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1 「日本美術の資料に関わる情報発信力の向上のための提言」報告書水谷 長志 編 JALプロジェクト2014「海外日本美術資料専門家 (司書) の招へい・研修・交流事業」実行委員会1110174602      014.7   /ﾐｽﾞﾀ    /2015    

2 博物館の未来を考える 「博物館の未来を考える」刊行会  編 中央公論美術出版 1110174875      069.1   /ﾊｸﾌﾞ    /        

3 神戸市立博物館館蔵品目録 美術の部  24神戸市立博物館  編 神戸市立博物館 1110174628      069.9   /ｺｳﾍﾞ    /24      

4 神戸市立博物館館蔵品目録 考古・歴史の部24神戸市立博物館  編 神戸市立博物館 1110174651      069.9   /ｺｳﾍﾞ    /24      

5 神戸市立博物館館蔵品目録 美術の部  25神戸市立博物館  編 神戸市立博物館 1110174636      069.9   /ｺｳﾍﾞ    /25      

6 神戸市立博物館館蔵品目録 考古・歴史の部25神戸市立博物館  編 神戸市立博物館 1110174669      069.9   /ｺｳﾍﾞ    /25      

7 神戸市立博物館館蔵品目録 美術の部  29神戸市立博物館  編 神戸市立博物館 1110174644      069.9   /ｺｳﾍﾞ    /29      

8 神戸市立博物館館蔵品目録 考古・歴史の部29神戸市立博物館  編 神戸市立博物館 1110174677      069.9   /ｺｳﾍﾞ    /29      

9 神戸市立博物館館蔵品目録 美術の部  36神戸市立博物館  編 神戸市立博物館 1110174719      069.9   /ｺｳﾍﾞ    /36      

10 神戸市立博物館館蔵品目録 考古・歴史の部36神戸市立博物館  編 神戸市立博物館 1110174727      069.9   /ｺｳﾍﾞ    /36      

11 敗戦と占領 栗原 彬  編 岩波書店 1110175104      210.76  /ﾋﾄﾋﾞ    /1       

12 朝鮮の戦争 テッサ・モーリス‐スズキ  編 岩波書店 1110175112      210.76  /ﾋﾄﾋﾞ    /2       

13 六○年安保 栗原 彬  編 岩波書店 1110175120      210.76  /ﾋﾄﾋﾞ    /3       

14 東京オリンピック 刈谷 剛彦  編 岩波書店 1110175138      210.76  /ﾋﾄﾋﾞ    /4       

15 万博と沖縄返還 吉見 俊哉  編 岩波書店 1110175146      210.76  /ﾋﾄﾋﾞ    /5       

16 日本列島改造 杉田 敦  編 岩波書店 1110175153      210.76  /ﾋﾄﾋﾞ    /6       

17 終焉する昭和 杉田 敦  編 岩波書店 1110175161      210.76  /ﾋﾄﾋﾞ    /7       

18 バブル崩壊 苅谷 剛彦  編 岩波書店 1110175179      210.76  /ﾋﾄﾋﾞ    /8       

19 震災前後 栗原 彬  編 岩波書店 1110175187      210.76  /ﾋﾄﾋﾞ    /9       

20 大和の考古学 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館  編 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館 1110174420      216.5   /ﾅﾗｹ     /        

21 神戸ユニバーサル観光ガイド vol.6 神戸ユニバーサルツーリズムセンター 著 ウイングコウベ 1110174453      291.64  /ｺｳﾍﾞ    /6       

22 岡山県立博物館：ジュニア学芸員講座 岡山県立博物館  〔編〕 〔岡山県立博物館〕 1110174578      375.7   /ｵｶﾔ     /        

23 甲南女子学園一〇〇年史 一〇〇周年記念プロジェクトブランディングワーキングチーム記念誌編纂PJ編集チーム  編甲南女子学園 1110174404      377.28  /ｺｳﾅ     /        

24 躍動するインド世界の布 上羽 陽子  編 昭和堂 1110174743      382.25  /ｳｴﾊﾞ    /        

25 東京建築アクセスポイント 和田 菜穂子  著 東京建築アクセスポイント 1110174586      506     /ﾜﾀﾞ     /        

26 ガンプラ開発戦記 猪俣 謙次  著 アスキー・メディアワークス 1110174503      507.9   /ｲﾉﾏ     /        

27 EXPO'70大阪万博の記憶とアート 橋爪 節也  編・著 大阪大学出版会 1110174438      606.9163/ｵｵｻ     /        

28 姫路城西御屋敷跡庭園 姫路市  〔編〕 姫路市 1110174487      629.21  /ﾋﾒｼﾞ    /        

29 近代日本の美術思想 上 今橋 映子  著 白水社 1110175286      701.2   /ｲﾏﾊ     /1       

30 近代日本の美術思想 下 今橋 映子  著 白水社 1110175294      701.2   /ｲﾏﾊ     /2       
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31 日本美術のつくられ方 板倉 聖哲  編 羽鳥書店 1110175088      702.1   /ｲﾀｸ     /        

32 きょうはO.V Omult.Venzer  著・〔作〕 Omult.Venzer 1110174560      702.16  /ｳﾞｪﾝ    /        

33 Born Twice 岡崎 和郎  著・〔作〕 MA2 gallery 1110174511      702.16  /ｵｶｻﾞ    /        

34 現代画壇・美術記者の眼:1960-1980 北村 由雄  著 現代企画室 1110174537      702.16  /ｷﾀﾑ     /        

35 逆流性美術症候群 中村 香織  編 田主丸藝術研究所 1110174412      702.16  /ｻｶｲ     /        

36 日本国際美術展と戦後美術史 山下 晃平  著 創元社 1110174966      702.16  /ﾔﾏｼ     /        

37 城崎国際アートセンター 2019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 1110174461      702.1664/ｷﾉｻ     /2019    

38 城崎国際アートセンター 2019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 1110175278      702.1664/ｷﾉｻ     /2019    

39 在日朝鮮人美術史1945-1962 白 凛  著 明石書店 1110174974      702.21  /ﾍﾟｸ     /        

40 李禹煥：他者との出会い ジルケ・フォン・ベルスヴォルト＝ヴァルラーベ  〔著〕みすず書房 1110175013      702.21  /ﾐｽﾞｻ    /        

41 美術大鑑 2022 ビジョン企画出版社  〔編〕 ビジョン企画出版社 1110174800      703.5   /ﾋﾞｼﾞｭ   /2022    

42 収蔵資料目録 12 香川県立ミュージアム  編 香川県立ミュージアム 1110174701      703.8   /ｶｶﾞﾜ    /12      

43 駿府博物館50周年所蔵名品図録 駿府博物館  編 駿府博物館 1110174446      703.8   /ｽﾝﾌﾟ    /        

44 諸芸術の共生 齋藤稔教授退官記念論文集編集委員会  編 渓水社 1110174883      704     /ｻｲﾄ     /        

45 両義の表現 李 禹煥  著 みすず書房 1110175005      704.9   /ﾘ       /        

46 野外展示はコミュニケーション：コラボレーション アートスペースかおる  〔編〕 〔アートスペースかおる〕 1110174685      706     /ｱｰﾄ     /        

47 株式会社美術年鑑社55周年史 : 1966-2021 美術年鑑社  〔編〕 美術年鑑社 1110174941      706     /ﾋﾞｼﾞｭ   /        

48 Art Laboratory Hashimoto annual report 2018年度 アートラボはしもと  編 アートラボはしもと 1110174610      706.9   /ｱｰﾄ     /2018    

49 Art Laboratory Hashimoto annual report 2018年度 アートラボはしもと  編 アートラボはしもと 1110175252      706.9   /ｱｰﾄ     /2018    

50 豊岡アートシーズン 2021 Toyooka Art Season 事務局  〔編〕 〔Toyooka Art Season 事務局〕 1110174495      706.9   /ﾄﾖｵ     /2021    

51 三菱地所アルティアム exhibitions [VOL.14] 三菱地所アルティアム  編 三菱地所アルティアム 1110174792      706.9   /ﾐﾂﾋﾞ    /14      

52 旅する地域考：alternative 竹内 厚  〔ほか〕編 秋田公立美術大学 1110174529      707     /ｱｷﾀ     /        

53 アーティゾン美術館：ラーニングプログラム 石橋財団アーティゾン美術館教育普及部  編 石橋財団アーティゾン美術館 1110174552      707     /ｲｼﾊﾞ    /        

54 アートのとびら vol.6 国立新美術館教育普及室  編 国立新美術館 1110174735      707.9   /ｺｸﾘ     /6       

55 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報告書第1期 和田 積希  編 京都工芸繊維大学美術工芸資料館 1110174594      709     /ﾜﾀﾞ     /1       

56 文化芸術による共生社会実現に向けた基盤づくり事業 ポケッツ  〔ほか〕  編集 HAPS 1110174867      709.162 /ｴｲﾁ     /        

57 文化芸術による共生社会実現に向けた基盤づくり事業 ポケッツ  〔ほか〕  編集 HAPS 1110175260      709.162 /ｴｲﾁ     /        

58 京都市文化芸術活動再開への挑戦サポート交付金 山本 麻友美  〔ほか〕 編 京都市文化芸術総合相談窓口 1110174693      709.62  /ｷｮｳ     /        

59 MASAYUKI TSUBOTA 小林 公  執筆 Penetrate.ink 1110174909      712.1   /ｺﾊﾞﾔ    /        

60 最上寿之のしごと 椎名 節  編 最上昌子 1110174859      712.1937/ｼｲﾅ     /        
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61 小学生のための「世界の名画」がわかる本 レブン  著 メイツ出版 1110175211      720.2   /ﾚﾌﾞﾝ    /        

62 法隆寺金堂壁画 「法隆寺金堂壁画」刊行会  編 岩波書店 1110175070      721.1   /ﾎｳﾘ     /        

63 板谷家を中心とした江戸幕府御用絵師に関する総合的研究 東京国立博物館  編集 東京国立博物館 1110175351      721.2   /ﾄｳｷ     /        

64 町田久美画集 町田 久美 著 青幻舎 1110174826      721.9   /ﾏﾁﾀﾞ    /        

65 五夜 町田 久美 著 芸術新聞社 1110174834      721.9   /ﾏﾁﾀﾞ    /        

66 李公麟：五馬図 板倉 聖哲  編 羽鳥書店 1110175062      722.25  /ｲﾀｸ     /        

67 ヴィーナス：豊饒なる愛と美の女神 青柳 正規  責任編集・監修 集英社 1110175245      723     /ｱｰﾄ     /1       

68 肖像画：姿とこころ 大髙 保二郎  責任編集 集英社 1110175237      723     /ｱｰﾄ     /2       

69 名画のすごさが見える西洋絵画の鑑賞事典 佐藤 晃子  著 永岡書店 1110175229      723     /ｻﾄｳ     /        

70 出水徹作品集 出水 徹  著・〔画〕 アルテヴァン 1110174925      723.1   /ｲｽﾞﾐ    /        

71 谷原菜摘子 中井 康之  〔ほか〕  執筆 MEM 1110174891      723.1   /ﾅｶｲ     /        

72 366日風景画をめぐる旅 海野 弘  解説・監修 パイインターナショナル 1110175203      723.3   /ｳﾝﾉ     /        

73 写しの力 島尾 新  編 思文閣出版 1110174990      724.9   /ｼﾏｵ     /        

74 Graphic Art ＆ Design Annual 2020 DNP文化振興財団  編 DNP文化振興財団 1110174545      727.087 /ﾃﾞｨｰ    /2020    

75 教えて先生：書のきほん 『墨』編集部  編 芸術新聞社 1110175195      728     /ｽﾐﾍ     /        

76 中国書道史 角井 博  監修 芸術新聞社 1110175021      728.22  /ｶｸｲ     /        

77 明清書道図説 青山 杉雨  編著 二玄社 1110175054      728.225 /ｱｵﾔ     /        

78 落款のてびき 細谷 恵志  著 二玄社 1110175096      728.7   /ﾎｿﾔ     /        

79 寧楽美術館の印章 久米 雅雄  監修 思文閣出版 1110174982      739.087 /ﾈｲﾗ     /        

80 新版：日本村 山田 脩二  著 平凡社 1110174396      748     /ﾔﾏﾀﾞ    /        

81 茶の湯の茶碗 第五巻 樂 直入  責任編集 淡交社 1110174479      751.087 /ﾗｸ      /5       

82 日本の心象：刀剣、風韻、そして海景 杉本 博司  〔ほか〕  執筆 姫路市立美術館 1110174958      756.6   /ﾋﾒｼﾞ    /        

83 生誕120年：文豪川端康成と美のコレクション展 吉増 剛造  〔ほか〕  執筆 姫路市立美術館 1110174933      910.268 /ﾖｼﾏ     /        

84 人生の達人・堀文子の生き方 堀 文子  著 中央公論新社 1110174917      914.6   /ﾎﾘ      /        

85 ズガ・コーサクとクリ・エイト二人展 GoAya  編 Citygallery 2320 1210161459 C    702.16  /ｽﾞｶﾞ    /        

86 中国書道文化辞典 西林 昭一  著 柳原出版 1110175047 R    728.22  /ﾆｼﾊﾞ    /        

87 日本映画作品大事典 山根 貞男  編 三省堂 1110175039 R    778.21  /ﾔﾏﾈ     /        
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88 The Renaissance restored 〔Editor〕：Matthew Hayes Getty Conservation Institute 1160019293      702.05  /HAY     /        

89 Contemporary Korean art 〔edited by〕Joan Kee University of Minnesota Press 1160019319      702.21  /KEE     /        

90 威尼斯雙年展台灣館回顧 ：1995-2007 陳 淑鈴  主編 臺北市立美術館 1160019277      702.224 /CHE     /        

91 Blinky Palermo Christine Mehring Yale University Press 1160019285      702.34  /MEH     /        

92 Models of Integrity Joan Kee, autor University of California Press 1160019301      702.53  /KEE     /        

93 Still life in photography 〔edited by〕Paul Martineau J. Paul Getty Museum 1160019269      748     /MAR     /        
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94 アートカード★チャレンジ 白木 ゆう美  〔ほか〕  編 福島県立美術館 1210161764 C    375.7   /ｱｰﾄ     /        

95 アートカード★チャレンジ 白木 ゆう美  〔ほか〕  編 福島県立美術館 1210162408 C    375.7   /ｱｰﾄ     /        

96 アイヌのくらし 北海道博物館  編 アイヌ民族文化財団 1210161590 C    389     /ｱｲﾇ     /        

97 かたちが語るとき 遠藤 秀平  〔ほか〕  監修 日本建築設計学会 1210161566 C    520.87  /ｶﾀﾁ     /        

98 マルセル・デュシャンを立体的に視る 藤本 由紀夫  編 国立国際美術館 1210161939 C    700     /ｱｰﾄ     /1       

99 phono／graph：音・文字・グラフィック phono／graph  編 国立国際美術館 1210161947 C    700     /ｱｰﾄ     /2       

100 コマ：回転と重力 藤本 由紀夫  編 国立国際美術館 1210161954 C    700     /ｱｰﾄ     /3       

101 あさごアートコンペティション 2014 第3回 あさご芸術の森美術館  〔編〕 あさご芸術の森美術館 1210162150 C    702.16  /ｱｻｺﾞ    /2014    

102 あさごアートコンペティション 2021 第9回 あさご芸術の森美術館  〔編〕 あさご芸術の森美術館 1210161707 C    702.16  /ｱｻｺﾞ    /2021    

103 石塚源太：荒木由香里 岐阜県現代陶芸美術館  編集 岐阜県現代陶芸美術館 1210162432 C    702.16  /ｲｼｽﾞ    /        

104 藤原千也展 北網圏北見文化センター美術館 編 北網圏北見文化センター美術館 1210162200 C    702.16  /ｴﾇﾋﾟ    /10      

105 岡田卓也展 北網圏北見文化センター美術館 編 北網圏北見文化センター美術館 1210162176 C    702.16  /ｴﾇﾋﾟ    /3       

106 野又圭司展 北網圏北見文化センター美術館 編 北網圏北見文化センター美術館 1210162184 C    702.16  /ｴﾇﾋﾟ    /4       

107 會田千夏展 北網圏北見文化センター美術館 編 北網圏北見文化センター美術館 1210162192 C    702.16  /ｴﾇﾋﾟ    /9       

108 HOME：TOWN 太田市美術館・図書館  編 太田市美術館・図書館 1210162705 C    702.16  /ｵｵﾀ     /        

109 山本麻紀子 山本 麻紀子  〔作〕 水戸芸術館現代美術センター 1210162135 C    702.16  /ｸﾘﾃ     /84      

110 友政麻理子 友政 麻理子  〔作〕 水戸芸術館現代美術センター 1210162143 C    702.16  /ｸﾘﾃ     /85      

111 北林加奈子 北林 加奈子  〔作〕 水戸芸術館現代美術センター 1210162028 C    702.16  /ｸﾘﾃ     /94      

112 早川祐太 早川 祐太  〔作〕 水戸芸術館現代美術センター 1210162010 C    702.16  /ｸﾘﾃ     /95      

113 偶然と、必然と、 アーツ千代田3331  編 アーツ千代田3331 1210161541 C    702.16  /ｸﾞｳｾﾞ   /        

114 CASA PROJECT CASA PROJECT 〔作〕 府中市美術館 1210162036 C    702.16  /ｺｳｶ     /58      

115 古川タクの実験工房 古川 タク 〔作〕 府中市美術館 1210162044 C    702.16  /ｺｳｶ     /59      

116 石田尚志 石田 尚志 〔作〕 府中市美術館 1210162051 C    702.16  /ｺｳｶ     /60      

117 書架Lab. 書架 Lab. 〔作〕 府中市美術館 1210162069 C    702.16  /ｺｳｶ     /61      

118 池田光宏 池田 光宏 〔作〕 府中市美術館 1210162077 C    702.16  /ｺｳｶ     /62      

119 髙山陽介 髙山 陽介 〔作〕 府中市美術館 1210162085 C    702.16  /ｺｳｶ     /66      

120 谷山恭子 谷山 恭子 〔作〕 府中市美術館 1210162093 C    702.16  /ｺｳｶ     /68      

121 風間サチコ 風間 サチコ 〔作〕 府中市美術館 1210162101 C    702.16  /ｺｳｶ     /69      

122 狩野哲郎 狩野 哲郎 〔作〕 府中市美術館 1210162119 C    702.16  /ｺｳｶ     /70      

123 原倫太郎 原 倫太郎 〔作〕 府中市美術館 1210162127 C    702.16  /ｺｳｶ     /71      
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124 大小島真木 大小島 真木 〔作〕 府中市美術館 1210161855 C    702.16  /ｺｳｶ     /72      

125 金田実生 金田 実生 〔作〕 府中市美術館 1210161863 C    702.16  /ｺｳｶ     /73      

126 原田郁 原田 郁 〔作〕 府中市美術館 1210161871 C    702.16  /ｺｳｶ     /75      

127 山口啓介 山口 啓介 〔作〕 府中市美術館 1210161889 C    702.16  /ｺｳｶ     /76      

128 高嶋英男 高嶋 英男 〔作〕 府中市美術館 1210161897 C    702.16  /ｺｳｶ     /77      

129 児玉幸子 児玉 幸子 〔作〕 府中市美術館 1210161905 C    702.16  /ｺｳｶ     /78      

130 L PACK. L PACK. 〔作〕 府中市美術館 1210161921 C    702.16  /ｺｳｶ     /80      

131 鈴木淳夫 鈴木 淳夫  〔作〕 Tezukayama gallery 1210161715 C    702.16  /ｽｽﾞｷ    /        

132 STARS展 森美術館  編 美術出版社 1210162663 C    702.16  /ｽﾀｰ     /        

133 築山 有城 築山 有城 〔作〕 Tezukayama gallery 1210161749 C    702.16  /ﾂｷﾔ     /        

134 Nishimura gallery：40th anniversary exhibition アート・マスター・キー  〔ほか〕  編 西村画廊 1210161525 C    702.16  /ﾆｼﾑ     /        

135 40年プラス アート・マスター・キー  〔ほか〕  編 西村画廊 1210161533 C    702.16  /ﾆｼﾑ     /        

136 西村画廊45周年記念展 アート・マスター・キー  〔ほか〕  編 西村画廊 1210161673 C    702.16  /ﾆｼﾑ     /        

137 林智子：虹の再織 林 智子  執筆・翻訳・〔作〕 西枝財団事務所 1210161426 C    702.16  /ﾊﾔｼ     /        

138 ビジュツカンノススメ 工藤 香澄  編・執筆 横須賀美術館 1210161442 C    702.16  /ﾋﾞｼﾞｭ   /        

139 二つの円環 岡山県天神山文化プラザ  〔編〕 〔岡山県天神山文化プラザ〕 1210162697 C    702.16  /ﾌﾀﾂ     /        

140 M式「海の幸」 森村 泰昌  執筆・〔作〕 石橋財団アーティゾン美術館 1210161483 C    702.16  /ﾓﾘﾑ     /        

141 庄内の美術家たち 〔静止画資料〕 11-15 鶴岡アートフォーラム 編 鶴岡アートフォーラム 1210161962 C    702.1925/ｼﾖｳ     /        

142 アートの今・岡山 2021 岡山県天神山文化プラザ  編 「アートの今・岡山」展実行委員会 1210162382 C    702.197 /ｱｰﾄ     /2021    

143 「八雲立つ…」展パンフレット 島根県立美術館  編集・執筆 八雲立つ展実行委員会 1210162424 C    702.1973/ﾔｸﾓ     /        

144 ボイス＋パレルモ 豊田市美術館  〔ほか〕  編集 マイブックサービス 1210162739 C    702.34  /ﾎﾞｲｽ    /        

145 いとをかし 宮内庁三の丸尚蔵館  〔編〕 宮内庁三の丸尚蔵館 1210161632 C    703.8   /ｲﾄｵ     /        

146 Steps ahead 新畑 泰秀  〔ほか〕  編集 石橋財団アーティゾン美術館 1210161491 C    703.8   /ｽﾃｯ     /        

147 高岡市美術館創立70周年記念プレ企画展 宝田 陽子  編・執筆 高岡市美術館 1210162234 C    703.8   /ﾀｶｵ     /        

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 1210161657 C    706     /ｷﾞｬﾗ    /        

149 Art meets 03 今井 朋  編 アーツ前橋 1210162390 C    706.9   /ｱｰﾄ     /3       

150 高浜利也：Community on the move @Azono 高浜 利也  〔ほか〕  執筆 姫路市立美術館 1210162457 C    706.9   /ﾀｶﾊ     /        

151 託された思い 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 1210162317 C    706.9   /ﾀｸｻ     /        

152 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1210162242 C    706.9   /ﾄｰｷ     /2021    

153 韓日現代美術同行展 2021（第17回）韓日現代美術作家會  〔編〕 〔韓日現代美術作家會〕 1210161681 C    708.7   /ｶﾝﾆ     /2021    
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154 ギフト展 高鍋町美術館  〔編〕 高鍋町美術館 1210161558 C    708.7   /ｷﾞﾌﾄ    /        

155 中原悌二郎賞 第39回（2015）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 1210162333 C    710.87  /ﾅｶﾊ     /39      

156 大分アジア彫刻展 第15回 大分アジア彫刻展実行委員会  〔編〕 大分アジア彫刻展実行委員会 1210162341 C    712.1   /ｵｵｲ     /15      

157 三沢厚彦 三沢 厚彦 〔作〕 府中市美術館 1210161913 C    712.1   /ｺｳｶ     /79      

158 生誕100年：建畠覚造展 伊藤 匡  編 福島県立美術館 1210161756 C    712.1   /ﾀﾃﾊ     /        

159 マリノ・マリーニの彫刻と版画 賀川 恭子  執筆 アーティゾン美術館 1210161616 C    712.37  /ﾏﾘﾉ     /        

160 木彫フォークアート・おおや 第27回 木彫フォークアートおおや実行委員会  編 養父市 1210162655 C    713.087 /ﾓｸﾁ     /27      

161 冨長敦也 武居 利史  編 府中市美術館 1210161848 C    714     /ｺｳｶ     /74      

162 シェル美術賞展 2021 DNPアートコニュニケーションズ  編 出光興産 1210162648 C    720.87  /ｼｪﾙ     /2021    

163 清荒神と鉄斎 富岡鉄斎  〔画〕 〔鉄斎美術館〕 1210161970 C    721.7   /ｷﾖｼ     /        

164 鉄斎と帝室技芸員の作家たち 富岡鉄斎  〔画〕 〔鉄斎美術館〕 1210161988 C    721.7   /ﾃｯｻ     /        

165 鉄斎と祭礼図 富岡鉄斎  〔画〕 〔鉄斎美術館〕 1210161996 C    721.7   /ﾃｯｻ     /        

166 蓮月と鉄斎 富岡鉄斎  〔画〕 〔鉄斎美術館〕 1210162002 C    721.7   /ﾚﾝｹﾞ    /        

167 誰でも画はかける 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 1210162283 C    721.9   /ﾀﾞﾚﾃﾞ   /        

168 美の宝庫 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 1210162291 C    721.9   /ﾋﾞﾉﾎ    /        

169 松岡映丘展 福崎町立柳田國男・松岡家記念館  編 福崎町教育委員会 1210161509 C    721.9   /ﾏﾂｵ     /        

170 山下摩起をめぐる画家たち 西宮市大谷記念美術館  〔編〕 西宮市大谷記念美術館 1210162259 C    721.9   /ﾔﾏｼ     /        

171 井上直 井上 直  〔画〕 art space kimura ASK? 1210161582 C    723.1   /ｲﾉｳ     /        

172 牛島憲之展 永善堂画廊  〔編〕 〔永善堂画廊〕 1210162440 C    723.1   /ｳｼｼﾞ    /        

173 岡田三郎助と女性画家たち 佐賀県立美術館  編 佐賀県立美術館 1210161640 C    723.1   /ｵｶﾀﾞ    /        

174 香月泰男展 宮城県美術館  〔ほか〕  編 インディペンデント 1210162713 C    723.1   /ｶｽﾞｷ    /        

175 記憶の海へ 真鍋 祐子  〔ほか〕  編・執筆 「富山妙子の芸術と思想」研究会 1210162689 C    723.1   /ｷｵｸ     /        

176 子どものころ 徳島県立近代美術館  編 徳島県立近代美術館 1210162416 C    723.1   /ｺﾄﾞﾓ    /        

177 子どものころ 徳島県立近代美術館  編 徳島県立近代美術館 1210162630 C    723.1   /ｺﾄﾞﾓ    /        

178 独立展：出品目録：入選者名簿：会員名簿 第88回 独立美術協会  編 独立美術協会 1210161723 C    723.1   /ﾄﾞｸﾘ    /88      

179 独立展 第88回 独立美術協会  編集 独立美術協会 1210161731 C    723.1   /ﾄﾞｸﾘ    /88      

180 西田藤夫展 フジヰ画廊  〔編〕 フジヰ画廊 1210161574 C    723.1   /ﾆｼﾀﾞ    /        

181 大谷の図 上野の森美術館  編 上野の森美術館 1210162721 C    723.1   /ﾋﾗﾏ     /        

182 ペインタリネス 2007 ギャラリー白  〔編〕 ギャラリー白 1210162358 C    723.1   /ﾍﾟｲﾝ    /2007    

183 ペインタリネス 2012 ギャラリー白  〔編〕 ギャラリー白 1210162374 C    723.1   /ﾍﾟｲﾝ    /2012    
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184 横尾忠則の恐怖の館 山本 淳夫  編 横尾忠則現代美術館 1210161475 C    723.1   /ﾖｺｵ     /        

185 横尾忠則の恐怖の館 山本 淳夫  編 横尾忠則現代美術館 1210162622 C    723.1   /ﾖｺｵ     /        

186 空間に生きる画家猪熊弦一郎 香川県立ミュージアム  編 香川県立ミュージアム 1210162614 C    723.1087/ｸｳｶ     /        

187 李禹煥 スタンリー・N・アンダーソン  翻訳 横浜美術館 1210162671 C    723.21  /ﾘ       /        

188 デュフィ展 西武美術館  編 西武美術館 1210162168 C    723.35  /ﾃﾞｭﾌ    /        

189 ポーラ美術館の印象派コレクション展 Bunkamuraザ・ミュージアム  編 TBSテレビ 1210161830 C    723.35  /ﾎﾟｰﾗ    /        

190 井口古今堂と近代大阪 大阪市立美術館  編 大阪市立美術館 1210161822 C    724.9   /ｲｸﾞﾁ    /        

191 挿絵本にみる20世紀フランスとワイン 黒澤 美子  執筆 アーティゾン美術館 1210161624 C    726.5   /ｻｼｴ     /        

192 新デザインへの渇望 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 1210161665 C    727     /ｼﾝﾃﾞ    /        

193 80's 岐阜現代美術財団  編 岐阜現代美術財団 1210162267 C    728.21  /ｼﾉﾀﾞ    /        

194 當代中國書法名家作品展 第二屆 馬 逸雲  編輯 〔出版者不明〕 1210162218 C    728.22  /ﾄｳﾀﾞ    /        

195 秋岡美帆展 三重県立美術館  〔編〕 〔三重県立美術館〕 1210161780 C    748     /ｱｷｵ     /        

196 アネケ・ヒーマン&クミ・ヒロイ、潮田登久子、片山真理、春木麻衣子、細倉真弓、そして、あなたの視点板垣 美香  編集 資生堂 1210161608 C    748     /ｱﾈｹ     /        

197 京都が、KOGEIする 京都工芸美術作家協会  編 京都府 1210161418 C    750     /ｷｮｳ     /        

198 荒川豊藏と加藤唐九郎 唐澤 昌宏  監修 NHK中部ブレーンズ 1210162226 C    751.1   /ｱﾗｶ     /        

199 久米みどり展 久米 みどり  〔作〕 茨城県陶芸美術館 1210161806 C    751.1   /ｸﾒ      /        

200 薩摩の陶と刀 岐阜県美術館  編 岐阜県美術館 1210161434 C    751.1   /ｻﾂﾏ     /        

201 シンプルなかたち 茨城県陶芸美術館  〔編〕 茨城県陶芸美術館 1210161814 C    751.1   /ｼﾝﾌﾟ    /        

202 Ceramic site 2015 ギャラリー白  編 ギャラリー白 1210162366 C    751.1   /ｾﾗﾐ     /2015    

203 ゾクッとするリアリズム 茨城県陶芸美術館  〔編〕 茨城県陶芸美術館 1210161798 C    751.1   /ｿﾞｸｯ    /        

204 チャレンジ★やよい人！ 尼崎市立歴史博物館田能資料館  〔編〕 〔尼崎市立歴史博物館田能資料館〕 1210161772 C    751.4   /ﾁｬﾚ     /        

205 加藤萌：漆芸展 夢二郷土美術館  〔ほか〕 執筆・編集 夢二郷土美術館 1210161467 C    752     /ｶﾄｳ     /        

206 現代の織 Ⅴ 三谷 渉  編 田辺市立美術館 1210161517 C    753.3   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /5       

207 武者小路実篤と映画 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 1210161699 C    778.2   /ﾑｼｬ     /        

208 「画道精進」 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 1210162325 C    910.268 /ｶﾞﾄﾞｳ   /        

209 手紙に見る実篤への思い 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 1210162275 C    910.268 /ﾃｶﾞﾐ    /        

210 父・実篤の周辺で 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 1210162309 C    916.268 /ﾁﾁｻ     /        
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211 Femmes annees 50 éditions HAZAN HAZAN 1260010697 C    702.16  /FEM     /        

212 Dansaekhwa with Lee Ufan Editor：Yongwoo Lee Kukje Gallery 1260010689 C    702.21  /DAN     /        

213 台灣現當代女性藝術五部曲 雷 逸婷  策劃編輯 臺北市立美術館 1260010671 C    702.224 /LEI     /        

214 倫敦超當代設計展 方 美晶  執行編輯 臺北市立美術館 1260010713 C    702.33  /SUP     /        

215 時空敘事 蕭 淑文  編輯 臺北市立美術館 1260010655 C    702.353 /ENT     /        

216 丁雄泉回顧展 臺北市立美術館 〔編〕 臺北市立美術館 1260010663 C    723.224 /DIN     /        

217 黄銘昌 : 一方心田 臺北市立美術館 〔編〕 臺北市立美術館 1260010705 C    723.224 /HUA     /        

218 尤利安・羅斬費爾徳 臺北市立美術館 1260010721 C    778.4   /ROS     /        


