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1 長野県立歴史館収蔵文書目録 8 長野県立歴史館  編集 長野県立歴史館 1110178132      069.9   /ﾅｶﾞﾉ    /8       

2 伝説・物語の神戸を歩く 神戸女子大学古典芸能研究センター  編 神戸新聞総合出版センター 1110178009      388.164 /ｺｳﾍﾞ    /        

3 竹自転車とサステナビリティ 岩瀬 大地  著 風人社 1110177811      501.83  /ｲﾜｾ     /        

4 HJメカニクス 06 ホビー・ジャパン  〔編〕 ホビージャパン 1110177951      589.77  /ﾎﾋﾞｰ    /1022    

5 石川県立美術館60年のあゆみ 石川県立美術館  編 石川県立美術館 1110177985      702.1   /ｲｼｶ     /        

6 あまらぶアートラボ：A-Lab archive vol.9 尼崎市シティプロモーション事業担当  編 尼崎市シティプロモーション事業担当 1110177969      702.16  /ｱﾏｶﾞ    /9       

7 ヴェネチア・ビエンナーレと日本 国際交流基金  企画・監修 平凡社 1110177829      702.16  /ｺｸｻ     /        

8 空間の論理 原 栄三郎  著 ブロンズ社 1110178280      702.16  /ﾊﾗｴ     /        

9 中部美術縁起 馬場 駿吉  著・編 名古屋画廊 1110177993      702.195 /ﾊﾞﾊﾞ    /        

10 香雪美術館名品撰 香雪美術館  編集 香雪美術館 1110178231      703.8   /ｺｳｾ     /        

11 香雪美術館名品撰 香雪美術館  編集 香雪美術館 1110178249      703.8   /ｺｳｾ     /        

12 長野県立美術館所蔵名品選 長野県立美術館  編 長野県立美術館 1110178017      703.8   /ﾅｶﾞﾉ    /        

13 北海道立帯広美術館所蔵品図録 北海道立帯広美術館  〔編〕 北海道立帯広美術館 1110178207      703.8   /ﾎｯｶ     /2021    

14 Japan-Taiwan art history graduate student's symposium 2011-2015 selected papersDoctoral Program in Art & Design  〔ほか〕  〔編〕Doctoral Program in Art & Design 1110178181      704     /ﾂｸﾊﾞ    /        

15 変化する地域と越境する文化の役割 地域創造  調査・〔編〕 地域創造 1110178066      704     /ﾍﾝｶ     /        

16 日本美術年鑑 令和2年版 東京文化財研究所文化財情報資料部  編 国立文化財機構東京文化財研究所 1110178215      705.9   /ﾆﾎﾝ     /2020    

17 公益財団法人石橋財団アニュアル・レポート 2019 石橋財団  編集 石橋財団 1110178108      706     /ｲｼﾊﾞ    /2019    

18 公益財団法人石橋財団アニュアル・レポート 2020 石橋財団  編集 石橋財団 1110178116      706     /ｲｼﾊﾞ    /2020    

19 公益財団法人石橋財団アニュアル・レポート 2021 石橋財団  編集 石橋財団 1110178124      706     /ｲｼﾊﾞ    /2021    

20 アッセンブリッジ・ナゴヤ 2020 アッセンブリッジ・ナゴヤ実行委員会  編 アッセンブリッジ・ナゴヤ実行委員会 1110177944      706.9   /ｱｯｾ     /2020    

21 国立西洋美術館ボランティア報告書 2012年度-2015年度国立西洋美術館 〔ほか〕 〔編〕 国立西洋美術館 1110178298      706.9   /ｺｸﾘ     /        

22 国立西洋美術館ボランティア報告 2016年度-2019年度国立西洋美術館  〔編〕 国立西洋美術館 1110178314      706.9   /ｺｸﾘ     /2016    

23 西脇市岡之山美術館20周年誌 西脇市岡之山美術館  編 西脇市文化・スポーツ振興財団 1110178256      706.9   /ﾆｼﾜ     /        

24 ICOM-DRMC年次大会 2021 ICOM-DRMC2021実行委員会  編 ICOM-DRMC2021実行委員会 1110178264      709.1   /ｱｲｺ     /2021    

25 九州国立博物館文化財修理報告 平成23-24年度九州国立博物館 編 九州国立博物館 1110177837      709.1   /ｷｭｳ     /        

26 新西宮の文化財 西宮市立郷土資料館  編 西宮市 1110178397      709.164 /ﾆｼﾉ     /        

27 平成の日本画 美術年鑑社  〔編〕 美術年鑑社 1110178058      721.9   /ﾆﾎﾝ     /8       

28 竹内栖鳳：水墨風景画にみる画境 藤木 晶子  著 思文閣出版 1110177977      721.9   /ﾌｼﾞｷ    /        

29 Munehiro Yoshimura 吉村 宗浩  〔画〕・著 office Palomar 1110178173      723.1   /ﾖｼﾑ     /        

30 シモーネ・マルティーニ ピエルルイージ・レオーネ・デ・カストリス  著 京都書院 1110177852      723.37  /ｶﾝﾃ     /2       
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31 マサッチョ ルチァーノ・ベルティ  著 京都書院 1110177860      723.37  /ｶﾝﾃ     /3       

32 ジョット サンドリーナ・バンデーラ・ビストレッティ  著 京都書院 1110177845      723.37  /ｾﾝﾃ     /1       

33 Graphic Art ＆ Design Annual 2021 DNP文化振興財団  編 DNP文化振興財団 1110178421      727.087 /ﾃﾞｨｰ    /2021    

34 關西九館所藏：中國書畫録 Ⅰ 關西中國書畫コレクション研究會  編 關西中國書畫コレクション研究會 1110177878      728.22  /ｶﾝｻ     /1       

35 關西九館所藏：中國書畫録 Ⅱ 關西中國書畫コレクション研究會  編 關西中國書畫コレクション研究會 1110177886      728.22  /ｶﾝｻ     /2       

36 關西九館所藏：中國書畫録 Ⅲ 關西中國書畫コレクション研究會  編 關西中國書畫コレクション研究會 1110177894      728.22  /ｶﾝｻ     /3       

37 備後のかな三筆 ふくやま書道美術館  編 ふくやま書道美術館 1110177902      728.8   /ﾌｸﾔ     /5       

38 古筆手鑑 ふくやま書道美術館  編 ふくやま書道美術館 1110177910      728.8   /ﾌｸﾔ     /6       

39 日本の書画 1 ふくやま書道美術館  編 ふくやま書道美術館 1110177928      728.8   /ﾌｸﾔ     /7       

40 日本の書画 2 ふくやま書道美術館  編 ふくやま書道美術館 1110177936      728.8   /ﾌｸﾔ     /7       

41 Kawaii 澤田 知子  著・〔作〕 青幻舎 1110178405      748     /ｻﾜﾀﾞ    /        

42 百工比照 石川県立美術館  編 石川県立美術館 1110178041      750.21  /ﾋｬｯ     /        

43 ITO KOSHO：伊藤公象作品集 伊藤 公象  著・〔作〕 ワタヌキ/ときの忘れもの 1110178413      751.1   /ｲﾄｳ     /        

44 茶の美術 新蔵品選編集委員会(根津美術館学芸部)  編根津美術館 1110178199      791.5   /ﾁｬﾉ     /        

45 ソラリスの襞 磯崎 寛也  著 芸術新聞社 1110178223      911.56  /ｲｿｻﾞ    /        
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46 日本史総合年表 加藤 友康  〔ほか〕  編 吉川弘文館 1110178306 R    210.032 /ﾆﾎﾝ     /3       

47 昭和・平成史年表 平凡社  編 平凡社 1110178272 R    210.7   /ｼｮｳ     /        
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48 Forever foreign text：Keiko Tamura National Library of Australia 1160019434      216.4   /TAM     /        

49 From the center 〔by〕 Lucy R. Lippard E.P. Dutton 1160019483      702.07  /LIP     /        

50 Art & queer culture Catherine Lord Phaidon Press 1160019442      702.07  /LOR     /        

51 The art of feminism Helena Reckitt，Consultant Editor Chronicle Books 1160019459      702.07  /REC     /        

52 Kenneth Armitage sculpture edited by Ann Elliott Sansom & Co 1160019467      712.33  /ARM     /        

53 The sculpture of Kenneth Armitage by James Scott Lund Humphries 1160019475      712.33  /ARM     /        
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54 きのくにの大般若経 和歌山県立博物館  編 和歌山県立博物館 1210167217 C    183.2   /ｷﾉｸ     /        

55 范道生 九州国立博物館  編 九州国立博物館 1210166623 C    186.7   /ﾊﾝ      /        

56 最澄と天台宗のすべて 東京国立博物館  編 読売新聞社 1210166649 C    188.42  /ｻｲﾁ     /        

57 英国王室が愛した花々：シャーロット王妃とボタニカルアート ブレーントラスト  編 キューガーデン英国王室が愛した花々シャーロット王妃とボタニカルアートカタログ制作委員会1210166334 C    470.76  /ｴｲｺ     /        

58 生活のデザイン 国立ハンセン病資料館  編 国立ハンセン病資料館 1210167076 C    494.83  /ｾｲｶ     /        

59 ペーター・メルクリと青木淳 東京国立近代美術館  編 東京国立近代美術館 1210166318 C    520.87  /ﾍﾟｰﾀ    /        

60 10 Mame Kurogouchi 黒河内デザイン事務所  著 青幻舎 1210166599 C    589.2   /ｸﾛｺﾞ    /        

61 加賀百万石：文武の誉れ 石川県立美術館  〔ほか〕  編 石川県立美術館 1210166490 C    702.1   /ｶｶﾞﾋ    /        

62 皇室の名宝 九州国立博物館  編 西日本新聞社 1210166656 C    702.1   /ｺｳｼ     /        

63 聖徳太子：時空をつなぐものがたり 中之島香雪美術館  編集 香雪美術館 1210166763 C    702.1   /ｼｮｳ     /        

64 国宝久能山東照宮：徳川家康と歴代将軍ゆかりの名宝 ふくやま芸術文化財団  〔ほか〕  編 福山芸術文化財団 1210166565 C    702.15  /ｺｸﾎ     /        

65 あまらぶアートラボ：A-Lab archive vol.14 尼崎市シティプロモーション推進部シティプロモーション事業担当  〔編〕尼崎市シティプロモーション推進部シティプロモーション事業担当1210166383 C    702.16  /ｱﾏｶﾞ    /14      

66 いろ・うごき・かたち 神奈川県立近代美術館  〔編〕 神奈川県立近代美術館 1210166920 C    702.16  /ｲﾛｳ     /        

67 神奈川「芸術：平和への対話」展カタログ 大森 裕美子  編 「芸術：平和への対話」展実行委員会 1210167092 C    702.16  /ｶﾅｶﾞ    /        

68 関西の80年代 兵庫県立美術館  編 兵庫県立美術館 1210166862 C    702.16  /ｶﾝｻ     /兵美    

69 関西の80年代 兵庫県立美術館  編 兵庫県立美術館 1210166870 C    702.16  /ｶﾝｻ     /兵美    

70 関西の80年代 兵庫県立美術館  編 兵庫県立美術館 1210166888 C    702.16  /ｶﾝｻ     /兵美    

71 関西の80年代 兵庫県立美術館  編 兵庫県立美術館 1210166896 C    702.16  /ｶﾝｻ     /兵美    

72 関西の80年代 兵庫県立美術館  編 兵庫県立美術館 1210166904 C    702.16  /ｶﾝｻ     /兵美    

73 関西の80年代 兵庫県立美術館  編 兵庫県立美術館 1210166912 C    702.16  /ｶﾝｻ     /兵美    

74 京都府新鋭選抜展 2022 京都府 編 京都府 1210167159 C    702.16  /ｷｮｳ     /2022    

75 作元 朋子 作元 朋子  〔画〕 Tezukayama gallery 1210167027 C    702.16  /ｻｸﾓ     /        

76 作元 朋子 Tezukayama Gallery  〔編〕 Tezukayama gallery 1210167035 C    702.16  /ｻｸﾓ     /        

77 障害者アート企画展:「うふっ。どうしちゃったの、これ！？」「えへっ。こうしちゃったよ、これ！！」無条件な幸福埼玉県障害者アートフェスティバル実行委員会  〔編〕埼玉県障害者アートフェスティバル実行委員会 1210167225 C    702.16  /ｼｮｳ     /        

78 志村信裕 中野 仁詞  執筆・編集 KAAT神奈川芸術劇場 1210166813 C    702.16  /ｼﾑﾗ     /        

79 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 1210166342 C    702.16  /ﾀﾞｲﾀ    /        

80 築山 有城 築山 有城 〔作〕 Tezukayama gallery 1210166847 C    702.16  /ﾂｷﾔ     /        

81 築山 有城 築山 有城 〔作〕 Tezukayama gallery 1210166854 C    702.16  /ﾂｷﾔ     /        

82 都市の無意識 東京国立近代美術館  編 東京国立近代美術館 1210167068 C    702.16  /ﾄｼﾉ     /        

83 インスピレーション 苫小牧市美術博物館  〔編〕 苫小牧市美術博物館 1210167050 C    702.16  /ﾆｯﾀ     /        
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84 西本剛己 Tezukayama Gallery 〔編〕 Tezukayama gallery 1210167019 C    702.16  /ﾆｼﾓ     /        

85 原榮三郎回顧展 原 榮三郎  〔画〕 原榮三郎回顧展実行委員会 1210167100 C    702.16  /ﾊﾗ      /        

86 日比野克彦：明後日のアート 渡辺 龍彦  編集 現代企画室 1210166631 C    702.16  /ﾋﾋﾞﾉ    /        

87 松澤宥 長野県立美術館  〔ほか〕  編集 長野県立美術館 1210166524 C    702.16  /ﾏﾂｻﾞ    /        

88 六本木クロッシング 2019 森美術館 〔ほか〕  〔編〕 美術出版社 1210167233 C    702.16  /ﾛｯﾎﾟ    /2019    

89 明恵の夢と高山寺 中之島香雪美術館  編 香雪美術館 1210166730 C    702.17  /ﾐｮｳｴ    /        

90 た・び・て・ん 2022年 兵庫県立美術館  〔編〕 〔兵庫県立美術館〕 1210166276 C    703.8   /ﾀﾋﾞﾃ    /兵美    

91 た・び・て・ん 2022年 兵庫県立美術館  〔編〕 〔兵庫県立美術館〕 1210166284 C    703.8   /ﾀﾋﾞﾃ    /兵美    

92 リ・フレッシャーズ 2022年 兵庫県立美術館  〔編〕 〔兵庫県立美術館〕 1210166292 C    703.8   /ﾘﾌﾚ     /兵美    

93 リ・フレッシャーズ 2022年 兵庫県立美術館  〔編〕 〔兵庫県立美術館〕 1210166300 C    703.8   /ﾘﾌﾚ     /兵美    

94 茨城県つくば美術館ギャラリー展の記録 2014年度 茨城県近代美術館つくば分館（茨城県つくば美術館）  編茨城県近代美術館つくば分館（茨城県つくば美術館）1210166672 C    706.9   /ｷﾞｬﾗ    /2014    

95 茨城県つくば美術館ギャラリー展の記録 2016年度 茨城県近代美術館つくば分館（茨城県つくば美術館）  編茨城県近代美術館つくば分館（茨城県つくば美術館）1210166680 C    706.9   /ｷﾞｬﾗ    /2016    

96 東美特別展 第21回（2021）東京美術倶楽部  〔編〕 東京美術倶楽部 1210166573 C    706.9   /ﾄｳﾋﾞ    /21      

97 宇都宮市学校所蔵品再発見プロジェクト 伊藤伸子  編集・校正 宇都宮美術館 1210167043 C    707.9   /ｳﾂﾉ     /        

98 Cの秘密展 髙野 訓子  編 浜田市世界こども美術館 1210167084 C    707.9   /ｼｰﾉ     /        

99 珠玉の村山コレクション 香雪美術館  編集 香雪美術館 1210166771 C    708.7   /ｼｭｷﾞ    /        

100 大美特別展 第八回 大美特別展実行委員会  編 大阪美術商協同組合 1210166540 C    708.7   /ﾀﾞｲﾋﾞ   /8       

101 木彫り熊の申し子：藤戸竹喜 東京ステーションギャラリー  編 東京ステーションギャラリー 1210166953 C    713     /ﾌｼﾞﾄ    /        

102 上野の森美術館大賞展 第40回 岡里 崇  編 日本美術協会 1210166805 C    720.87  /ｳｴﾉ     /40      

103 VOCA展 2022 「VOCA展」実行委員会  編 「VOCA展」実行委員会 1210166979 C    720.87  /ｳﾞｫｰ    /2022    

104 近代美術協会展 第58回（2022）近代美術協会  編 近代美術協会 1210167167 C    720.87  /ｷﾝﾀﾞ    /58      

105 主体展作品集 第57回（2022）主体美術協会  〔編〕 主体美術協会 1210167175 C    720.87  /ｼｭﾀ     /57      

106 柳橋水車図の世界 中之島香雪美術館  編集 香雪美術館 1210166755 C    721.02  /ﾘｭｳ     /        

107 上方界隈、絵師済々Ⅱ 中之島香雪美術館  編集 香雪美術館 1210166748 C    721.025 /ｶﾐｶﾞ    /        

108 サロン!雅と俗 平井 啓修  編集 京都国立近代美術館 1210166532 C    721.025 /ｻﾛﾝ     /        

109 京の雅 ふくやま書道美術館  編 ふくやま書道美術館 1210166458 C    721.4   /ｷｮｳ     /        

110 鈴木其一・夏秋渓流図屏風 根津美術館学芸部  編 根津美術館 1210166797 C    721.5   /ｽｽﾞｷ    /        

111 もしも猫展 名古屋市博物館  編 「もしも猫展」実行委員会（名古屋市博物館・中京テレビ放送）1210166946 C    721.8   /ﾓｼﾓ     /        

112 春の院展全作品集 第77回（43） 日本美術院  〔編〕 日本美術院 1210167191 C    721.9   /ｲﾝﾃ     /43      

113 院展全作品集 44  再興第107回日本美術院  〔編〕 日本美術院 1210167209 C    721.9   /ｲﾝﾃ     /44      
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114 小早川秋聲：旅する画家の鎮魂歌 植田 彩芳子  〔ほか〕  執筆 求龍堂 1210167241 C    721.9   /ｺﾊﾞﾔ    /        

115 揚州八怪 大阪市立美術館  編集 大阪市立美術館 1210167183 C    722.2   /ﾖｳｼ     /        

116 絵画の問題展 西武美術館  〔編〕 西武美術館 1210166581 C    723.1   /ｱｰﾄ     /1980    

117 熊谷守一：お前百までわしゃいつまでも 香雪美術館  〔編集〕 香雪美術館 1210167001 C    723.1   /ｸﾏｶﾞ    /        

118 中川一政：心の太鼓が鳴りわたる 香雪美術館  〔編集〕 香雪美術館 1210166995 C    723.1   /ﾅｶｶﾞ    /        

119 第36回日洋展作品集 日洋会  〔編〕 日洋会 1210166557 C    723.1   /ﾆﾁﾖ     /36      

120 野田弘志：真理のリアリズム 阿部 すみれ  〔ほか〕  執筆 求龍堂 1210167258 C    723.1   /ﾉﾀﾞ     /        

121 横尾さんのパレット 平林 恵  編集・執筆 横尾忠則現代美術館 1210167274 C    723.1   /ﾖｺｵ     /        

122 脇田和と猪熊弦一郎 石川県立美術館  編 石川県立美術館 1210166391 C    723.1087/ﾜｷﾀ     /        

123 牧歌礼讃：楽園憧憬 冨田 章  執筆 東京美術 1210167266 C    723.35  /ﾎﾞｯｶ    /        

124 いわさきちひろ展 原 舞子  執筆・編集 三重県立美術館 1210166508 C    726.5   /ｲﾜｻ     /        

125 日本書芸院展作品集 第七十六回 日本書芸院  編 日本書芸院 1210166607 C    728.21  /ﾆﾎﾝ     /76      

126 桑田笹舟展 ふくやま書道美術館  編 ふくやま書道美術館 1210166433 C    728.216 /ｸﾜﾀ     /        

127 桑田笹舟展 ふくやま書道美術館  編 ふくやま書道美術館 1210166441 C    728.216 /ｸﾜﾀ     /        

128 文房四宝：清閑なる時を求めて 大阪市立東洋陶磁美術館  編集 大阪市立東洋陶磁美術館 1210166789 C    728.3087/ﾌﾞﾝﾎﾞ   /        

129 王朝の名筆 ふくやま書道美術館  編 ふくやま書道美術館 1210166375 C    728.8   /ｵｳﾁ     /        

130 寛永の三筆と江戸の書 ふくやま書道美術館  編 ふくやま書道美術館 1210166367 C    728.8   /ｶﾝｴ     /        

131 桑田家コレクション ふくやま書道美術館  編 ふくやま書道美術館 1210166466 C    728.8   /ｸﾜﾀ     /        

132 浄土寺文書の世界 ふくやま書道美術館  編 ふくやま書道美術館 1210166359 C    728.8   /ｼﾞｮｳ    /        

133 中国地方ゆかりの先人の書 読売書法会  編 読売新聞社 1210167308 C    728.8   /ﾁｭｳ     /        

134 森と水と生きる 田中 正史  〔ほか〕  編集・執筆 長野県立美術館 1210166516 C    730     /ﾐｽﾞﾄ    /        

135 三鷹市美術ギャラリー収蔵作品展 Ⅲ 三鷹市美術ギャラリー  編 三鷹市美術ギャラリー 1210166938 C    732.1   /ﾐﾀｶ     /3       

136 日本篆刻展 第三十八回 日本篆刻家協会  編 日本篆刻展家協会 1210166474 C    739     /ﾆﾎﾝ     /38      

137 栗棟美里 栗棟 美里  〔作〕 Tezukayama gallery 1210166821 C    748     /ｸﾘﾑ     /        

138 栗棟美里 栗棟 美里  〔作〕 Tezukayama gallery 1210166839 C    748     /ｸﾘﾑ     /        

139 日本現代工芸美術展 第60回記念(2022)現代工芸美術家協会  編 現代工芸美術家協会 1210166482 C    750     /ﾆﾎﾝ     /60      

140 信楽 Miho Museum  編 Miho Museum 1210166425 C    751.1   /ｼｶﾞﾗ    /        

141 The備前 東京都国立近代美術館  〔ほか〕編 NHKプラネット中部 1210166417 C    751.1   /ﾋﾞｾﾞﾝ   /        

142 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 1210166326 C    751.5   /ｲﾜﾀ     /        

143 中国の漆器 中之島香雪美術館  編 香雪美術館 1210166722 C    752     /ﾁｭｳ     /        
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144 謎の蒔絵師永田友治 Miho Museum  編 Miho Museum 1210166409 C    752.6   /ﾅｶﾞﾀ    /        

145 戦後デザイン運動の原点 佐藤 玲子  〔ほか〕  編集 川崎市岡本太郎美術館 1210166987 C    757     /ｾﾝｺﾞ    /        

146 井上泰幸展 三池 敏夫  〔ほか〕  執筆 キネマ旬報社 1210166714 C    778.4   /ｲﾉｳ     /        

147 近代工芸と茶の湯のうつわ：四季のしつらい 唐澤 昌宏  編集 東京国立近代美術館 1210166961 C    791.5   /ｷﾝﾀﾞ    /        

148 香のいろは 中之島香雪美術館  編 香雪美術館 1210166706 C    792     /ｺｳﾉ     /        
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149 Japan：Tradition und Gegenwart Direktor・Redaktion：Jürgen Harten Städtische Kunsthalle Düsseldorf 1260010820 C    702.16  /JAP     /        

150 Wack! organized by Cornelia Butler Museum of Contemporary Art 1260010838 C    702.16  /WAK     /        

151 This is not a Taiwan Pavilion 臺北市立美術館 〔編〕 臺北市立美術館 1260010804 C    702.224 /THI     /        

152 行過江南 臺北市立美術館 〔編〕 臺北市立美術館 1260010812 C    723.224 /ﾁｮｳ     /        


