄ     /14      

10 内藤湖南全集 第二巻 内藤 虎次郎  著 薩摩書房 1110172994      220.08  /ﾅｲﾄ     /2       

11 内藤湖南全集 第三巻 内藤 虎次郎  著 薩摩書房 1110173000      220.08  /ﾅｲﾄ     /3       

12 内藤湖南全集 第四巻 内藤 虎次郎  著 薩摩書房 1110173042      220.08  /ﾅｲﾄ     /4       

13 内藤湖南全集 第五巻 内藤 虎次郎  著 薩摩書房 1110173059      220.08  /ﾅｲﾄ     /5       

14 内藤湖南全集 第六巻 内藤 虎次郎  著 薩摩書房 1110173067      220.08  /ﾅｲﾄ     /6       

15 内藤湖南全集 第七巻 内藤 虎次郎  著 薩摩書房 1110173075      220.08  /ﾅｲﾄ     /7       

16 内藤湖南全集 第八巻 内藤 虎次郎  著 薩摩書房 1110173083      220.08  /ﾅｲﾄ     /8       

17 内藤湖南全集 第九巻 内藤 虎次郎  著 薩摩書房 1110173091      220.08  /ﾅｲﾄ     /9       

18 漢字Ⅰ 白川 静  著 平凡社 1110172762      222     /ｼﾗｶ     /1       

19 詩経Ⅱ 白川 静  著 平凡社 1110172853      222     /ｼﾗｶ     /10      

20 万葉集 白川 静  著 平凡社 1110172861      222     /ｼﾗｶ     /11      

21 雑纂 白川 静  著 平凡社 1110172879      222     /ｼﾗｶ     /12      

22 漢字Ⅱ 白川 静  著 平凡社 1110172770      222     /ｼﾗｶ     /2       

23 漢字Ⅲ 白川 静  著 平凡社 1110172788      222     /ｼﾗｶ     /3       

24 甲骨文と殷史 白川 静  著 平凡社 1110172796      222     /ｼﾗｶ     /4       

25 金文と経典 白川 静  著 平凡社 1110172804      222     /ｼﾗｶ     /5       

26 神話と思想 白川 静  著 平凡社 1110172812      222     /ｼﾗｶ     /6       

27 文化と民俗 白川 静  著 平凡社 1110172820      222     /ｼﾗｶ     /7       

28 古代の文学 白川 静  著 平凡社 1110172838      222     /ｼﾗｶ     /8       

29 詩経Ⅰ 白川 静  著 平凡社 1110172846      222     /ｼﾗｶ     /9       

30 感彩人 読売新聞大阪本社  編 読売新聞社 1110172184      281.6   /ﾖﾐｳ     /        
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31 ウルトラマン昇天 山田 輝子  著 朝日新聞社 1110174032      289.1   /ﾔﾏﾀﾞ    /        

32 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 1110172200      302     /ﾎｯｶ     /3       

33 革命とサブカル 安彦 良和  編著 言視舎 1110173315      309.021 /ﾔｽﾋ     /        

34 踊ってはいけない国、日本 磯部 涼  編・著 河出書房新社 1110174016      317.74  /ｲｿﾍﾞ    /        

35 デザイン都市・神戸 神戸市企画調整局つなぐラボ  〔編〕 神戸市企画調整局つなぐラボ 1110172309      318.764 /ｺｳﾍﾞ    /        

36 復興の教訓と未来への展望 ひょうご震災記念21世紀研究機構研究戦略センター  編ひょうご震災記念21世紀研究機構研究戦略センター1110172507      369.31  /ﾋｮｳ     /        

37 神戸大学統合報告書 2021 神戸大学ビジョン発信プロジェクト 〔編〕 〔神戸大学ビジョン発信プロジェクト〕 1110173208      377.28  /ｺｳﾍﾞ    /2021    

38 SFはどこまで実現するか ロバート・L.フォワード  著 講談社 1110174099      404     /ﾌｫﾜ     /        

39 NISSHA本社工場の淵源 川島 智生  著 NISSHA 1110173190      521.6   /ｶﾜｼ     /        

40 Aino Aalto アルヴァ・アールト財団  監修 TOTO出版 1110172259      523.3892/ｳｯﾗ     /        

41 石井修：住空間と緑 建築思潮研究所  編集 建築資料研究社 1110173299      527     /ｲｼｲ     /        

42 竹紙の現在と文化財修理 国宝修理装潢師連盟  編 国宝修理装潢師連盟 1110173273      585.6   /ｺｸﾎ     /        

43 カムイの食卓 白土 三平  著 小学館 1110174149      596.04  /ｼﾗﾄ     /1       

44 われわれにとって万博とはなにか 針生 一郎  著 田畑書店 1110173323      606.9   /ﾊﾘｳ     /        

45 尾崎坊家文書 23 宇治市歴史資料館 編 宇治市歴史資料館 1110173257      619.8   /ｳｼﾞｼ    /23      

46 戦後ヒーローの肖像 佐々木 守  著 岩波書店 1110172325      699.67  /ｻｻｷ     /        

47 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1110172432      702.16  /ﾄｰｷ     /2020    

48 自画像の告白 森村泰昌 著 筑摩書房 1110173018      702.16  /ﾓﾘﾑ     /        

49 新疆ウイグル自治区博物館 講談社  編 講談社 1110172515      703.8   /ﾁｭｳ     /1       

50 雲南省博物館 講談社  編 講談社 1110172531      703.8   /ﾁｭｳ     /2       

51 吉林省博物館 講談社  編 講談社 1110172549      703.8   /ﾁｭｳ     /3       

52 四川省博物館 講談社  編 講談社 1110172556      703.8   /ﾁｭｳ     /4       

53 安徽省博物館 講談社  編 講談社 1110172564      703.8   /ﾁｭｳ     /5       

54 湖北省博物館 講談社  編 講談社 1110172572      703.8   /ﾁｭｳ     /6       

55 美術を作る・見る・語る 森 光彦  〔ほか〕 編 京都歴史文化施設クラスター実行委員会 1110172390      704     /ｷｮｳ     /        

56 アートのある生活 稲蔭正彦  著 慶應義塾 1110172218      704     /ｹｲｵ     /        

57 Flag 後藤 哲也  編・翻訳 OOO Press 1110172291      705     /ｺﾞﾄｳ    /        

58 日本文化デザインフォーラム 1996年度 日本文化デザインフォーラム事務局  〔編〕 〔日本文化デザインフォーラム事務局〕 1110174156      706     /ﾆﾎﾝ     /木村S   

59 京都芸術センター2020年度事業報告書 山本 麻友美  〔ほか〕  編 京都芸術センター 1110172283      706.9   /ｷｮｳ     /2020    

60 ZENBI Vol.20 全国美術館会議広報委員会  編 全国美術館会議 1110172267      706.9   /ｾﾞﾝﾋﾞ   /20      
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61 ZENBI Vol.20 全国美術館会議広報委員会  編 全国美術館会議 1110172499      706.9   /ｾﾞﾝﾋﾞ   /20      

62 豊岡アートシーズン 2021 Toyooka Art Season 事務局  〔編〕 〔Toyooka Art Season 事務局〕 1110172481      706.9   /ﾄﾖｵ     /2021    

63 美術/漂流Ⅴ 第3巻 中塚 宏行  編・著 中塚宏行 1110173349      706.9   /ﾅｶﾂ     /2020    

64 萩博物館開館15周年記念誌 萩博物館  編 萩博物館 1110173240      706.9   /ﾊｷﾞ     /        

65 美術館を語る 東京造形大学附属美術館  監修 風人社 1110174354      706.9   /ﾌｼﾞｲ    /        

66 魔法のこすちゅーむ 2018年度 シロくま先生〔ほか〕  編 金沢21世紀美術館 1110172424      707     /ｶﾅｻﾞ    /2018    

67 まきこむBOOK カワサキ マキ  〔ほか〕 編 マキコムズ 1110173398      707     /ｶﾜｻ     /        

68 西村画廊35年+ 求龍堂  〔ほか〕編 求龍堂 1110173174      708.7   /ﾆｼﾑ     /        

69 産学連携によるアート・デザインを活用した価値創造プロジェクト第2期 和田 積希  編 京都工芸繊維大学美術工芸資料館 1110172317      709     /ﾜﾀﾞ     /2       

70 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 1110172408      709.1   /ｷｭｳ     /        

71 東アジアにおけるブールデル・インパクト 黒川弘毅  編 武蔵野美術大学彫刻学科研究室 1110173182      712     /ｸﾛｶ     /        

72 弥勒造像史における「間－世界性」表現の系譜 泉 武夫  〔編〕・執筆 〔出版者不明〕 1110173265      718.1   /ｲｽﾞﾐ    /        

73 芳崖四天王資料集 椎野 晃史  編 小川印刷 1110172382      721.9   /ｼｲﾉ     /        

74 中国絵画の歴史と鑑賞 毛利 和美  訳著 二玄社 1110172580      722.2   /ﾓｳﾘ     /        

75 Painting of Masaru Kurose 黒瀬 剋  〔編〕 黒瀬剋 1110173216      723.1   /ｸﾛｾ     /        

76 永遠への一瞬 吉川塾  〔編〕 吉川塾 1110172598      723.1   /ｻｶｶﾞ    /        

77 FRUCTUS 清水 恭子  編 求龍堂 1110172473      723.1   /ﾏｽﾑ     /        

78 身の表現：姿 松村 光秀  編 松村光秀 1110173026      723.1   /ﾏﾂﾑ     /        

79 ぼくの村の話 1 尾瀬 あきら  著 講談社 1110173588      726.1   /ｵｾﾞ     /1       

80 ぼくの村の話 2 尾瀬 あきら  著 講談社 1110173596      726.1   /ｵｾﾞ     /2       

81 ぼくの村の話 3 尾瀬 あきら  著 講談社 1110173604      726.1   /ｵｾﾞ     /3       

82 ぼくの村の話 4 尾瀬 あきら  著 講談社 1110173612      726.1   /ｵｾﾞ     /4       

83 ぼくの村の話 5 尾瀬 あきら  著 講談社 1110173620      726.1   /ｵｾﾞ     /5       

84 ぼくの村の話 6 尾瀬 あきら  著 講談社 1110173638      726.1   /ｵｾﾞ     /6       

85 ぼくの村の話 7 尾瀬 あきら  著 講談社 1110173646      726.1   /ｵｾﾞ     /7       

86 関東大震災畫帖 金尾 種次郎  編輯 金尾文淵堂 1110174180      726.1   /ｶﾅｵ     /        

87 大震災画集 金尾 種次郎  編輯 金尾文淵堂 1110174198      726.1   /ｶﾅｵ     /        

88 のらくろ自叙伝 田河 水泡  著 光人社 1110173521      726.1   /ﾀｶﾞﾜ    /        

89 のらくろ一代記 田河 水泡  著 講談社 1110173539      726.1   /ﾀｶﾞﾜ    /        

90 田河水泡 田河 水泡  著 日本図書センター 1110173570      726.1   /ﾀｶﾞﾜ    /        
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91 河童の三平（全） 水木しげる  著 筑摩書房 1110173695      726.1   /ﾐｽﾞｷ    /        

92 劇画：近藤勇 水木しげる  著 筑摩書房 1110173703      726.1   /ﾐｽﾞｷ    /        

93 劇画：ヒットラー 水木しげる  著 筑摩書房 1110173711      726.1   /ﾐｽﾞｷ    /        

94 のんのんばあとオレ 水木しげる  著 筑摩書房 1110173729      726.1   /ﾐｽﾞｷ    /        

95 京極夏彦が選ぶ！水木しげる未収録短編集 水木しげる  著 筑摩書房 1110173885      726.1   /ﾐｽﾞｷ    /        

96 京極夏彦が選ぶ！水木しげるの奇妙な劇画集 水木しげる  著 筑摩書房 1110173893      726.1   /ﾐｽﾞｷ    /        

97 妖怪大裁判 1 水木しげる  著 筑摩書房 1110173737      726.1   /ﾐｽﾞｷ    /1       

98 ねずみ男の冒険 1 水木しげる  著 筑摩書房 1110173802      726.1   /ﾐｽﾞｷ    /1       

99 妖怪軍団 2 水木しげる  著 筑摩書房 1110173745      726.1   /ﾐｽﾞｷ    /2       

100 妖怪たちの物語 2 水木しげる  著 筑摩書房 1110173810      726.1   /ﾐｽﾞｷ    /2       

101 コミック昭和史 第2巻 水木 しげる  著 講談社 1110173950      726.1   /ﾐｽﾞｷ    /2       

102 妖怪大戦争 3 水木しげる  著 筑摩書房 1110173752      726.1   /ﾐｽﾞｷ    /3       

103 幻想世界への旅 3 水木しげる  著 筑摩書房 1110173828      726.1   /ﾐｽﾞｷ    /3       

104 ゲゲゲの鬼太郎 水木 しげる  著 中央公論新社 1110173984      726.1   /ﾐｽﾞｷ    /3       

105 妖怪獣 4 水木しげる  著 筑摩書房 1110173760      726.1   /ﾐｽﾞｷ    /4       

106 怪奇館へようこそ 4 水木しげる  著 筑摩書房 1110173836      726.1   /ﾐｽﾞｷ    /4       

107 ゲゲゲの鬼太郎 水木 しげる  著 中央公論新社 1110173992      726.1   /ﾐｽﾞｷ    /4       

108 妖怪大統領 5 水木しげる  著 筑摩書房 1110173778      726.1   /ﾐｽﾞｷ    /5       

109 のんのんばあ物語 5 水木しげる  著 筑摩書房 1110173844      726.1   /ﾐｽﾞｷ    /5       

110 ゲゲゲの鬼太郎 水木 しげる  著 中央公論新社 1110174008      726.1   /ﾐｽﾞｷ    /5       

111 妖怪反物 6 水木しげる  著 筑摩書房 1110173786      726.1   /ﾐｽﾞｷ    /6       

112 死神の招待状 6 水木しげる  著 筑摩書房 1110173851      726.1   /ﾐｽﾞｷ    /6       

113 妖怪花 7 水木しげる  著 筑摩書房 1110173794      726.1   /ﾐｽﾞｷ    /7       

114 まぼろし旅行記 7 水木しげる  著 筑摩書房 1110173869      726.1   /ﾐｽﾞｷ    /7       

115 コミック昭和史 第7巻 水木 しげる  著 講談社 1110173976      726.1   /ﾐｽﾞｷ    /7       

116 奇人怪人大図鑑 8 水木しげる  著 筑摩書房 1110173877      726.1   /ﾐｽﾞｷ    /8       

117 コミック昭和史 第8巻 水木 しげる  著 講談社 1110173968      726.1   /ﾐｽﾞｷ    /8       

118 安彦良和の戦争と平和 杉田 俊介  著 中央公論新社 1110173307      726.101 /ｽｷﾞﾀ    /646     

119 原点THE ORIGIN 安彦 良和  著 岩波書店 1110173331      726.101 /ﾔｽﾋ     /        

120 アンパンマンの遺書 やなせ たかし  著 岩波書店 1110174123      726.101 /ﾔﾅｾ     /        
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121 Sulki and Min：作品解説 チェ・スルギ  文 OOO Press 1110173513      727.087 /ｽﾙｷﾞ    /        

122 中田勇次郎著作集 第一巻 中田 勇次郎  著 二玄社 1110172630      728.08  /ﾅｶﾀ     /1       

123 中田勇次郎著作集 第十巻 中田 勇次郎  著 二玄社 1110172747      728.08  /ﾅｶﾀ     /10      

124 中田勇次郎著作集 第二巻 中田 勇次郎  著 二玄社 1110172663      728.08  /ﾅｶﾀ     /2       

125 中田勇次郎著作集 第三巻 中田 勇次郎  著 二玄社 1110172671      728.08  /ﾅｶﾀ     /3       

126 中田勇次郎著作集 第四巻 中田 勇次郎  著 二玄社 1110172689      728.08  /ﾅｶﾀ     /4       

127 中田勇次郎著作集 第五巻 中田 勇次郎  著 二玄社 1110172697      728.08  /ﾅｶﾀ     /5       

128 中田勇次郎著作集 第六巻 中田 勇次郎  著 二玄社 1110172705      728.08  /ﾅｶﾀ     /6       

129 中田勇次郎著作集 第七巻 中田 勇次郎  著 二玄社 1110172713      728.08  /ﾅｶﾀ     /7       

130 中田勇次郎著作集 第八巻 中田 勇次郎  著 二玄社 1110172721      728.08  /ﾅｶﾀ     /8       

131 中田勇次郎著作集 第九巻 中田 勇次郎  著 二玄社 1110172739      728.08  /ﾅｶﾀ     /9       

132 金石家書畫集 第一集 西泠印社  原本発行 二玄社 1110172465      728.22  /ｷﾝｾ     /1       

133 金石家書畫集 第二集 西泠印社  原本発行 二玄社 1110172457      728.22  /ｷﾝｾ     /2       

134 文房古玩事典  普及版 宇野  雪村  著 柏書房 1110172341      728.3   /ｳﾉ      /        

135 文具曼荼羅 澤田 巖  編 毎日新聞社 1110172358      728.3   /ｻﾜﾀﾞ    /        

136 上野誠全版画集B 上野 誠 著 形象社 1110173380      733     /ｳｴﾉ     /        

137 Stone Letter Project #2 坂井 淳二  編 Lighter but Heavier 1110172416      734     /ｻｶｲ     /        

138 中国古代の肖形印 王 伯敏  著 東方書店 1110172374      739     /ｵｳ      /        

139 篆刻の鑑賞と実践 全日本篆刻連盟  監修 芸術新聞社 1110173166      739     /ｾﾞﾝﾆ    /        

140 図説中国の古印 羅 福頤  著 雄山閣出版 1110172366      739     /ﾗ       /        

141 写真の町通信 vol.36 東川町「写真の町」実行委員会 〔編〕 東川町〈写真の町〉実行委員会 1110174321      740.6   /ﾋｶﾞｼ    /36      

142 写真の町通信 vol.37 東川町「写真の町」実行委員会 〔編〕 東川町〈写真の町〉実行委員会 1110174313      740.6   /ﾋｶﾞｼ    /37      

143 多田正美 : 家からの風景 双ギャラリー  〔編〕 双ギャラリー 1110172226      748     /ﾀﾀﾞ     /        

144 信楽大壺 土門 拳  著 東京中日新聞出版局 1110172242      751.1   /ｺﾔﾏ     /        

145 白磁 蓑 豊  編・著 平凡社 1110172192      751.2   /ﾁｭｳ     /5       

146 古代中国の造形美 渡辺 航  編 マリア書房 1110173224      756.2   /ﾛｸｼ     /7       

147 ゴジラが来る夜に 高橋 敏夫  著 廣済堂出版 1110174081      778.21  /ﾀｶﾊ     /        

148 ゴジラ1954 竹内 博  編 実業之日本社 1110173372      778.21  /ﾀｹｳ     /        

149 ウルトラマンが泣いている 円谷 英明  著 講談社 1110174115      778.21  /ﾂﾌﾞﾗ    /        

150 ゴジラと東京 野村 宏平  著 一迅社 1110174073      778.21  /ﾉﾑﾗ     /        
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151 回想の岩佐寿弥 田中 晋平  編・執筆 国立国際美術館 1110173232      778.28  /ﾀﾅｶ     /        

152 機動戦士ガンダムの時代 小牧 雅伸  著 ランダムハウス講談社 1110174065      778.77  /ｺﾏｷ     /        

153 The世界名作劇場展 ちばかおり  編 〔日本アニメーション〕 1110174131      778.77  /ｾｶｲ     /        

154 戦争と平和 富野 由悠季  〔ほか〕  著 徳間書店 1110173364      778.77  /ﾄﾐﾉ     /        

155 イデオンという伝説 中島 紳介  〔ほか〕  著 太田出版 1110172333      778.77  /ﾅｶｼﾞ    /2       

156 アニメ産業レポート 2020 日本動画協会  編著 日本動画協会 1110172234      778.77  /ﾆﾎﾝ     /2020    

157 テレビ芸術 佐々木 基一  著 パトリア書店 1110173356      778.8   /ｻｻｷ     /        

158 タケダアワーの時代 友井 健人  〔ほか〕  著 洋泉社 1110174040      778.8   /ﾄﾓｲ     /        

159 コノキ・ミクオの詩と造形 コノキ・ミクオ  著 ギャラリーステーション 1110174347      911.56  /ｺﾉｷ     /        

160 空間 水野 朝  著 広瀬企画 1110174339      911.56  /ﾐｽﾞﾉ    /        

161 敵中横断三百里 山中 峯太郎  著 講談社 1110173927      913.6   /ｼｮｳ     /1       

162 浮かぶ飛行島 海野 十三  著 講談社 1110173661      913.6   /ｼｮｳ     /2       

163 村の少年團 佐々木 邦  著 講談社 1110173935      913.6   /ｼｮｳ     /3       

164 亜細亜の曙 山中 峯太郎  著 講談社 1110173919      913.6   /ｼｮｳ     /4       

165 怪傑黒頭巾 高垣 眸  著 講談社 1110173901      913.6   /ｼｮｳ     /5       

166 吼える密林：猛獣征服 南 洋一郎  著 講談社 1110173687      913.6   /ｼｮｳ     /6       

167 新戦艦高千穂 平田 晋策  著 講談社 1110174057      913.6   /ｼｮｳ     /7       

168 あヽ玉杯に花うけて 佐藤 紅緑  著 講談社 1110173679      913.6   /ｼｮｳ     /8       

169 怪人二十面相 江戸川 乱歩  著 講談社 1110173943      913.6   /ｼｮｳ     /9       

170 オーラバトラー戦記 1 富野 由悠季  著 角川書店 1110173406      913.6   /ﾄﾐﾉ     /1       

171 オーラバトラー戦記 10 富野 由悠季  著 角川書店 1110173497      913.6   /ﾄﾐﾉ     /10      

172 オーラバトラー戦記 11 富野 由悠季  著 角川書店 1110173505      913.6   /ﾄﾐﾉ     /11      

173 オーラバトラー戦記 2 富野 由悠季  著 角川書店 1110173414      913.6   /ﾄﾐﾉ     /2       

174 オーラバトラー戦記 3 富野 由悠季  著 角川書店 1110173422      913.6   /ﾄﾐﾉ     /3       

175 オーラバトラー戦記 4 富野 由悠季  著 角川書店 1110173430      913.6   /ﾄﾐﾉ     /4       

176 オーラバトラー戦記 5 富野 由悠季  著 角川書店 1110173448      913.6   /ﾄﾐﾉ     /5       

177 オーラバトラー戦記 6 富野 由悠季  著 角川書店 1110173455      913.6   /ﾄﾐﾉ     /6       

178 オーラバトラー戦記 7 富野 由悠季  著 角川書店 1110173463      913.6   /ﾄﾐﾉ     /7       

179 オーラバトラー戦記 8 富野 由悠季  著 角川書店 1110173471      913.6   /ﾄﾐﾉ     /8       

180 オーラバトラー戦記 9 富野 由悠季  著 角川書店 1110173489      913.6   /ﾄﾐﾉ     /9       
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181 月に繭地には果実 下 福井 晴敏  〔著〕 幻冬舎 1110173547      913.6   /ﾌｸｲ     /        

182 月に繭地には果実 中 福井 晴敏  〔著〕 幻冬舎 1110173554      913.6   /ﾌｸｲ     /        

183 月に繭地には果実 上 福井 晴敏  〔著〕 幻冬舎 1110173562      913.6   /ﾌｸｲ     /        

184 日本男児 赤瀬川 原平  著 文藝春秋 1110174107      914.6   /ｱｶｾ     /        

185 永遠のふたり 高見澤 潤子  著 講談社 1110173653      914.6   /ﾀｶﾐ     /        

186 在日の恋人 高嶺 格  著 河出書房新社 1110174024      914.6   /ﾀｶﾐ     /        

187 神田喜一郎全集 第一巻 神田 喜一郎  著 同朋舎出版 1110172887      920.8   /ｶﾝﾀﾞ    /1       

188 神田喜一郎全集 第十巻 神田 喜一郎  著 同朋舎出版 1110172978      920.8   /ｶﾝﾀﾞ    /10      

189 神田喜一郎全集 第二巻 神田 喜一郎  著 同朋舎出版 1110172895      920.8   /ｶﾝﾀﾞ    /2       

190 神田喜一郎全集 第三巻 神田 喜一郎  著 同朋舎出版 1110172903      920.8   /ｶﾝﾀﾞ    /3       

191 神田喜一郎全集 第四巻 神田 喜一郎  著 同朋舎出版 1110172911      920.8   /ｶﾝﾀﾞ    /4       

192 神田喜一郎全集 第五巻 神田 喜一郎  著 同朋舎出版 1110172929      920.8   /ｶﾝﾀﾞ    /5       

193 神田喜一郎全集 第六巻 神田 喜一郎  著 同朋舎出版 1110172937      920.8   /ｶﾝﾀﾞ    /6       

194 神田喜一郎全集 第七巻 神田 喜一郎  著 同朋舎出版 1110172945      920.8   /ｶﾝﾀﾞ    /7       

195 神田喜一郎全集 第八巻 神田 喜一郎  著 同朋舎出版 1110172952      920.8   /ｶﾝﾀﾞ    /8       

196 神田喜一郎全集 第九巻 神田 喜一郎  著 同朋舎出版 1110172960      920.8   /ｶﾝﾀﾞ    /9       

197 オン・ザ・ロード 山路 和広  監修 トゥーヴァージンズ 1110172275      933.7   /ｹﾙｱ     /        
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198 Stewards of the sacred edited by Lawrence E. Sullivan American Association of Museums in cooperation with the Center for the Study of World Religions, Harvard University1160018188      069     /SUL     /        

199 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第一册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018261      222.02  /BEI     /1       

200 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第十册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018352      222.02  /BEI     /10      

201 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第百册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160019160      222.02  /BEI     /100     

202 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第十一册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018360      222.02  /BEI     /11      

203 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第十二册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018378      222.02  /BEI     /12      

204 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第十三册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018386      222.02  /BEI     /13      

205 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第十四册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018394      222.02  /BEI     /14      

206 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第十五册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018402      222.02  /BEI     /15      

207 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第十六册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018410      222.02  /BEI     /16      

208 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第十七册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018428      222.02  /BEI     /17      

209 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第十八册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018436      222.02  /BEI     /18      

210 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第十九册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018444      222.02  /BEI     /19      

211 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第二册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018279      222.02  /BEI     /2       

212 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第二十册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018451      222.02  /BEI     /20      

213 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第二十一册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018550      222.02  /BEI     /21      

214 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第二十二册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018543      222.02  /BEI     /22      

215 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第二十三册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018535      222.02  /BEI     /23      

216 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第二十四册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018527      222.02  /BEI     /24      

217 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第二十五册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018519      222.02  /BEI     /25      

218 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第二十六册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018501      222.02  /BEI     /26      

219 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第二十七册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018493      222.02  /BEI     /27      

220 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第二十八册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018485      222.02  /BEI     /28      

221 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第二十九册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018477      222.02  /BEI     /29      

222 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第三册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018287      222.02  /BEI     /3       

223 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第三十册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018469      222.02  /BEI     /30      

224 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第三十一册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018568      222.02  /BEI     /31      

225 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第三十二册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018576      222.02  /BEI     /32      

226 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第三十三册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018584      222.02  /BEI     /33      

227 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第三十四册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018592      222.02  /BEI     /34      
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228 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第三十五册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018600      222.02  /BEI     /35      

229 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第三十六册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018618      222.02  /BEI     /36      

230 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第三十七册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018626      222.02  /BEI     /37      

231 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第三十八册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018634      222.02  /BEI     /38      

232 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第三十九册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018642      222.02  /BEI     /39      

233 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第四册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018295      222.02  /BEI     /4       

234 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第四十册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018659      222.02  /BEI     /40      

235 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第四十一册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018667      222.02  /BEI     /41      

236 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第四十二册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018675      222.02  /BEI     /42      

237 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第四十三册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018683      222.02  /BEI     /43      

238 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第四十四册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018691      222.02  /BEI     /44      

239 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第四十五册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018709      222.02  /BEI     /45      

240 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第四十六册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018717      222.02  /BEI     /46      

241 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第四十七册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018725      222.02  /BEI     /47      

242 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第四十八册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018733      222.02  /BEI     /48      

243 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第四十九册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018741      222.02  /BEI     /49      

244 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第五册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018303      222.02  /BEI     /5       

245 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第五十册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018758      222.02  /BEI     /50      

246 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第五十一册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018766      222.02  /BEI     /51      

247 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第五十二册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018774      222.02  /BEI     /52      

248 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第五十三册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018782      222.02  /BEI     /53      

249 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第五十四册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018790      222.02  /BEI     /54      

250 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第五十五册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018808      222.02  /BEI     /55      

251 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第五十六册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018816      222.02  /BEI     /56      

252 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第五十七册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018824      222.02  /BEI     /57      

253 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第五十八册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018832      222.02  /BEI     /58      

254 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第五十九册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018840      222.02  /BEI     /59      

255 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第六册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018311      222.02  /BEI     /6       

256 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第六十册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018857      222.02  /BEI     /60      

257 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第六十一册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018956      222.02  /BEI     /61      
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258 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第六十二册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018949      222.02  /BEI     /62      

259 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第六十三册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018931      222.02  /BEI     /63      

260 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第六十四册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018923      222.02  /BEI     /64      

261 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第六十五册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018915      222.02  /BEI     /65      

262 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第六十六册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018907      222.02  /BEI     /66      

263 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第六十七册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018899      222.02  /BEI     /67      

264 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第六十八册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018881      222.02  /BEI     /68      

265 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第六十九册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018873      222.02  /BEI     /69      

266 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第七册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018329      222.02  /BEI     /7       

267 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第七十册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018865      222.02  /BEI     /70      

268 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第七十一册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160019053      222.02  /BEI     /71      

269 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第七十二册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160019046      222.02  /BEI     /72      

270 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第七十三册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160019038      222.02  /BEI     /73      

271 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第七十四册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160019020      222.02  /BEI     /74      

272 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第七十五册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160019012      222.02  /BEI     /75      

273 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第七十六册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160019004      222.02  /BEI     /76      

274 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第七十七册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018998      222.02  /BEI     /77      

275 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第七十八册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018980      222.02  /BEI     /78      

276 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第七十九册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018972      222.02  /BEI     /79      

277 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第八册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018337      222.02  /BEI     /8       

278 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第八十册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018964      222.02  /BEI     /80      

279 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第八十一册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160019152      222.02  /BEI     /81      

280 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第八十二册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160019145      222.02  /BEI     /82      

281 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第八十三册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160019137      222.02  /BEI     /83      

282 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第八十四册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160019129      222.02  /BEI     /84      

283 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第八十五册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160019111      222.02  /BEI     /85      

284 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第八十六册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160019103      222.02  /BEI     /86      

285 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第八十七册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160019095      222.02  /BEI     /87      

286 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第八十八册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160019087      222.02  /BEI     /88      

287 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第八十九册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160019079      222.02  /BEI     /89      
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288 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第九册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160018345      222.02  /BEI     /9       

289 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第九十册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160019061      222.02  /BEI     /90      

290 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第九十一册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160019251      222.02  /BEI     /91      

291 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第九十二册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160019244      222.02  /BEI     /92      

292 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第九十三册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160019236      222.02  /BEI     /93      

293 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第九十四册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160019228      222.02  /BEI     /94      

294 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第九十五册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160019210      222.02  /BEI     /95      

295 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第九十六册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160019202      222.02  /BEI     /96      

296 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第九十七册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160019194      222.02  /BEI     /97      

297 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第九十八册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160019186      222.02  /BEI     /98      

298 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編 第九十九册 北京圖書館金石組  編 中州古籍出版社 1160019178      222.02  /BEI     /99      

299 Alchemy 〔texted by〕Stanislas Klossowski de Rola Thames and Hudson 1160018139      430.2   /STA     /        

300 Japanese paintings and works of art 2014 text:Joe Earle Erik Thomsen Gallery 1160018253      702.1   /THO     /2014    

301 A guide to the Duomo of Milan 〔Text〕 by Ernesto Brivio Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano 1160018170      706     /BRI     /        

302 Basilica of San Marco Text:Maria Da Villa Urbani 〔Editions kina italia〕 1160018162      706     /URB     /        

303 Ausstellungen bei Konrad Fischer Editor:Konrad Fischer Galerie 〔Konrad Fischer Galerie〕 1160018121      706.9   /KON     /        

304 Erick Gill:The Inscriptions 〔Auther〕:David Peace David R.Godine, Publisher 1160018238      714     /GIL     /        

305 Gustav Klimt in the austrian gallery belvedere in vienna 〔texted by〕 Gerbert Frodl Verlag Galerie Welz 1160018147      723.346 /KLI     /        

306 Magritte in the Royal Museum of Fine Arts of Belgium, Brussels〔texted by〕Gisèle Ollinger-Zinque Ludion 1160018246      723.358 /MAG     /        

307 呉昌碩印譜 上海書画出版社  〔編〕 上海書画出版社 1160018212      739     /WU      /        

308 趙之謙印譜 上海書画出版社  〔編〕 上海書画出版社 1160018220      739     /ZHA     /        

309 中國歴代陶瓷款識彙集 古文化研究社  〔編〕 博芸社 1160018196      751.2   /KOB     /        

310 黄冶唐三彩窰 河南省巩义市文物保护管理所  编著 科学出版社 1160018204      751.2   /RYO     /        
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311 「美術にアクセス！：多感覚鑑賞のすすめ」展 三重県立美術館  〔ほか〕  執筆・編集 美術館のアクセシビリティ向上推進事業実行委員会1210160303 C    069.5   /ﾋﾞｼﾞｭ   /        

312 ナポレオンとヴェルサイユ展 大野 芳材  編 日本経済新聞社 1210160485 C    235.06  /ﾅﾎﾟﾚ    /        

313 旅と人と萩と 平岡 崇  編・執筆 萩博物館 1210160972 C    384.37  /ﾀﾋﾞﾄ    /        

314 こけティッシュ：苔ニューワールド！ 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 1210161038 C    475     /ｺｹﾃ     /        

315 立つ、歩く、走る ギャラリーエークワッド  編 ギャラリーエークワッド 1210161103 C    494.72  /ﾀﾂｱ     /        

316 天平の匠に挑む ギャラリーエークワッド  編 ギャラリーエークワッド 1210161111 C    521.818 /ﾃﾝﾋﾟ    /        

317 AINO & ALVAR AALTO：SHARED VISIONS ギャラリーエークワッド  〔編〕 〔ギャラリーエークワッド〕 1210160063 C    523.3892/ｱｲﾉ     /        

318 AINO & ALVAR AALTO：SHARED VISIONS ギャラリーエークワッド  〔編〕 〔ギャラリーエークワッド〕 1210160469 C    523.3892/ｱｲﾉ     /        

319 古代エジプト展 兵庫県立美術館  〔ほか〕  編 東京新聞社 1210161194 C    702.03  /ｺﾀﾞｲ    /兵美    

320 古代エジプト展 兵庫県立美術館  〔ほか〕  編 東京新聞社 1210161202 C    702.03  /ｺﾀﾞｲ    /兵美    

321 古代エジプト展 兵庫県立美術館  〔ほか〕  編 東京新聞社 1210161210 C    702.03  /ｺﾀﾞｲ    /兵美    

322 京芸：transmit program 2021 藤田 瑞穂  編 京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA 1210160055 C    702.07  /ｷｮｳ     /2021    

323 ミニマル／コンセプチュアル DIC川村記念美術館  〔ほか〕編 共同通信社 1210160451 C    702.07  /ﾐﾆﾏ     /兵美    

324 キリスト教美術展 第45回 関西学院大学博物館  編 関西学院大学博物館 1210160964 C    702.099 /ｷﾘｽ     /45      

325 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 1210160295 C    702.16  /ｱｰﾃ     /2020    

326 金氏徹平のメルカトル・メンブレン 金氏 徹平  著 ナナロク社 1210161095 C    702.16  /ｶﾈｳ     /        

327 距離と伝達 うしお  編集 石井友人 1210160121 C    702.16  /ｷｮﾘ     /        

328 言語化できないコトバ 4 国際障害者交流センタービッグ・アイ  制作・〔編〕〔出版者不明〕 1210160113 C    702.16  /ｹﾞﾝｺﾞ   /        

329 Viva video！：久保田成子 濱田 真由美  〔ほか〕  編 河出書房新社 1210160865 C    702.16  /ﾋﾞﾊﾞ    /        

330 1964-福岡県文化会館、誕生。 福岡県立美術館  編集 福岡県立美術館 1210160105 C    702.16  /ﾌｸｵ     /        

331 松本力：記しを憶う 東京都写真美術館  〔編〕 東京都歴史文化財団東京都美術館 1210160766 C    702.16  /ﾏﾂﾓ     /        

332 まみえる：千変万化な顔たち Vol.1 竹崎 瑞季  編・執筆 丸亀市猪熊弦一郎現代美術館 1210160006 C    702.16  /ﾏﾐｴ     /1       

333 まみえる：千変万化な顔たち Vol.2 竹崎 瑞季  編・執筆 丸亀市猪熊弦一郎現代美術館 1210160014 C    702.16  /ﾏﾐｴ     /2       

334 富山県美術展入賞作品 第76回 富山県美術展実行委員会  編 富山県美術展実行委員会 1210160071 C    702.194 /ﾄﾔﾏ     /76      

335 Ｂｅａｕｔｙ  ａｎｄ  Ｔｒａｎｑｕｉｌｉｔｙ：Ｔｈｅ  Ｅｌｉ  Ｌｉｌｌｅｙ  Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ  ｏｆ  ＣｈｉｎｅｓｅＡｒｔＹｕｔａｋａ  Ｍｉｎｏ  ［ほか］著 Ｉｎｄｉａｎａｐｏｌｉｓ  Ｍｕｓｅｕｍｏｆ  Ａｒｔ 1210159990 C    702.22  /BEA     /        

336 ヤン・ヴォー：ーォヴ・ンヤ ヤン・ヴォー  編集・〔作〕 国立国際美術館 1210161046 C    702.231 /ｳﾞｫｰ    /        

337 ヤン・ヴォー：ーォヴ・ンヤ 植松 由佳  執筆・編集・翻訳 国立国際美術館 1210161061 C    702.231 /ｳﾞｫｰ    /        

338 いとをかし 宮内庁三の丸尚蔵館  〔編〕 宮内庁三の丸尚蔵館 1210160477 C    703.8   /ｲﾄｵ     /        

339 不滅の輝き甦る幻の松方コレクション 越智 裕次郎  総合監修 企業文化交流委員会 1210160394 C    703.8   /ﾌﾒﾂ     /        

340 Meet the Collection 横浜美術館  監修 八鉱美術 1210161152 C    703.8   /ﾖｺﾊ     /        
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341 表層の冒険：抽象のバロキスム 大橋  紀生  編 GAF出版局 1210160873 C    706     /ﾋｮｳ     /        

342 TOKAS 2021 鬼頭 早季子  〔ほか〕  編 東京都現代美術館トーキョーアーツアンドスペース1210160980 C    706.9   /ﾄｰｷ     /2021    

343 美術館を編む HACHINOJI  編 宮崎県立美術館 1210160956 C    706.9   /ﾋﾞｼﾞｭ   /        

344 メイド・イン・フチュウ 神山 亮子  編 府中市美術館 1210160907 C    706.9   /ﾒｲﾄﾞ    /1       

345 メイド・イン・フチュウ 神山 亮子  編 府中市美術館 1210160915 C    706.9   /ﾒｲﾄﾞ    /2       

346 美術の教育/教育の美術 「京都の近代化遺産」発信プロジェクト実行委員会  編京都工芸繊維大学美術工芸資料館 1210160444 C    707     /ﾋﾞｼﾞｭ   /        

347 きたれ、バウハウス 深川 雅文  〔ほか〕  監修・編 アートインプレッション 1210160402 C    707.7   /ｷﾀﾚ     /        

348 IAMAS 2021 2021 赤羽 亨  監修 情報科学芸術大学院大学［IAMAS］ 1210160048 C    708.7   /ｲｱﾏ     /2021    

349 二紀展 第74回（2021）二紀会  〔編〕 二紀会 1210160428 C    708.7   /ﾆｷ      /74      

350 イサム・ノグチ 東京都美術館  編 朝日新聞社 1210160188 C    712.1   /ﾉｸﾞﾁ    /        

351 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 1210161145 C    720.87  /ｲﾀﾊﾞ    /        

352 立軌展図録 2021 福島 唯史  編 立軌会 1210160949 C    720.87  /ﾘｭｳ     /2021    

353 コレクター福富太郎の眼 アートワン  〔ほか〕  編 アートワン 1210160360 C    721.026 /ｺﾚｸ     /        

354 日本の美術を貫く 志賀 秀孝  編 府中市美術館 1210160436 C    721.026 /ﾆﾎﾝ     /        

355 映えるNippon 黒川 典是  編 府中市美術館 1210160410 C    721.026 /ﾊｴﾙ     /        

356 土佐派と住吉派 其の二 和泉市久保惣記念美術館  編 和泉市久保惣記念美術館 1210160832 C    721.2   /ﾄｻﾊ     /2       

357 谷文晁の末裔：二世文一と谷派の絵師たち 足立区立郷土博物館  〔編〕 足立区立郷土博物館 1210160097 C    721.7   /ﾀﾆﾊ     /        

358 上方浮世絵名品展 北川 博子  編・執筆 甲南女子学園 1210161343 C    721.8   /ｶﾐｶﾞ    /        

359 大津絵 森谷 美保  監修・執筆 東京ステーションギャラリー 1210160329 C    721.82  /ｵｵﾂ     /        

360 春の院展全作品集 第76回（42） 日本美術院  〔編〕 日本美術院 1210160345 C    721.9   /ｲﾝﾃ     /42      

361 院展全作品集 43  再興第106回日本美術院  〔編〕 日本美術院 1210160352 C    721.9   /ｲﾝﾃ     /43      

362 絵になる自然：生きとし生けるものへの讃歌 秋田市立千秋美術館  編 秋田市立千秋美術館 1210161020 C    721.9   /ｴﾆﾅ     /        

363 河鍋暁斎の底力 河鍋 楠美  監修・執筆 東京ステーションギャラリー 1210160337 C    721.9   /ｶﾜﾅ     /        

364 上野有竹斎中国書畫展観 京都國立博物館  〔編〕 京都國立博物館 1210160261 C    722.2   /ｳｴﾉ     /        

365 呉昌碩：王一亭：齊白石：作品図録 梅 舒適  編 日本書芸院 1210160287 C    722.2   /ｺﾞｼｮ    /        

366 揚州八怪展図録 謙慎書道会  〔編〕 謙慎書道会 1210160253 C    722.2   /ﾖｳｼ     /        

367 生誕110年記念：瑛九展 宮崎県立美術館  編 宮崎県立美術館 1210161129 C    723.1   /ｴｲ      /        

368 絹谷幸二展 三越伊勢丹  〔編〕 三越伊勢丹 1210161079 C    723.1   /ｷﾇﾀ     /        

369 西田藤夫展 東邦印刷包装  編 石川県立美術館 1210160923 C    723.1   /ﾆｼﾀﾞ    /        

370 増田妃早子 長谷川 翠  編 西脇市岡之山美術館 1210160931 C    723.1   /ﾏｽﾀﾞ    /        
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371 南薫造 東京ステーションギャラリー  〔ほか〕  執筆・編 NHKプロモーション 1210160311 C    723.1   /ﾐﾅﾐ     /        

372 山本貞展 サトエ記念21世紀美術館  執筆・編 サトエ記念美術博物館 1210160022 C    723.1   /ﾔﾏﾓ     /        

373 横尾忠則展：学芸員危機一髪 平林 恵  編集・執筆 横尾忠則現代美術館 1210160196 C    723.1   /ﾖｺｵ     /        

374 GENKYO横尾忠則 Ⅱ 南 雄介  執筆・構成 国書刊行会 1210160204 C    723.1   /ﾖｺｵ     /        

375 ザオ・ウーキー展 内山武夫  〔ほか〕編 国際文化交換協会 1210160378 C    723.22  /ｳ-ｷ     /        

376 ミュシャ復活祭 アルフォンス・マリア・ミュシャ展実行委員会  〔編〕ネクサス 1210160089 C    723.348 /ﾐｭｼ     /        

377 ミケル・バルセロ エンリケ・フンコサ  監修・執筆 水声社 1210160857 C    723.36  /ﾊﾞﾙｾ    /        

378 フォンタナ展 富山県立近代美術館  〔ほか〕編 富山県立近代美術館 1210160162 C    723.37  /ﾌｵﾝ     /        

379 モガ・オン・パレード 小野佐世男展実行委員会 岩波書店 1210161160 C    726.101 /ｵﾉｻ     /        

380 杉浦非水 愛媛県美術館  編 毎日新聞社 1210160824 C    727     /ｽｷﾞｳ    /        

381 天作会 第十回 井上有一記念財団  〔編〕 〔井上有一記念財団〕 1210161087 C    728.21  /ﾃﾝｻ     /10      

382 文房清玩 黒川古文化研究所  〔編〕 黒川古文化研究所 1210160279 C    728.3   /ﾌﾞﾝﾎﾞ   /        

383 やきものの硯 大阪市立東洋陶磁美術館  〔編〕 〔大阪市立東洋陶磁美術館〕 1210160238 C    728.3   /ﾔｷﾓ     /        

384 兵庫の書展 兵庫県書作家協会広報部  〔編〕 兵庫県書作家協会 1210160493 C    728.8   /ﾋｮｳ     /        

385 祈りの造形 関西学院大学博物館  編 関西学院大学博物館 1210161137 C    733     /ｲﾉﾘ     /        

386 上野誠展 神奈川県立近代美術館  編 神奈川県立近代美術館 1210161178 C    733     /ｳｴﾉ     /        

387 萬象、一刀の中にあり 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 1210160816 C    739.021 /ﾊﾞﾝｼ    /        

388 鷹野隆大 国立国際美術館  編 国立国際美術館 1210160840 C    748     /ﾀｶﾉ     /        

389 幻のモダニスト 東京都写真美術館  編 国書刊行会 1210160139 C    748     /ﾏﾎﾞﾛ    /        

390 山田脩二の軌跡 ： 写真、瓦、炭…展 兵庫県立美術館  編 兵庫県立美術館 1210161053 C    748     /ﾔﾏﾀﾞ    /兵美    

391 やきものって何ダ? 「やきものって何ダ」展全国実行委員会  編 「やきものって何ダ」展全国実行委員会 1210160386 C    751     /ﾔｷﾓ     /        

392 赤絵細描：米久和彦作陶展 神戸阪急  〔編〕 〔神戸阪急〕 1210160030 C    751.1   /ｱｶｴ     /        

393 人間国宝松井康成の全貌 乾 由明  監修 朝日新聞社 1210161012 C    751.1   /ﾏﾂｲ     /        

394 清朝陶磁 静嘉堂文庫美術館  編集 静嘉堂文庫美術館 1210160246 C    751.2   /ｾｲﾁ     /        

395 中国陶磁小品 大阪市立東洋陶磁美術館  編 大阪市美術振興協会 1210160212 C    751.2   /ﾁｭｳ     /        

396 中国古器愛玩 根津美術館  編 根津美術館 1210160535 C    751.2   /ﾁｭｳ     /        

397 嘉靖・万暦の赤絵 大阪市立東洋陶磁美術館  〔編〕 大阪市立東洋陶磁美術館 1210160154 C    751.2   /ﾁｭｳ     /9       

398 李朝の皿 大阪市立東洋陶磁美術館  〔編〕 〔大阪市立東洋陶磁美術館〕 1210160543 C    751.2   /ﾘﾁｮ     /17      

399 文字を伴った  李朝陶磁 18 大阪市立東洋陶磁美術館  編 大阪市立東洋陶磁美術館 1210160220 C    751.20  /ﾓｼﾞｵ    /18      

400 屋根を彩る草花 奈良文化財研究所飛鳥資料館  編 国立文化財機構奈良文化財研究所飛鳥資料館1210161004 C    751.4   /ﾔﾈｵ     /        
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401 テキスタイルアート・ミニアチュール 3 テキスタイルアート・ミニアチュール展実行委員会  〔編〕テキスタイルアート・ミニアチュール展実行委員会 1210160147 C    753     /ﾃｷｽ     /3       

402 バリ：布の万華鏡 髙木 香奈子  編・執筆 関西学院大学博物館 1210160899 C    753.2   /ﾊﾞﾘ     /        

403 武具の煌めき 宇和島市立伊達博物館  編 宇和島市立伊達博物館 1210160881 C    756.6   /ﾌﾞｸﾞﾉ   /        

404 Kyoto experiment：京都国際舞台芸術祭 2021 autumn豊山 佳美  〔ほか〕  編 京都国際舞台芸術祭実行委員会事務局 1210160170 C    770     /ｷｮｳ     /2021    

405 武者小路千家歴代展 安藤 奈々土  編集 官休庵 1210160998 C    791.5   /ﾑｼｬ     /        



所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 16/16ページ
資料区分  ： 洋図

受入日付  ： 2021年10月1日～2021年11月30日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

406 未完成・黄華成 圖像 臺北市立美術館 〔編〕 臺北市立美術館 1260010515 C    702.224 /HUA     /        

407 未完成・黄華成 文稿 臺北市立美術館 〔編〕 〔臺北市立美術館〕 1260010523 C    702.224 /HUA     /        

408 未完成・黄華成 論述 臺北市立美術館 〔編〕 〔臺北市立美術館〕 1260010531 C    702.224 /HUA     /        

409 Ko ko 自然 郭 姿榮  執行編輯 臺北市立美術館 1260010648 C    702.224 /KOK     /        

410 臺北美術獎 臺北市立美術館 〔編〕 臺北市立美術館 1260010630 C    702.224 /TAI     /        

411 白駒過隙山動水行 臺北市立美術館 〔編〕 臺北市立美術館 1260010580 C    702.224 /TIM     /        

412 真真 : 當代超常經驗 臺北市立美術館 〔編〕 臺北市立美術館 1260010622 C    702.224 /TRU     /        

413 Susumu Shingu : Planet of wind and water Galerie Jaeger Bucher Galerie Jaeger Bucher 1260010564 C    719     /SHI     /        

414 Da David a Bonnard 〔edited by〕 FABBRI EDITORI FRANÇOIS FOSSIER 1260010606 C    723.35  /DAD     /        

415 Jasper Johns：drawing over essay by Pepe Karmel Leo Castelli 1260010614 C    723.35  /JOH     /        

416 Theodore Rousseau catalogued by Michel Schulman Salander-OReilly Galleries 1260010572 C    723.35  /ROU     /        

417 Comics, Manga & Co. texted by Eva Schmitt...[et al] Goethe-Institut 1260010598 C    726.1   /COM     /        


