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関西大学博物館 編

〔関西大学博物館〕

1110177324

026.9 /ﾂﾀﾞﾋ

/

2 神戸市立博物館館蔵品目録

考古・歴史の部37
神戸市立博物館 編

神戸市立博物館

1110177662

069.9 /ｺｳﾍﾞ

/37

3 神戸市立博物館館蔵品目録

美術の部 37神戸市立博物館 編

神戸市立博物館

1110177670

069.9 /ｺｳﾍﾞ

/37

北海道立北方民族博物館

1110177753

069.9 /ﾎｯｶ

/17

4 宮岡文庫：環北太平洋の言語：目録

北海道立北方民族博物館 編

5 赤松居館跡1：範囲確認調査報告書

1

上郡町教育委員会教育総務課総務・文化財係
上郡町教育委員会教育総務課総務・文化財係
編集
1110177050

210.0254/ｶﾐｺﾞ

/3

6 赤松居館跡2：確認調査報告書

2

上郡町教育委員会教育総務課総務・文化財係
上郡町教育委員会教育総務課総務・文化財係
編集
1110177472

210.0254/ｶﾐｺﾞ

/4

7 戦没者遺児による慰霊友好親善事業実施三十周年記念誌

日本遺族会事務局 編集

日本遺族会

1110177019

210.75 /ﾆﾎﾝ

/

8 港区立郷土歴史館

港区立郷土歴史館 編

港区教育委員会

1110177274

213.61 /ﾐﾅﾄ

/

田原市教育委員会

1110177555

215.5 /ﾀﾊﾗ

/

長 志珠絵 〔ほか〕 編

〔長志珠絵〕

1110177712

216.4 /ｺｳﾍﾞ

/4

静岡県富士山世界遺産センター 編

雄山閣

1110177415

291.54 /ｼｽﾞｵ

12 創造的復興の歩み

阪神・淡路大震災復興基金 〔編〕

阪神・淡路大震災復興基金

1110177118

369.31 /ﾊﾝｼ

/

13 支那建築

木村 貞吉 編輯

建築學會

1110177233

522.2 /ｾｶｲ

/1

14 支那建築

木村 貞吉 編輯

建築學會

1110177241

522.2 /ｾｶｲ

/2

平沼 佐知子 編

アートアンドアーキテクトフェスタ

1110177316

525.1 /ｻﾝｼﾞ

/2022-23

16 稲垣智子/作品集

稲垣 智子 〔編・作〕

〔出版社不明〕

1110177068

702.16 /ｲﾅｶﾞ

/

17 Jun Kubota installation 2000-2021

窪田 順 〔作〕・編集

〔出版者不明〕

1110177480

702.16 /ｸﾎﾞﾀ

/

18 心揺さぶるアート事業報告書

心揺さぶるアート事業実行委員会 〔編〕

心揺さぶるアート事業実行委員会

1110177761

702.16 /ｺｺﾛ

/

19 菅木志雄

橋本 雅伸 編

ギャラリー古今

1110177506

702.16 /ｽｶﾞ

/

岐阜県教育文化財団

1110176896

702.16 /ｾｲﾘ

/3

9 仲古窯跡群：富山C古窯跡群：平岩古窯跡群：野添原A古窯跡群田原市教育委員会 編
10 空襲下の神戸
11 富士山学

15 35歳以下の若手建築家による建築の展覧会

第2号

2022-23

/2

20 清流の国ぎふ芸術祭：GIFU ART EXHIBITION

第3回

岐阜県教育文化財団 編

21 トーキョーアーツアンドスペースアニュアル

2021

トーキョーアーツアンドスペース 〔ほか〕 編・翻訳 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
1110177639
702.16 /ﾄｰｷ

/2021

ヤノベケンジ 著・〔作〕

eToki

1110177704

702.16 /ﾔﾉﾍﾞ

/

林 直 〔ほか〕 編

木津川

1110177084

702.1962/ｷｽﾞｶﾞ /2021

24 館蔵名品図録

仙台市博物館 編

仙台市博物館

1110177266

703.8 /ｾﾝﾀﾞ

/

25 モルフ／アンティ・モルフ

慶應義塾大学アート・センター 編

慶應義塾大学アート・センター

1110177381

704

/ｹｲｵ

/29

22 シップス・キャット
23 木津川アート：作品＆ドキュメント

2021

26 Subject

2021

大原 愛美 編集

多摩美術大学大学院美術研究科博士前期課程芸術学専攻
1110177654

704

/ﾀﾏﾋﾞ

/2021

27 想像力という：資本：実施報告書

2021

京都府文化スポーツ部文化芸術課 編

京都：re-search実行委員会

1110177035

706

/ｷｮｳ

/2021

28 名古屋画廊

名古屋画廊 〔編〕

中山真一

1110177134

706

/ﾅｺﾞﾔ

/

29 京都精華大学展示コミュニケーションセンター

京都精華大学展示コミュニケーションセンター 〔編〕
京都精華大学展示コミュニケーションセンター

1110177720

706.9 /ｷｮｳ

/

1110177696

706.9 /ｺｸﾘ

/2017

30 国立新美術館 活動報告

平成29年度 国立新美術館 〔編〕

国立新美術館
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31 国立新美術館 活動報告

令和2年度 国立新美術館総務課総務担当 編

国立新美術館

1110177688

706.9 /ｺｸﾘ

/2020

32 ZENBI

Vol.2

全国美術館会議機関誌部会 編

全国美術館会議

1110177282

706.9 /ｾﾞﾝﾋﾞ /2

33 ZENBI

Vol.3

全国美術館会議機関誌部会 編

全国美術館会議

1110177290

706.9 /ｾﾞﾝﾋﾞ /3

34 ZENBI

Vol.4

全国美術館会議機関誌部会 編

全国美術館会議

1110177308

706.9 /ｾﾞﾝﾋﾞ /4

35 東京画廊60年

東京画廊 企画

東京画廊

1110177787

706.9 /ﾄｳｷ

/

36 こども学芸員による夢二郷土美術館所蔵作品解説 Ⅱ

両備文化振興財団夢二郷土美術館 編集

両備文化振興財団夢二郷土美術館

1110177423

706.9 /ﾕﾒｼﾞ

/2

37 魔法のぱいれーつ

2019年度

シロくま先生〔ほか〕 編

金沢21世紀美術館

1110176987

707

/ｶﾅｻﾞ

/2019

38 はじまりの魔法

2020年度

シロくま先生〔ほか〕 編

金沢21世紀美術館

1110176995

707

/ｶﾅｻﾞ

/2020

39 魔法のガーデン

2021年度

シロくま先生〔ほか〕 編

金沢21世紀美術館

1110177001

707

/ｶﾅｻﾞ

/2021

40 学校と共創する美術で学ぶ平和教育

端山 聡子 執筆

学校と共創する美術で学ぶ平和教育実行委員会
1110177605

707

/ｶﾞｯｺ

/

41 子どものための大名文化体験プログラム

徳川美術館 編

徳川美術館

1110177779

707

/ﾄｸｶﾞ

/

42 びじゅつってすげぇ！

2021-2022 大分県立美術館教育普及室 〔編〕

OPAM地域連携創造事業実行委員会

1110177621

707.9 /ｵｵｲ

/2022

43 びじゅつってすげぇ！

2021-2022 大分県立美術館教育普及室 〔編〕

OPAM地域連携創造事業実行委員会

1110177613

707.9 /ｵｵｲ

/2022

44 現代美術展企画コンペ

2013

あいちトリエンナーレ実行委員会

1110177076

709

/ｱｲﾁ

/2013

/ﾆﾎﾝ

/

拝戸 雅彦 編

45 日本博を契機とした障害者の文化芸術フェスティバル

日本博を契機とした障害者の文化芸術フェスティバルに向けた全国会議
文化庁
制作

1110177126

709

46 東日本大震災美術館・博物館総合調査報告

全国美術館会議東日本大震災美術館・博物館調査報告分科会
全国美術館会議 編集

1110177571

709.12 /ｾﾞﾝｺ

/

47 東日本大震災文化財レスキュー事業記録集

全国美術館会議東日本大震災文化財レスキュー事業記録集分科会
全国美術館会議
編集

1110177589

709.12 /ｾﾞﾝｺ

/

48 マンガふるさとの偉人靉光

靉光マンガ製作活用検討委員会 監修・〔編〕 北広島町教育委員会

1110177092

723.1 /ｱｲﾐ

/

49 小山敬三美術館収蔵作品集

中澤印刷 編

小諸市立小山敬三美術館

1110177746

723.1 /ｺﾔﾏ

/

50 Isao Nishimura

西村 功 〔画〕

シスメックス

1110177647

723.1 /ﾆｼﾑ

/

51 David Stanley Hewett

David Stanley Hewett 〔作〕

〔出版者不明〕

1110177498

723.53 /ﾋｭｰ

/

52 日本画を描いてみよう!

鎌倉市鏑木清方記念美術館 編

〔鎌倉市鏑木清方記念美術館〕

1110177563

724.1 /ｶﾏｸ

/

53 趙世駿：臨雁塔聖教序

観峰館 編

日本習字教育財団

1110177142

728.22 /ｶﾝﾎﾟ

/

54 銭泳：臨耿勲碑

観峰館 編

日本習字教育財団

1110177159

728.22 /ｶﾝﾎﾟ

/

55 楊沂孫：陶淵明答龐参軍詩

観峰館 編

日本習字教育財団

1110177167

728.22 /ｶﾝﾎﾟ

/

56 呉昌碩：臨石鼓文

観峰館 編

日本習字教育財団

1110177175

728.22 /ｶﾝﾎﾟ

/

57 中国名家楹聯集

日本篆刻家協会 編著

日本篆刻家協会

1110177191

728.22 /ﾁｭｳ

/

58 中国書画コレクションの時空

関西中国書画コレクション研究会 編

関西中国書画コレクション研究会

1110177373

728.22 /ﾁｭｳ

/

59 集古吉祥肖形印

篆社 〔編〕

篆社

1110177225

739

/ｼｭｳ

/

60 銭痩鉄扶桑刻印

篆社 〔編〕

篆社

1110177217

739

/ｾﾝ

/
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61 日中名家刻印選

日本篆刻家協会 編著

芸術新聞社

1110177183

739

/ﾆﾎﾝ

/

/ﾆﾎﾝ

/

62 日本印人集

請求記号

日本篆刻家協会 編著

日本篆刻家協会

1110177209

739

63 大辻清司アーカイブフィルムコレクション

6

大辻 清司 [撮影]

武蔵野美術大学美術館・図書館

1110177431

740.21 /ｵｵﾂ

/6

64 写真の町通信

vol.27

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

1110177100

740.6 /ﾋｶﾞｼ

/27

65 河野徹写真集：轍

河野 徹 写真・〔編〕

河野徹

1110177803

748

/ｺｳﾉ

/

66 測量|山

吉田 美穂 〔撮影〕

T&M Projects

1110177795

748

/ﾖｼﾀﾞ

/

67 菊池睦子の世界

菊池 睦子 〔作〕

菊池睦子

1110177258

753.8 /ｷｸﾁ

/

68 SPレコード（松本コレクション）のデータベース作成と分析

関西大学なにわ大阪研究センター 〔編〕

関西大学なにわ大阪研究センター

1110177332

760.9 /ｶﾝｻ

/

69 Breakthrough Journey：2019>>>2021

今井 浩一 編集

国際障碍者交流センタービック・アイ

1110177449

769

/ﾌﾞﾚｲ

/

70 しげやんとつくる!美術館を巡るダンスの旅 : 美術講座+ワークショップ
2011
: 事業記録集
宇都宮美術館 〔編〕

宇都宮美術館

1110177738

799

/ｳﾂﾉ

/2011

71 のじぎく文芸賞

平成14年度 兵庫県人権啓発協会 編

兵庫県人権啓発協会

1110177365

918.6 /ﾋｮｳ

/2002

72 のじぎく文芸賞

平成15年度 兵庫県人権啓発協会 〔編）

〔兵庫県人権啓発協会〕

1110177340

918.6 /ﾋｮｳ

/2003

73 のじぎく文芸賞

令和元年度 兵庫県人権啓発協会 編

兵庫県人権啓発協会

1110177357

918.6 /ﾋｮｳ

/2019

74 のじぎく文芸賞

令和3年度 兵庫県人権啓発協会 編

兵庫県人権啓発協会

1110177597

918.6 /ﾋｮｳ

/2021

山口 美緒 編集

信濃毎日新聞社

1110177043

C

702.16 /ｼﾝﾋﾞ

「アートの今・岡山」展実行委員会 〔編〕

アートの今・岡山展実行委員会

1210165880

C

702.197 /ｱｰﾄ

75 シンビズムの軌跡
76 アートの今・岡山

2008

/
/
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77 尋找前衛的因子

臺北市立美術館 〔編〕

臺北市立美術館

1160019426

702.224 /TFA

78 Harry Potter：a history of magic

〔eduted by〕 British Library

Arthur a Levine

1160019418

933.7 /BRI

/
/
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79 海幸山幸

九州国立博物館 編

西日本新聞社

1210166268

C

210.12 /ｳﾐｻ

/

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

1210165062

C

210.32 /ﾔｸﾓ

/

飛鳥資料館 編集

奈良文化財研究所飛鳥資料館

1210165948

C

210.33 /ｱｽｶ

/2021

東京富士美術館 編

東京富士美術館

1210166185

C

289.3 /ﾀﾞｲﾅ

/

奈良民俗写真の会

1210165559

C

386.81 /ﾜﾀｼ

/10
/

80 八雲立つ出雲の至宝
81 飛鳥の考古学 二〇二一

2021

82 大ナポレオン展
83 私がとらえた大和の民俗

第10回（2021年度）
奈良県立民俗博物館 編

84 コレなに?コレみて!自然の宝、大公開!

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

1210165518

C

460.73 /ｺﾚﾅ

85 隈研吾展：新しい公共性をつくるためのネコの5原則

隈研吾建築都市設計事務所 〔ほか〕 編集

東京国立近代美術館

1210166151

C

521.6 /ｸﾏ

/

86 早稲田建築

早稲田建築草創期の建築家展実行委員会 編
早稲田建築草創期の建築家展実行委員会 1210166243

C

521.6 /ﾜｾﾀﾞ

/

87 Journals

鎮西 芳美 執筆

C

702.07 /ｼﾞｬｰ

/

第3回 PATinKyoto 京都版画トリエンナーレ2022実行委員会
第3回 PATinKyoto
〔編〕京都版画トリエンナーレ2022実行委員会
1210165963 C

702.07 /ﾋﾟｰｴ

/2022

アートムーブ2007<岩国>実行委員会 〔編〕

アートムーブ2007<岩国>実行委員会

1210165542

C

702.16 /ｱｰﾄ

/2007

88 PATinKyoto 京都版画トリエンナーレ

2022

89 アートムーブ2007：岩国：具象の未来へ

東京都現代美術館

1210165955

90 Arts challenge

2022

鵜尾 佳奈 編集・作品解説執筆

国際芸術祭「あいち」組織委員会

1210165468

C

702.16 /ｱｰﾄ

/2022

91 あまらぶアートラボ：A-Lab archive

vol.4

尼崎市都市魅力創造発信課 編

尼崎市都市魅力創造発信課

1210166037

C

702.16 /ｱﾏｶﾞ

/4

92 あまらぶアートラボ：A-Lab archive

vol.5

尼崎市都市魅力創造発信課 編

尼崎市都市魅力創造発信課

1210166045

C

702.16 /ｱﾏｶﾞ

/5

93 あまらぶアートラボ：A-Lab archive

vol.6

尼崎市都市魅力創造発信課 編

尼崎市都市魅力創造発信課

1210166078

C

702.16 /ｱﾏｶﾞ

/6

94 あまらぶアートラボ：A-Lab archive

vol.7

尼崎市都市魅力創造発信課 編

尼崎市都市魅力創造発信課

1210166086

C

702.16 /ｱﾏｶﾞ

/7

95 石田智子展

郡山市立美術館 編

郡山市立美術館

1210165567

C

702.16 /ｲｼﾀﾞ

/

96 「インター＋プレイ」展

外山 有茉 編集

十和田市現代美術館

1210165831

C

702.16 /ｲﾝﾀ

/

97 Vanishing points

contemporary Japanese art

The Japan Foundation

1210165211

C

702.16 /ｳﾞｧﾆ

/

98 何かを忘れているような気がする。

金沢市民アート工房 〔編〕

金沢市民芸術村アート工房

1210165716

C

702.16 /ｴｽﾜ

/2021

99 おさなごころを、きみに

東京都現代美術館 執筆・編集

東京都歴史文化財団東京都現代美術館

1210165427

C

702.16 /ｵｻﾅ

/

100 語りの複数性

田中 みゆき 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
1210165179

C

702.16 /ｶﾀﾘ

/

101 金沢美術工芸大学教員研究発表展

19-21

金沢美術工芸大学美術工芸研究所 編

金沢美術工芸大学美術工芸研究所

1210165617

C

702.16 /ｶﾅｻﾞ

/2021

102 KYOTO STEAM

2022

安河内 宏法 編

KYOTO STEAM-世界文化交流祭-実行委員会
1210165229

C

702.16 /ｷｮｳ

/

103 Side Core／Everyday Holiday Squad

Side Core 執筆・編集

カルチュア・コンビニエンス・クラブ

1210165385

C

702.16 /ｻｲﾄﾞ

/

104 3．11とアーティスト：10年目の想像

竹久 侑 編集・執筆

水戸芸術館現代美術センター

1210165476

C

702.16 /ｻﾝﾃ

/

105 布の庭にあそぶ：庄司達

名古屋市美術館 編

庄司達展実行委員会

1210165344

C

702.16 /ｼｮｳ

/

106 島袋道浩：二度起こること：象が海からやってくる

林 琢真 編集

長崎県美術館

1210165252

C

702.16 /ｼﾏﾌﾞ

/

107 下平千夏：光の記譜法

石田 大祐 編集

信州大学人文学部芸術コミュニケーション分野 1210165971

C

702.16 /ｼﾓﾀﾞ

/

108 収集→保存：あつめてのこす

塚本 麻莉 執筆

高知県立美術館

C

702.16 /ｼﾕｳ

/

1210166003
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大川市立清力美術館 〔ほか〕 編集

大川市立清力美術館企画展等運営協議会 1210165294

C

702.16 /ｼﾝｼ

/

伊藤 羊子 編

長野県文化振興事業団

1210165450

C

702.16 /ｼﾝﾋﾞ

/4

鈴木 康広 執筆・〔作〕

静岡市美術館

1210165401

C

702.16 /ｽｽﾞｷ

/

石井 智子 〔ほか〕 編

高松市美術館

1210165823

C

702.16 /ﾀｶﾏ

/10

113 De-sport：芸術によるスポーツの解体と再構築

金沢21世紀美術館 執筆・編集

金沢21世紀美術館

1210165492

C

702.16 /ﾃﾞｽﾎﾟ /

114 開廊70周年記念東京画廊70年

佐々木 博之 編

東京画廊＋BTAP

1210165575

C

702.16 /ﾄｳｷ

/

東京都美術館 〔ほか〕 編

東京都美術館

1210165914

C

702.16 /ﾄﾋﾞｾ

/2021

河原 功也 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
1210165328

C

702.16 /ﾆｯﾎﾟ

/

ハートでアートこうべ実行委員会 〔編〕

〔ハートでアートこうべ実行委員会〕

1210165658

C

702.16 /ﾊｰﾄ

/2011

118 引込線：railroad siding 2013：works＋essays

櫻井 拓 編集

引込線実行委員会

1210165195

C

702.16 /ﾋｷｺ

/1

119 引込線：railroad siding 2013：works＋essays

櫻井 拓 編集

引込線実行委員会

1210165203

C

702.16 /ﾋｷｺ

/2

120 平川恒太個展：Life・Form

高知県立美術館 〔編〕

〔出版者不明〕

1210165302

C

702.16 /ﾋﾗｶ

/

121 平川恒太

高知県立美術館 編集・執筆

高知県立美術館

1210165336

C

702.16 /ﾋﾗｶ

/

122 美術の眼、考古の眼

横浜市歴史博物館 編

横浜市ふるさと歴史財団

1210165864

C

702.16 /ビジュ /

123 Fujii Hikaru

藤井 光 著・執筆・〔作〕

東京都歴史文化財団東京都現代美術館

1210165070

C

702.16 /ﾌｼﾞｲ

/

124 堀尾昭子の現在

西脇市岡之山美術館 編

西脇市岡之山美術館

1210165641

C

702.16 /ﾎﾘｵ

/

125 「障がいのあるアーティストによる作品展：日々のよろこび」記録集
2021

目黒区美術館 編

目黒区

1210165906

C

702.16 /ﾒｸﾞﾛ

/2021

126 海、リビングルーム、頭蓋骨

崔 敬華 執筆・編集

東京都現代美術館

1210165096

C

702.16 /ﾓｯﾄ

/2021

127 柳幸典：「ワンダリング・ポジション」

Bankart1929 編

BankART1929

1210165112

C

702.16 /ﾔﾅｷﾞ

/

128 柳幸典：「ワンダリング・ポジション」

Bankart1929 編

BankART1929

1210165120

C

702.16 /ﾔﾅｷﾞ

/

富山県美術展実行委員会 編

富山県美術展実行委員会

1210165898

C

702.194 /ﾄﾔﾏ

/66

130 地域：私のヴァナキュラーをめぐる旅

松田 愛 編集・執筆

富山大学芸術文化学部

1210165682

C

702.1942/ﾁｲｷ

131 パレルモ：リーダー

福元 崇志 〔ほか〕 執筆

豊田市美術館

1210165161

C

702.34 /ﾊﾟﾚﾙ

/

132 ボイス：リーダー

水野 俊 〔ほか〕 執筆

豊田市美術館

1210165153

C

702.34 /ﾎﾞｲｽ

/

133 新・収蔵品展

佐久市立近代美術館 編

佐久市立近代美術館

1210165724

C

703.8 /ｻｸｼ

/2012

134 新・収蔵品展

佐久市立近代美術館 編

佐久市立近代美術館

1210165740

C

703.8 /ｻｸｼ

/2013

135 新・収蔵品展

佐久市立近代美術館 編

佐久市立近代美術館

1210165757

C

703.8 /ｻｸｼ

/2014

136 持続するモノガタリ：語る・繋がる・育む

篠原 英里 編集・執筆

八戸市美術館

1210165393

C

703.8 /ｼﾞｿﾞｸ /

137 Technicolor's

吉野石膏株式会社 編

〔吉野石膏〕

1210165633

C

703.8 /ﾃｸﾆ

138 美-響く

茨城県天心記念五浦美術館 編

茨城県天心記念五浦美術館

1210165732

C

703.8 /ﾋﾞﾋﾋﾞ /

109 Far in：しんしんと
110 シンビズム

4

111 鈴木康広：まばたきの葉：未来の待ち合わせ場所
112 高松コンテンポラリーアート・アニュアル

115 都美セレクショングループ展

vol.10

2021

116 ニッポン国おかんアート村
117 ハートでアートこうべ：10年のあゆみ

129 富山県美術展入賞作品

2011年

第66回
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139 コレクション：4つの水紋

埼玉県立近代美術館 編

埼玉県立近代美術館

1210165534

C

703.8 /ﾖｯﾂ

140 はじまりから、いま。

田所 夏子 編

石橋財団アーティゾン美術館

1210166235

C

706.9 /ﾊｼﾞﾏ

/

141 体験型現代美術展『芸夢』

髙野 訓子 編

浜田市世界こども美術館

1210165872

C

707.9 /ﾀｲｹ

/

142 音のなる木のアート展

門 千穂 編

浜田市世界こども美術館

1210165781

C

707.9 /ﾊﾏﾀﾞ

/

143 大阪芸術大学大学院芸術研究科芸術制作修士・博士作品集
24(2022）

大阪芸術大学大学院 〔編〕

大阪芸術大学大学院

1210166094

C

708.7 /ｵｵｻ

/24

144 群馬青年ビエンナーレ

11

群馬県立近代美術館 編

群馬県立近代美術館

1210165930

C

708.7 /ｸﾞﾝﾏ

/11

145 神戸二紀展

2011

二紀会兵庫県支部 〔編〕

二紀会兵庫県支部

1210165815

C

708.7 /ｺｳﾍﾞ

/2011

146 Tokyo midtown award

2008-09

〔東京ミッドタウン〕

1210165989

C

708.7 /ﾄｳｷ

/2008-09

147 Tokyo midtown award

2021

楠見 春美 編

東京ミッドタウンマネジメント

1210165625

C

708.7 /ﾄｳｷ

/2021

148 取手アートプロジェクト

2009

取手アートプロジェクト実行委員会 〔編〕

取手アートプロジェクト実行委員会

1210165666

C

708.7 /ﾄﾘﾃﾞ

/2009

149 HUG＋展

2021

こうべ障がい者芸術フェスタ実行委員会事務局 こうべ障がい者芸術フェスタ実行委員会事務局
編
1210166052

C

708.7 /ﾊｸﾞ

/2021

150 老いるほど若くなる

第5回

/

松本市美術館 編

松本市美術館

1210165922

C

708.7 /ﾏﾂﾓ

/5

151 我に触れよ（Tangite me）：コロナ時代に修復を考える

渡部 葉子 〔ほか〕 企画・編集・執筆

慶應義塾大学アート・センター

1210165690

C

709.1 /ｹｲｵ

/

152 森の神話

田辺市立美術館 編

田辺市立美術館

1210165799

C

712.1 /ﾂﾁﾔ

/

153 近代を彫刻／超克する

小田原 のどか 執筆・〔作〕

青森公立大学国際芸術センター青森（ACAC） 1210165419

C

712.1087/ｵﾀﾞﾜ

154 すべてのひとに石がひつよう：目と、手でふれる世界

渡川 智子 〔ほか〕 編集

ヴァンジ彫刻庭園美術館

1210165484

C

714

155 真鶴町・石の彫刻祭

水沢 勉 執筆

NOHARA

1210165260

C

714.087 /ﾏﾅｽﾞ

156 ゆらゆらと火、めらめらと土

村上 綾 執筆・編集

青森公立大学国際芸術センター青森（ACAC） 1210165443

C

717

/ﾕﾗﾕ

/

157 尾長良範：筆あとから

富山県水墨美術館 編

富山県水墨美術館

1210165286

C

721.3 /ﾌﾃﾞｱ

/

158 鏑木清方展

東京国立近代美術館 〔ほか〕 編集

毎日新聞社

1210166144

C

721.9 /ｶﾌﾞﾗ

/

159 コレクション・五題

西宮市大谷記念美術館 編

西宮市大谷記念美術館

1210165856

C

721.9 /ｺﾚｸ

/

160 篁牛人展

富山県水墨美術館 編

富山県水墨美術館

1210165187

C

721.9 /ﾀｶﾑ

/

161 筑波大学日本画40年の軌跡

茨城県天心記念五浦美術館 編

茨城県天心記念五浦美術館

1210165500

C

721.9 /ﾂｸﾊﾞ

/

豊橋市美術博物館 編

豊橋市美術博物館

1210165435

C

721.9 /ﾄﾘｴ

/8

163 山元春挙

文化庁 〔ほか〕 執筆

生誕一五〇年山本春挙展実行委員会

1210165310

C

721.9 /ﾔﾏﾓ

/

164 Vita nova boy strikes back

しまだ そう 著・デザイン・編

クモノス

1210166060

C

723.1 /ｳﾞｨﾀ

/

165 Imaginary

門田 光雅 〔画〕・著

Marueido Japan

1210165674

C

723.1 /ｶﾄﾞﾀ

/

166 Kobayashi Takanobu：Drop of Heat

西村画廊 〔編〕

西村画廊

1210166128

C

723.1 /ｺﾊﾞﾔ

/

167 札幌美術展：佐藤武

札幌芸術の森美術館 編

中西出版

1210166169

C

723.1 /ｻﾄｳ

/

168 竹﨑和征

高知県立美術館 編集・執筆

高知県立美術館

1210166029

C

723.1 /ﾀｹｻﾞ

/

162 トリエンナーレ豊橋星野眞吾賞展

第8回

/ｽﾍﾞﾃ

/
/
/
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169 Transformation

島本 英明 編

石橋財団アーティゾン美術館

1210166250

C

723.1 /ﾄﾗﾝ

170 特別的にできない、ファンタジー

岡村 有利子 編

神戸アートビレッジセンター

1210165773

C

723.1087/ﾄｸﾍﾞ

/

171 シダネルとマルタン展

ブレーントラスト 編

「シダネルとマルタン展」カタログ委員会

1210166110

C

723.35 /ｼﾀﾞﾈ

/

172 Keith Haring＝Art Communication

札幌芸術の森美術館 編

札幌市芸術文化財団

1210166102

C

723.53 /ﾍﾘﾝ

/

173 小熊秀雄：遊歩者のスケッチ

堀口 麗 編集

豊島区

1210166011

C

725

/ｵｸﾞﾏ

/

174 三浦信男：吉田稔美「子午線上のアート」展

西脇市岡之山美術館 編

西脇市岡之山美術館

1210165807

C

726.5 /ﾐｳﾗ

/

175 大山エンリコイサム：夜光雲

中野 仁詩 編集・執筆

神奈川県民ホール

1210165278

C

727.087 /ｵｵﾔ

/

176 老梅遺韻

梅 舒適 〔著〕

篆社

1210165369

C

728.216 /ﾛｳﾊﾞ

/

177 清朝書画コレクションの諸相

台東区立書道博物館 編集

台東区芸術文化財団

1210165351

C

728.22 /ｼﾝﾁ

/

178 画壇の三筆

晴耕雨読 制作

画壇の三筆展実行委員会

1210165104

C

728.8 /ｶﾞﾀﾞﾝ /

179 新版画

山梨県立美術館 編

山梨県立美術館

1210166177

C

733.087 /ｼﾝﾊ

180 軌跡

/

日本大学芸術学部写真学科 〔編〕

日本大学芸術学部写真学科

1210165138

C

748

/ｷｾｷ

/2022

181 柴田敏雄と鈴木理策

新畑 泰秀 編・執筆

石橋財団アーティゾン美術館

1210166227

C

748

/ｼﾊﾞﾀ

/

182 民藝の100年

東京国立近代美術館 〔ほか〕 編

東京国立近代美術館

1210166136

C

750.21 /ﾐﾝｹﾞ

/

新匠工芸会 編

新匠工芸会

1210165146

C

750.87 /ｼﾝｼ

/75

184 八代清水六兵衞展：陶を構築する

兵庫陶芸美術館 編

兵庫陶芸美術館

1210165849

C

751.1 /ｷﾖﾐ

/

185 桃山デザイン

京都市立芸術大学美術学部総合芸術学科畑中研究室
京都歴史文化施設クラスター実行委員会
編

1210165245

C

751.1 /ﾓﾓﾔ

/

186 かたちが生まれるとき

福島県立美術館 編

福島県立美術館

1210165765

C

752

187 土屋順紀の美

宮崎 香里 編

岐阜現代美術財団

1210165377

C

753.2108/ﾂﾁﾔ

188 運ぶ：文化とかたち

小川 宏和 編

武蔵野美術大学美術館・図書館

1210165997

C

754

189 出口座と坂本一房

吹田市立博物館 編

吹田市立博物館

1210165237

C

777.19 /ﾃﾞｸﾞﾁ /

183 新匠工芸展覧会図録

2022

/

第75回

/ﾌｸｼ
/ﾊｺﾌﾞ

/
/
/
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