
所蔵館     ： 兵庫県立美術館 新着資料一覧表 1/10ページ
資料区分  ： 和書

受入日付  ： 2022年10月01日～2022年11月30日

No. 資料名 著者名 出版者 資料コード 請求記号

1 聖林寺の版木 元興寺文化財研究所 〔編〕 元興寺文化財研究所 1110179270      022.31  /ｶﾞﾝｺﾞ   /        

2 金剛寺の版木 元興寺文化財研究所 〔編〕 元興寺文化財研究所 1110179288      022.31  /ｶﾞﾝｺﾞ   /        

3 沖積舎の五十年 沖積舎  〔編〕 沖積舎 1110179072      023.067 /ﾁｭｳ     /        

4 受贈図書三上文庫目録 上 出光美術館  編 出光美術館 1110179379      029.9   /ｲﾃﾞﾐ    /1       

5 受贈図書三上文庫目録 中 出光美術館  編 出光美術館 1110179387      029.9   /ｲﾃﾞﾐ    /2       

6 受贈図書三上文庫目録 下 出光美術館  編 出光美術館 1110179395      029.9   /ｲﾃﾞﾐ    /3       

7 博物館の評価基準に関する調査研究 日本博物館協会  編 日本博物館協会 1110178702      069     /ﾆﾎﾝ     /        

8 2013年度生活動報告書 京都工芸繊維大学アートマネージャー養成講座2013年度生京都工芸繊維大学美術工芸資料館 1110178678      069.3   /ｷｮｳ     /        

9 博物館の評価機関等に関するモデル調査研究報告書 日本博物館協会  編 日本博物館協会 1110178488      069.3   /ﾆﾎﾝ     /        

10 美術館のアクセシビリティ向上推進事業報告書 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1110178470      069.5   /ﾋﾞｼﾞｭ   /        

11 古代への旅 イデア絵本委員会  〔ほか〕  編集 イデア・インスティテュート 1110178769      210.3   /ﾆﾎﾝ     /1       

12 吉田初三郎関係資料：上 24 宇治市歴史資料館 編 宇治市歴史資料館 1110178694      216.2   /ｳｼﾞｼ    /24      

13 クリエイティブアイランド中之島 クリエイティブアイランド中之島実行委員会  〔編〕クリエイティブアイランド中之島実行委員会 1110179056      318.7   /ｸﾘｴ     /        

14 れきぶん：学びのプログラム 竹内 有理  〔ほか〕  執筆 長崎歴史文化博物館 1110178561      379.3   /ﾅｶﾞｻ    /        

15 明治時代の洋菓子再現 平成31年度（令和元年度）神戸の文化発信実行員会  〔編〕 神戸の文化発進実行委員会 1110178603      383.8   /ｺｳﾍﾞ    /        

16 豊岡市祭礼行事 豊岡市歴史文化遺産活用活性化事業実行委員会  〔編〕豊岡市歴史文化遺産活用活性化事業実行委員会1110179304      386.164 /ﾄﾖｵ     /        

17 豊岡市祭礼行事 豊岡市歴史文化遺産活用活性化事業実行委員会  〔編〕豊岡市歴史文化遺産活用活性化事業実行委員会1110179312      386.164 /ﾄﾖｵ     /        

18 豊岡市祭礼行事 豊岡市歴史文化遺産活用活性化事業実行委員会  〔編〕豊岡市歴史文化遺産活用活性化事業実行委員会1110179320      386.164 /ﾄﾖｵ     /        

19 豊岡市祭礼行事 豊岡市歴史文化遺産活用活性化事業実行委員会  〔編〕豊岡市歴史文化遺産活用活性化事業実行委員会1110179338      386.164 /ﾄﾖｵ     /        

20 豊岡市祭礼行事 豊岡市歴史文化遺産活用活性化事業実行委員会  〔編〕豊岡市歴史文化遺産活用活性化事業実行委員会1110179346      386.164 /ﾄﾖｵ     /        

21 豊岡市祭礼行事 豊岡市歴史文化遺産活用活性化事業実行委員会  〔編〕豊岡市歴史文化遺産活用活性化事業実行委員会1110179353      386.164 /ﾄﾖｵ     /        

22 voice of wear ミナ ペルホネン  編 ミナペルホネン 1110178546      589.2   /ﾐﾅﾍﾟ    /        

23 大正時代の洋装再現 平成31年度（令和元年度）神戸の文化発信実行員会 〔編〕 神戸の文化発進実行委員会 1110178595      593.3   /ｺｳﾍﾞ    /        

24 DANDANS：2005-2015 団DANS  〔編〕 〔出版者不明〕 1110179361      702.07  /ﾀﾞﾝﾀﾞ   /        

25 あまらぶアートラボ：A-Lab archive 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 1110179221      702.16  /ｱﾏｶﾞ    /1       

26 newmodel Cdog  デザイン・制作 Cdog 1110179114      702.16  /ｲｲﾀﾞ    /        

27 Genki Isayama 諌山 元貴  著・〔作〕 Genki Isayama 1110179205      702.16  /ｲｻﾔ     /        

28 日本の現代アート名鑑100 西尾 洋一  編 マガジンハウス 1110178744      702.16  /ｶｰｻ     /        

29 たつのアートシーン 2021 加須屋 明子 〔ほか〕 編集 たつのアートシーン2021実行委員会 1110179155      702.16  /ﾀﾂﾉ     /2021    

30 タムラサトル 吉村 麗  〔著〕 MAKI Gallery 1110178967      702.16  /ﾀﾑﾗ     /        
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31 YOU/100 二艘木 洋行  〔編・画〕 〔出版者不明〕 1110179007      702.16  /ﾆｿｳ     /        

32 野見山由美子：Nomiyama Yumiko works 2021-2007 野見山 由美子  作 〔出版者不明〕 1110178900      702.16  /ﾉﾐﾔ     /        

33 古＆今Ⅰ 橋本 雅伸  編 ハルキ 1110179122      702.16  /ﾊｼﾓ     /        

34 丸亀市猪熊弦一郎現代美術館：アート・コミュニケーショングループ2021 丸亀市猪熊弦一郎現代美術館  編 丸亀市猪熊弦一郎現代美術館 1110179130      702.16  /ﾏﾙｶﾞ    /2021    

35 騒音が聞こえるので機嫌がよくない 矢野 恵利子  〔編〕・〔作〕 矢野恵利子 1210168579      702.16  /ﾔﾉ      /        

36 「金沢未来展望ラジオ」記録集 アンディ・フィールド  執筆 金沢21世紀美術館 1110178579      702.1943/ｶﾅｻﾞ    /        

37 渋川市美術館・桑原巨守彫刻美術館所蔵品目録 渋川市美術館・桑原巨守彫刻美術館  編集 渋川市美術館・桑原巨守彫刻美術館 1110179429      703.8   /ｼﾌﾞｶ    /        

38 渋谷区立松濤美術館収蔵品目録 Ⅱ 渋谷区立松濤美術館  編 渋谷区立松濤美術館 1110178983      703.8   /ｼﾌﾞﾔ    /2       

39 美術講演会講演録 第49回 鹿島美術財団  編 〔 鹿島美術財団 〕 1110178611      704     /ｶｼﾏ     /49      

40 世界アーティストサミット 京都造形芸術大学RCES芸術編集研究センター  編光村推古書院 1110178496      704     /ﾐﾔｼﾞ    /01      

41 アート・ドキュメンテーション通信 Vol．1 アート・ドキュメンテーション学会  〔編〕 アート・ドキュメンテーション学会 1110179460      705     /ｱｰﾄ     /1       

42 アート・ドキュメンテーション通信 Vol．2 アート・ドキュメンテーション学会  〔編〕 アート・ドキュメンテーション学会 1110179478      705     /ｱｰﾄ     /2       

43 アート・ドキュメンテーション通信 Vol．3 アート・ドキュメンテーション学会  〔編〕 アート・ドキュメンテーション学会 1110179486      705     /ｱｰﾄ     /3       

44 国際セミナー2014 古市 保子  編 国際交流基金アジアセンター 1110179437      706     /ｱｰﾄ     /1       

45 国際シンポジウム2015 古市 保子  編 国際交流基金アジアセンター 1110179445      706     /ｱｰﾄ     /2       

46 東南アジア美術の歴史を形づくる 古市 保子  編 国際交流基金アジアセンター 1110179452      706     /ｱｰﾄ     /3       

47 HAPS事業報告書2021年度 HAPS事務局  編 HAPS 1110179031      706.9   /ｴｲﾁ     /        

48 HAPS事業報告書2020年度 HAPS事務局  編 HAPS 1110178652      706.9   /ｴｲﾁ     /2020    

49 コレクション展 ミュージアム・クルーズ記録集 2011年度 不動 美里  〔ほか〕  編 金沢21世紀美術館 1110179254      706.9   /ｶﾅｻﾞ    /2011    

50 コレクション展 ミュージアム・クルーズ記録集 2012年度 不動 美里  〔ほか〕  編 金沢21世紀美術館 1110179262      706.9   /ｶﾅｻﾞ    /2012    

51 ミュージアム・クルーズ 2019-2020 森 絵里花  編 金沢21世紀美術館 1210167365      706.9   /ｶﾅｻﾞ    /2019    

52 ミュージアム・クルーズ 2020-2021 森 絵里花  編 金沢21世紀美術館 1210167357      706.9   /ｶﾅｻﾞ    /2020    

53 ミュージアム・クルーズ 2021-2022 森 絵里花  編 金沢21世紀美術館 1210167340      706.9   /ｶﾅｻﾞ    /2021    

54 京都芸術センター2021年度事業報告書 京都芸術 センター  〔ほか〕  編 京都芸術センター 1110178645      706.9   /ｷｮｳ     /2021    

55 アーティスト・イン・ミュージアム Vol.1-Vol.10 岐阜県美術館  〔ほか〕  編・執筆 岐阜県美術館 1110178785      706.9   /ｷﾞﾌｹ    /2021    

56 ZENBI Vol.22 全国美術館会議広報委員会  編 全国美術館会議 1110178512      706.9   /ｾﾞﾝﾋﾞ   /22      

57 天プラセレクション記録集 2010-2011 岡山県天神山文化プラザ  〔編〕 岡山県天神山文化プラザ 1110178728      706.9   /ﾃﾝﾌﾟ    /2010    

58 豊岡アートシーズン 2022 Toyooka Art Season 事務局  〔編〕 〔Toyooka Art Season 事務局〕 1110178520      706.9   /ﾄﾖｵ     /2022    

59 新福岡県立美術館基本計画 福岡県人づくり・県民生活部文化振興課新県立美術館建設室  編集〔福岡県人づくり・県民生活部文化振興課新県立美術館建設室〕1110179015      706.9   /ﾌｸｵ     /        

60 みんなの美術館みんなと美術館 岩本 歩弓  編 金沢21世紀美術館 1110179197      707     /ﾐﾝﾅ     /        
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61 ひらけ、アートのヒミツ基地！ 京都造形芸術大学アートプロデュース学科  〔ほか〕  制作おおさか創造千鳥財団 1110178934      707.9   /ｷｮｳ     /2016    

62 広島県立美術館ジュニア鑑賞ガイドブック 広島県立美術館学芸課  執筆・編集 広島県立美術館 1110179080      707.9   /ﾋﾛｼ     /        

63 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3期 和田 積希  編 京都工芸繊維大学美術工芸資料館 1110178777      709     /ﾜﾀﾞ     /3       

64 絹と装潢文化財 国宝修理装潢師連盟  編 国宝修理装潢師連盟 1110179189      709.1   /ｺｸﾎ     /2021    

65 歴史文化に基礎をおいた地域社会形成のための自治体等との連携事業(12)平成25年度 神戸大学大学院人文学研究科地域連携センター  編神戸大学大学院人文学研究科 1110178710      709.164 /ｺｳﾍﾞ    /2013    

66 歴史文化に基礎をおいた地域社会形成のための自治体等との連携事業(14)平成27年度 神戸大学大学院人文学研究科地域連携センター  編神戸大学大学院人文学研究科 1110178686      709.164 /ｺｳﾍﾞ    /2015    

67 イサム・ノグチ発見の道 稲庭 彩和子  編集・テキスト 〔出版者不明〕 1110178918      712.1   /ｲｻﾑ     /        

68 Sculptures of Takashi Yukawa：2021 湯川 隆  編 湯川隆 1110179106      712.1   /ﾕｶﾜ     /        

69 石塚基之作品集 石塚 基之  著・〔作〕 石塚基成 1110178538      715     /ｲｼｽﾞ    /        

70 本堀雄二 本堀 雄二  著・〔作〕 川田 1110179064      718     /ﾎﾝﾎﾞ    /        

71 Contact art 原田 マハ  著 幻冬舎 1110179023      720.4   /ﾊﾗﾀﾞ    /        

72 高知絵金ガイドブック2012 高知県立美術館  執筆・編集 高知県立美術館 1110178926      721.8   /ｴｷﾝ     /        

73 悲しみの星 吉村 宗浩  〔画・著〕 888ブックス 1110178454      723.1   /ﾖｼﾑ     /        

74 Munehiro Yoshimura 吉村 宗浩  〔画〕・著 Mr.Palomar office 1110178462      723.1   /ﾖｼﾑ     /        

75 吉村宗浩画集 2020 吉村 宗浩  〔画〕 〔出版者不明〕 1110178629      723.1   /ﾖｼﾑ     /        

76 高田唯 高田 唯  〔編・作〕・デザイン DNP文化振興財団 1110178504      727.087 /ﾀｶﾀﾞ    /        

77 高野切第二種 深山 龍洞  編 二玄社 1110178835      728.21  /ｼｮﾄﾞ    /30      

78 かな 深山 竜洞  著 一東書道会 1110178843      728.21  /ﾐﾔﾏ     /        

79 かな 深山 竜洞  著 一東会事務所 1110178850      728.21  /ﾐﾔﾏ     /        

80 森岡隆：筑波大学退職記念：書作品集：1991-2021 森岡 隆  〔書〕 森岡隆 1110178819      728.21  /ﾓﾘｵ     /        

81 深山龍洞かな手本 森岡 隆  編著 岩崎芸術社 1110178827      728.21  /ﾓﾘｵ     /        

82 白梅帖 井茂 圭洞  編著・〔書〕 美術新聞社（萱原書房） 1110179098      728.216 /ｲｼｹﾞ    /        

83 「現代の書」の検証 2 田宮文平  著 芸術新聞社 1110178801      728.216 /ｹﾞﾝﾀﾞ   /2       

84 深山龍洞書芸集成 深山 龍洞  著・〔書〕 講談社 1110178793      728.216 /ﾐﾔﾏ     /        

85 九十九集 深山 龍洞  著 一東書道会 1110178868      728.216 /ﾐﾔﾏ     /        

86 一亭墨戲 東京中央オークション  編 三圭社 1110178736      728.22  /ｵｳ      /        

87 関西中国書画コレクションの過去と未来 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 1110178975      728.22  /ｶﾝｻ     /        

88 呉昌碩と金石資料 安田女子大学文学部書道学科  編 安田女子大学 1210168587      728.22  /ｺﾞｼｮ    /        

89 昌碩墨妙 東京中央オークション  編 三圭社 1110178553      728.22  /ｼｮｳ     /        

90 張瑞図の書法 巻子篇一 広津 雲仙  編 二玄社 1110178876      728.225 /ﾋﾛﾂ     /        
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91 張瑞図の書法 巻子篇二 広津 雲仙  編 二玄社 1110178884      728.225 /ﾋﾛﾂ     /        

92 張瑞図の書法 條幅・冊篇 広津 雲仙  編 二玄社 1110178892      728.225 /ﾋﾛﾂ     /        

93 宙へ：或いは蘇生：2021 小林 敬生  〔作〕 〔出版者不明〕 1110179213      733     /ｺﾊﾞﾔ    /        

94 銅版画 京都銅版画協会   編 京都銅版画協会 1110178959      735     /ｷｮｳ     /        

95 写真の町東川賞 第31回 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〕 1110178751      740.6   /ﾋｶﾞｼ    /31      

96 写真の町東川賞 第32回 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〕 1110179296      740.6   /ﾋｶﾞｼ    /32      

97 写真の町東川賞 第37回 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〕 1110178660      740.6   /ﾋｶﾞｼ    /37      

98 写真の町東川賞 第38回 写真文化首都北海道「写真の町」東川町 〔編〕〔写真文化首都北海道「写真の町」東川町〕 1110178637      740.6   /ﾋｶﾞｼ    /38      

99 こどもとおとなの工芸図鑑：ボディブック&ノート 東京国立近代美術館  編集 東京国立近代美術館 1110179403      750     /ﾎﾞﾃﾞｨ   /        

100 Weave Works 川﨑 久美子  著・〔作〕 川﨑久美子 1110179049      753.3   /ｶﾜｻ     /        

101 ワーグナー・プロジェクト 金沢21世紀美術館  〔ほか〕  編 金沢21世紀美術館 1110178587      764.7   /ﾜｰｸﾞ    /        

102 植村直己冒険賞 2009 植村直己冒険館  〔編〕 植村直己冒険館 1110179239      786     /ｳｴﾑ     /2009    

103 植村直己冒険賞 2018 植村直己冒険館  〔編〕 植村直己冒険館 1110179247      786     /ｳｴﾑ     /2018    

104 浅野弥衛没後20年記念誌 永見 隆幸  編集 NG出版 1110178942      902.4   /ｱｻﾉ     /        

105 どこでも文学館報告書 2020 「どこでも文学館」実行委員会  〔編〕 「どこでも文学館」実行委員会 1110179163      906     /ｾﾀｶﾞ    /2020    

106 どこでも文学館報告書 2021 「どこでも文学館」実行委員会  〔編〕 ＜ほんのむし＞プロジェクト実行委員会 1110179171      906     /ｾﾀｶﾞ    /2021    
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107 イヌイトの壁掛けと先住民アート 北海道立北方民族博物館  編 北海道立北方民族博物館 1210167423 C    163.9   /ｲﾇｲ     /        

108 高井悌三郎氏の調査の足跡 辰馬考古資料館  〔編〕 辰馬考古資料館 1210167696 C    210.2   /ﾀｶｲ     /        

109 銅鐸から銅鏡へ 辰馬考古資料館  〔編〕 辰馬考古資料館 1210167704 C    210.2   /ﾄﾞｳﾀ    /        

110 飛鳥美人：高松塚古墳の魅力 国立文化財機構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1210168322 C    210.32  /ｱｽｶ     /        

111 宮廷苑池の誕生 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 1210168249 C    210.33  /ｷｭｳ     /        

112 山地、平野、川とともに池 宇治市歴史資料館  編 宇治市歴史資料館 1210167944 C    216.2   /ｻﾝﾁ     /        

113 神崎川展 吹田市立博物館  編 吹田市立博物館 1210167282 C    216.3   /ｶﾝｻﾞ    /        

114 梅谷七右衛門清政と播磨町の先覚者たち 播磨町郷土資料館  編 播磨町郷土資料館 1210167654 C    216.4   /ｳﾒﾀ     /        

115 兵庫県立歴史博物館"ひょうご五国"歴史文化キャラバンガイドブック兵庫県立歴史博物館  編 兵庫県立歴史博物館 1210168223 C    216.4   /ﾋｮｳ     /        

116 柳田國男の先祖、の話 福崎町立柳田國男・松岡家記念館  編 福崎町教育委員会 1210167670 C    289.1   /ﾔﾅｷﾞ    /        

117 昆虫展 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 1210167324 C    486     /ｺﾝﾁ     /        

118 隈研吾展：新しい公共性をつくるためのネコの5原則 川勝 真一  編集 東京国立近代美術館 1210168603 C    521.6   /ｸﾏｹ     /        

119 御台場築造：西宮・今津の砲台 西宮市立郷土資料館  編 西宮市立郷土資料館 1210167332 C    559.9   /ｵﾀﾞｲ    /        

120 不思議の森に棲む服 ひびのこづえ  著・執筆・編集・〔作〕 熊本市現代美術館 1210168330 C    589.2   /ﾋﾋﾞﾉ    /        

121 Junko Koshino 宇都宮 壽  〔ほか〕  執筆・編集 平凡社 1210168140 C    593.3   /ｺｼﾉ     /        

122 いざ、立山へ！ 富山県  編 富山県 1210167928 C    686.21  /ｲｻﾞﾀ    /        

123 アーティスト・ファイル2013 : 現代の作家たち 033 国立新美術館  〔ほか〕編 国立新美術館 1210167738 C    702.07  /ｱｰﾃ     /33      

124 アーティスト・ファイル2013 : 現代の作家たち 034 国立新美術館  〔ほか〕編 国立新美術館 1210167845 C    702.07  /ｱｰﾃ     /34      

125 アーティスト・ファイル2013 : 現代の作家たち 035 国立新美術館  〔ほか〕編 国立新美術館 1210167860 C    702.07  /ｱｰﾃ     /35      

126 アーティスト・ファイル2013：現代の作家たち 036 国立新美術館  〔ほか〕編 国立新美術館 1210168488 C    702.07  /ｱｰﾃ     /36      

127 アーティスト・ファイル2013：現代の作家たち 037 国立新美術館  〔ほか〕編 国立新美術館 1210168553 C    702.07  /ｱｰﾃ     /37      

128 アーティスト・ファイル2013：現代の作家たち 038 国立新美術館  〔ほか〕編 国立新美術館 1210168546 C    702.07  /ｱｰﾃ     /38      

129 アーティスト・ファイル2013：現代の作家たち 039 国立新美術館  〔ほか〕編 国立新美術館 1210168652 C    702.07  /ｱｰﾃ     /39      

130 アーティスト・ファイル2013：現代の作家たち 040 国立新美術館  〔ほか〕編 国立新美術館 1210168660 C    702.07  /ｱｰﾃ     /40      

131 京芸：transmit program 2022 岸本 光大  編 京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA 1210168439 C    702.07  /ｷｮｳ     /2022    

132 コレクションとの対話 京都市美術館  編 「コレクションとの対話：6つの部屋」実行委員会 1210167621 C    702.07  /ｺﾚｸ     /        

133 塩見允枝子＋フルクサス 柴田 卓  編・デザイン ときの忘れもの 1210168520 C    702.07  /ｼｵﾐ     /        

134 アーティスト・イン・レジデンス・プログラム 2014/秋 近藤 由紀  執筆・編集 青森公立大学 国際芸術センター青森 [ACAC]1210167597 C    702.16  /ｱｰﾃ     /2014-02 

135 あかし インスクリプト  編集 インスクリプト 1210168124 C    702.16  /ｱｶｼ     /        

136 あさごアートコンペティション 2022 第10回あさご芸術の森美術館  〔編〕 あさご芸術の森美術館 1210168074 C    702.16  /ｱｻｺﾞ    /2022    
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137 あまらぶアートラボ：A-Lab archive vol.13 尼崎市シティプロモーション事業担当 尼崎市シティプロモーション事業担当 1210168629 C    702.16  /ｱﾏｶﾞ    /13      

138 あまらぶアートラボ：A-Lab archive vol.15 尼崎市シティプロモーション事業担当 尼崎市シティプロモーション事業担当 1210168637 C    702.16  /ｱﾏｶﾞ    /15      

139 あまらぶアートラボ：A-Lab archive vol.32 尼崎市文化振興担当 尼崎市シティプロモーション事業担当 1210168645 C    702.16  /ｱﾏｶﾞ    /32      

140 門田 光雅 Tezukayama Gallery  〔編〕 Tezukayama gallery 1210167399 C    702.16  /ｶﾄﾞﾀ    /        

141 九州芸文館アーティスト・イン・レジデンス2020記録集 後藤 大樹  編 九州芸文館 1210168447 C    702.16  /ｷｭｳ     /        

142 綺羅めく京の明治美術 京都市京セラ美術館学芸課  編集 京都市京セラ美術館 1210167589 C    702.16  /ｷﾗﾒ     /        

143 降り積もる、言葉が見える 古巻 和芳  編集 〔出版者不明〕 1210168348 C    702.16  /ｺﾏｷ     /        

144 幕を開ける 2021 札幌駅前通地区活性化委員会  〔編〕 〔出版者不明〕 1210168561 C    702.16  /ｻｯﾎﾟ    /        

145 白と黒 高島屋  編 高島屋 1210167480 C    702.16  /ｼﾛﾄ     /        

146 12の窓 淺野 夕紀  〔ほか〕  編 C.A.P（芸術と計画会議） 1210168017 C    702.16  /ｼﾞｭｳ    /        

147 地つづきの輪郭 坂本 里英子  編 セゾン現代美術館 1210168405 C    702.16  /ｼﾞﾂｽﾞ   /        

148 関根美夫 佐々木 博之  編 東京画廊＋BTAP 1210167746 C    702.16  /ｾｷﾈ     /        

149 高橋喜代史展 本郷新記念札幌彫刻美術館  編 札幌市芸術文化財団 1210167407 C    702.16  /ﾀｶﾊ     /3       

150 千田泰広 ギャラリーエークワッド  編 ギャラリーエークワッド 1210167761 C    702.16  /ﾁﾀﾞ     /        

151 築山 有城 築山 有城 〔作〕 Tezukayama gallery 1210167381 C    702.16  /ﾂｷﾔ     /        

152 水墨：藤原志保個展墨・SUIBOKU 藤原 志保  編・〔作〕 藤原志保 1210168215 C    702.16  /ﾌｼﾞﾜ    /        

153 プロダクツで作る善三展の記録 坂本善三美術館  編集・執筆 坂本善三美術館 1210167548 C    702.16  /ﾌﾟﾛﾀﾞ   /5       

154 三輪洸旗・途道展 富岡市立美術博物館  編 富岡市 1210167613 C    702.16  /ﾐﾜ      /        

155 約束の凝集 長谷川 新  執筆・編 武蔵野美術大学出版局 1210167456 C    702.16  /ﾔｸｿ     /        

156 道東アートファイル2022＋道東新世代 北海道立帯広美術館  編 北海道立帯広美術館 1210167795 C    702.191 /ﾄﾞｳﾄ    /2022    

157 美術館堆肥化計画2021 青森県立美術館  編 青森県立美術館 1210168595 C    702.1921/ﾋﾞｼﾞｭ   /        

158 富山県美術展入賞作品 第77回 富山県美術展実行委員会  編 富山県美術展実行委員会 1210168082 C    702.194 /ﾄﾔﾏ     /77      

159 あしやのアーティスト 芦屋市立美術博物館  編 芦屋市立美術博物館 1210168504 C    702.1964/ｱｼﾔ     /        

160 旅するイギリス美術 栃木県立美術館  編集・執筆 栃木県立美術館 1210168025 C    702.33  /ﾀﾋﾞｽ    /        

161 ペーター・フィッシュリ  ダヴィッド・ヴァイス 竹井正和  編 フォイル 1210168512 C    702.345 /ﾍﾟｰﾀ    /        

162 郡山の美術とであう 郡山市立美術館  編 郡山市立美術館 1210167902 C    703.8   /ｺｵﾘ     /        

163 70年のキセキ：人生に寄り添うコレクション 瀬尾 千秋  編集 高岡市美術館 1210167993 C    703.8   /ｼﾞﾝｾ    /        

164 茨城県つくば美術館ギャラリー展の記録 2016年度 茨城県つくば美術館  編 茨城県つくば美術館 1210168611 C    706.9   /ｷﾞｬﾗ    /2016    

165 茨城県つくば美術館ギャラリー展の記録 令和2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）1210167472 C    706.9   /ｷﾞｬﾗ    /2020    

166 川とあそぶアート展 髙野 訓子  編 浜田市世界こども美術館 1210167720 C    707.9   /ｶﾜﾄ     /        
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167 体験型現代美術『アートの秘密基地展』 高野  訓子  編 浜田市世界こども美術館 1210167647 C    707.9   /ﾀｲｹ     /        

168 ダンボールの変身展 髙野 訓子  編 浜田市世界こども美術館 1210168041 C    707.9   /ﾀﾞﾝﾎﾞ   /        

169 IAMAS 2022 2022 赤羽 亨  監修 情報科学芸術大学院大学［IAMAS］ 1210167522 C    708.7   /ｲｱﾏ     /2022    

170 一陽展 第68回記念（2022）一陽会  〔編〕 一陽会 1210167662 C    708.7   /ｲﾁﾖ     /68      

171 NAU21世紀美術連立展 第20回 NAU21世紀美術連立協会 1210168157 C    708.7   /ｴﾇｴ     /20      

172 鹿児島市立美術館名品展 稲村 純子  〔ほか〕  編 松本市美術館 1210168256 C    708.7   /ｶｺﾞｼ    /        

173 群馬青年ビエンナーレ 15 群馬県立近代美術館  編 群馬県立近代美術館 1210168421 C    708.7   /ｸﾞﾝﾏ    /15      

174 新制作展 第85回（2022）新制作協会図録委員会2022  編 新制作協会 1210167506 C    708.7   /ｼﾝｾ     /85      

175 二紀展 第75回（2022）二紀会  〔編〕 二紀会 1210167969 C    708.7   /ﾆｷ      /75      

176 正倉院展目録 令和4年（第74回）奈良国立博物館  編 奈良国立博物館 1210168264 C    709.1   /ｼﾖｳ     /        

177 KAJIMA彫刻コンクール作品集 第17回 鹿島建設  編 〔鹿島建設〕 1210167530 C    710.87  /ｶｼﾞﾏ    /17      

178 私的な神話 土屋 仁応  編・〔作〕 Yoshimasa Tsuchiya 1210167985 C    712.1   /ﾂﾁﾔ     /        

179 福岡道雄展 ギャラリーヤマキファインアート  企画・編集 ギャラリーヤマキファインアート 1210167464 C    712.1   /ﾌｸｵ     /        

180 Katsura Funakoshi Solo exhibition Editing：Yoshiaki Inoue gallery Yoshiaki Inoue Gallery 1210168413 C    712.1   /ﾌﾅｺ     /        

181 コルンブルストの卵 「コルンブルストの卵」展実行委員会  〔編〕 〔ギャラリーせいほう〕 1210167639 C    714     /ｺﾙﾝ     /        

182 冨長敦也 長野県立美術館  編集 長野県立美術館 1210169007 C    714     /ﾄﾐﾅ     /        

183 京町家と金属作品の親和性の検証 長谷川 政弘  編集・〔作〕 〔出版者不明〕 1210167951 C    715     /ﾊｾｶﾞ    /        

184 春日佳歩展 第38回 日本美術協会上野の森美術館  〔編〕 日本美術協会上野の森美術館 1210167977 C    720.87  /ｶｽｶﾞ    /38      

185 福知山市佐藤太清賞公募美術展 第21回(2022)「佐藤太清賞公募美術展」事務局  〔編〕 「佐藤太清賞公募美術展」事務局 1210167431 C    720.87  /ｻﾄｳ     /21      

186 立軌展図録 2022 福島 唯史  編 立軌会 1210168165 C    720.87  /ﾘｭｳ     /2022    

187 ほどくなおすつなぐ：重文豊臣秀吉像修理後初公開記念 宇和島市立伊達博物館  編集 宇和島市立伊達博物館 1210168314 C    721.0248/ﾎﾄﾞｸ    /        

188 住吉広行 大和文華館  編 大和文華館 1210168108 C    721.2   /ｽﾐﾖ     /        

189 琳派の花園：あだち 足立区立郷土博物館  〔編〕 足立区立郷土博物館 1210167936 C    721.5   /ﾘﾝﾊﾟ    /        

190 中川耕斎 長浜市長浜城歴史博物館  編 長浜市長浜城歴史博物館 1210167290 C    721.6   /ﾅｶｶﾞ    /        

191 山水画と風景画のあいだ 下関市立美術館  編集・執筆 下関市立美術館 1210168363 C    721.7   /ｻﾝｽ     /        

192 田近竹邨 竹田市歴史文化館・由学館  編 竹田市歴史文化館・由学館 1210167449 C    721.7   /ﾀｼﾞｶ    /        

193 The heroes 岩切 友里子  〔ほか〕  編・監修 日本経済新聞社 1210167803 C    721.8   /ﾋｰﾛ     /兵美    

194 The heroes 岩切 友里子  〔ほか〕  編・監修 日本経済新聞社 1210167811 C    721.8   /ﾋｰﾛ     /兵美    

195 The heroes 岩切 友里子  〔ほか〕  編・監修 日本経済新聞社 1210167829 C    721.8   /ﾋｰﾛ     /兵美    

196 額装の日本画 栃木県立美術館  編集・執筆 栃木県立美術館 1210168033 C    721.9   /ｶﾞｸｿ    /        
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197 近代日本画の名作 豊橋市美術博物館  編 豊橋市美術博物館 1210167779 C    721.9   /ｷﾝﾀﾞ    /        

198 千住博展～光を描く～ 大雅堂  〔編〕 大雅堂 1210168280 C    721.9   /ｾﾝｼﾞ    /        

199 滝上くら・瀧上伸子展 富岡市立美術博物館  編 富岡市 1210167514 C    721.9   /ﾀｷｶﾞ    /        

200 西田眞人：一の宮を描く 一宮市博物館  編 一宮市博物館 1210168496 C    721.9   /ﾆｼﾀﾞ    /        

201 江戸時代にもたらされた中国書画 東京国立博物館  編 東京国立博物館 1210167571 C    722.2   /ｴﾄﾞｼﾞ   /        

202 湯川雅紀：2011-2022 田辺市立美術館  編 田辺市立美術館 1210167688 C    723.07  /ﾕｶﾜ     /        

203 大森啓助コレクション展 関西学院大学博物館  編 関西学院大学博物館 1210168298 C    723.1   /ｵｵﾓ     /        

204 秘蔵の小磯良平 辻 智美  編集 神戸市立小磯記念美術館 1210167787 C    723.1   /ｺｲｿ     /        

205 小林孝亘 西村画廊  〔編〕 西村画廊 1210167753 C    723.1   /ｺﾊﾞﾔ    /        

206 それぞれのふたり：小堀四郎と村井正誠 小堀 四郎 世田谷美術館  編 世田谷美術館 1210168454 C    723.1   /ｺﾎﾞﾘ    /1       

207 それぞれのふたり：小堀四郎と村井正誠 村井 正誠 世田谷美術館  編 世田谷美術館 1210168462 C    723.1   /ｺﾎﾞﾘ    /2       

208 初代尼崎市長櫻井忠剛と勝海舟・川村清雄 尼崎市立歴史博物館  編 尼崎市立歴史博物館 1210168306 C    723.1   /ｼｮﾀﾞ    /        

209 竹中郁と小磯良平 神戸市立小磯記念美術館 編 神戸市立小磯記念美術館 1210168371 C    723.1   /ﾀｹﾅ     /        

210 直野宣子展 名古屋画廊  〔編〕 中山真一 1210167886 C    723.1   /ﾅｵﾉ     /        

211 直野宣子展 名古屋画廊  〔編〕 中山真一 1210167894 C    723.1   /ﾅｵﾉ     /2       

212 ペインタリネス 2022 ギャラリー白  編 ギャラリー白 1210168207 C    723.1   /ﾍﾟｲﾝ    /2022    

213 李禹煥 国立新美術館  編 平凡社 1210168470 C    723.21  /ﾘｰｳ     /兵美    

214 スイスプチ・パレ美術館展 郡山市立美術館  編 郡山市立美術館 1210167910 C    723.34  /ｽｲｽ     /        

215 Manga←→Tokyo National Art Center Tokyo  編 National Art Center, Tokyo 1210167712 C    726.1   /ﾏﾝｶﾞ    /        

216 永井一正のポスターデザイン 群馬県立館林美術館  編集・解説執筆 群馬県立館林美術館 1210168066 C    727.6   /ﾅｶﾞｲ    /        

217 書を極める：鑑定文化と古筆家の人々 慶応義塾ミュージアム・コモンズ  〔ほか〕  編集 慶應義塾大学附属研究所斯道文庫 1210167563 C    728.21  /ｶﾝﾃ     /        

218 龍洞近作仮名書展集 深山 龍洞  著・〔書〕 〔出版者不明〕 1210167852 C    728.21  /ﾐﾔﾏ     /        

219 深山龍洞書作回顧展作品集 深山 龍洞  〔書〕 深山龍洞 1210167837 C    728.216 /ﾐﾔﾏ     /        

220 深山龍洞作品集 深山 龍洞  〔書〕 〔三耀社〕 1210167878 C    728.216 /ﾐﾔﾏ     /        

221 張瑞圖 謙慎書道会  編 近代書道研究所 1210167498 C    728.22  /ﾁｮｳ     /        

222 ピカソとミロの版画：教育普及企画 江藤 祐子  執筆 石橋財団アーティゾン美術館 1210168058 C    735     /ﾋﾟｶｿ    /        

223 石川直樹：Streets are mine ギャラリーエークワッド  〔編〕 ギャラリーエークワッド 1210168199 C    748     /ｲｼｶ     /        

224 杉本博司：本歌取り 杉本 博司  著 くま書店 1210168231 C    748     /ｽｷﾞﾓ    /        

225 瀬戸正人：記憶の地図 福島県立美術館  編集 福島県立美術館 1210168009 C    748     /ｾﾄ      /        

226 いしかわの工芸 石川県立美術館  編 石川県立美術館 1210167316 C    750     /ｲｼｶ     /        
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227 十二の鷹：と明治の工芸 国立工芸館  編集 東京国立近代美術館 1210167555 C    750     /ｼﾞｭｳ    /        

228 石井康治 青森県立美術館  編集 石井康治展実行委員会 1210168090 C    751.5087/ｲｼｲ     /        

229 現代の織 Ⅵ 三谷 渉  編 田辺市立美術館 1210168272 C    753.3   /ｹﾞﾝﾀﾞ   /6       

230 加耶 国立歴史民俗博物館  編 国立歴史民俗博物館 1210168355 C    756.2210/ｶﾔ      /        

231 甲冑の解剖術 望月 かおる  〔ほか〕  編集 カルチュア・コンビニエンス・クラブ美術出版社書籍編集部1210167605 C    756.7087/ｶｯﾁ     /        

232 工芸教育の精華 鶴野 俊哉  編集 石川県立歴史博物館 1210168132 C    757     /ｺｳｹﾞ    /        

233 佐藤雅晴：尾行 宇都宮 壽  〔ほか〕  執筆 カルチュア・コンビニエンス・クラブ美術出版社書籍編集部1210168116 C    778.77  /ｻﾄｳ     /        
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234 未竟之役 臺北市立美術館 〔編〕 臺北市立美術館 1260010879 C    702.224 /ART     /        

235 정상화 edited by Jang Raejoo National Museum of Modern and Contemporary Art1260010846 C    723.21  /CHU     /        

236 Finders keepers 臺北市立美術館 〔編〕 臺北市立美術館 1260010853 C    723.224 /CHE     /        


