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No. 資料名
1 地域歴史文化継承ガイドブック
2 全国史料ネット研究交流集会in仙台報告書

第7回

著者名

出版者

資料コード

天野 真志 〔ほか〕 編

文学通信

1110176342

請求記号
014.6 /ｱﾏﾉ

/

第7回全国史料ネット研究交流集会実行委員会
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」
編
1110176425
014.6 /ｾﾞﾝｺ /7

3 北海道開拓記念館

北海道開拓記念館 編

北海道開拓記念館

1110175922

069.6 /ﾎｯｶ

/木村S

4 ジャーナリズムと写真：2006

「ジャーナリズムと写真」研究会 編

別府研究室（日本大学法学部新聞学科）

1110170121

070.17 /ﾍﾞｯﾌﾟ /木村S

5 抜萃のつづり

その81

熊平製作所 〔編〕

熊平製作所

1110175468

159

/ｸﾏﾋ

/81

6 抜萃のつづり

その81

熊平製作所 〔編〕

熊平製作所

1110175781

159

/ｸﾏﾋ

/81

7 山片蟠桃賞の軌跡

大阪府生活文化部文化課 編

大阪府生活文化部文化課

1110172127

210

/ｵｵｻ

/木村S

8 フゴッペ洞窟・岩面刻画の総合的研究

小川 勝 〔編〕

〔出版者不明〕

1110172648

210.02 /ｵｶﾞﾜ

/

9 想：十年を振り返って

岸和田市 編

岸和田市

1110170634

210.025 /ｷｼﾜ

/木村S

10 コレクション・モダン都市文化

第80巻

和田 博文 監修

ゆまに書房

1110176078

213.6 /ｺﾚｸ

/80

11 コレクション・モダン都市文化

第81巻

和田 博文 監修

ゆまに書房

1110176086

213.6 /ｺﾚｸ

/81

12 コレクション・モダン都市文化

第82巻

和田 博文 監修

ゆまに書房

1110176094

213.6 /ｺﾚｸ

/82

13 コレクション・モダン都市文化

第83巻

和田 博文 監修

ゆまに書房

1110176102

213.6 /ｺﾚｸ

/83

14 コレクション・モダン都市文化

第84巻

和田 博文 監修

ゆまに書房

1110176110

213.6 /ｺﾚｸ

/84

15 コレクション・モダン都市文化

第85巻

和田 博文 監修

ゆまに書房

1110176128

213.6 /ｺﾚｸ

/85

16 コレクション・モダン都市文化

第86巻

和田 博文 監修

ゆまに書房

1110176136

213.6 /ｺﾚｸ

/86

17 コレクション・モダン都市文化

第87巻

和田 博文 監修

ゆまに書房

1110176144

213.6 /ｺﾚｸ

/87

18 コレクション・モダン都市文化

第88巻

和田 博文 監修

ゆまに書房

1110176151

213.6 /ｺﾚｸ

/88

19 コレクション・モダン都市文化

第89巻

和田 博文 監修

ゆまに書房

1110176169

213.6 /ｺﾚｸ

/89

20 コレクション・モダン都市文化

第90巻

和田 博文 監修

ゆまに書房

1110176177

213.6 /ｺﾚｸ

/90

21 コレクション・モダン都市文化

第91巻

和田 博文 監修

ゆまに書房

1110176185

213.6 /ｺﾚｸ

/91

吹田市立博物館 編集

吹田市立博物館

22 吹田の絵図集
23 播磨六箇寺の研究

Ⅲ

24 もっとすばらしい芦屋へ

1110176458

216.3 /ｽｲﾀ

/

大手前大学史学研究所 「寺院・城館と地域社会に関する総合的研究」プロジェクト
大手前大学史学研究所
編

1110176433

216.4 /ｵｵﾃ

/3

山田 崇雄 著

〔出版者不明〕

1110170543

216.4 /ﾔﾏﾀﾞ

/木村S

25 鞠智城と古代社会

第1号

熊本県教育委員会 編

熊本県教育委員会

1110176219

219.4 /ｸﾏﾓ

/2012

26 北京圖書館藏中國歴代石刻拓本滙編

101

北京圖書館金石組 編

中州古籍出版社

1110175526

222.02 /BEI

/101

27 エジプト：写真は伝え、切手が物語る

松本 弥 著

弥呂久

1110170667

242

/木村S

28 おおさかアート・アイ

大阪府教育センター 編

大阪府教育センター

1110171863

291.63 /ｵｵｻ

/木村S

29 おおさかアート・アイ

大阪府教育センター 編

大阪府教育センター

1110174263

291.63 /ｵｵｻ

/木村S

30 自然の美

写真集「自然の美」編集委員会 編

大阪府公園協会

1110170501

291.63 /ｼｬｼ

/木村S

/ﾏﾂﾓ
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31 中国旅行記

滝本 裕造 著

京都ベートーヴェン研究所

1110171038

292.09 /ﾀｷﾓ

32 議会主義との決別

反議会戦線 〔編〕

黒田寛一後援会

1110176409

314.1 /ﾊﾝｷﾞ

/

33 大阪市制100周年記念

トーワクリエイティブ 編

大阪市市長室

1110170642

318.2 /ﾄｰﾜ

/木村S

34 大阪21世紀計画・新グランドデザイン

大阪21世紀協会 編

大阪21世紀協会

1110170519

318.7 /ｵｵｻ

/木村S

35 都市美への提言

恒成 一訓 編

総合デザイナー協会

1110171111

318.7 /ﾂﾈﾅ

/木村S

大阪21世紀協会 編

大阪21世紀協会

1110171756

318.763 /ｵｵｻ

37 新しい絵あそび

沢野井 信夫 著

創元社

1110172754

375.72 /ｻﾜﾉ

/木村S

38 震災復興の記録

大手前女子大学入試広報部 編

大手前女子学園

1110170626

377.28 /ｵｵﾃ

/木村S

森 信 〔ほか〕 編

多摩美術大学

1110176573

377.28 /ﾀﾏﾋﾞ

/木村S

40 掌の中の宇宙

西村 陽平 編

偕成社

1110170139

378.1 /ﾆｼﾑ

/木村S

41 ジャパンエスニシズム

京都芸術短期大学「楽」編集室 編

京都芸術短期大学「楽」編集室

1110172614

382.1 /ｷﾖｳ

/木村S

42 祈りと祝祭の国

新免 光比呂 著

淡交社

1110171764

382.391 /ｼﾝﾒ

/木村S

43 長浜曳山まつり

鳳凰山若連中 〔編〕

鳳凰山若連中

1110175930

386.161 /ﾎｳｵ

/木村S

44 ユーゴスラビア国立民族舞踊団「コロー」

郷民族舞踏研究所 〔編〕

〔郷民族舞踏研究所〕

1110174248

386.8393/ｺﾞｳ

/木村S

45 緑の森の一角獣座：若林奮

ユミコ チバ アソシエイツ 編

ユミコ チバ アソシエイツ

1110175450

443.8 /ﾜｶﾊﾞ

/木村S

46 やわらぎ：大阪・まちの色

大阪市都市工学情報センター 編

大阪市計画局計画部地域計画課

1110170659

518.8 /ｵｵｻ

/木村S

47 府営公園の今昔

大阪府公園・都市緑化協会 編

大阪府土木部公園課

1110174362

518.85 /ｵｵｻ

/木村S

48 ポストバブルの建築家展

石坂 美樹 編

Echelle-1

1110175484

520.87 /ﾎﾟｽﾄ

/

49 レーザーと未来社会

大阪大学 〔編〕

三田出版会

1110174305

549.95 /ｵｵｻ

/木村S

50 暮しをデザインする

朝日新聞社学芸部 編

中外書房

1110171889

590

/ｱｻﾋ

/木村S

51 衣服の色

山崎 勝弘 著

光生館

1110175427

593

/ﾔﾏｻﾞ

/木村S

36 大阪21世紀計画グランドデザイン

39 Faculty：多摩美術大学教員プロフィール

52 御堂筋パレード公式写真集

第3次

1994

2000

請求記号
/木村S

/木村S

大阪21世紀協会 〔編〕

大阪21世紀協会

1110174750

601.163 /ｵｵｻ

53 大阪城博覧会 : 大阪築城400年まつり

大阪21世紀協会 〔編〕

〔大阪21世紀協会〕

1110169651

606.9 /ｵｵｻ

/木村S

/木村S

54 人類の進歩と調和

日本万国博覧会十周年記念誌発行委員会 編
産業新潮社

1110175401

606.9 /ﾆﾎﾝ

/木村S

55 パンジャーブにおける「緑の革命」

広島大学総合地誌研究資料室 〔編〕

広島大学文学部総合地誌研究資料室

1110171665

612.254 /ｲｼﾀﾞ

/木村S

56 船と歴史のミュージアムなにわの海の時空館

なにわの海の時空館 編

なにわの海の時空館

1110169644

683.21 /ﾅﾆﾜ

/木村S

57 A MESSAGE FROM "SPACE M"

毎日放送 〔編〕

毎日放送

1110175807

699

/ﾏｲﾆ

58 芸術家

阿部 知二 〔ほか〕 責任編集

勁草書房

1110176367

701

/ｹﾞﾝﾀﾞ /2

59 権力と芸術

阿部 知二 〔ほか〕 責任編集

勁草書房

1110176375

701

/ｹﾞﾝﾀﾞ /5

60 現代芸術の理論

阿部 知二 〔ほか〕 責任編集

勁草書房

1110176383

701

/ｹﾞﾝﾀﾞ /6

/木村S
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61 今日の芸術

阿部 知二 〔ほか〕 責任編集

勁草書房

1110176391

701

62 エステティカ

望月 登美子 著

文化出版局

1110171624

701.1 /ﾓﾁｽﾞ

/木村S

63 藤原洋次郎

藤原 洋次郎 〔編・作〕

〔藤原 洋次郎〕

1110171814

702.07 /ﾌｼﾞﾜ

/木村S

64 六道の思想と美術

佐々木 丞平 編集代表

仏教美術研究上野記念財団助成研究会

1110176516

702.098 /ﾌﾞﾂｷ

/木村S

65 摂関期にみる美術の諸相

西上 実 編集代表

仏教美術研究上野記念財団助成研究会

1110176532

702.137 /ﾌﾞﾂｷ

/木村S

66 現代美術：和風のこころみ

いろは 〔編〕

〔いろは〕

1110174818

702.16 /ｲﾛﾊ

/木村S

67 ゴトウ・シュウ：形象

ゴトウ・シュウ 〔編・作〕

〔ギャラリー山口〕

1110175849

702.16 /ｺﾞﾄｳ

/木村S

68 SHOZO SHIMAMOTO NETWORKING

嶋本 昭三 著

アートスペース

1110174255

702.16 /ｼﾏﾓ

/木村S

69 角谷恭子－ビオスとゾーエーのあいだ

角谷 恭子 〔編・作〕

角谷恭子

1110170071

702.16 /ｽﾐﾀ

/木村S

国際交流美術史研究会 〔編〕

国際交流美術史研究会

1110172655

702.2 /ｺｸｻ

/木村S

71 東洋美術史における西と東

国際交流美術史研究会 〔編〕

国際交流美術史研究会

1110175914

702.2 /ｺｸｻ

/木村S

72 東洋美術における風俗表現

国際交流美術史研究会 〔編〕

国際交流美術史研究会

1110176540

702.2 /ｺｸｻ

/木村S

73 東南アジアリサーチ紀行

小川 希 著

アーツカウンシル東京

1110175823

702.23 /ｵｶﾞﾜ

/

74 ユーラシアとアフリカ

柳 宗玄 〔ほか〕 著

新潮社

1110172119

702.4 /ｼﾝﾁ

/木村S

75 竹喬美術館名品百選

笠岡市立竹喬美術館 編

笠岡市立竹喬美術館

1110175476

703.8 /ｶｻｵ

/

国立西洋美術館学芸課 編

国立西洋美術館

1110169701

703.8 /ｺｸﾘ

/木村S

兵庫陶芸美術館 編

兵庫陶芸美術館

1110176565

703.8 /ﾋｮｳ

/

70 国際交流美術史研究会シンポジアム

76 国立西洋美術館名作選

第13回

[2006]

77 赤木清士コレクション目録

請求記号
/ｹﾞﾝﾀﾞ /7

78 Inter Design

'91 Shimane,日本文化デザインフォーラム事務局
Japan
編

日本文化デザインフォーラム事務局

1110171897

704

/ﾆﾎﾝ

/1991

79 Inter Design

'88 Kumano, 日本文化デザイン会議事務局
Japan
編

日本文化デザイン会議事務局

1110175328

704

/ﾆﾎﾝ

/木村S

80 財団法人大阪府文化振興財団 : 概要

大阪府文化振興財団 〔編〕

大阪府文化振興財団

1110171871

706

/ｵｵｻ

/木村S

81 10年の軌跡

Group Freedom 〔編〕

〔Group Freedom〕

1110172143

706

/ｸﾞﾙｰ

/木村S

82 植田正治写真美術館

1

植田正治写真美術館 編

植田正治写真美術財団

1110175435

706.9 /ｳｴﾀﾞ

83 ZENBI

Vol.21

全国美術館会議広報委員会 編

全国美術館会議

1110176466

706.9 /ｾﾞ

/木村S

84 北海道立釧路芸術館事業記録

2013-2017 北海道立釧路芸術館 編

北海道立釧路芸術館

1110176490

706.9 /ﾎｯｶ

/2013-201
/木村S

/21

85 北海道立近代美術館

北海道立近代美術館 〔編〕

北海道立近代美術館

1110174297

706.9 /ﾎｯｶ

86 三重県立美術館

三重県立美術館 〔編〕

〔三重県立美術館〕

1110174214

706.9 /ﾐｴ

浜田市世界こども美術館 〔ほか〕 編

浜田市世界こども美術館

1110175518

707.9 /ﾊﾏﾀﾞ

/17

88 地域は舞台 : サントリー地域文化賞二十年の歩み

サントリー文化財団 編

サントリー文化財団

1110171046

709.1 /ｻﾝﾄ

/木村S

89 企業と美術

田中 裕二 著

法政大学出版局

1110176235

709.1 /ﾀﾅｶ

/

東京国立博物館 編

東京国立博物館

1110175492

709.1 /ﾄｳｷ

/21

87 浜田こどもアンデパンダン展

90 東京国立博物館文化財修理報告

第17回

21

/木村S
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91 小樽の文化財

小樽市教育委員会 編

小樽市教育委員会

1110175948

709.117 /ｵﾀﾙ

92 SNOWPROJECT'98

厚地 正信 〔編・作〕

〔厚地正信〕

1110174776

710

/ｱﾂﾁ

/木村S

93 ダン・ゲレ・ウォベ

ギャラリーかんかん 〔編〕

〔ギャラリーかんかん〕

1110175864

711.9 /ｶﾝｶ

/木村S

94 彫刻の歴史

アントニー・ゴームリー 著

東京書籍

1110176250

712

/

95 山根顕一作品集

市場 晃 〔ほか〕 編

二紀会大阪支部

1110171848

712.1 /ｲﾁﾊﾞ

/木村S

96 後藤比奈夫x河口龍夫

河口龍夫 編

後藤比奈夫先生句碑建立会

1110175872

712.1 /ｶﾜｸﾞ

/木村S

97 Kobayashi Rikuichiro

小林 陸一郎 〔作〕

〔出版者不明〕

1110171061

712.1 /ｺﾊﾞﾔ

/木村S

98 杉村孝作品集

杉村孝 〔作〕

〔出版者不明〕

1110175393

712.1 /ｽｷﾞﾑ

/木村S

99 Keisho Takano

高野 佳昌 〔編・作〕

〔高野佳昌〕

1110170097

712.1 /ﾀｶﾉ

/木村S

100 Nagare : Recent sculpture

ナガレスタジオ 編

〔ナガレスタジオ〕

1110169669

712.1 /ﾅｶﾞﾚ

/木村S

101 わたしのゆめ

兵庫県立こどもの館 〔編〕

兵庫県立こどもの館

1110176193

712.1 /ﾋｮｳ

/

102 松本雄治

松本 雄治 〔編・作〕

〔松本雄治アトリエ〕

1110175419

712.1 /ﾏﾂﾓ

/木村S

103 オーギュストロダン

富永 惣一 監修

読売新聞社

1110175708

712.35 /ﾛﾀﾞﾝ

/

104 谷口真紀

谷口 真紀 〔編・作〕

〔出版者不明〕

1110173158

715

/ﾀﾆｸﾞ

/木村S

105 TAMURA KAZUHIRO

田村 一博 〔編・作〕

〔出版者不明〕

1110175385

715

/ﾀﾑﾗ

/木村S

106 宇宙曼荼羅

村上 炳人 〔編・作〕

村上炳人

1110175377

715

/ﾑﾗｶ

/木村S

107 小曽根環：作品集

小曽根 環 〔編・作〕

〔出版者不明〕

1110176474

719

/ｵｿﾞﾈ

/

/ｺﾞｰﾑ

/木村S

108 校訂：原本：古画備考

第1巻

古画備考研究会 編

思文閣出版

1110176292

721.028 /ｺｶﾞﾋﾞ /1

109 校訂：原本：古画備考

第2巻

古画備考研究会 編

思文閣出版

1110176300

721.028 /ｺｶﾞﾋﾞ /2

110 校訂：原本：古画備考

第3巻

古画備考研究会 編

思文閣出版

1110176318

721.028 /ｺｶﾞﾋﾞ /3

111 校訂：原本：古画備考

第4巻

古画備考研究会 編

思文閣出版

1110176326

721.028 /ｺｶﾞﾋﾞ /4

112 校訂：原本：古画備考

第5巻

古画備考研究会 編

思文閣出版

1110176334

721.028 /ｺｶﾞﾋﾞ /5

113 清華作品集

川辺 清華 著・〔書〕

清華作品集刊行会

1110171053

721.3 /ｶﾜﾍﾞ

/木村S

114 平松輝子

宇フォーラム 〔編〕

〔宇フォーラム〕

1110172523

721.3 /ﾋﾗﾏ

/木村S

115 奉山しまなみ画集

松本 奉山 〔著・画〕

日本藝術研究会

1110171855

721.3 /ﾏﾂﾓ

/木村S

116 竹田名蹟大圖誌：決定版

上輯

田能村 竹田 〔画〕

便利堂

1110175732

721.7 /ﾄｶﾞﾘ

/1

117 竹田名蹟大圖誌：決定版

下輯

田能村 竹田 〔画〕

便利堂

1110175740

721.7 /ﾄｶﾞﾘ

/2

118 田能村竹田基本画譜

図版篇

宗像 健一 編著

思文閣出版

1110175682

721.7 /ﾑﾅｶ

/1

119 田能村竹田基本画譜

解説篇

宗像 健一 編著

思文閣出版

1110175690

721.7 /ﾑﾅｶ

/2

120 田谷香園水墨画随筆集

第4巻

田谷 香園 著・〔画〕

京都書院

1110171152

721.9 /ﾀﾔ

/木村S
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121 和高節二

広島県立美術館 〔ほか〕 〔編〕

広島県立美術館

1110175765

721.9 /ﾋﾛｼ

/4

122 象徴と寓意：見えないもののメッセージ

伊藤 博明 責任編集

集英社

1110176037

723

/ｱｰﾄ

/10

123 風景画：自然との対話と共感

山梨 俊夫 責任編集

集英社

1110176029

723

/ｱｰﾄ

/3

124 宗教画：聖なるものへの祈り

小池 寿子 責任編集

集英社

1110176011

723

/ｱｰﾄ

/4

125 ヌード：かぐわしき夢

中野 京子 責任編集・監修

集英社

1110175963

723

/ｱｰﾄ

/5

126 静物画：静かな物への愛着

木島 俊介 責任編集

集英社

1110176003

723

/ｱｰﾄ

/6

127 風俗画：日常へのまなざし

高橋 明也 責任編集

集英社

1110175997

723

/ｱｰﾄ

/7

128 歴史画：人間のものがたり

高橋 達史 責任編集

集英社

1110175989

723

/ｱｰﾄ

/8

129 神話と物語：創造の玉手箱

諸川 春樹 責任編集

集英社

1110175971

723

/ｱｰﾄ

/9

130 石井武夫作品集

石井 武夫 〔編・画〕

芳山明

1110170568

723.1 /ｲｼｲ

/木村S

石井 武夫 〔編・画〕

生活の友社

1110170618

723.1 /ｲｼｲ

/木村S

132 岸本吉弘：垂直性の周辺

川田 都樹子 テキスト

〔岸本吉弘〕

1110176482

723.1 /ｷｼﾓ

/

133 仲辻妙子

仲辻 妙子 [編]

仲辻妙子

1110174289

723.1 /ﾅｶﾂ

/木村S

134 中村孝平作品集

尾崎 眞人 監修

中村孝平

1110171103

723.1 /ﾅｶﾑ

/木村S

135 中村孝平

中村 孝平 〔編・画〕

〔出版社不明〕

1110171145

723.1 /ﾅｶﾑ

/木村S

136 鍋井克之

鍋井 克之 著・〔画〕

梅田画廊

1110175500

723.1 /ﾅﾍﾞｲ

/

137 鍋井克之

鍋井 克之 著・〔画〕

梅田画廊

1110175773

723.1 /ﾅﾍﾞｲ

/

138 野村久之：1958－1999

野村 久之 著・〔画〕

野村久之作品集刊行委員会

1110172622

723.1 /ﾉﾑﾗ

/木村S

139 Gift Yuichi Hirano

平子 雄一 著・〔作〕

美術出版デザインセンター

1110175799

723.1 /ﾋﾗｺ

/

140 366日物語のある絵画

海野 弘 解説・監修

パイインターナショナル

1110176045

723.3 /ｳﾝﾉ

/

141 366日絵のなかの部屋をめぐる旅

海野 弘 解説・監修

パイインターナショナル

1110176052

723.3 /ｳﾝﾉ

/

142 366日絵画でめぐるファッション史

海野 弘 解説・監修

パイインターナショナル

1110176060

723.3 /ｳﾝﾉ

/

143 フランシス・ベーコン：感覚の論理学

ジル・ドゥルーズ 著

河出書房新社

1110176276

723.33 /ﾄﾞｩﾙ

/

144 評伝ゲルハルト・リヒター

ディートマー・エルガー 著

美術出版社

1110176268

723.34 /ｴﾙｶﾞ

/

145 クレー

パウル・クレー 〔著・作〕

美術出版社

1110175716

723.345 /ｸﾚｰ

/

146 ポール・クレー

勝見 勝 訳編

三笠書房

1110175724

723.345 /ｸﾚｰ

/

147 ぼくはヨハネス・フェルメール

林 綾野 作

講談社

1110176227

723.359 /ﾊﾔｼ

/

148 MiRO：ART WORKS

Gallery Nakatsumi 〔編〕

〔Gallery Nakatsumi〕

1110176557

723.36 /ｷﾞｬﾗ

/木村S

149 エル・グレコ没後400年記念：公開シンポジウム議事録

吉川 貴子 〔ほか〕 編

エル・グレコシンポジウム事務局

1110170089

723.36 /ｸﾞﾚｺ

/木村S

150 日本画の技法

大下 正男 編

美術出版社

1110173281

724.1 /ｵｵｼ

/木村S

131 石井武夫作品集

2
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151 サンダリーノ

新宮 晋 作

BL出版

1110176417

726.6 /ｼﾝｸﾞ

152 田中一光グラフィックアート

Ikko Tanaka Design Studio 〔編〕

〔出版者不明〕

1110174370

727.087 /ｲｯｺ

/木村S

153 田中一光グラフィックアート

Ikko Tanaka Design Studio 〔編〕

〔出版者不明〕

1110174784

727.087 /ｲｯｺ

/木村S

154 書学論纂

杉村 邦彦 著

知泉書館

1110176243

728.04 /ｽｷﾞﾑ

/

青山 杉雨 〔ほか〕 編

毎日新聞社

1110174271

728.08 /ｱｵﾔ

/木村S

156 呉譲之の書画篆刻

謙慎書道会 編

二玄社

1110175633

728.2 /ｹﾝｼ

/

157 天平写経とその周辺

佐々木 丞平 編集代表

仏教美術研究上野記念財団助成研究会

1110176524

728.2 /ﾌﾞﾂｷ

/木村S

158 山本廣1993-94の作品

山本廣 [作]

山本廣

1110174222

728.21 /ﾔﾏﾓ

/木村S

159 何紹基の書法

浅見 錦龍 編

二玄社

1110175658

728.22 /ｱｻﾐ

/

160 西泠八家の書画篆刻

謙慎書道会 編

二玄社

1110175641

728.226 /ｹﾝｼ

/

161 松丸東魚蒐集印譜解題

高山 節也 著

二玄社

1110175674

739

多木 浩二 編・〔著〕

田畑書店

1110176359

740.4 /ﾀｷ

〔 日本写真家協会 〕

1110176581

740.6 /ﾆﾎﾝ

/2022

古家弥知夫

1110173034

748

/ﾌﾙﾔ

/木村S

吉田 功 〔編・撮影〕

エイムプレス

1110175831

748

/ﾖｼﾀﾞ

/

155 入門毎日書道講座

2

162 まずたしからしさの世界をすてろ
163 公益社団法人日本写真家協会会員名簿

2022～2023 〔日本写真家協会 編〕

164 実猟紀州犬写真集
165 象

請求記号

/ﾀｶﾔ

/

/
/

166 Ceramic arts

1

大塚オーミ陶業 編

大塚オーミ陶業

1110175369

751.1 /ｵｵﾂ

/木村S

167 関西窯業の近代

Ⅱ

大手前大学史学研究所 編

大手前大学史学研究所

1110176441

751.1 /ｵｵﾃ

/

168 鯉江良二作品集

鯉江 良二 〔編・作〕

名鉄百貨店

1110175906

751.1 /ｺｲｴ

/木村S

169 大阪の四季まつり

日本交通文化協会 〔編〕

〔日本交通文化協会〕

1110175856

751.1 /ﾆﾎﾝ

/木村S

170 柳原睦夫

柳原 睦夫 著・〔作〕

京都書院

1110170493

751.1 /ﾔﾅｷﾞ

/木村S

171 玉村咏

そめこうげい攸 〔編〕

そめこうげい攸

1110175898

753

/ﾀﾏﾑ

/木村S

172 布によるクリエイション

椿 操 〔編・作〕

〔椿操〕

1110171830

753

/ﾂﾊﾞｷ

/木村S

173 Teruyoshi YOSHIDA

吉田 晃良 〔編・作〕

〔出版者不明〕

1110175443

753

/ﾖｼﾀﾞ

/木村S

174 小袖

遠山記念館 編

遠山記念館

1110174230

753.8 /ﾄｵﾔ

/木村S

175 絞の花

藤本 巧 編

草土社

1110175955

753.8 /ﾌｼﾞﾓ

/木村S

176 国際デザイン・コンペティション報告書

第1回

国際デザイン交流協会 編

国際デザイン交流協会

1110175302

757

/ｺｸｻ

/木村S

177 国際デザイン・コンペティション報告書

第2回

国際デザイン交流協会 編

国際デザイン交流協会

1110175310

757

/ｺｸｻ

/木村S

178 国際デザイン・シンポジウム

'83

国際デザイン交流協会事業第2部 編

国際デザイン交流協会

1110175336

757

/ｺｸｻ

/木村S

179 国際デザイン・フェスティバル

第4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

1110175344

757

/ｺｸｻ

/木村S

河尻 享一 著

朝日新聞出版

1110176284

757.021 /ｶﾜｼﾞ

180 Timeless

/
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181 日本のこころ

日本郷土玩具博物館 〔著〕

遺芳文化財団

1110174768

759.9 /ﾆﾎﾝ

182 柴田南雄の宇宙

東京コンサーツ 編

サントリー音楽財団

1110175815

762.1 /ﾄｳｷ

/木村S

183 オペラ：新しい舞台空間の創造

門馬 直美 編

サントリー音楽財団

1110174206

766.1 /ｶﾄﾞﾏ

/木村S

184 楽器の尺八

谷村 晃 〔ほか〕 監修

東京音楽社

1110174164

768.15 /ﾅｲﾄ

/木村S

185 アルビン・エイリー・アメリカン・ダンス・シアター

日本文化財団 編

日本文化財団

1110172135

769.53 /ﾆﾎﾝ

/木村S

186 能『西宮』

能「西宮」を謡おう！実行委員会 〔編〕

能「西宮」を謡おう！実行委員会

1110176201

773.2964/ﾉｳ

/

187 メリケン・シアター

月刊神戸っ子・シネマガイド 編

映画記念碑を建てる会

1110174388

778.09 /ｺｳﾍﾞ

/木村S

188 日本茶道史

西堀 一三 著

創元社

1110175880

791.2 /ﾆｼﾎ

/木村S

189 万葉集・古今和歌集・新古今和歌集：解釈の基礎

吉田 輝二 著

研数書院

1110176508

817.5 /ﾖｼﾀﾞ

/木村S

190 櫻茂りて

榎倉 香邨 著

書道新聞社

1110174842

911.368 /ｴﾉｸ

/木村S

/木村S

191 青木正児全集

第一巻

青木 正児 著

春秋社

1110175534

920.8 /ｱｵｷ

/1

192 青木正児全集

第十巻

青木 正児 著

春秋社

1110175575

920.8 /ｱｵｷ

/10

193 青木正児全集

第二巻

青木 正児 著

春秋社

1110175542

920.8 /ｱｵｷ

/2

194 青木正児全集

第三巻

青木 正児 著

春秋社

1110175559

920.8 /ｱｵｷ

/3

195 青木正児全集

第四巻

青木 正児 著

春秋社

1110175567

920.8 /ｱｵｷ

/4

196 青木正児全集

第五巻

青木 正児 著

春秋社

1110175583

920.8 /ｱｵｷ

/5

197 青木正児全集

第六巻

青木 正児 著

春秋社

1110175591

920.8 /ｱｵｷ

/6

198 青木正児全集

第七巻

青木 正児 著

春秋社

1110175609

920.8 /ｱｵｷ

/7

199 青木正児全集

第八巻

青木 正児 著

春秋社

1110175617

920.8 /ｱｵｷ

/8

200 青木正児全集

第九巻

青木 正児 著

春秋社

1110175625

920.8 /ｱｵｷ

/9

288.1 /ｷｮｳ

/

201 京都市姓氏歴史人物大辞典

京都市姓氏歴史人物大辞典編纂委員会 編 角川書店

1110175666 R
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202 Chinese art

valume Ⅰ

By Stephen W. Bushell

His Majesty's Stationery Office

1160019335

702.22 /BUS

203 從傳遞觀念到促進互動：博物館的學習空間

2011

臺北市立美術館 〔編〕

臺北市立美術館

1160019400

707

204 白龍山人王震書畫大觀

一

國泰美術館 編著

國泰美術館

1160019376

722.26 /CAT

/1

205 白龍山人王震書畫大觀

二

國泰美術館 編著

國泰美術館

1160019384

722.26 /CAT

/2

206 白龍山人王震書畫大觀

三

國泰美術館 編著

國泰美術館

1160019392

722.26 /CAT

/3

207 Miró

〔Editor〕:Jacques Dupin

Harry N. Abrams

1160019327

723.36 /DUP

/

208 Picasso

text by Hélène Parmelin

Harry N. Abrams

1160019343

723.36 /PAR

/

209 陳鴻壽

王 冬梅 主编

中國書店

1160019350

728.22 /CHE

/

210 陳鴻壽：隸書選

趙 宏 主编

中國書店

1160019368

728.22 /CHE

/

/TAI

/1
/2011
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211 三菱の至宝展

三菱一号館美術館 〔ほか〕 編

三菱創業150周年記念三菱の至宝展運営委員会
1210163893

212 船橋展

大阪府立弥生文化博物館 編

大阪府立弥生文化博物館

1210159933 C

210.2 /ﾌﾅﾊ

/木村S

213 よみがえる極彩色壁画

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

1210163851 C

210.32 /ﾖﾐｶﾞ

/

214 東京に生きた縄文人

東京都江戸東京博物館 編集

TOTO出版

1210163000 C

213.602 /ﾄｳｷ

215 浅野家とその時代

赤穂市立歴史博物館 編

赤穂市立歴史博物館

1210162945 C

216.4 /ｱｻﾉ

/

216 自然の恵みをもとめた古代人

北海道開拓記念館 編

北海道職員互助会

1210163471 C

382.1 /ｼｾﾞﾝ

/木村S

217 ファッションインジャパン1945-2020

島根県立石見美術館 編集

青幻舎

1210163125 C

383.1 /ﾌｧｯ

/

218 自転車のある風景

徳島県立近代美術館 執筆

Art Planning Rey Inc.

1210163752 C

536.86 /ｼﾞﾃﾝ

/

219 Walls & bridges

東京都美術館 編

東京都美術館

1210163729 C

702.07 /ｳｫｰ

/

220 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

1210163786 C

702.07 /ﾄﾗｲ

/

221 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

1210163380 C

702.07 /ﾐﾆﾏ

/兵美

222 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

1210163398 C

702.07 /ﾐﾆﾏ

/兵美

223 ほとけさまのお花 : 蓮

奈良国立博物館 編

奈良国立博物館

1210159461 C

702.098 /ﾎﾄｹ

/木村S

224 大ヴァチカン展

大ヴァチカン展実行委員会 編

大ヴァチカン展実行委員会

1210157994 C

702.099 /ﾀﾞｲｳﾞ /木村S

225 和歌山と皇室

宮内庁三の丸尚蔵館 編集

文化庁

1210163190 C

702.1 /ﾜｶﾔ

/

226 大江戸の華

東京都江戸東京博物館 編集・執筆

東京都江戸東京博物館

1210163034 C

702.15 /ｵｵｴ

/

227 美男におわす

埼玉県立近代美術館 編

青幻舎

1210164008 C

702.15 /ﾋﾞﾅﾝ

/

228 安藤岬：作品

安藤 岬 編・〔作〕

彩壺堂

1210156913 C

702.16 /ｱﾝﾄﾞ

/木村S

229 Everyday life：わたしは生まれなおしている

大内 曜 編・執筆

東京都美術館

1210163984 C

702.16 /ｴﾌﾞﾘ

/

230 O Jun棚田康司：鬩

伊丹市立美術館 編集

伊丹市立美術館

1210163760 C

702.16 /ｵｰ

/

231 kenjiro okazaki

Ando Gallery 〔編〕

〔Ando Gallery〕

1210162903 C

702.16 /ｵｶｻﾞ

/木村S

232 岡部昌生展

佐藤 佳巳 〔ほか〕 編

コンテンポラリー・アート・ギャラリー・ロフト

1210159321 C

702.16 /ｵｶﾍﾞ

/木村S

233 勝又豊子展

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

1210161277 C

702.16 /ｶﾂﾏ

/木村S

234 北山善夫

北山善夫 〔作〕

〔桜画廊〕

1210158745 C

702.16 /ｷﾀﾔ

/木村S

235 北山善夫展

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

1210162598 C

702.16 /ｷﾀﾔ

/木村S

236 Ge 特別展画集

木村 嘉子 〔ほか〕編

ABCギャラリー

1210162846 C

702.16 /ｹﾞｰ

/木村S

神戸市民文化振興財団 〔編〕

〔神戸市民文化振興財団〕

1210162580 C

702.16 /ｺｳﾍﾞ

/木村S

冨澤 治子 編集・執筆

熊本市現代美術館

1210162937 C

702.16 /ｺﾜｲ

/

星 晃 〔ほか〕 編

CAF.N協会

1210163653 C

702.16 /ｼｰｴ

/2021

Toru Kuranuki 〔ほか〕 〔編〕

ギャラリーKURANUKI

1210161384 C

702.16 /ｾｷｸﾞ

/木村S

237 KOBE現代美術展

11

238 こわいな!恐怖の美術館
239 CAF.Nebula展
240 ATSUHITO SEKIGUCHI

2021

資料コード

請求記号
706.9 /ﾐﾂﾋﾞ

/

/
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241 田中隆博

ギャラリーαM 〔編〕

〔ギャラリーαM〕

1210159487 C

702.16 /ﾀﾅｶ

/木村S

242 大・タイガー立石展

埼玉県近代美術館 〔ほか〕編

千葉市美術館

1210163638 C

702.16 /ﾀﾞｲﾀ

/

243 中井克巳：1967-1985

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〕

1210163372 C

702.16 /ﾅｶｲ

/木村S

光の記憶展実行委員会 〔編〕

〔光の記憶展実行委員会〕

1210162838 C

702.16 /ﾋｶﾘ

/木村S

ルナミ画廊 〔編〕

ルナミ画廊

1210162531 C

702.16 /ﾋﾗﾊﾞ

/木村S

244 光の記憶

’96

245 平林薫

請求記号

246 Satoshi Hirose

BookⅠ

廣瀬 智央 執筆・〔作〕

トゥルーリングクリエイティブ事業部

1210163166 C

702.16 /ﾋﾛｾ

/1

247 Satoshi Hirose

BookⅡ

廣瀬 智央 執筆・〔作〕

トゥルーリングクリエイティブ事業部

1210163174 C

702.16 /ﾋﾛｾ

/2

248 TSUYOSHI MAEKAWA

Memory's Gallery 〔編〕

〔Memory's Gallery〕

1210158109 C

702.16 /ﾏｴｶ

/木村S

249 矢萩喜從郎：新しく世界に関与する方法

矢萩 喜從郎 執筆

神奈川県立近代美術館

1210163596 C

702.16 /ﾔﾊｷﾞ

/

250 Beyond Gutai：1957-2009

ラッズギャラリー 〔編〕

ラッズギャラリー

1210160758 C

702.16 /ﾔﾏｻﾞ

/木村S

251 翏国際美術展

現代美術翏 〔編〕

〔現代美術翏〕

1210160642 C

702.16 /ﾘｭｳ

/木村S

252 Lunami-Selection

ルナミ画廊 〔編〕

ルナミ画廊

1210162515 C

702.16 /ﾙﾅﾐ

/木村S

253 きのくにの宗教美術

和歌山県立博物館 編

和歌山県立博物館

1210163208 C

702.166 /ｷﾉｸ

/

254 きのくにの名宝

和歌山県立博物館 編

和歌山県立博物館

1210163018 C

702.1966/ｷﾉｸ

/

255 Today's Korean Painting

「アジアの世紀のはじまりにPartⅡ-韓国画の現在」展実行委員会
〔「アジアの世紀のはじまりにPartⅡ-韓国画の現在」展実行委員会〕
〔編〕
1210162754 C 702.21 /ｱｼﾞｱ

256 マルセル・ハルドゥング展

'92

7th exhibition関西ドイツ文化センター 〔編〕

257 現代美術・その先駆者たちと現在

/木村S

関西ドイツ文化センター

1210159867 C

702.34 /ﾏﾙｾ

/木村S

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

1210160659 C

703.8 /ｹﾞﾝﾀﾞ /木村S

258 モダンアート展

第31回

モダンアート協会 編

モダンアート協会

1210163356 C

703.8 /ﾓﾀﾞﾝ

/木村S

259 ART TODAY 1987

1987

軽井沢高輪美術館 編

軽井沢高輪美術館

1210163588 C

706.9 /ｱｰﾄ

/1987

260 エンバ賞美術展

第11回

植野芸術研究所 〔編〕

植野芸術研究所

1210160733 C

706.9 /ｴﾝﾊﾞ

/木村S

261 エンバ賞美術展

第15回

植野アジア芸術文化振興財団 〔編〕

植野アジア芸術文化振興財団

1210160741 C

706.9 /ｴﾝﾊﾞ

/木村S

262 コレクションのあゆみ : 1952-2002

東京国立近代美術館 〔ほか〕 編

東京国立近代美術館

1210157085 C

706.9 /ｺﾚｸ

/木村S

263 小もの展

早稲田大学會津八一記念博物館 編集

早稲田大学會津八一記念博物館

1210163182 C

707.9 /ｺﾓﾉ

/

264 Italo Scanga

Bryan Ohno Gallery 編

Bryan Ohno Gallery

1260010341 C

708.7 /SCA

/木村S

265 アート・ナウ

'88

兵庫県立近代美術館 編

兵庫県立近代美術館

1210161392 C

708.7 /ｱ-ﾄ

266 大阪現代アートフェアー 第9回

9

現代美術画廊の会 編

現代美術画廊の会

1210162465 C

708.7 /ｵｵｻ

/木村S

267 大阪芸術大学卒業制作展 第26回

26

大阪芸術大学 〔編〕

〔大阪芸術大学〕

1210162549 C

708.7 /ｵｵｻ

/木村S

268 沖縄県立芸術大学：退官記念展

沖縄県立芸術大学附属図書・芸術資料館 〔編〕
〔沖縄県立芸術大学附属図書・芸術資料館〕 1210161285 C

708.7 /ｵｷﾅ

/木村S

269 川口軌外展

梅田近代美術館 編

梅田近代美術館

1210159297 C

708.7 /ｶﾜｸﾞ

/木村S

新芸術協会 〔編〕

新芸術協会

1210159842 C

708.7 /ｼﾝｹﾞ

/木村S

270 新芸術関西支部展

第3回

/木村S
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271 新芸術関西支部展

第3回

新芸術協会 〔編〕

新芸術協会

1210160550 C

708.7 /ｼﾝｹﾞ

/木村S

272 第三文明展

第14回

富士美術館 編

富士美術館

1210162762 C

708.7 /ﾀﾞｲｻ

/木村S

273 東京藝術大学卒業・修了制作作品集

令和3年度(2022)
東京藝術大学美術学部 編

東京藝術大学美術学部

1210163521 C

708.7 /ﾄｳｷ

/2022

274 東京展

第47回（2021年）
東京展美術協会 編

東京展美術協会

1210163109 C

708.7 /ﾄｳｷ

/47

275 とやまの作家展

'82

高岡市立美術館 〔編〕

高岡市立美術館

1210161269 C

708.7 /ﾄﾔﾏ

/木村S

276 独楽の会

第3回

独楽の会 〔編〕

独楽の会

1210163455 C

708.7 /ﾄﾞｸｶﾞ /木村S

277 Domani・明日展

2021

林 洋子 監修

文化庁

1210163224 C

708.7 /ﾄﾞﾏｰ

/2021

278 タッチング2002

鎌田 恵務 編

touching2002実行委員会

1210156921 C

710

/木村S

279 動物彫刻：縄文から現代

サントリー美術館 〔編〕

サントリー美術館

1210157036 C

710.87 /ﾄﾞｳﾌﾞ /木村S

280 中原悌二郎賞

中原悌二郎賞10回記念展実行委員会 〔編〕 中原悌二郎賞10回記念展実行委員会

1210159347 C

710.87 /ﾅｶﾊ

/木村S

荒川隆 編

横浜彫刻展実行委員会事務局

1210158661 C

710.87 /ﾖｺﾊ

/木村S

282 伊藤利彦 : 箱の中の空

パラミタミュージアム 編

パラミタミュージアム

1210155733 C

711.80 /ｲﾄｳ

/木村S

283 イサム・ノグチ展

カサハラ画廊 〔編〕

カサハラ画廊

1210159958 C

712.1 /ｲｻﾑ

/木村S

284 清水九兵衛展

minami gallery 〔編〕

minami gallery

1210159834 C

712.1 /ｷﾖﾐ

/木村S

285 国島征二

桜画廊 〔編〕

〔桜画廊〕

1210159503 C

712.1 /ｸﾆｼ

/木村S

286 TUES 2000：時間の記憶

彫刻の森美術館 〔ほか〕編

彫刻の森美術館

1210162929 C

712.1 /ﾃｨｰ

/木村S

287 福岡道雄展

カサハラ画廊 〔編〕

カサハラ画廊

1210161368 C

712.1 /ﾌｸｵ

/木村S

札幌彫刻美術館 〔編〕

〔札幌彫刻美術館〕

1210162895 C

712.1 /ﾎﾝｺﾞ

/木村S

289 沈文燮展カタログ

加藤 義夫 〔ほか〕 編

児玉画廊

1210161400 C

712.21 /ｼﾝ

/木村S

290 Niki de Saint Phalle exhibition

Space Niki 〔編〕

Space Niki

1210160774 C

712.35 /ｻﾝﾌ

/木村S

291 クーバッハ―ヴィルムゼン 彫刻展

山木美術 〔ほか〕編

山木美術 ギャラリー新居 伽藍洞ギャラリー ギャラリーヤマキ
1210160626 C

714.08 /ｸ-ﾊﾞ

/木村S

292 篠田 守男

桜画廊 〔編〕

Morio Shinoda

1210158455 C

715

/ｼﾉﾀﾞ

/木村S

293 ゼロ・ヒガシダ展

現代彫刻センター 編

現代彫刻センター

1210158505 C

715

/ｾﾞﾛ

/木村S

294 篠田守男：subconscious

碌山美術館 〔編〕

碌山美術館

1210163042 C

715.021 /ｼﾉﾀﾞ

/

295 川上喜三郎展：2001

現代彫刻センター 編

三菱地所

1210157192 C

715.087 /ｶﾜｶ

/木村S

296 エコロジカル・コンテキスト

P3 Art and Environment 〔ほか〕 企画

1996年エコロジカル・コンテキスト実行委員会

1210162861 C

719

/ｲｿﾍﾞ

/木村S

297 杉浦美佐緒

ラ・フェニーチェ 〔編〕

〔ラ・フェニーチェ〕

1210163323 C

719

/ｽｷﾞｳ

/木村S

298 HOME from SKY

バードハウスプロジェクト実行委員会 編

バードハウスプロジェクト実行委員会

1210162606 C

719

/ﾎｰﾑ

/木村S

299 椎原保展

ギャラリーヤマグチ 〔編〕

ギャラリーヤマグチ

1210159339 C

719.087 /ｼｲﾊ

/木村S

300 十一屋コレクションの名品

平林 彰 編

山梨県立美術館

1210163141 C

721.02 /ｼﾞﾕｳ

/

281 横浜彫刻展

288 本郷新賞

'91

第8回

/ﾀｯﾁ
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301 一遍聖絵

奈良国立博物館 編

奈良国立博物館

1210160592 C

721.2 /ｲｯﾍﾟ

/木村S

302 和歌・王朝文化へのいざない

思文閣美術館 〔編〕

〔思文閣美術館〕

1210163497 C

721.2 /ﾜｶ

/木村S

303 小倉浩二： Panña art

小倉 浩二 〔編・画〕

〔出版者不明〕

1210158117 C

721.3 /ｵｸﾞﾗ

/木村S

304 曽我蕭白

愛知県美術館 編

曽我蕭白展実行委員会

1210163661 C

721.3 /ｿｶﾞ

/

305 曽我蕭白展

三重県立美術館 編

三重県立美術館

1210157119 C

721.3 /ｿｶﾞ

/木村S

306 江戸と上毛を彩る画人たち

群馬県立近代美術館 編

群馬県立近代美術館

1210163505 C

721.7 /ｴﾄﾞﾄ

/

307 きのくにの三画人

田辺市立美術館 編

田辺市立美術館

1210163026 C

721.7 /ｷﾉｸ

/

308 大雅と蕪村

名古屋市博物館 編

「大雅と蕪村」実行委員会

1210163059 C

721.7 /ﾀｲｶﾞ

/

309 美しい日本の四季

鹿児島市立美術館 〔編〕

〔鹿児島市立美術館〕

1210155931 C

721.9 /ｳﾂｸ

/木村S

310 榊原始更遺作展

榊原始更後援会 編・監修

〔榊原始更後援会〕

1210157077 C

721.9 /ｻｶｷ

/木村S

311 鉄斎 : 没後90年

出光美術館 編

出光美術館

1210162978 C

721.9 /ﾃｯｻ

/

312 東丘社35回展

東丘社 〔編〕

東丘社

1210159875 C

721.9 /ﾄｳｷ

/木村S

313 鍋島紀雄展

清春白樺美術館 〔編〕

清春白樺美術館

1210163950 C

721.9 /ﾅﾍﾞｼ

/木村S

314 日本画のゆくえ

橋本 慎司 企画・構成・編集

栃木県立美術館

1210163117 C

721.9 /ﾆﾎﾝ

/

315 心境

大丸松坂屋百貨店 〔編〕

大丸松坂屋百貨店

1210163687 C

721.9 /ﾊｾｶﾞ

/

日本経済新聞社 編

日本経済新聞社

1210164016 C

721.9 /ﾋｶﾞｼ

/8

317 菱田春草

飯田市美術博物館 編集

飯田市美術博物館

1210163448 C

721.9 /ﾋｼﾀﾞ

/

318 李庚水墨画展

李 庚 〔画〕

〔思文閣ロイヤル画廊〕

1210158489 C

722.27 /ﾘｺｳ

/木村S

319 上田薫とリアルな絵画

茨城県近代美術館 〔ほか〕 編集・執筆

茨城県近代美術館

1210163281 C

723.07 /ｳｴﾀﾞ

/

320 朝比奈逸人・長沢秀之

ギャラリーヤマグチ 〔編〕

ギャラリーヤマグチ

1210160501 C

723.1 /ｱｻﾋ

/木村S

321 五十嵐彰雄展

ギャラリーヤマグチ 〔編〕

〔ギャラリーヤマグチ〕

1210161244 C

723.1 /ｲｶﾞﾗ

/木村S

316 東山魁夷記念日経日本画大賞展

322 泉茂

35

請求記号

第8回

番画廊

1210160519 C

723.1 /ｲｽﾞﾐ

/木村S

323 井上俊郎個展

井上 俊郎 〔編・画〕

〔資生堂ギャラリー〕

1210163299 C

723.1 /ｲﾉｳ

/木村S

324 今井俊満展

東京日仏学院 〔編〕

〔東京日仏学院〕

1210163968 C

723.1 /ｲﾏｲ

/木村S

325 上田薫展

横須賀美術館 〔ほか〕 〔企画・編集〕

横須賀美術館

1210163992 C

723.1 /ｳｴﾀﾞ

/

326 上前智祐

Gallery 無有 〔編〕

Gallery 無有

1210158711 C

723.1 /ｳｴﾏ

/木村S

名鉄百貨店 〔編〕

名鉄百貨店

1210158513 C

723.1 /ｳｼﾀﾞ

/木村S

328 奥谷博：無窮へ

神奈川県立近代美術館 〔ほか〕編

求龍堂

1210163604 C

723.1 /ｵｸﾀ

/

329 貝殻旅行

三岸 太郎 〔ほか〕 執筆

産経新聞社

1210162994 C

723.1 /ｶｲｶﾞ

/

330 加賀美勣個展

加賀美 勣 〔編・画〕

〔出版者不明〕

1210162473 C

723.1 /ｶｶﾞﾐ

/木村S

327 滞仏16年：牛田淳巳個展

1972-1975 番画廊 〔編〕

第2回
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中島 啓子 編

安田火災美術財団

1210157044 C

723.1 /ｶｻｲ

/木村S

大丸梅田店 〔編〕

ひかり工房

1210160584 C

723.1 /ｶﾄｳ

/木村S

近代日本美術協会展画集委員会 〔編〕

近代日本美術協会展画集委員会

1210163646 C

723.1 /ｷﾝﾀﾞ

/48

334 小林孝亘：ものとこころ

荻田 徳稔 編

西村画廊

1210162986 C

723.1 /ｺﾊﾞﾔ

/

335 小林孝亘

久保木 祥子 編

西村画廊

1210163067 C

723.1 /ｺﾊﾞﾔ

/

336 小林孝亘

西村画廊 編

アート・マスター・キー

1210163075 C

723.1 /ｺﾊﾞﾔ

/

337 小林孝亘：夢見る2秒前

西村画廊 編集・翻訳

アート・マスター・キー

1210163083 C

723.1 /ｺﾊﾞﾔ

/

338 小林孝亘：Bangkok

西村画廊 編集

西村画廊

1210163091 C

723.1 /ｺﾊﾞﾔ

/

339 小林孝亘:私たちを夢見る夢

鎌田 恵理子 編

青幻社

1210163711 C

723.1 /ｺﾊﾞﾔ

/

340 小林孝亘

西村画廊 編

アート・マスター・キー

1210163802 C

723.1 /ｺﾊﾞﾔ

/

341 小林孝亘

久保木 祥子 編

西村画廊

1210163810 C

723.1 /ｺﾊﾞﾔ

/

342 小林孝亘：夏の月

アート・マスター・キー 編

西村画廊

1210163828 C

723.1 /ｺﾊﾞﾔ

/

343 小林孝亘：夢見る2秒前

西村画廊 編集・翻訳

アート・マスター・キー

1210163836 C

723.1 /ｺﾊﾞﾔ

/

344 小林孝亘：ものとこころ

荻田 徳稔 編

西村画廊

1210163844 C

723.1 /ｺﾊﾞﾔ

/

345 Takayoshi Sakabe：exhibition

西武百貨店 〔編〕

〔西武百貨店〕

1210159479 C

723.1 /ｻｶﾍﾞ

/木村S

346 霜鳥之彦遺作展

霜鳥之彦遺作展実行委員会 編

〔出版者不明〕

1210162820 C

723.1 /ｼﾓﾄ

/木村S

347 白石由子展

カサハラ画廊 〔編〕

カサハラ画廊

1210161376 C

723.1 /ｼﾗｲ

/木村S

348 白髪一雄展

朝日新聞社 〔編〕

京阪ギャラリー・オブ・アーツ・アンド・サイエンス

1210159859 C

723.1 /ｼﾗｶﾞ

/木村S

白銅鞮画廊 編

白銅鞮画廊

1210158679 C

723.1 /ｽﾀﾞ

/木村S

350 須田剋太展図録

朝日新聞東京本社企画第1部 編

朝日新聞東京本社

1210159925 C

723.1 /ｽﾀﾞ

/木村S

351 須田剋太1959-1960作品展

星野画廊 〔編〕

星野画廊

1210162770 C

723.1 /ｽﾀﾞ

/木村S

352 セントラル’86展

セントラル’86展事務局 〔編〕

〔セントラル’86展事務局〕

1210161251 C

723.1 /ｾﾝﾄ

/木村S

353 セントラル'85展

セントラル'85展事務局 〔編〕

〔セントラル'85展事務局〕

1210163364 C

723.1 /ｾﾝﾄ

/木村S

354 高橋甲子男作品集

ムラカミヤスコ事務所 編

ムラカミヤスコ事務所

1210159453 C

723.1 /ﾀｶﾊ

/木村S

355 武谷大介

風童門 〔編〕

〔風童門〕

1210158562 C

723.1 /ﾀｹﾔ

/木村S

356 特集展示：辰野登恵子：愛でられた抽象

宇都宮美術館 編集

宇都宮美術館

1210163620 C

723.1 /ﾀﾂﾉ

/

357 谷川晃一新作展

ギャラリー新居 〔編〕

ギャラリー新居

1210157150 C

723.1 /ﾀﾆｶ

/木村S

358 大地の力

久留米市美術館 編

久留米市美術館

1210163885 C

723.1 /ﾀﾞｲﾁ

/

十果会 〔編〕

〔出版者不明〕

1210162853 C

723.1 /ﾄｳｶ

/木村S

中村善種遺作展実行委員会 編

中村善種遺作展実行委員会

1210156863 C

723.1 /ﾅｶﾑ

/木村S

331 笠井誠一展
332 加藤正明展
333 近代日本美術協会展

349 須田国太郎展

359 十果会
360 中村善種の遺作

第48回

第10回

1983

請求記号
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361 難波田龍起展

カサハラ画廊 〔編〕

カサハラ画廊

1210159909 C

723.1 /ﾅﾝﾊﾞ

362 野田弘志：大藪雅孝：森本草介

大丸美術部 〔編〕

大丸美術部

1210162556 C

723.1 /ﾉﾀﾞ

363 福島淸油彩展

大阪日動画廊 〔編〕

日動画廊

1210161293 C

723.1 /ﾌｸｼ

/木村S

364 二つの地平

南天子画廊 〔編〕

〔南天子画廊〕

1210163307 C

723.1 /ﾌﾀﾂ

/木村S

アート・ロベ 〔編〕

〔アート・ロベ〕

1210162804 C

723.1 /ﾌﾙｶ

/木村S

366 桝田達雄近作展

フジカワ画廊 編

フジカワ画廊

1210160600 C

723.1 /ﾏｽﾀﾞ

/木村S

367 松田環展カタログ

松田 環 〔編〕・〔画〕

〔出版者不明〕

1210161228 C

723.1 /ﾏﾂﾀﾞ

/木村S

みちの会 編

みちの会

1210159446 C

723.1 /ﾐﾁﾉ

/木村S

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

1210163919 C

723.1 /ﾐﾅﾐ

/

365 古川通泰個展

368 みちの会

92'

第1回

369 南薫造

請求記号
/木村S
/木村S

370 生誕100年元永定正展

2022年

兵庫県立美術館 編

兵庫県立美術館

1210163547 C

723.1 /ﾓﾄﾅ

/兵美

371 生誕100年元永定正展

2022年

兵庫県立美術館 編

兵庫県立美術館

1210163554 C

723.1 /ﾓﾄﾅ

/兵美

372 矢橋六郎：近作自選展

高島屋 〔編〕

〔岐阜髙島屋〕

1210162499 C

723.1 /ﾔﾊｼ

/木村S

373 山田正亮新作展

佐谷画廊 編

佐谷画廊

1210158729 C

723.1 /ﾔﾏﾀﾞ

/木村S

374 山田正亮

山田 正亮 〔編・画〕

佐谷画廊

1210162481 C

723.1 /ﾔﾏﾀﾞ

/木村S

375 山本大貴

千葉県立美術館 編

千葉県立美術館

1210163414 C

723.1 /ﾔﾏﾓ

/

376 YAMAMOTO,Koji

OXYギャラリー 〔編〕

〔OXYギャラリー〕

1210161301 C

723.1 /ﾔﾏﾓ

/木村S

377 吉田博展

吉田 司 編

毎日新聞社

1210163869 C

723.1 /ﾖｼﾀﾞ

/

378 綿引展子展

ギャラリー日鉱 編

ギャラリー日鉱

1210158406 C

723.1 /ﾜﾀﾋﾞ

/木村S

379 森本紀久子

アートスペース虹 〔編〕

〔アートスペース虹〕

1210158737 C

723.10 /ﾓﾘﾓ

/木村S

380 WU Hao展図録

吉井画廊 〔編〕

吉井画廊

1210163489 C

723.22 /ｳｰ

/木村S

381 國富奎三コレクション論考集

姫路市立美術館 編

姫路市立美術館

1210163539 C

723.35 /ｸﾆﾄ

/

382 フランス友好絵画展

西宮市 〔編〕

西宮市

1210160725 C

723.35 /ﾌﾗﾝ

/木村S

383 ポーラ美術館コレクション展

ポーラ美術振興財団ポーラ美術館 編集・執筆TBSテレビ

1210163273 C

723.35 /ﾎﾟｰﾗ

/

384 ゴッホ展

東京都美術館 〔ほか〕 編

東京新聞

1210163703 C

723.359 /ｺﾞｯﾎ

/

385 フェルメールと17世紀オランダ絵画展

高城 靖之 執筆・英文和訳・編集

産経新聞社

1210163745 C

723.359 /ﾌｪﾙ

/

386 グランマ・モーゼス展

千足 伸行 監修

東映

1210163877 C

723.53 /ﾓｰｾﾞ

/

387 膠を旅する

内田 あぐり 監修

国書刊行会

1210163570 C

724

/

388 いかにしてモナリザは描かれたか？

毎日新聞社 〔編〕

毎日新聞社

1210160576 C

724.3 /ｲｶﾆ

文化学院芸術専門学校 〔編〕

文化学院芸術専門学校

1210161319 C

725.087 /ﾑﾗｲ

/木村S

フマギャラリー 〔編〕

〔フマギャラリー〕

1210162572 C

725.4 /ﾂﾙｵ

/木村S

389 村井正誠素描展
390 鶴岡政男パステル展

1992

/ｱｵｷ

/木村S
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391 尼子騒兵衛展
392 絵本原画の世界

2022
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出版者
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尼子騒兵衛展実行委員会事務局 編集

尼子騒兵衛展実行委員会

1110175757 C

726.1 /ｱﾏｺ

/

宮城県美術館 編集

キュレイターズ

1210163406 C

726.5 /ｴﾎﾝ

/2022

393 小杉小二郎挿画展

朝日新聞東京本社企画第1部 編

朝日新聞東京本社企画第1部

1210162747 C

726.5 /ｺｽｷﾞ

/木村S

394 絵本原画ニャー!

福永 信 執筆

青幻舎

1210163265 C

726.6087/ｴﾎﾝ

/

395 絵本原画ニャー!

福永 信 執筆

青幻舎

1210163794 C

726.6087/ｴﾎﾝ

/

396 福田繁雄の遊気百倍博図録

福田 繁雄 〔編〕・〔作〕

朝日放送

1210157101 C

727

/ﾌｸﾀﾞ

/木村S

397 Ikko Tanaka Posters

Ikko Tanaka Design Studio 編

〔出版者不明〕

1210161350 C

727.6 /ｲｯｺ

/木村S

398 世界ポスタートリエンナーレトヤマ

第13回（2021）
富山県美術館 編

富山県美術館

1210163513 C

727.6 /ｾｶｲ

/13

399 世界ポスタートリエンナーレトヤマ

第13回（2021）
富山県美術館 編

富山県美術館

1210163778 C

727.6 /ｾｶｲ

/13

400 田中一光デザイン展

奈良県立美術館 編

奈良県立美術館

1210159917 C

727.6 /ﾀﾅｶ

/木村S

401 Hyogo Aid '95 by Art

山根克彦 企画

Hyogo Aid '95 by art実行委員会

1210157168 C

727.6 /ﾋｮｳ

/木村S

402 現代美の冩経展

写経研究会 〔編〕

写経研究会

1210157861 C

728.21 /ｹﾞﾝﾀﾞ /木村S

403 榊莫山「風・花・夢・幻」展

第3回

近鉄百貨店 編

近鉄百貨店

1210162788 C

728.21 /ｻｶｷ

/木村S

404 梅原猛：書展

蔵丘洞画廊 〔編〕

〔蔵丘洞画廊〕

1210162507 C

728.216 /ｳﾒﾊ

/木村S

405 泉茂

1954-1960 番画廊 〔編〕

番画廊

1210159974 C

732.1 /ｲｽﾞﾐ

/木村S

406 三鷹市美術ギャラリー収蔵作品展

Ⅱ

三鷹市美術ギャラリー 編

三鷹市美術ギャラリー

1210163562 C

732.1 /ﾐﾀｶ

/2

407 小林敬生

高島屋美術部 〔編〕

高島屋美術部

1210160790 C

733

/ｺﾊﾞﾔ

/木村S

408 陽はまた昇る

シロタ画廊 〔編〕

アダチ版画研究所

1210160808 C

733

/ｺﾊﾞﾔ

/木村S

409 ウェイン・ティーボー版画展

ヨウ・アートギャラリー 編

ヒロ画廊

1210162523 C

735

/ﾃｨｰ

/木村S

410 山本容子展

日動画廊 〔編〕

〔日動画廊〕

1210163463 C

735

/ﾔﾏﾓ

/木村S

411 ピカソ版画展

カジカワ美術資料室 編

カジカワ美術資料室

1210163257 C

736.36 /ﾋﾟｶｿ

/木村S
/木村S

412 泉茂

番画廊 〔編〕

番画廊

1210160527 C

737

413 Ｄａｎｔｅ’ｓ Ｉｎｆｅｒｎｏ

Ｔｏｍ Ｐｈｉｌｌｉｐｓ 編

Ｗａｄｄｉｎｇｔｏｎ Ｇｒａｐｈｉｃｓ

1210163158 C

737.08 /DAN

414 石内都展

石内 都 執筆・〔撮影〕

西宮市大谷記念美術館

1210163679 C

748

415 近代日本の工芸

京都国立近代美術館 編

京都国立近代美術館

1210160691 C

750.21 /ｷﾝﾀﾞ

/木村S

416 寄贈記念中川哲哉工芸展

天童市美術館 編集

天童市美術館

1210163695 C

750.87 /ﾅｶｶﾞ

/

日本新工芸家連盟 編

〔日本新工芸家連盟〕

1210155683 C

750.87 /ﾆﾎﾝ

/木村S

418 陶：鉄：硝

上田カルチャープロジェクツ 編

上田カルチャープロジェクツ

1210158497 C

751

419 永樂善五郎展

髙島屋京都店美術部 〔編〕

髙島屋京都店美術部

1210156954 C

751.1 /ｴｲﾗ

/木村S

420 勝尾青龍洞：作陶展

セントラルギャラリー 〔編〕

〔セントラルギャラリー〕

1210160568 C

751.1 /ｶﾂｵ

/木村S

417 日本新工芸展

1972

第32回

/ｲｽﾞﾐ
/ｲｼｳ

/ﾄｳ

/
/

/木村S
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河村 又次郎 〔作〕

〔松坂屋〕

1210161335 C

751.1 /ｶﾜﾑ

/木村S

松坂屋本店 〔編〕

〔松坂屋本店〕

1210162564 C

751.1 /ｶﾜﾑ

/木村S

423 河村又次郎作陶展

髙島屋美術部 〔編〕

髙島屋美術部

1210163331 C

751.1 /ｶﾜﾑ

/木村S

424 八代清水六兵衞展

高島屋美術部 〔編〕

髙島屋美術部

1210155691 C

751.1 /ｷﾖﾐ

/木村S

425 鯉江良二

高島屋 〔編〕

高島屋

1210157929 C

751.1 /ｺｲｴ

/木村S

426 鯉江良二：重田良一

海上 雅臣 編

工芸学会

1210159891 C

751.1 /ｺｲｴ

/木村S

丸山 真由美 編

女流陶芸

1210163232 C

751.1 /ｼﾞｮﾘ

/木村S

鈴木 治 〔編〕・〔作〕

鈴木治

1210157143 C

751.1 /ｽｽﾞｷ

/木村S

三越 〔編〕

〔三越〕

1210163349 C

751.1 /ﾃﾂﾞｶ

/木村S

430 陶芸の現在

田中 愛子 編

高島屋美術部

1210155857 C

751.1 /ﾄｳｹﾞ

/木村S

431 「陶芸の現在性」展

西武百貨店美術部 〔ほか〕 編

西武百貨店美術部

1210163315 C

751.1 /ﾄｳｹﾞ

/木村S

432 西村陽平展

京王百貨店美術部 〔編〕

〔京王百貨店美術部〕

1210160717 C

751.1 /ﾆｼﾑ

/木村S

433 No man's land

マルテル 坂本 牧子 執筆・編集・翻訳

兵庫陶芸美術館

1210163935 C

751.1 /ﾉｰﾏ

/

434 林秀行：花挿しに囁く展

林 秀行 著・〔作〕

ギャラリーこちゅうきょ

1210157903 C

751.1 /ﾊﾔｼ

/木村S

435 林秀行陶芸展

伊勢丹美術部 〔編〕

伊勢丹美術部

1210160634 C

751.1 /ﾊﾔｼ

/木村S

436 はるかなる古伊万里

岡地 智子 〔ほか〕 編・執筆

広島県立美術館

1210163927 C

751.1 /ﾊﾙｶ

/

437 藤本能道作陶展図録

髙島屋美術部 〔編〕

高島屋美術部

1210156939 C

751.1 /ﾌｼﾞﾓ

/木村S

438 前田昭博：白瓷の造形

三浦 努 編

鳥取県立博物館

1210155709 C

751.1 /ﾏｴﾀ

/木村S

439 前田昭博

三越 〔編〕

〔三越〕

1210159305 C

751.1 /ﾏｴﾀﾞ

/木村S

440 前田昭博

三越 〔編〕

〔三越〕

1210159883 C

751.1 /ﾏｴﾀﾞ

/木村S

441 松井康成展

セントラルギャラリー 〔編〕

〔セントラルギャラリー〕

1210163240 C

751.1 /ﾏﾂｲ

/木村S

442 宮永理吉展

伊勢丹美術部 〔編〕

伊勢丹美術部

1210160709 C

751.1 /ﾐﾔﾅ

/木村S

443 宮永理吉陶展

シブヤ西武 〔編〕

〔シブヤ西武〕

1210162812 C

751.1 /ﾐﾔﾅ

/木村S

444 三輪龍作

田中 愛子 編

三越

1210156962 C

751.1 /ﾐﾜ

/木村S

445 三輪龍作：白嶺展

三越本店 〔編〕

三越

1210157051 C

751.1 /ﾐﾜ

/木村S

446 金彩シルクロード盌展

高島屋 〔編〕

高島屋

1210160782 C

751.1 /ﾐﾜ

/木村S

447 瑞鳥に乗って：陶芸：三輪龍作展

田中 愛子 編

福岡天神大丸

1210161236 C

751.1 /ﾐﾜ

/木村S

448 もっと伝統工芸：技と美の出会い

岡山県立美術館 編

岡山県立美術館

1210158000 C

751.1 /ﾓｯﾄ

/木村S

449 森野泰明：陶展

大丸 〔編〕

〔大丸〕

1210159495 C

751.1 /ﾓﾘﾉ

/木村S

450 やきものの模様

兵庫陶芸美術館 編

兵庫陶芸美術館

1210162952 C

751.1 /ﾔｷﾓ

427 女流陶芸公募展

第15回

著者名

第11回

428 鈴木治泥象展 : 1984年作品
429 手塚央作陶展

Ⅳ

/
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451 やきものの模様

兵庫陶芸美術館 編

兵庫陶芸美術館

1210162960 C

751.1 /ﾔｷﾓ

452 八木一夫

集雅堂ギャラリー 〔編〕

集雅堂ギャラリー

1210162879 C

751.1 /ﾔｷﾞ

453 大嶋黄谷生誕二〇〇年記念展

赤穂市立美術工芸館田淵記念館 編集

赤穂市立美術工芸館田淵記念館

1210163216 C

751.1087/ｵｵｼ

454 李朝の秋草

大阪市立東洋陶磁美術館 〔編〕

〔大阪市立東洋陶磁美術館〕

1210162887 C

751.2 /ﾘﾁｮ

/木村S

455 岩田色ガラスの世界展

町田市立博物館 〔ほか〕 編

神奈川新聞社

1210163612 C

751.5 /ｲﾜﾀ

/

456 コア・グラス

谷一 尚 執筆

岡山市立オリエント美術館

1210160683 C

751.5 /ｺｱｸﾞ

/木村S

457 漆黒のモダン

松田 直子 編集

千葉県立美術館

1210163422 C

752

/ｼｯｺ

/

458 風と光と

樋上 さや子 〔編・作〕

樋上さや子

1210159966 C

753

/ｶｾﾞﾄ

/木村S

459 高木敏子遺作展

京都国立近代美術館 〔編〕

〔京都国立近代美術館〕

1210159313 C

753

/ﾀｶｷﾞ

/木村S

460 染織の新世代

京都国立近代美術館 編

京都国立近代美術館

1210162911 C

753.08 /ｾﾝｼ

461 インドネシア：スンバ島の染織

吉本 忍 編

思文閣美術館

1210161327 C

753.3 /ｲﾝﾄﾞ

462 絵更紗

京都府立総合資料館 監修・編輯

光琳社出版

1210160667 C

753.8 /ｴｻﾗ

/木村S

463 「行為と現象Ⅱ：本野東一へのまなざし」より

舘 正明 編集

舘正明

1210163430 C

753.8 /ｺｳｲ

/

464 古紅型

ナビオギャラリー 編

ナビオギャラリー

1210159982 C

753.8 /ｺﾋﾞﾝ

/木村S

465 染作品展

沖縄県立芸術大学美術工芸学部工芸専攻染織コース
沖縄県立芸術大学美術工芸学部工芸専攻染織コース
編
1210160618 C

753.8 /ｿﾒｻ

/木村S

466 福本潮子藍染展

山崎 貴弘 編

辰野美術館

1210159396 C

753.8 /ﾌｸﾓ

/木村S

467 三浦景生展：卆寿

髙島屋美術部 編

〔髙島屋美術部〕

1210155717 C

753.8 /ﾐｳﾗ

/木村S

468 国際紙造形展

日本・紙アカデミー 編

日本・紙アカデミー

1210157911 C

754.9 /ｺｸｻ

/木村S

469 金飾の古墳時代

吉澤 悟 編・執筆

奈良国立博物館

1210158471 C

756

/木村S

470 鋳物・モダン

泉屋博古館 〔ほか〕 編

泉屋博古館

1210163943 C

756.14 /ｲﾓﾉ

471 江里佐代子截金作品集

東京銀座・和光 〔編〕

東京銀座・和光

1210160675 C

756.3 /ｴﾘ

472 佐藤可士和展

佐藤 可士和 執筆・〔作〕

TBSグロウディア

1210163133 C

757

/ｶｼﾜ

/

473 喜多俊之展：Timeless Future

喜多 俊之 執筆

西宮大谷記念美術館

1210163737 C

757

/ｷﾀ

/

474 ハイテクノロジー・アート展

中日新聞〔ほか〕 編

中日新聞〔ほか〕

1210162796 C

757.80 /ﾊｲﾃ

475 舞台美術家・伊藤熹朔の舞台装置原画による回顧展

伊藤熹朔舞台美術研究所 〔編〕

〔伊藤熹朔舞台美術研究所〕

1210163901 C

771.5 /ｲﾄｳ

/木村S

476 能をめぐる美の世界

静嘉堂 〔ほか〕 編

静嘉堂

1210163976 C

773.4 /ﾉｳｵ

/

/ｷﾝｼ

/
/木村S
/

/木村S
/木村S

/
/木村S

/木村S
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477 心神出遊：廖祈羽：Liao Chi Yu

臺北市立美術館 〔編〕

臺北市立美術館

1260010739 C

702.224 /LIA

478 花園：王煜松

臺北市立美術館 〔編〕

臺北市立美術館

1260010747 C

702.224 /WAN

/

479 韓国-日本作家展

選畫廊 〔編〕

〔選畫廊〕

1260010291 C

723.21 /KOR

/木村S

480 lee seduk

〔edited by〕 Gaain Gallery

Gaain Gallery

1260010366 C

723.21 /SED

/木村S

481 Eiko Tanaka

〔edited by〕Frans Masereel Cetrum

〔Frans Masereel Cetrum〕

1260010374 C

732.1 /TAN

/木村S

482 chihiro Shimotani

〔edited by〕Gallery Schüppenhauer

Gallery Schüppenhauer

1260010358 C

754.9 /SHI

/

/木村S

