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資料番

号

配架

種別
タイトル・サブタイトル 発行者（所） 発行年月日 実篤・白樺・村関連情報 備考

B04000 美術 庭園美術館へようこそ　旧朝香宮邸をめぐる６つの物語 河出書房新社 2014年11月30日 協力：東京都庭園美術館

B04001 美術 大原美術館　Activity report 2013 公益財団法人大原美術館 2014年8月31日

B04002 文学 須賀敦子の世界展 県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学振興会 2014年10月4日

B04003 文学 姫路文学館紀要　第十八号 姫路文学館 平成27年3月31日

B04004 美術 開館30周年&リニューアルオープン記念　東京都庭園美術館30＋1 公益財団法人東京都歴史文化財団、東京都庭園美術館 2014年11月21日

B04005 美術 柳宗悦と芹沢銈介　美と暮らしがとけあう世界へ 静岡市立芹沢銈介美術館 2015年

B04006 美術
中村屋サロン美術館　開館記念特別展　中村屋サロン　ここで生まれた、ここから生

まれた
中村屋サロン美術館 2014年10月29日

B04007 美術 美術館たより　『たいせつな風景』第20号　特集：鎌倉別館の30年 神奈川県立近代美術館 2015年3月31日

B04008 美術 宇佐美コレクション総目録 栃木県立美術館 c2014

B04009 美術 真岡発：瑛九と前衛画家たち展　久保貞次郎と宇佐美コレクションを中心に 栃木県立美術館 c2014

B04010 美術 竹のめざめ　第5回関東地区博物館協会共同企画展　栃木竹工芸の精華 栃木県立美術館 2014年11月

B04011 美術 東京ステーションギャラリー活動報告　2012-2014 東京ステーションギャラリー 2014年

B04012 美術 姫路市立美術館　研究紀要　第14号 姫路市立美術館 平成26（2014）年3月

B04013 美術 広島県立美術館　研究紀要　第17号 広島県立美術館 平成26（2014）年3月31日

B04014 美術 広島県立美術館　研究紀要　第16号 広島県立美術館 平成25（2013）年3月31日

B04015 美術
平成26年度特別展　竹久夢二生誕130年記念　大正ロマンの恋と文　高相コレクショ

ンより
（公財）三鷹市芸術文化振興財団　文芸課 平成26年8月30日 編集・発行：三鷹市山本有三記念館

B04016 美術 平成25年度　国立新美術館　活動報告 国立新美術館 平成26年7月1日

B04017 美術 『NACT Review 国立新美術館研究紀要』第1号 国立新美術館 平成26（2014）年11月28日

B04018 美術 オルセー美術館展　印象派の誕生　描くことの自由 読売新聞東京本社 c2014 編集：国立新美術館

B04019 美術 イメージの力　国立民族学博物館コレクションにさぐる 国立民族学博物館 2014年2月18日 付属物：出品目録

B04020 美術 アート・アーチ・ひろしま2013　ピース・ミーツ・アート！ 広島県立美術館 ｃ2013 p90からp91：バーナード・リーチ掲載

B04021 美術 おいしいアート　食と美術の出会い 横須賀美術館 2014年9月
p49：河野通勢「私も何かの役に立つそうです」（実

篤記念館寄託）出品

B04022 美術 おいしいアート　食と美術の出会い 横須賀美術館 2014年9月
p49：河野通勢「私も何かの役に立つそうです」（実

篤記念館寄託）出品
複本

B04023 美術 富山市篁牛人記念美術館館報第20号　「いろりを囲むおはなし」第二集 富山市民俗民芸村篁牛人記念美術館 平成26年3月20日

B04024 美術 芹沢銈介没後30年記念　50の作品でたどる芹沢銈介88年の軌跡 静岡市立芹沢銈介美術館 c2014

B04025 美術 特集展示　西洋美術に魅せられた15人のコレクターたち　1890-1940 石橋財団ブリヂストン美術館 c1997

B04026 美術 没後50年　小杉放菴展 小杉放菴記念日光美術館 c2014

B04027 美術 小杉放菴記念日光美術館所蔵作品撰 小杉放菴記念日光美術館 c2014

B04028 美術 「没後50年小杉放菴展」図録別冊　小杉放菴文献目録 小杉放菴記念日光美術館 c2014

B04029 美術 二木直巳　眺望を求めて　小杉放菴とともに 小杉放菴記念日光美術館 c2014 付属物：二木直巳文言集

B04030 美術 「生誕100年松本竣介展」図録 NHKプラネット東北、NHKプロモーション c2012 編集：神奈川県立近代美術館［ほか］

B04031 美術 チューリヒ美術館展　印象派からシュルレアリズムまで 朝日新聞社 c2014-2015 編集・構成：国立新美術館［ほか］

B04032 美術
TOKYO　STATION　GALLERY　2014−15　REPORT・BULLETIN　No.1　東京ステー

ションギャラリー活動報告・研究紀要第1号
東京ステーションギャラリー 2015年

B04033 美術 洲之内徹と現代画廊　昭和を生きた目と精神 NHKプラネット東北 c2013 p103：千家元麿（当館蔵） 編集・執筆：宮城県美術館［ほか］

B04034 美術 芹沢銈介の収集１　やきもの　西アジアとヨーロッパ 静岡市立芹沢銈介美術館 c2015

B04035 美術 静岡市立芹沢銈介美術館所蔵　芹沢銈介の作品 静岡市立芹沢銈介美術館 c2015

B04036 美術 芹沢銈介の収集２　朝鮮民画 静岡市立芹沢銈介美術館 c2015

B04037 美術 荻原守衛書簡集 公益財団法人碌山美術館 2015年4月22日

B04038 美術 日本近代洋画への道　山岡コレクションと高橋由一の名品を中心に 栃木県立美術館、香川県立ミュージアム c2014 協力：公益財団法人日動美術財団

B04039 美術 萬鉄五郎記念美術館　萬鉄五郎収蔵作品集 萬鉄五郎記念美術館 平成27年3月28日  

B04040 美術 没後50年　福田眉仙《支那三十図巻》 姫路市立美術館 2014年2月

B04041 美術 ひめじ官兵衛プロジェクト連携　特別企画　城　つわものどもが夢の跡 姫路市立美術館 2014年2月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈注記〉　各図録の奥付に表記されている文字で記載しています。検索の際はご注意ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　例：「実篤」「實篤」、「鷗外」「鴎外」、「放菴」「放庵」、「尾﨑」「尾崎」、「渋沢」「澁澤」、「病牀」「病床」
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B04042 文学 菊池寛記念館収蔵資料目録 菊池寛記念館 平成27年3月 P69に実篤関連の記述あり

B04043 文学 資料集　第九輯　北畠八穂草稿〈「ホーイ」ってあの返事。・・・〉 青森県近代文学館 平成27年3月16日

B04044 文学 小檜山博の文学　野性よ退化する現代を撃て 北海道文学館 2015年1月31日

B04045 文学 文京区立森鷗外記念館二〇一四年度特別展　暁の劇場　鷗外が試みた、或る演劇 文京区立森鷗外記念館 平成26年（2014）4月26日

B04046 文学 文京区立森鷗外記念館2014年度特別展　流行をつくる　三越と鷗外 文京区立森鷗外記念館 平成26（2014）年9月13日

B04047 文学 言語・文学研究論集　第15号 白百合女子大学言語・文学研究センター 2015年3月

B04048 文学
井上ひさし資料特集展vol.4　俺達の国語ば可愛がれ 井上ひさし「方言」へのまなざ

し
仙台文学館 2015年2月6日

B04049 文学 津村節子と吉村昭果てなき旅 夫婦作家の軌跡 福井県ふるさと文学館 平成27年2月1日

B04050 文学 日本大学芸術学部図書館活動誌No.1　日藝ライブラリー 日本大学芸術学部図書館 2014年12月20日

B04051 文学 徳島県立文学書道館ことのは文庫　瀬戸内寂聴　文学データブックII 公益財団法人徳島県文化復興財団、徳島県立文学書道館 2015年2月4日 　

B04052 文学 閉館記念パンフレット　与謝野晶子文芸館の軌跡 堺市文化館、与謝野晶子文芸館 平成27年1月31日

B04053 文学 大佛次郎　大池唯雄　往復書簡集 仙台文学館 平成26（2014）年11月22日

B04054 文学 眩人　松本清張と東西文化交流平山郁夫原画+ガンダーラ仏 北九州市立松本清張記念館 平成27（2015）年1月10日

B04055 文学 企画展　図録　風と光の詩人　宮澤章二 さいたま文学館 平成27年1月10日

B04056 文学 館報　第17号（平成25年度） さいたま文学館 平成26年4月1日

B04057 文学 装い　向田邦子のおしゃれ術 かごしま近代文学館 平成26年11月19日

B04058 文学 特別展　よみがえる身体性の記憶　「檸檬」草稿　（瀬山の話）など　展示図録
実践女子大学、実践女子大学短期大学部公開講座委員

会、実践女子大学国文学科
平成26年10月6日

B04059 文学 宙のかけらたち　詩人　宗左近展 北九州市立文学館 平成25年10月25日

B04060 美術 生誕150年　アンソール版画展 姫路市立美術館友の会 2010年3月

B04061 美術 コレクションでたどる姫路市立美術館の25年　日本美術 姫路市立美術館友の会 2008年11月

B04062 美術 生誕一〇〇年記念　富永直樹展 長崎県美術館 2013年11月23日

B04063 美術 現代スペイン・リアリズムの巨匠　アントニオ・ロペス展 株式会社美術出版社 2013年4月27日
2刷（2013年5月27日）／編集：長崎県美術館［ほ

か］

B04064 美術 美術研究作品資料第6冊　横山大観《山路》 独立行政法人国立文化財機構　東京文化財研究所 平成25年3月20日

B04065 美術 展覧会　長崎の美術5　未完の青春　横手貞美展 長崎県美術館 c2013

B04066 美術 中川一政生誕120年記念展　「中川一政芸術の黎明」 白山市立松任中川一政記念美術館 平成25年9月14日

B04067 美術 ア・ターブル！　ごはんだよ！食をめぐる美の饗宴 公益財団法人三重県立美術館協力会 2014年2月
p53：河野通勢「私も何か御役に立つそうです」（当

館蔵）

B04068 美術 ア・ターブル！　ごはんだよ！食をめぐる美の饗宴 公益財団法人三重県立美術館協力会 2014年2月
p53：河野通勢「私も何か御役に立つそうです」（当

館蔵）

B04069 美術 中村直人　彫刻の時代 〈中村直人　彫刻の時代〉展実行委員会 c2012 企画：小杉放菴記念日光美術館［ほか］

B04070 美術 来日130周年　宇都宮美術館コレクションによるジョルジュ・ビゴーと日光 小杉放菴記念日光美術館 2011年12月

B04071 美術 山本鼎　AN ESSAY　ON　KANAE YAMAMOTO 上田市山本鼎記念館 平成21年（2009）10月15日 第2版第1刷

B04072 美術
戦後日本美術の新たな語り口を探る　ニューヨークと東京、二つの近代美術館の展

覧会を通して見えてくるもの
独立行政法人国際交流基金 2014年3月31日  

国際シンポジウム主催：国際交流基金、東京国立近

代美術館。特別助成：公益財団法人　石橋財団

B04073 美術 「極小の宇宙　手わざの粋　伊勢型紙の歴史と展開」展報告書
三重県立美術館、みえミュージアム活性化事業実行委員

会
2014年3月25日 附録：伊勢型紙・江戸小紋　記録映像（DVD）

B04074 美術
クレラー=ミュラー美術館所蔵作品を中心に　印象派を超えて　点描の画家たち　ゴッ

ホ、スーラからモンドリアンまで
東京新聞、NHK、NHKプロモーション c2013 編集・構成：国立新美術館［ほか］

B04075 美術 財団設立60周年記念特別展　今村紫紅展　横浜のいろ 公益財団法人三渓園保勝会 2013年11月 発行年月日は「ごあいさつ」による

B04076 美術 豊橋美術博物館収蔵品目録［美術II］2000-2010 豊橋市美術博物館 2011年2月19日

B04077 美術
兵庫県三田市生まれの豪気な天才彫刻家　天岡均一　1875-1924　没後九十年回

顧展
七曜会 平成25年10月

タイトルは扉による。発行者と発行年月日は「刊行に

よせて」による。／会場：三田市立図書館

B04078 美術 いわて創作版画の系譜　近現代木版画展 萬鉄五郎記念美術館 ｃ2012

B04079 美術 特別展　〈猫〉が気になる。 北海道立三岸好太郎美術館 2012

B04080 美術 生誕100年記念　林武展 毎日新聞社 ｃ1996 編集：東京都庭園美術館／毎日新聞社

B04081 美術 豊橋市美術博物館年報　平成26年度 豊橋市美術博物館 平成27年9月1日 p33：新収蔵資料として河野通勢掲載

B04082 美術 イギリス工芸運動と濱田庄司展　追加出品資料 千葉市美術館 1998年8月8日
p3：実篤著『我孫子より』／p14：出品目録に関連資

料多数掲載
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B04083 美術 イギリス工芸運動と濱田庄司展　追加出品資料 千葉市美術館 1998年8月8日
p3：実篤著『我孫子より』／p14：出品目録に関連資

料多数掲載

B04084 美術 片山攝三写真展　モノクロームの軌跡50年 福岡県立美術館 平成1年10月14日 p24から25：実篤肖像写真掲載

B04085 美術 黒田辰秋 豊田市美術館 c2000
p42：実篤コレクション、p133：実篤関連資料、

p160・174：出品目録
第2刷

B04086 美術 吉林省博物館所蔵　中国明清絵画展図録 中国吉林省博物館 c1987
扉に大分県立芸術会館　開館十周年記念事業とあ

り

B04087 美術 慈愛の造形　木喰の微笑仏　図録 朝日新聞社文化企画局大阪企画部 c1997 p43：実篤コレクション、p196：出品目録

B04088 美術 豊橋市美術博物館研究紀要　第十八号 豊橋市美術博物館 平成27年3月31日

B04089 美術 多摩美大学大学院　修了論文作品集　2013 多摩美術大学 2013年6月30日

B04090 美術 久米桂一郎作品目録 久米美術館 平成12年5月25日

B04091 美術 ゴッホと同時代の画家たち　ゴッホと花　‘ひまわり’をめぐって 損保ジャパン東郷青児美術館、NHK、NHKプロモーション c2003 p89から90：芦屋のひまわり

B04092 美術 石川国体開催記念　巨匠中川一政芸術のすべて 松任市立中川一政記念美術館 平成3年10月7日

B04093 美術
真鶴町立中川一政美術館　開館十周年記念展図録　われはでくなり　中川一政・そ

の生涯と芸術
真鶴町立中川一政美術館 平成11年10月 p72：北海道講演旅行の写真に実篤

B04094 美術 松任市立中川一政記念美術館　開館十周年記念「肖像画展」　われは汝をおもふ 松任市立中川一政記念美術館 平成8年10月10日

B04095 美術 「ミレーとバルビゾン派の画家たち」展カタログ［1849から1875］ 毎日新聞社 c1996 編集：平塚市美術館［ほか］

B04096 美術 最後のエコール・ド・パリ中村直人「パリ展翻訳と日記」　日本最初の彫刻家画家 中村直人彫刻絵画調査研究所 2011年2月1日 第二版／大型

B04097 美術 碌山美術館報　第33号 （財）碌山美術館 平成25年3月15日

B04098 美術 平成26年度　国立新美術館　活動報告 国立新美術館 平成27年7月1日

B04099 美術 栃木に生きる　風土・ひと・芸術　［鑑賞ガイド］ 栃木県立美術館 c2012

B04100 美術 美術館たより『たいせつな風景』第19号　特集：保存と修復 神奈川県立近代美術館 2014年3月11日

B04101 美術 美術館たより『たいせつな風景』第20号　特集：鎌倉別館の30年 神奈川県立近代美術館 2015年3月31日

B04102 美術 美術館たより『たいせつな風景』第21号　特集：はやま 神奈川県立近代美術館 2015年10月31日 付録：「さようなら鎌倉館」ツイート呼びかけカード

B04103 美術 美術館たより『たいせつな風景』第22号　特集：かまくら 神奈川県立近代美術館 2015年11月17日

B04104 美術 ニキ・ド・サンファル展 NHK、NHKプロモーション C2015 編集：国立新美術館ほか

B04105 美術 ルーヴル美術館展　日常を描く　風俗画にみるヨーロッパ絵画の真髄 日本テレビ放送網 C2015 編集：国立新美術館ほか

B04106 美術 マグリット展 読売新聞東京本社 C2015 編集：国立新美術館ほか

B04107 美術 『NACT Review 国立新美術館研究紀要』　第2号 国立新美術館 平成27(2015）年12月15日

B04108 美術 猪名川町文化財調査報告　一　猪名川町所在木喰仏調査報告書 猪名川町教育委員会、奈良大学美術史研究室 平成11年3月20日

B04109 美術 フランス国立クリュニー中世美術館所蔵　貴婦人と一角獣展 NHK、NHKプロモーション C2013 編集：国立新美術館ほか

B04110 美術 アメリカン・ポップ・アート展 TBSテレビ 2013年8月6日 編集：国立新美術館ほか

B04111 美術 岸田夏子展　刻・生・宇宙の神秘　図録 三越美術部、岸田夏子 2013年3月6日

B04112 美術 平成26年度　独立行政法人国立美術館　年報 独立行政法人国立美術館本部事務局 ［2015］
タイトルは表紙による／発行年月日は巻末に「平成

27年3月31日」とあるところからの推定

B04113 美術 高橋由一から藤島武二まで　日本近代洋画への道　山岡コレクションを中心に 公益財団法人日動美術財団（冨士根智之） ｃ２０１５

B04114 美術
そごう美術館開館30周年記念生誕120年鈴木信太郎展　親密家のまなざし　そごう

美術館コレクション
そごう美術館 ｃ２０１５

p114から「試論　鈴木信太郎における西洋絵画の

受容　雑誌『白樺』を中心に」
図録正誤表

B04115 美術 生誕130年記念　斎藤与里展　巨匠が追い求めた永遠なる理想郷　図録 公益財団法人サトエ記念美術博物館 ｃ２０１５

B04116 美術 平成23年度　独立行政法人国立美術館　東京国立近代美術館活動報告 独立行政法人国立美術館東京国立近代美術館 平成25年1月31日

B04117 美術 富山市篁牛人記念美術館館報　第19号 富山市篁牛人記念美術館 平成24年12月20日

B04118 美術 大原美術館Aｃtivity report2012 公益財団法人大原美術館 2013年6月18日

B04119 美術
鹿沼市立川上澄生美術館　特別企画展　川上澄生の平峯劉吉時代　岸田劉生に憧

れた青春
鹿沼市立川上澄生美術館 2013年7月 p65：記念館より出品 発行年月はごあいさつによる

B04120 美術 国際交流基金　展覧会記録　1972-2012 国際交流基金 2013年3月22日

B04121 美術 独立行政法人国立美術館　東京国立近代美術館　平成27年度 独立行政法人国立美術館　東京国立近代美術館 平成27年度 奥付なし、発行年月日は表紙

B04122 美術 メイド・イン・ジャパン南部鉄器　伝統から現代まで、400年の歴史 アートプランニング　レイ c2013

B04123 美術 棟方志功記念館　４０年のあゆみ 一般財団法人棟方志功記念館 2016年2月

B04124 美術 鎌倉からはじまった。　「神奈川県立近代美術館　鎌倉」の６５年 下田泰也 2016年1月31日
神奈川県立近代美術館鎌倉クロージング・レセプ

ション　2016.1.16の案内文有り

B04125 美術
北海道立三岸好太郎美術館特別展「三岸好太郎と池田満寿夫　奇才アーティストの

系譜」図録
北海道立三岸好太郎美術館 c2014 付箋：訂正、補足
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B04126 美術 安井曾太郎の世界　人物画を中心に ふくやま美術館、佐倉市立美術館 2014年9月20日 付箋：正誤表

B04127 美術 佐倉学　浅井忠展 佐倉市立美術館 c2014

B04128 美術 カリフォルニア•デザイン　1930から1965　モダン・リヴィングの起源 株式会社新建築社 2013年3月18日 編集：国立新美術館ほか

B04129 美術
萬鉄五郎生誕一三〇年　棟方志功没後四〇年記念企画展覧会　棟方志功　萬鉄五

郎に首ったけ
萬鉄五郎記念美術館、茅ヶ崎市美術館 平成27年8月

p39：『白樺』第12巻第2号（ゴオホ向日葵）（当館

蔵）掲載

B04130 美術
萬鉄五郎生誕一三〇年　棟方志功没後四〇年記念企画展覧会　棟方志功　萬鉄五

郎に首ったけ
萬鉄五郎記念美術館、茅ヶ崎市美術館 平成27年8月

p39：『白樺』第12巻第2号（ゴオホ向日葵）（当館

蔵）掲載

B04131 美術 年報2010(平成22)年度 神奈川県立近代美術館 2012年2月18日

B04132 美術 中村直人の芸術と人生 中村直人彫刻絵画調査研究所 2016年（平成28年）1月17日 第一版／大型

B04133 美術 佐久市立近代美術館　開館30周年記念　所蔵名品選　〔時代〕図録 佐久市立近代美術館 平成25年（2013）5月11日 p44：実篤「この道より」

B04134 美術 シンポジウム記録集「セザンヌ　パリとプロヴァンス」展から見る今日のセザンヌ 国立新美術館 2013年3月15日

B04135 美術 平成23年度　独立行政法人国立美術館　年報　2011 独立行政法人国立美術館本部事務局 平成24年3月31日 採録：表紙、p52

B04136 美術 年報　2011（平成23）年度 神奈川県立近代美術館 2013年3月22日

B04137 美術 広島県立美術館　研究紀要　第15号 広島県立美術館 平成24（2012）年3月31日

B04138 美術 奈良県立美術館紀要　第26号 奈良県立美術館 平成24年3月31日

B04139 美術 奈良県立美術館紀要　第27号 奈良県立美術館 平成24年4月27日

B04140 美術 奈良県立美術館紀要　第28号 奈良県立美術館 平成26年3月28日

B04141 美術 千葉県立美術館収蔵品目録2014 千葉県立美術館 平成27年3月31日 p33：椿貞雄（3作品）

B04142 美術 杉林古香関連資料　浅井忠の図案 佐倉市立美術館 平成27年3月31日

B04143 美術 学芸員を展示する 栃木県立美術館 c2016

B04144 美術
「戦後70年：もうひとつの1940年代美術」展　関連企画シンポジウム「戦争と表現

文学、美術、漫画の交差」報告書＋1940年代美術に関する論文集
栃木県立美術館 2016年3月8日

B04145 美術 昭和を生きた画家　平澤熊一展 栃木県立美術館 c2015

B04146 美術 プラド美術館所蔵　スペイン黄金世紀の静物画　ボデゴンの神秘 長崎県美術館 c2015

B04147 美術 長崎県美術館　研究紀要No.7 長崎県美術館 平成28年3月31日

B04148 美術 特別展　ワンワンワンッダフル！　あの犬に会いたい 北海道立三岸好太郎美術館 c2015

B04149 美術 姫路市立美術館　研究紀要　第8号 姫路市立美術館 平成20（2008）年3月

B04150 美術 姫路市立美術館　研究紀要　第9号 姫路市立美術館 平成21（2009）年3月

B04151 美術 姫路市立美術館　研究紀要　第10号 姫路市立美術館 平成22（2010）年3月

B04152 美術 姫路市立美術館　研究紀要　第11号 姫路市立美術館 平成23（2011）年3月

B04153 美術 姫路市立美術館　研究紀要　第12号 姫路市立美術館 平成24（2012）年3月

B04154 美術 姫路市立美術館　研究紀要　第13号 姫路市立美術館 平成25（2013）年3月

B04155 美術 芹沢銈介の収集3　アンデスの染織 静岡市立芹沢銈介美術館 c2016

B04156 美術 平成23（2011）年度から27（2015）年度　笠岡市立竹喬美術館　年報 笠岡市立竹喬美術館 平成28年3月31日 タイトル：見返しから採録

B04157 美術 神田日勝記念美術館友の会二十周年記念誌　未完の歩みII 神田日勝記念美術館友の会 平成25年3月31日 p53,54重複

B04158 美術 年報　2012（平成24）年度 神奈川県立近代美術館 2014年3月14日

B04159 美術 奈良県立美術館年報　平成24年度 奈良県立美術館 平成26年3月28日

B04160 美術 長崎県美術館研究紀要　No.6 長崎県美術館 2014（平成26）年3月31日

B04161 美術 独立行政法人国立美術館　東京国立近代美術館　平成25年度 東京国立近代美術館 平成25年3月 タイトル：表紙から採録、発行年月日：p19から採録

B04162 美術 独立行政法人国立美術館　東京国立近代美術館　平成26年度 東京国立近代美術館 平成26年3月 タイトル：表紙から採録、発行年月日：p19から採録

B04163 美術 生誕１００年記念　里見勝蔵展
京都国立近代美術館、鳥取県立博物館、目黒美術館、郡

山市立美術館
C1995

B04164 美術 豊橋市美術博物館研究紀要　第17号 豊橋市美術博物館 平成23年3月31日

B04165 美術 東京国立近代美術館　研究紀要　第17号 東京国立近代美術館 平成25年3月31日

B04166 美術 東京国立近代美術館　研究紀要　第18号 東京国立近代美術館 平成26年3月31日

B04167 美術 東京国立近代美術館　研究紀要　第19号 東京国立近代美術館 平成27年3月31日

B04168 美術 東京国立近代美術館　研究紀要　第20号 東京国立近代美術館 平成28年3月31日

B04169 美術 平成２４年度独立行政法人国立美術館　東京国立美術館活動報告 独立行政法人国立美術館　東京国立美術館活動報告 平成２６年２月２８日

B04170 美術 平成２４年度独立行政法人国立美術館　東京国立美術館活動報告 独立行政法人国立美術館　東京国立美術館活動報告 平成２６年２月２８日

B04171 美術 平成２４年度独立行政法人国立美術館　東京国立美術館活動報告 独立行政法人国立美術館　東京国立美術館活動報告 平成２６年２月２８日

B04172 美術 館報61号（2012年度） 石橋財団ブリヂストン美術館／石橋財団石橋美術館 2013年3月

B04173 美術 館報62号（2013年度） 石橋財団ブリヂストン美術館／石橋財団石橋美術館 2014年3月
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B04174 美術 館報63号（2014年度） 石橋財団ブリヂストン美術館／石橋財団石橋美術館 2015年3月

B04175 美術 館報64号（2015年度） 石橋財団ブリヂストン美術館／石橋財団石橋美術館 2016年3月

B04176 美術 秋季特別企画展　近代日本画の名作　描かれた日本の美 豊橋市美術博物館 平成２４年１０月 発行年月日は「ごあいさつ」から

B04177 美術 豊橋市美術博物館収蔵品展　墨のいろ　モノクロームの世界に遊ぶ 豊橋市美術博物館 平成２６年１月１１日

B04178 美術 奈良県立美術館紀要　第２９号 奈良県立美術館 平成２７年３月３１日

B04179 美術 豊橋市美術博物館年報 豊橋市美術博物館 平成２６年９月１日 草土社：p11から12

B04180 美術 平成２５年度　広島県立美術館年報 広島県立美術館 平成２７年１月３１日

B04181 美術 年報　2013（平成25）年度 神奈川県立近代美術館 2015年3月20日

B04182 美術 奈良県立美術館年報　平成26年度 奈良県立美術館 平成28年3月24日

B04183 美術 奈良県立美術館紀要　第30号 奈良県立美術館 平成28年3月31日

B04184 美術 平成24年度　国立新美術館　活動報告 国立新美術館 平成25年7月22日

B04185 美術 広島県立美術館 研究紀要　第１８号 広島県立美術館 平成２７（2015）年１月３１日

B04186 美術 雅邦　第一号 山崎美術館 昭和５７年１１月３日 「雅邦」は表紙から、「第一号」は奥付から。

B04187 美術 特別展覧会「よみがえる漢王朝」2000年の時をこえて 大阪市立美術館、読売新聞大阪本社 C1999 付票あり

B04188 美術 昭和の洋画を切り拓いた若き情熱　1930年協会から独立へ

鳥取県立美術館、田辺市立美術館、河口湖美術館、北海

道立函館美術館、酒田市美術館、北九州市立美術館、公

益財団法人八王子学園都市文化ふれあい財団、公益財団

法人日動美術財団

2016

B04189 美術 コレクション100選 東郷青児　記念損保ジャパン日本興亜美術館 2016年4月

B04190 美術 特別展　ランゲン夫妻の眼　初公開　欧州随一の日本美術コレクション 朝日新聞社 1999年10月8日

B04191 美術 美術館は動物園展図録 小杉放菴記念日光美術館 c2011

B04192 美術 開館15周年記念　越前和紙の魅力　小杉放菴と岩野平三郎 小杉放菴記念日光美術館 c2012

B04193 美術 円空　慈悲と魂の芸術展 朝日新聞社文化企画局大阪企画部 c1994 会場：小田急美術館［ほか］

B04194 美術 ［記録集］時空をこえてつむぐ　多和英子VS放菴・達吉・鉄五郎 多和英子VS放菴・達吉・鉄五郎展実行委員会 2016年2月29日

B04195 美術 「パスキンとエコール・ド・パリ　1920年代哀愁のパリ」展図録 北海道立近代美術館、美術館連絡協議会、読売新聞社 c1996

B04196 美術 前田青邨展 日本経済新聞社 c2001

B04197 美術 時空をこえてつむぐ　多和英子VS放菴・達吉・鉄五郎 多和英子VS放菴・達吉・鉄五郎展実行委員会 2015年7月5日

B04198 美術 収蔵品目録　東郷青児作品
東郷青児記念　損保ジャパン日本興亜美術館、公益財団

法人損保ジャパン日本興亜美術財団
2016年4月

B04199 美術 近代日本画壇の巨匠「横山大観」展図録 朝日新聞社事業本部・大阪企画事業部 平成16年7月2日 編集：京都国立近代美術館〔ほか］

B04200 美術 清水登之展 武蔵野市 1991年6月7日 1976・昭和５１年p138　武者小路実篤没

B04201 美術 生誕150年　ロダン展 読売新聞社，美術館連絡協議会、現代彫刻センター 1990年
編集：フランス国立ロダン美術館・宮城県美術館・茨

城県近代美術館〔ほか］

B04202 美術 朝鮮時代の絵画　19世紀の民画を中心に 日本民藝館 2011年9月
発行年月：別紙プリント（日本民芸館HP）会期から

採録

B04203 美術 特別展　東北の工芸と棟方志功 日本民藝館 2012年4月
発行年月：別紙プリント（日本民芸館HP）会期から

採録

B04204 美術 沖縄復帰40年記念　特別公開　琉球の紅型 日本民藝館 2012年9月
発行年月：別紙プリント（日本民芸館HP）会期から

採録

B04205 美術 アイヌ工芸　祈りの文様 日本民藝館 2013年4月 リーフレット、発行年月：会期から採録

B04206 美術 つきしま　かるかや　素朴表現の絵巻と説話画 日本民藝館 2013年6月 リーフレット、発行年月：会期から採録

B04207 美術 特別展　柳宗理の見てきたもの 日本民藝館 2013年8月 リーフレット、発行年月：会期から採録

B04208 美術 茶と美　柳宗悦の茶 日本民藝館 2014年1月 リーフレット、発行年月：会期から採録

B04209 美術 九州の陶磁展 日本民藝館 2014年4月 リーフレット、発行年月：会期から採録

B04210 美術 生誕120年記念　濱田庄司展 日本民藝館 2014年6月 リーフレット、発行年月：会期から採録

B04211 美術 生誕120年記念　濱田庄司展 日本民藝館 2014年6月 リーフレット、発行年月：会期から採録

B04212 美術 カンタと刺子　ベンガル地方と東北地方の針仕事 日本民藝館 2014年9月 リーフレット、発行年月：会期から採録

B04213 美術 文字の美　工芸的な文字の世界 日本民藝館 2015年1月 リーフレット、発行年月：会期から採録

B04214 美術 生誕120年記念　芹沢銈介展 日本民藝館 2015年9月 リーフレット、発行年月：会期から採録

B04215 美術 美の法門　柳宗悦の美意識 日本民藝館 2016年1月 リーフレット、発行年月：会期から採録

B04216 美術 「極小の宇宙　手技の粋　伊勢型紙の歴史と展開」展 三重県立美術館 2012年

B04217 美術 「ここだけの日本画」展パンフレット 和歌山県立近代美術館 2015年9月11日
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B04218 美術 コレクション万華鏡　西洋名画から無名画家の発見まで　美術館活動40年の成果 栃木県立美術館 2013年

B04219 美術 企画展　詩でつづる埼玉の風土　埼玉を表現した詩人の心 さいたま文学館 平成12年 発行年月日は会期による

B04220 美術 寺島貞志　青春のリアリズム展 萬鉄五郎美術館 2012年 発行年月日は会期による

B04221 美術 岩倉具視の能楽再興を支えた人物（ブレーン）　久米邦武と能楽展 久米美術館 2012年 発行年月日は会期による

B04222 歴史 國學院大學　博物館學紀要　第40輯 國學院大學博物館学研究室 平成28年3月31日

B04223 歴史 渋沢栄一と清水建設株式会社 公益財団法人渋沢栄一記念財団　渋沢史料館 2016年3月12日 p68：学習院校舎（四谷）

B04224 歴史 くにたち郷土文化館　研究紀要　第7号
（公財）くにたち文化・スポーツ振興財団　くにたち郷土文化

館
2016（平成28）年1月18日

B04225 歴史 村の明治医新　谷保の村医者本田家の軌跡
くにたち郷土文化館　（公益財団法人くにたち文化・スポー

ツ振興財団）
2015年10月10日

B04226 歴史 生活と文化　［豊島区立郷土資料館研究紀要第24号］ 豊島区 2015年3月27日

B04227 歴史 玉川大学教育博物館　紀要　第12号 玉川大学教育博物館 2015年3月31日

B04228 歴史 企画展「こけし」 板橋区立郷土資料館 平成27年（2015）5月23日

B04229 歴史 研究紀要17（平成26年度） 港区立港郷土資料館 平成17年（2015）3月31日

B04230 歴史 長野市立博物館　紀要　第16号（人文系） 長野市立博物館 平成27年3月27日

B04231 歴史 長野市立博物館収蔵資料目録　民俗2 長野市立博物館 平成27年1月8日

B04232 歴史 学習院大学史料館紀要　第21号 学習院大学史料館 平成27年3月31日

B04233 歴史 新宿から文化を発信する演劇博物館創造活動事業　とりくみ 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館 平成27年 タイトル、発行者、発行年：表紙から採録

B04234 歴史 演劇博物館報 enpaku book 111号 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館 2015年3月19日

B04235 歴史 演劇博物館報 enpaku book 112号 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館 2016年3月22日 p30からp31：デジタル・アーカイブ・コレクション

B04236 歴史 大田区立郷土博物館所蔵文学関係資料目録 大田区立郷土博物館 平成27（2015）年3月27日 p121：資料番号2109　実篤『人間的生活』初版

B04237 歴史
〈企画展〉開館30周年記念　渋沢栄一再発見！　渋沢史料館のあゆみと名品　展示

記録・講演集
公益財団法人渋沢栄一記念財団　渋沢史料館 2013年12月27日

B04238 歴史 渋沢史料館　年報　2012年度 公益財団法人渋沢栄一記念財団　渋沢史料館 2014年3月31日

B04239 歴史 秋の特別展「東欧の広場」 昭和女子大学光葉博物館 c2014

B04240 歴史 川崎市市民ミュージアム紀要　第27集 川崎市市民ミュージアム 平成27年3月31日

B04241 歴史 民権ブックス28号　風刺漫画に見る明治 町田市教育委員会 2015（平成27）年3月31日

B04242 歴史 平成26年度杉並区立郷土博物館分館企画展「杉並にあった映画館」展示図録 杉並区立郷土博物館 平成27年3月 p61：東宝20周年記念映画「生きる」ポスター

B04243 歴史 昭和女子大学光葉博物館コレクション　日本の郷土玩具ＩＩ　土 昭和女子大学光葉博物館 ｃ2015

B04244 歴史
練馬区立石神井公園ふるさと文化館分室　企画展　うたに生きる　練馬区ゆかりの

詩歌の世界
練馬区立石神井公園ふるさと文化館分室 平成27年2月21日

B04245 歴史 國學院大學　博物館學紀要　第39輯 國學院大學博物館学研究室 平成27年3月31日

B04246 歴史 特別展　富士山　江戸・東京と練馬の冨士 練馬区立石神井公園ふるさと文化館 平成27（2015）年1月24日

B04247 歴史 玉川大学教育博物館　館報　第13号　2014年度 玉川大学教育博物館 2015年8月31日

B04248 歴史 近代紡績のススメ　渋沢栄一と東洋紡 公益財団法人渋沢栄一記念財団　渋沢史料館 2015年3月14日

B04249 歴史 紙とあそぶ　紙の工芸展20回記念
公益財団法人　くにたち文化・スポーツ振興財団　くにたち

郷土文化館
平成26年8月12日

B04250 歴史 開館20周年　秋季企画展示　くにたち発掘
くにたち郷土文化館（公益財団法人くにたち文化・スポーツ

振興財団）
2014年10月24日

B04251 歴史 くにたち郷土文化館　研究紀要　第6号
（公財）くにたち文化・スポーツ振興財団　くにたち郷土文化

館
2015（平成27）年3月18日

B04252 歴史 私ヲ去リ、公ニ就ク　渋沢栄一と銀行業 公益財団法人渋沢栄一記念財団　渋沢史料館 2015年10月3日

B04253 歴史 平成25年度特別展　1955ｰ64　写真で見る高度成長期の世田谷 世田谷区立郷土資料館 2013年10月30日

B04254 歴史 平成25年度特別展　1955ｰ64　写真で見る高度成長期の世田谷 世田谷区立郷土資料館 2013年10月30日

B04255 歴史 平成27年度特別展　世田谷の土地　絵図と図面を読み解く 世田谷区立郷土資料館 2015年10月30日

B04256 歴史 東京都江戸東京博物館紀要　第5号
公益財団法人東京都歴史文化財団　東京都江戸東京博物

館
2015年（平成27）3月20日

B04257 歴史 多摩くらしの調査団　民俗調査報告書　第三集　一ノ宮と水のあるくらし 公益財団法人多摩市文化振興財団（パルテノン多摩） 2015年3月31日

B04258 歴史 平成26年度特別展図録　ぶんきょうの樹木　いま・むかし 文京区 平成26年10月25日 ｐ57：実篤書「千朶書房」

B04259 歴史 明治大学博物館研究報告　第20号 明治大学博物館 2015年3月31日

B04260 歴史
平成27年度第3回企画展　「武蔵野市の歴史と文化財　蕨手刀から凱旋門まで」　展

示図録
武蔵野市立武蔵野ふるさと歴史館 平成27年11月1日
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B04261 歴史 企画展示　万年筆の生活誌　筆記の近代
大学共同利用機関法人　人間文化研究機構　国立歴史民

俗博物館
2016年3月8日

B04262 歴史 東京都江戸東京博物館紀要　第6号
公益財団法人東京都歴史文化財団　東京都江戸東京博物

館
2016年（平成28）3月20日

B04263 歴史 平成28年度特別展　祭りばやしのひびき　杉並の祭礼と郷土芸能　展示図録 杉並区立郷土博物館 平成28年10月

B04264 歴史 杉並区立郷土博物館研究紀要　第22号 杉並区立郷土博物館 平成27年3月

B04265 歴史 企画展　「東皐心越と水戸光圀　黄門様が招いた異国の禅僧」 駒澤大学禅文化歴史博物館 2015年10月5日

B04266 歴史 災害史からみる中央区　復興のあゆみ
中央区教育委員会、中央区立郷土天文館（タイムドーム明

石）
平成28年10月22日

B04267 歴史 新宿文化絵図　新宿まち歩きガイド 新宿区地域文化部文化観光国際課 平成22年3月12日
ｐ172：志賀直哉宛はがき、ｐ174から175：居住地と

居住期間、ｐ218：新宿人物事典
第2版第1刷

B04268 歴史 パルテノン多摩資料叢書　第6集　多摩火工廠　勤労動員日記　昭和19年から21年 公益財団法人多摩市文化振興財団（パルテノン多摩） 2015年6月20日

B04269 歴史 特別展　アニメーションと多摩 パルテノン多摩、公益財団法人多摩市文化振興財団 2015年（平成27）5月23日

B04270 歴史 杉並区立郷土博物館常設展示図録 杉並区立郷土博物館 平成27年10月

B04271 歴史
東京オリンピック・パラリンピック50周年記念　杉並区立郷土博物館分館企画展

「1964東京オリンピックと杉並」　パンフレット
杉並区立郷土博物館分館 平成26年10月

B04272 歴史
特別展　型紙の美　武蔵大学藏　「朝田家型紙コレクション」　幕末から明治の染の

世界
練馬区立石神井公園ふるさと文化館 平成26年9月27日

B04273 歴史 平成26年度特別展　世田谷区立郷土資料館開館50周年記念特別展　大館藏品展 世田谷区立郷土資料館 2014年10月30日

B04274 歴史 ちりめん本　欧文木版多色刷り絵本 福生市郷土資料室 平成27年1月31日

B04275 歴史
秋の特別展［光葉博物館コレクション］　くらしを映すＢＥＬＬ［Ｐａｒｔ.2］　ベルと人間の

かかわり
昭和女子大学光葉博物館 2011年10月24日 発行年月日：開始日

B04276 歴史
平成23年度　葛飾区民俗資料調査報告書　ライフヒストリーで綴る都市近郊農村の

民俗と近代史3　杉浦もよさん聞き書き
葛飾区郷土と天文の博物館 平成24年3月31日

B04277 歴史 企画展「曹洞宗の教育と出版」図録　『禅文化歴史博物館所蔵木版資料1』 駒澤大学禅文化歴史博物館 2012年10月9日 表紙タイトル：『正法眼蔵辨註』

B04278 歴史
中央区立郷土天文館　第13回特別展　月島百景　佃・月島・勝どき・晴海・豊海　水

のまちの120年

中央区教育委員会、中央区立郷土天文館（タイムドーム明

石）
平成24年5月19日

B04279 歴史 杉並区立郷土博物館年報　平成24年度版、杉並区立郷土博物館研究紀要　第21号 杉並区立郷土博物館 平成26年3月 年報・紀要の合本

B04280 歴史 平成26年度特別展　葛飾探検団　かつしか街歩きアーカイブスPart2 葛飾区郷土と天文の博物館 平成26（2014）年7月27日

B04281 歴史 可豆思賀　KATSUSHIKA5　葛飾探検団調査報告書 葛飾区郷土と天文の博物館 平成26年3月20日

B04282 歴史 商人の輿論をつくる！　渋沢栄一と東京商法会議所 公益財団法人渋沢栄一記念財団　渋沢史料館 2014年10月4日

B04283 歴史 港区人物誌　五　ジョサイア　コンドル 港区教育委員会 平成24年（2012）3月30日

B04284 歴史 玉川大学教育博物館　館報　第12号　2013年度 玉川大学教育博物館 2014年8月31日

B04285 歴史 ［春の特別展］　「学生と共に歩んだ近代文庫　雑誌を中心として　」 昭和女子大学光葉博物館 平成26年5月17日 発行年月日：開始日

B04286 歴史 玉川大学教育博物館　紀要　第11号 玉川大学教育博物館 2014年3月31日

B04287 歴史 駒沢移転百周年記念企画展「震災と復興建築　大正時代の駒澤大学　」図録 駒澤大学禅文化歴史博物館 2013年10月14日

B04288 歴史 昭和女子大学光葉博物館コレクション　日本の郷土玩具　Ｉ　木 昭和女子大学光葉博物館 ｃ2014

B04289 歴史 生活と文化　［豊島区立郷土資料館研究紀要第23号］ 豊島区 2014年3月28日

B04290 歴史 研究紀要16（平成25年度） 港区立港郷土資料館 平成26年（2014）3月31日

B04291 歴史 パルテノン多摩博物館部門研究紀要　第12号 公益財団法人多摩市文化振興財団（パルテノン多摩） 2014年3月31日

B04292 歴史 みゆきのあと　明治天皇と多摩 公益財団法人多摩市文化振興財団（パルテノン多摩） 平成26年（2014）4月26日

B04293 歴史 東京都江戸東京博物館紀要　第4号
公益財団法人東京都歴史文化財団、東京都江戸東京博物

館
2014年（平成26）3月20日

B04294 歴史 川崎市市民ミュージアム紀要　第26集 川崎市市民ミュージアム 平成26年3月31日

B04295 歴史 学習院大学史料館紀要　第20号 学習院大学史料館 平成26年3月31日

B04296 歴史 演劇博物館館報　110号 早稲田大学演劇博物館 2014年3月24日 タイトル・発行者：p54、発行年月日：表紙から採録

B04297 歴史 特別展　江戸の食文化 練馬区立　石神井公園ふるさと文化館 平成26（2014）年1月25日

B04298 歴史 瑞穂町郷土資料館年報　第8号　平成20・21・22年度 瑞穂町教育委員会 平成24年3月

B04299 歴史 パルテノン多摩収蔵写真資料集　空から街を見る 公益財団法人多摩市文化振興財団 平成26年（2014）1月31日

B04300 歴史 港区立港郷土資料館所蔵　後久洋家具店製作家具図面集 港区教育委員会 平成26年（2014）3月15日

B04301 歴史 昭和館館報　第14号（平成24年度） 昭和館 平成25年10月

B04302 歴史 昭和のくらし研究　第11号 昭和館 平成25年（2013年）3月1日
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B04303 歴史 平成25年度特別展　「甲州道中へのいざない　行き交う人・モノ　」展示図録 杉並区立郷土博物館 平成25年10月

B04304 歴史
平成25年度郷土博物館分館企画展　「時代が見えてくる！　オキュパイドジャパンの

おもちゃたち」展示図録
杉並区立郷土博物館 平成25年9月

B04305 歴史 渋沢敬三没後50年　企画展　祭魚洞祭　敬三というひとがいた 公益財団法人渋沢栄一記念財団　渋沢史料館 平成25年10月25日 タイトル：奥付・背表紙から採録

B04306 歴史 渋沢研究　第26号 渋沢史料館 2014年1月1日

B04307 歴史 特別展　懐かしの風景　北原コレクションの世界 練馬区立　石神井公園ふるさと文化館 平成25（2013）年9月21日

B04308 歴史 新美南吉生誕百年記念事業　特別展　南吉が安城にいた頃 安城市歴史博物館 平成25年7月20日

B04309 歴史 朗読詩集　安城で紡がれた　南吉の詩 安城市歴史博物館 平成25年7月20日 タイトル：表紙から採録

B04310 歴史 明治大学博物館研究報告　第21号 明治大学博物館 2016年3月31日

B04311 歴史 杉並区立郷土博物館研究紀要　第23号 杉並区立郷土博物館 平成28年3月

B04312 歴史 パルテノン多摩資料叢書　第5集　富沢家日記　天保14年から弘化5年 公益財団法人多摩市文化振興財団（パルテノン多摩） 2013年3月31日

B04313 歴史 高島平蘭学事始 板橋区立郷土資料館 平成24年10月6日

B04314 歴史 杉並区立郷土博物館年報　平成22年度版、杉並区立郷土博物館研究紀要　第19号 杉並区立郷土博物館 平成24年1月

B04315 歴史 パルテノン多摩博物館部門研究紀要　第11号 公益財団法人多摩市文化振興財団（パルテノン多摩） 2013年3月31日

B04316 歴史 演劇博物館館報　109号 早稲田大学演劇博物館 2013年9月21日
タイトル・発行者：B04296、発行年月日：表紙から採

録

B04317 歴史 渋沢研究　創刊号 渋沢史料館 1990年3月15日

B04318 歴史 渋沢研究　第2号 渋沢史料館 1990年10月1日

B04319 歴史 渋沢研究　第3号 渋沢史料館 1991年3月31日

B04320 歴史 渋沢研究　第4号 渋沢史料館 1991年10月1日

B04321 歴史 渋沢研究　第5号 渋沢史料館 1992年10月1日

B04322 歴史 渋沢研究　第6号 渋沢史料館 1993年10月1日

B04323 歴史 渋沢研究　第7号 渋沢史料館 1994年10月1日

B04324 歴史 渋沢研究　第8号 渋沢史料館 1995年10月1日

B04325 歴史 渋沢研究　第9号 渋沢史料館 1996年10月1日

B04326 歴史 渋沢研究　第25号 渋沢史料館 2013年1月1日 渋沢研究　第26号：B04306

B04327 歴史 渋沢研究　第27号 渋沢史料館 2015年1月1日

B04328 歴史 渋沢研究　第28号 渋沢史料館 2016年1月1日

B04329 歴史 東京都江戸東京博物館紀要　第3号 公益財団法人東京都歴史文化財団 2013年（平成25）3月18日

B04330 歴史 生活と文化　［豊島区立郷土資料館研究紀要第21号］ 豊島区 2012年3月30日

B04331 歴史 生活と文化　［豊島区立郷土資料館研究紀要第22号］ 豊島区 2013年3月30日 第23号：B04289

B04332 歴史 生活と文化　［豊島区立郷土資料館研究紀要第25号］ 豊島区 2016年3月29日

B04333 歴史 演劇博物館館報　107号 早稲田大学演劇博物館 2012年9月21日
タイトル・発行者：B04296、発行年月日：表紙から採

録

B04334 歴史 演劇博物館館報　108号 早稲田大学演劇博物館 2013年3月22日
タイトル・発行者：B04296、発行年月日：表紙から採

録

B04335 歴史 学習院大学史料館紀要　第18号 学習院大学史料館 平成24年3月31日

B04336 歴史 東京都江戸東京博物館紀要　第2号 公益財団法人東京都歴史文化財団 2012年（平成24）3月12日

B04337 歴史 「絵画にみる時代の情景　絵師からのメッセージ　」図録
中央区教育委員会、中央区立郷土天文館（タイムドーム明

石）
平成25年6月1日

B04338 歴史 杉並区立郷土博物館年報　平成23年度版、杉並区立郷土博物館研究紀要　第20号 杉並区立郷土博物館 平成25年3月

B04339 歴史 明治大学博物館研究報告　第18号 明治大学博物館 2013年3月29日

B04340 歴史 明治大学博物館研究報告　第19号 明治大学博物館 2014年3月31日

B04341 歴史 玉川大学教育博物館　紀要　第10号 玉川大学教育博物館 2013年3月31日

B04342 歴史 玉川大学教育博物館　紀要　第13号 玉川大学教育博物館 2016年3月31日

B04343 歴史 2011.3.11平成の大津波被害と博物館　被災資料の再生を目指して 岩手県立博物館、昭和女子大学光葉博物館 2013年1月5日 発行年月日：岩手県立博物館の開催初日

B04344 歴史 國學院大學　博物館學紀要　第37輯 國學院大學博物館学研究室 平成25年3月31日

B04345 歴史 企画展示　佐野碩と世界演劇　日本・ロシア・メキシコ”芸術は民衆のものだ” 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館 2013年3月1日 タイトル、発行者、発行年月日：表紙から採録

B04346 歴史 川崎市市民ミュージアム紀要　第25集 川崎市市民ミュージアム 平成25年3月31日

B04347 歴史 新聞錦絵　潁原退蔵・尾形仂コレクション 福生市教育委員会 2013年2月

B04348 歴史 渋沢栄一と王子製紙株式会社　国家社会の為に此の事業を起す 公益財団法人渋沢栄一記念財団　渋沢史料館 2013年3月16日

B04349 歴史 奈良大学博物館企画展　斎藤茂吉（親子）　北杜夫（親友）　辻邦夫　”三人展” 奈良大学博物館 2013年2月22日
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B04350 歴史 2007年度　文化財講演集 財団法人渋沢栄一記念財団　渋沢史料館 2009年3月31日

B04351 歴史 ミニシンポジウム　渡米実業団100周年　渋沢栄一と民間経済外交　講演集 公益財団法人渋沢栄一記念財団　渋沢史料館 2011年3月31日

B04352 歴史 渋沢史料館企画展・テーマ展講演会 財団法人渋沢栄一記念財団　渋沢史料館 2009年3月31日

B04353 歴史
渋沢史料館　企画展　渋沢栄一没後80年　「渋沢栄一と『実業之日本』　雑誌メディ

アに見る実業家たち　」　展示の記録・講演録
公益財団法人渋沢栄一記念財団　渋沢史料館 2012年3月31日

B04354 歴史 葛飾区制80周年記念企画展　［葛飾区80年　町・暮らしの移り変わり」 葛飾区郷土と天文の博物館 平成24年7月28日

B04355 歴史
葛飾区制施行80周年記念　特別展図録　東京低地災害史　地震、雷、火事？・・・教

訓！
葛飾区郷土と天文の博物館 平成24年（2012）10月13日

B04356 歴史 企画展「地域史シリーズ　いたばし」 板橋区立郷土資料館 平成25年（2013）2月9日

B04357 歴史 センチュリー文化財団寄贈　コレクション目録 昭和女子大学光葉博物館 ｃ2012

B04358 歴史
昭和女子大学光葉博物館コレクション　日本の郷土玩具III　紙・竹・貝・わら・植物・

布・その他
昭和女子大学光葉博物館 c2016

B04359 歴史 昭和のくらし研究　第10号 昭和館 平成24年（2012年）3月1日

B04360 歴史 昭和館特別企画展　帰還への想い　銃後の願いと千人針 昭和館 平成24年7月 タイトル、発行者、発行年月日：表紙から採録

B04361 歴史 国史跡指定記念特別展　「荻外荘」と近衛文麿　展示図録 杉並区立郷土博物館 平成28年4月

B04362 歴史 長野市立博物館　紀要　第17号（人文系） 長野市立博物館 平成28年3月31日

B04363 歴史 学習院大学史料館紀要　第22号 学習院大学史料館 平成28年3月31日

B04364 歴史 武相の女性・民権とキリスト教 町田市教育委員会 2016年5月31日

B04365 歴史 平成24年度日本大学文理学部史料館展示会　図録「わくわく古墳探検」 日本大学文理学部史料館 2012年11月19日

B04366 歴史 多摩くらしの調査団　民俗調査報告書　第二集　下落合・山王下の生活と伝承 公益財団法人多摩市文化振興財団（パルテノン多摩） 2012年9月30日

B04367 歴史 平成24年度特別展図録　洪庵、友安、そして鷗外　近代医学のヒポクラテスたち 文京ふるさと歴史館 2012年10月27日

B04368 歴史 平成24年度港区立港郷土資料館特別展　江戸の大名菩提寺 港区立港郷土資料館 平成24年（2012）10月27日

B04369 歴史
中央区立郷土天文館　第14回特別展図録　「ふたつの銀座復興　文明開化とモダン

文化　」

中央区教育委員会、中央区立郷土天文館（タイムドーム明

石）
平成24年10月13日 p13：岸田楽善堂薬舗（岸田劉生生家）

B04370 歴史 特別展　鉄道の開通と小さな旅　西武・東上沿線の観光 練馬区立　石神井公園ふるさと文化館 平成24（2012）年9月22日

B04371 歴史 平成23年度人間文化研究機構連携展示　都市を描く　京都と江戸 大学共同利用機関法人　人間文化研究機構 2012年3月27日

B04372 歴史 「漱石山房」の復元に関する基礎調査報告書 新宿区 平成24年3月

B04373 歴史 平成24年度特別展　幕末維新　近代世田谷の夜明け 世田谷区立郷土資料館 2012年11月3日

B04374 歴史 企画展示　楽器は語る　紀州藩主徳川治宝と君主の楽
大学共同利用機関法人　人間文化研究機構、国立歴史民

俗博物館
2012年7月10日

B04375 歴史 企画展示　行列にみる近世　武士と異国と祭礼と
大学共同利用機関法人　人間文化研究機構、国立歴史民

俗博物館
2012年10月16日

B04376 歴史 自由民権　26号 町田市教育委員会 2013（平成25）年3月31日

B04377 歴史 自由民権　27号 町田市教育委員会 2014（平成26）年3月31日

B04378 歴史 自由民権　28号 町田市教育委員会 2015（平成27）年3月31日

B04379 歴史 自由民権　29号 町田市教育委員会 2016（平成28）年3月31日

B04380 歴史 民権ブックス26号　武相自由民権運動関係年表 町田市教育委員会 2013（平成25）年3月31日

B04381 歴史 民権ブックス27号　神奈川県会と武相の民権家 町田市教育委員会 2014（平成26）年3月31日

B04382 歴史 民権ブックス29号　中島信行と俊子 町田市教育委員会 2016（平成28）年3月31日

B04383 歴史 演劇研究　第36号 早稲田大学　坪内博士記念演劇博物館 平成25年3月30日

B04384 歴史 演劇研究　第37号 早稲田大学　坪内博士記念演劇博物館 平成26年3月24日

B04385 歴史 演劇研究　第38号 早稲田大学　坪内博士記念演劇博物館 平成27年3月16日

B04386 歴史 演劇研究　第39号 早稲田大学　坪内博士記念演劇博物館 平成28年3月15日

B04387 歴史 演劇研究　第40号 早稲田大学　坪内博士記念演劇博物館 平成29年3月16日

B04388 歴史 宇津木家書簡集（二）　世田谷叢書　第五集 世田谷区教育委員会 平成23年3月15日

B04389 歴史 旧荏原郡用賀村名主　飯田家文書　世田谷叢書　第六集 世田谷区教育委員会 平成24年3月15日

B04390 歴史 下掃除関連史料　世田谷叢書　第七集 世田谷区教育委員会 平成25年3月15日

B04391 歴史 旧太子堂村森家文書　御用留　一　世田谷叢書　第八集 世田谷区教育委員会 平成26年3月18日

B04392 歴史 旧太子堂村森家文書　御用留　二　世田谷叢書　第九集 世田谷区教育委員会 平成27年3月18日

B04393 歴史 旧太子堂村森家文書　御用留　三　世田谷叢書　第十集 世田谷区教育委員会 平成28年3月18日

B04394 歴史 旧太子堂村森家文書　御用留　四　世田谷叢書　第十一集 世田谷区教育委員会 平成29年3月17日

B04395 歴史 旧荏原郡用賀村名主　飯田家文書目録 世田谷区教育委員会 平成24年3月23日
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B04396 歴史 祭魚洞　渋沢敬三　5315日の記録 遊人工房 平成25年8月25日

B04397 歴史 実業家たちのおもてなし　渋沢栄一と帝国ホテル 公益財団法人渋沢栄一記念財団　渋沢史料館 2014年3月15日

B04398 歴史 渋沢栄一記念財団の挑戦 不二出版株式会社 2015年10月1日 編者：公益財団法人渋沢栄一記念財団

B04399 美術 九州古陶磁の魅力　田中丸コレクション 北九州市立美術館 2016年10月8日
p020：写真14　実篤画昭和31（1956）年、p026：絵

唐津木賊文茶碗

B04400 美術
田中芳男没後100年記念特別展　日本の近代化に挑んだ人びと　田中芳男と南信

州の偉人たち
飯田市美術博物館 平成28年10月1日 発行年月日：会期初日

B04401 美術 動き出す！絵画　ペール北山の夢　モネ、ゴッホ、ピカソらと大正の若き洋画家たち
和歌山県立近代美術館、東京ステーションギャラリー、下

関市立美術館、読売新聞社、美術館連絡協議会
2016年9月17日

p220：4-25河野通勢　梨のある静物、4-26河野通

勢　風景

B04402 美術 動き出す！絵画　ペール北山の夢　モネ、ゴッホ、ピカソらと大正の若き洋画家たち
和歌山県立近代美術館、東京ステーションギャラリー、下

関市立美術館、読売新聞社、美術館連絡協議会
2016年9月17日

p220：4-25河野通勢　梨のある静物、4-26河野通

勢　風景
B04401と同じカタログ

B04403 美術 東京ステーションギャラリー　活動報告　2015ｰ16　研究紀要　第2号
東京ステーションギャラリー（公益財団法人　東日本鉄道

文化財団）
2016年

B04404 美術 高村光太郎没後60年　高村智恵子生誕130年記念　高村光太郎　彫刻と詩　展図録 公益財団法人碌山美術館 2016年7月23日

B04405 美術
白山市立松任中川一政記念美術館　開館30周年記念　「没後25年　中川一政展

壮心不已　」　図録
白山市立松任中川一政記念美術館 平成28年9月10日

B04406 美術 再発見！ニッポンの立体
群馬県立館林美術館、静岡県立美術展、三重県立美術

館、読売新聞社、美術館連絡協議会
2016年7月16日 p30：009木喰　薬師如来坐像

B04407 美術 再発見！ニッポンの立体
群馬県立館林美術館、静岡県立美術展、三重県立美術

館、読売新聞社、美術館連絡協議会
2016年7月16日 p30：009木喰　薬師如来坐像 B04406と同じカタログ

B04408 美術 特別展　生誕150年　黒田清輝　日本近代絵画の巨匠 株式会社美術出版社 2016年3月23日

B04409 美術 創設80周年特別展　柳宗悦・蒐集の軌跡　日本の工芸を中心に 日本民藝館 2016年9月1日 発行年月日：会期初日

B04410 美術 パナソニック　汐留ミュージアム　『年報』2013ｰ2015（平成25ｰ27年度） パナソニック　汐留ミュージアム 2016年6月30日

B04411 美術 「佐伯祐三　芸術への道　」展　図録 練馬区立美術館、和歌山県立近代美術館 2005年9月10日 発行者：編集から採録

B04412 文学 日本近代文学館年誌　資料探索　9 公益財団法人　日本近代文学館 2014年3月20日

B04413 文学 日本近代文学館年誌　資料探索　10 公益財団法人　日本近代文学館 2015年3月20日

B04414 文学 日本近代文学館年誌　資料探索　11 公益財団法人　日本近代文学館 2016年3月20日

B04415 文学 日本近代文学館年誌　資料探索　12 公益財団法人　日本近代文学館 2017年3月20日

B04416 文学 高村光太郎・智恵子展　その芸術と愛の道程 仙台文学館 2006年3月31日

B04417 文学 文学のまち世田谷　世田谷文学館常設展示案内 世田谷文学館 1995年3月30日 p8,9,36,37,67：実篤関連記載

B04418 文学 谷崎潤一郎の文学 北海道立文学館 2015年10月20日

B04419 文学 井上ひさしの江戸　井上ひさし資料特集展　ｖoｌ.5 仙台文学館 2016年2月6日

B04420 文学 姫路文学館ガイドブック 姫路文学館 平成28年（2016年）7月30日 タイトル：表紙から採録

B04421 文学 安岡章太郎展　〈私〉から〈歴史〉へ 県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学振興会 2016年10月1日

B04422 文学 ドラマ・ウィズ・ミュージック　井上ひさしの音楽世界　井上ひさし資料特集展　ｖoｌ.6 仙台文学館 2016年12月3日

B04423 文学 萩原朔太郎記念・水と緑と詩のまち　前橋文学館研究紀要　第4号 萩原朔太郎記念・水と緑と詩のまち前橋文学館 2011年3月31日

B04424 文学 萩原朔太郎記念・水と緑と詩のまち　前橋文学館研究紀要　第5号 萩原朔太郎記念・水と緑と詩のまち前橋文学館 2012年3月31日

B04425 文学
没後25年　日影丈吉と雑誌「宝石」の作家たち　日影丈吉、江戸川乱歩、横溝正史、

城昌幸、山田風太郎　展
町田市民文学館ことばらんど 2015年10月17日

B04426 文学 ［開館記念誌］　埼玉の文学 さいたま文学館 1997年11月 p22,23：実篤関連記載

B04427 文学 公益財団法人　台東区芸術文化財団　紀要　〈第1号〉 公益財団法人　台東区芸術文化財団 平成27年3月31日

B04428 文学 早稲田大学　會津八一記念博物館所蔵　陶磁器目録 早稲田大学會津八一記念博物館 2010年3月20日

B04429 文学 「100年目に出会う　夏目漱石」 県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学振興会 2016年3月26日 発行年月日：会期初日

B04430 文学 『雁魚来往』〈一〉　濱谷浩・川喜田半泥子・小杉放庵と會津八一との往来書簡 新潟市會津八一記念館 平成25年3月31日

B04431 文学 『雁魚来往』〈三〉　料治熊太　奥田勝　亀井勝一郎・斐子と　會津八一の往来書簡 新潟市會津八一記念館 平成27年5月29日

B04432 文学
『雁魚来往』〈四〉　小林正樹　小川晴暘・光暘　三浦寅吉　入江泰吉　土門拳と　會

津八一の往来書簡
新潟市會津八一記念館 平成28年6月23日

B04433 文学 企画展「草野心平の詩　視覚詩編」 いわき市立草野心平記念文学館 2015（平成27）年4月18日

B04434 文学 企画展「草野心平の詩　青春無頼編」 いわき市立草野心平記念文学館 2016（平成28）年4月16日

B04435 文学
資料集　第十輯　太宰治・明治高等小学校時代の学習ノート二種　「豫習用讀方帖」

「入学試験　運算」
青森県近代文学館 平成28年7月9日

B04436 文学 特別展「青函を旅した文人たち」 青森県近代文学館【青森県立図書館内】 平成28年7月9日
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B04437 文学 平成28年度後期特別企画展　清張が描いた日本の近代　豊穣なる小説群 北九州市立松本清張記念館 平成29（2017）年1月21日

B04438 文学 平成27年度　高志の国文学館　紀要　第1号、平成27年度　高志の国文学館　年報 高志の国文学館 平成29年1月13日 紀要と年報の合本（二つの奥付を併せて表記した）

B04439 文学 文京区立森鷗外記念館　2015年度　特別展「谷根千“寄り道”文学散歩」 文京区立森鷗外記念館 平成27年（2015）4月24日

B04440 文学
文京区立森鷗外記念館　平成27（2015）年度特別展「ドクトル・リンタロウ　医学者と

しての鷗外」
文京区立森鷗外記念館 平成27（2015）年10月3日

B04441 文学 企画展展示解説図録「考古学と文学　考古学者・鉄剣・詩人の見た古墳　」 さいたま文学館 平成28年3月29日

B04442 文学
中勘助生誕130年・没後50年　中勘助文学記念館開館20周年記念事業　顕彰誌

『縁の作家、中勘助』
静岡市 平成28年3月29日 第2版

B04443 文学 第90回企画展　村上鬼城　生誕150年記念　『ホトトギス』と村上鬼城の世界 群馬県立土屋文明記念文学館 2015年10月3日

B04444 文学
我孫子市白樺文学館平成26年度特別企画展図録　我孫子・白樺派を継ぐ者　原田

京平の生涯
我孫子市教育委員会文化・スポーツ課 平成28年3月31日

B04445 文学 公益財団法人　台東区芸術文化財団　紀要　〈第1号〉 公益財団法人台東区芸術文化財団 平成27年3月31日 表紙：2014年度

B04446 文学 平成27年度（2015）　群馬県立土屋文明記念文学館　紀要「風」第19号 群馬県立土屋文明記念文学館 平成28（2016）年3月31日

B04447 文学 資料集　第7輯　『今官一・未発表作品集「月下点」他』 青森県近代文学館【青森県立図書館内】 平成24年3月16日

B04448 文学 第88回企画展　歌の古代を探る　万葉集・土屋文明・東国文化 群馬県立土屋文明記念文学館 平成27年4月18日

B04449 文学 第89回企画展　ほら、童謡が聞こえる　北原白秋・西條八十・野口雨情の世界 群馬県立土屋文明記念文学館 2015（平成27）年7月18日

B04450 文学 第91回企画展　文学館で浮世絵展 群馬県立土屋文明記念文学館 2016（平成28）年1月16日

B04451 文学 特別企画展　世界文学と清張文学　図録 北九州市立松本清張記念館 2016年（平成28年）1月16日

B04452 文学 収蔵品展　秋山正香　足袋の街行田が生んだ作家 さいたま文学館 平成27年3月25日

B04453 文学 季刊　子規博だより第34巻3号　通巻132号 松山市立子規記念博物館 平成27年12月25日

B04454 文学 文学特別展　「柴門ふみの世界」 徳島県立文学書道館 2015年12月19日 発行者：編集から採録

B04455 文学 企画展　百人一首 さいたま文学館 平成28年1月16日

B04456 文学 茨木のり子没10周年　詩人茨木のり子とふるさと西尾 西尾市岩瀬文庫（西尾市教育委員会文化振興課） 平成27年12月12日

B04457 文学 「宮尾登美子　八十八年の生涯を偲んで」図録 高知県立文学館 平成27年9月19日

B04458 文学
平成27年度杉並区立郷土博物館分館企画展　「中西悟堂生誕120年　野鳥の父、

中西悟堂をめぐる人々」展示図録
杉並区立郷土博物館 平成27年10月

B04459 文学 生誕140年　柳田國男展　日本人を戦慄せしめよ　「遠野物語」から「海上の道」まで 県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学振興会 2015年10月3日

B04460 文学 図録「ブンガク最前線　北九州発」 北九州市立文学館 平成27年10月24日

B04461 文学
開館20周年記念・前橋文学館特別企画展　詩壇登場100年　萩原朔太郎、愛憐詩

篇の時代　彷徨、浪漫、哀傷
萩原朔太郎記念　水と緑と詩のまち前橋文学館 2013年10月26日

B04462 文学 前橋文学館特別企画展　中原中也と萩原朔太郎 萩原朔太郎記念・水と緑と詩のまち前橋文学館 2015年10月17日

B04463 文学 前橋文学館特別企画展・第20回萩原朔太郎賞受賞者展覧会　佐々木幹郎　明日 萩原朔太郎記念・水と緑と詩のまち前橋文学館 2013年7月20日

B04464 文学 萩原朔太郎記念・水と緑と詩のまち　前橋文学館研究紀要　第6号 萩原朔太郎記念・水と緑と詩のまち前橋文学館 2013年3月21日

B04465 文学 萩原朔太郎記念・水と緑と詩のまち　前橋文学館研究紀要　第7号 萩原朔太郎記念・水と緑と詩のまち前橋文学館 2014年3月31日

B04466 文学 萩原朔太郎記念・水と緑と詩のまち　前橋文学館研究紀要　第8号 萩原朔太郎記念・水と緑と詩のまち前橋文学館 2015年3月31日

B04467 文学 水と緑と詩のまち前橋文学館　収蔵資料目録　萩原朔太郎・萩原家関係遺蔵資料編 萩原朔太郎記念・水と緑と詩のまち前橋文学館 2013年3月29日

B04468 文学 第76回企画展　「無頼の先へ」　坂口安吾　魂の軌跡 群馬県立土屋文明記念文学館 平成24（2012）年4月21日

B04469 文学 第77回企画展　「追悼・どくとるマンボウ北杜夫　昆虫と躁うつと文学と　」 群馬県立土屋文明記念文学館 平成24年7月14日

B04470 文学 第78回企画展　「忘れた秋　おもいでは永遠に　岸田衿子展　」 群馬県立土屋文明記念文学館 平成24（2012）年10月6日

B04471 文学 永井荷風　「断腸亭日乗」と「遺品」でたどる365日　市川市文学ミュージアム　図録1 市川市文学ミュージアム 2013年（平成25）7月20日

B04472 文学 2013年度常設展　明日から吹いてくる風　2011.3.11と詩歌、その後 日本現代詩歌文学館 2013年3月12日

B04473 文学 特別企画展　ふくしまの女流文学者たち　中央の文学から土着の文学へ
こおりやま文学の森資料館（公益財団法人　郡山市文化・

学び振興公社）
2015年7月10日 タイトル採録：表紙

B04474 文学 松岡鼎展　柳田國男を導いた兄 福崎町教育委員会 平成27年（2015）7月25日

B04475 文学 与謝野晶子文学館パンフレット「与謝野晶子・寛　二人の旅」 堺市立文化館　与謝野晶子文芸館 2013年3月

B04476 文学 井上ひさし資料特集展　vol.2　『頭痛肩こり樋口一葉』 仙台文学館 2013年1月26日

B04477 文学
松本清張記念館開館16周年記念特別企画展　伯爵夫人ミツコ　激動のヨーロッパに

咲いた華　松本清張「暗い血の旋舞」
北九州市立松本清張記念館 平成26（2014）年8月1日

B04478 文学 戦後70年　特別企画展　清張と戦争　読み継がれる体験と記憶 北九州市立松本清張記念館 平成27（2015）年8月1日

B04479 文学 特別企画展　萩原朔太郎と中原中也 中原中也記念館 平成27年7月30日

B04480 文学 特別企画展　太宰治と中原中也 中原中也記念館 平成28年7月28日

B04481 文学 特別展　「三浦哲郎」 青森県近代文学館 平成26年7月12日



他館図録簡易目録

12/42

B04482 文学 特別展　「青森の文学者たちの戦前・戦中」 青森県近代文学館 平成27年7月18日

B04483 文学 企画展　文と絵との出会い　装釘と挿絵 さいたま文学館 平成13年9月15日 p17からp21：武者小路実篤、千家元麿、岸田劉生

B04484 文学 企画展　『平将門　文学は史実を越えて　』 さいたま文学館 平成28年10月1日

B04485 文学 徳島県立文学書道館文学特別展　日常の彼方へ　森内俊雄と徳島 徳島県立文学書道館 2016年8月11日

B04486 文学 松山市立子規記念博物館　第62回特別企画展　子規の夏休み 松山市立子規記念博物館 平成28年8月6日

B04487 文学 官兵衛と軍師を描いた文豪たち 姫路文学館 平成26年7月5日 発行年月日：会期初日

B04488 文学 「湘南の文学と美術」展
県立神奈川近代文学館、財団法人神奈川文学振興会、平

塚市美術館
1993年9月18日 p81：岸田劉生　武者小路実篤像　1914.3.18

B04489 文学 神奈川文学散歩展　箱根・県央　緑と風と文学と 県立神奈川近代文学館、財団法人神奈川文学振興会 1996年4月20日
p19：「白樺」同人新年会　1912年（明治45年）1月

写真、実篤　志賀あてはがき　1910年1月22日

B04490 文学 谷崎潤一郎展 県立神奈川近代文学館、財団法人神奈川文学振興会 1998年10月3日

B04491 文学 飯田龍太展 山梨県立文学館 2008年9月27日 p16：「昭和俳句叢書」装幀実篤 2015年3月31日第2刷

B04492 文学
前橋文学館特別企画展・山村暮鳥生誕130年記念　山村暮鳥展　室生犀星・萩原朔

太郎とともにめざした詩の変革
萩原朔太郎記念・水と緑と詩のまち前橋文学館 2014年10月18日

B04493 文学
前橋文学館特別企画展・平井晚村生誕130年記念　平井晚村展　家族のために才

筆を振るった民謡詩人
萩原朔太郎記念・水と緑と詩のまち前橋文学館 2015年2月14日

B04494 文学 『日夏耿之介コレクション目録III　自筆の書画編』 飯田市美術博物館 平成28年3月31日

B04495 文学 かごしま近代文学館所蔵資料目録　島尾敏雄特別資料目録 かごしま近代文学館 平成28年3月

B04496 文学
遠藤周作没後20年・『沈黙』刊行50年記念事業　第9回企画展　刊行から50年　遠

藤周作『沈黙』と長崎
長崎市遠藤周作文学館 平成28年5月21日

B04497 文学 くまもと文学・歴史館開館及び熊本近代文学館30周年記念誌 くまもと文学・歴史館 2016年3月31日

B04498 文学
北海道立文学館開館20周年記念　特別展　没後1年　渡辺淳一の世界　『白夜』の

青春　リラ冷えを往く
北海道立文学館 2015年4月18日

B04499 文学
北海道立文学館開館20周年記念　特別展　「さとぽろ」発見　大正　昭和・札幌　芸

術雑誌にかけた夢　資料集
北海道立文学館 平成28年1月30日

B04500 文学 日本現代詩歌文学館特別企画展　塚本邦雄展　現代短歌の開拓者 日本現代詩歌文学館 2016年3月18日

B04501 文学 神奈川近代文学館年報　2013年（平成25年）度
神奈川県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学

振興会
2014年7月25日

B04502 文学 神奈川近代文学館年報　2014年（平成26年）度
神奈川県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学

振興会
2015年7月25日

B04503 文学 神奈川近代文学館年報　2015年（平成27年）度
神奈川県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学

振興会
2016年7月31日

B04504 文学 神奈川近代文学館年報　2016年（平成28年）度
神奈川県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学

振興会
2017年8月10日

奥付タイトル：神奈川近代文学館年報　2016年（平

成28）年度

B04505 文学 神奈川近代文学館年報　2003年（平成15年）度
神奈川県立神奈川近代文学館、財団法人神奈川文学振興

会
2004年6月30日

B04506 文学 神奈川近代文学館年報　2012年（平成24年）度
神奈川県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学

振興会
2013年7月25日

B04507 文学
松山市立子規記念博物館　栗田樗堂200年忌　第59回特別企画展　樗堂と一茶、そ

して子規へ　共鳴する俳諧精神
松山市立子規記念博物館 平成25年8月31日

B04508 文学 開館一周年特別展　辺見じゅんの世界 高志の国文学館 平成25年8月10日 p53：岸田劉生「武者小路実篤像」

B04509 文学 館報　第16号　（平成24年度） さいたま文学館 平成25年4月1日

B04510 文学 犀星の本づくり 室生犀星記念館 平成25年7月13日
p11：3．『舌を噛み切った女』　カバー　武者小路実

篤画

B04511 文学 北九州の文学　北九州市立文学館10周年記念誌 北九州市立文学館 2017年2月10日

B04512 文学 開館10周年記念　野田宇太郎　散歩の愉しみ　展　〈パンの会〉から文学散歩まで 町田市民文学館ことばらんど 2017年1月21日

B04513 文学 《民藝》との遭遇 北海道立文学館 2017年2月3日

B04514 文学 2017年度常設展　詩歌と音のプリズム 日本現代詩歌文学館 2017年3月14日

B04515 文学 第87回企画展　「近代を駆け抜けた作家たち　文豪たちの文字は語る　」 群馬県立土屋文明記念文学館 平成27年1月17日
p12：武者小路実篤　原稿「続『或る男』」、『大調

和』創刊号

B04516 文学 徳島県立文学書道館　開館15周年記念　文学特別展　寂聴と徳島 徳島県立文学書道館 2017年4月8日

B04517 文学 「宮尾登美子　八十八年の生涯」図録 高知県立文学館 平成29年3月25日 版次：改訂版、初版：平成27年9月19日（土）
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B04518 文学 特別展「生誕150年　正岡子規展　病牀六尺の宇宙」 県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学振興会 2017年3月25日

B04519 文学
松山市立子規記念博物館　第63回特別企画展　子規・漱石・極堂　俳句革新の地

松山
松山市立子規記念博物館 平成29年4月29日

表紙タイトル：子規・漱石・極堂生誕150年記念　第

63回特別企画展

B04520 文学
文京区立森鷗外記念館　平成28（2016）年度　特別展　私がわたしであること　森家

の女性たち　喜美子、志げ、茉莉、杏奴
文京区立森鷗外記念館 平成28（2016）年4月9日

B04521 文学
文京区立森鷗外記念館　2016年度特別展　「文して恋して懐かしき君に　鷗外、『即

興詩人』の10年　」
文京区立森鷗外記念館 平成28年（2016）年10月1日

B04522 文学 永井荷風展　荷風の見つめた女性たち 市川市文学ミュージアム 2017年（平成29）11月3日 市川市文学ミュージアム図録5

B04523 文学 ［さいたま文学館　開館20周年記念誌］　埼玉の文学散歩 さいたま文学館 2017年10月 p13：新しき村　昭和14年、埼玉県毛呂山町

B04524 文学 『雁魚來往』　〈五〉　養徳社・四季書房・中央公論社と會津八一の往来書簡 新潟市會津八一記念館 平成29年10月1日

B04525 文学
『雁魚來往』　〈六〉　中村屋の人々（相馬愛蔵・黒光・安雄、小泉三一郎）と會津八一

の往来書簡
新潟市會津八一記念館 平成30年6月28日

B04526 文学 第84回企画展　「文豪　田山花袋　近代の小説を模索した日々　」 群馬県立土屋文明記念文学館 平成26年4月19日

B04527 文学 第86回企画展　生誕130年記念展　「山村暮鳥　そして『雲』が生まれた　」 群馬県立土屋文明記念文学館 平成26年10月4日

B04528 文学 第92回企画展　群馬を舞台にした歴史・時代小説　真田・忍者・剣豪の世界 群馬県立土屋文明記念文学館 2016（平成28）年4月16日

B04529 文学 第95回企画展　方言の豊穣、文学の実感　井上ひさし・伊藤信吉の世界 群馬県立土屋文明記念文学館 2017（平成29）年1月14日

B04530 文学 第96回企画展　生誕130年記念展　詩人　大手拓次　孤独の箱のなかから 群馬県立土屋文明記念文学館 2017（平成29）年4月15日

B04531 文学 紀要　風　第16号 群馬県立土屋文明記念文学館 2013（平成25）年3月18日 タイトルは奥付表記のママ

B04532 文学 平成25年度（2013）　群馬県立土屋文明記念文学館　紀要「風」　第17号 群馬県立土屋文明記念文学館 平成26（2014）年3月31日

B04533 文学 平成26年度（2014）　群馬県立土屋文明記念文学館　紀要「風」　第18号 群馬県立土屋文明記念文学館 平成27（2015）年3月 奥付なし：タイトル、発行年月は裏表紙から採録

B04534 文学 平成28年度（2016）　群馬県立土屋文明記念文学館　紀要「風」　第20号 群馬県立土屋文明記念文学館 平成29（2017）年3月31日

B04535 文学 徳島県立文学書道館　研究紀要　水脈　第12号 徳島県立文学書道館 平成26年3月31日

B04536 文学 徳島県立文学書道館　研究紀要　水脈　第13号 徳島県立文学書道館 平成28年3月31日

B04537 文学 日本近代文学館年誌　資料探索　13 公益財団法人　日本近代文学館 2018年3月20日

B04538 文学
神奈川県立神奈川近代文学館　開館30周年記念事業　神奈川近代文学館30年誌

1984ｰ2013

公益財団法人神奈川文学振興会、神奈川県立神奈川近代

文学館
2015（平成27）年3月25日

B04539 文学 2013年度特別展「鷗外の見た風景　東京方眼図を歩く　」展 文京区立森鷗外記念館 2013（平成25）年4月19日

B04540 文学
2013年度特別展「鷗外と画家　原田直次郎　文学と美術の交響（シンフォニック）　」

展
文京区立森鷗外記念館 平成25（2013）年9月13日

B04541 文学 企画展展示解説図録「近代俳句の革命児　水原秋櫻子」 さいたま文学館 平成25年9月26日

B04542 文学 「華宵会」会報　大正ロマン　第35号 高畠華宵大正ロマン館 2013年10月10日
奥付なし：タイトル、発行者、発行年月日は表紙から

採録

B04543 文学 林芙美子　「浮雲」の舞台を訪ねて　鹿児島・種子島・屋久島 かごしま近代文学館 平成25年10月4日

B04544 文学 生誕140年　泉鏡花展　ものがたりの水脈 県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学振興会 2013年10月5日

B04545 文学 特別企画展　渡辺淳一と「遠き落日」 こおりやま文学の森資料館 2013年10月12日

B04546 文学 谷崎潤一郎　人と文学 武庫川女子大学出版部 2013年11月28日 芦屋市谷崎潤一郎記念館開館二五周年記念

B04547 文学 季刊　ことばのしごと　第14号　2013年　冬号 株式会社　増進会出版社　大岡信ことば館 2013年12月1日

B04548 文学 田端文士村記念館　開館20周年記念誌 公益財団法人　北区文化振興財団　田端文士村記念館 平成25年11月4日

B04549 文学 「近代文学のあけぼの展　自由民権運動と文学」図録 高知県立文学館 平成25年12月7日

B04550 文学 赤川次郎展　三毛猫ホームズから愛をこめて 町田市民文学館ことばらんど 2013年10月19日

B04551 文学 特別展　寺山修司　没後三十年 青森県近代文学館 平成25年7月13日

B04552 文学
松本清張記念館　開館15周年記念特別企画展　松本清張と邪馬台国　『魏志』「東

夷伝」倭人条の謎に挑む
北九州市立　松本清張記念館 平成25（2013）年8月1日

B04553 文学 企画展　校歌　いちばん身近な詩 さいたま文学館 平成25年7月20日

B04554 文学 2012年度常設展　未来からの声が聴こえる　2011.3.11と詩歌 日本現代詩歌文学館 2012年3月15日

B04555 文学 寂聴　美は乱調にあり展 徳島県立文学書道館 2013年4月27日 奥付なし：タイトル、発行年月日は表紙から採録

B04556 文学 第87回企画展　「近代を駆け抜けた作家たち　文豪たちの文字は語る　」 群馬県立土屋文明記念文学館 平成27年1月17日
p12：原稿「続『或る男』」、『大調和』創刊号、p16：

展示目録抄

B04557 文学 特別展　「北杜夫　どくとるマンボウの生涯　」 仙台文学館 2015年4月24日

B04558 文学 尾﨑士郎没50周年記念企画展　尾﨑士郎記念館名品展　展示解説 尾﨑士郎記念館 平成25年9月26日

B04559 文学 世田谷文学館収蔵資料目録3　植草甚一関連資料 世田谷文学館 2015（平成27）年4月25日

B04560 文学 特別展『こころ』から百年　夏目漱石　漱石山房の日々 姫路文学館 2014（平成26）年10月11日
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B04561 文学 第85回企画展　”私”の宝物　野間清治と少年少女雑誌の世界 群馬県立土屋文明記念文学館 平成26年7月12日

B04562 文学 水木洋子とともに　市民サポーターの会10年のあゆみ　2001ｰ2012 市川市水木洋子市民サポーターの会 2014（平成26）年4月8日
p13：2003年3月19日（17名）調布市立中央図書館

と武者小路実篤記念館を見学

B04563 文学 文学特別展　北條民雄　いのちを見つめた作家 徳島県立文学書道館 平成26年8月7日

B04564 文学 松山市立子規記念博物館　第60回特別企画展　子規と「小日本」　新聞界の旋風 松山市立子規記念博物館 平成26年8月2日

B04565 文学 収蔵品展　森田恒友と文芸雑誌　「電気と文芸」を中心に さいたま文学館 平成26年7月19日 タイトルは表紙から採録

B04566 文学 企画展展示解説図録　「利根川と文学　生活・風土・災害をめぐる作品」 さいたま文学館 平成26年9月24日

B04567 文学 大原富枝作品目録、大原富枝文学館所蔵品目録 本山町教育委員会、「大原富枝の世界」編集委員会 2014（平成26）年1月27日 タイトルは表紙から採録

B04568 文学 かごしま　近代文学館・メルヘン館年報　平成25年度 かごしま近代文学館、かごしまメルヘン館 平成26年8月

B04569 文学 いわき市　草野心平記念館　年報　第14号　【平成23年度】 いわき市立草野心平記念文学館 2013年（平成25）3月31日

B04570 文学 企画展「草野心平の詩　富士山編」 いわき市立草野心平記念文学館 2014（平成26）年4月19日

B04571 文学 尾辻克彦×赤瀬川原平　文学と美術の多面体　展 町田市民文学館ことばらんど 2014年10月18日

B04572 文学 尾﨑士郎記念館企画展　尾﨑士郎と早稲田大学　展示解説 尾崎士郎記念館 平成26年7月15日

B04573 文学 特別企画展　「高山樗牛　安積に学び、鷗外に挑んだ才能　」 こおりやま文学の森資料館 2014年10月10日

B04574 文学
第80回企画展　「新島襄生誕170年記念　襄と八重の上州　新島襄がこの地に播い

た種　」
群馬県立土屋文明記念文学館 平成25年4月20日

B04575 文学 第81回企画展　名曲茶房　あすなろと崔華國 群馬県立土屋文明記念文学館 2013年7月13日

B04576 文学 第82回企画展　芥川龍之介の生涯　あまりに人間的な 群馬県立土屋文明記念文学館 平成25年10月5日

B04577 文学 第83回企画展　「土屋文明とその門下の歌人たち　『自生地』と『ケノクニ』　」 群馬県立土屋文明記念文学館 平成26年1月18日

B04578 文学 『雁魚来往』〈二〉　丹呉康平・協平　山田正平　中田瑞穂と　會津八一の往来書簡 新潟市會津八一記念館 平成26年3月31日

B04579 文学 森鷗外記念館館報　ミュージアム・データ18 森鷗外記念館 平成26年3月31日

B04580 文学 資料情報と研究　2013 北海道立文学館 平成26年3月31日

B04581 文学 特別企画展　中原中也と日本の詩 中原中也記念館 平成26年7月31日

B04582 文学 中原中也記念館公式ガイドブック『中原中也の世界』 中原中也記念館 2014年2月16日

B04583 文学 中原中也記念館公式ガイドブック『中原中也の世界』 中原中也記念館 2014年2月16日

B04584 文学 平成24年度　薩摩川内市川内まごころ文学館　年報 薩摩川内市川内まごころ文学館 平成26年3月 タイトルは表紙から採録

B04585 文学 要覧　川内まごころ文学館　10年の歩み 薩摩川内市川内まごころ文学館 平成26年3月 タイトルは表紙から採録

B04586 文学 第8回企画展　遠藤周作と歴史小説　『沈黙』から『王の挽歌』まで 長崎市遠藤周作文学館 平成26年5月24日

B04587 文学 開館15周年記念特別展　石川啄木の世界　うたの原郷をたずねて 仙台文学館 2014（平成26）年4月26日

B04588 文学 2014年度常設展　未来につなぐ想い　2011.3.11と詩歌、そして・・・ 日本現代詩歌文学館 2014年3月18日

B04589 文学 窪田空穂記念館収蔵資料目録 松本市立博物館分館　窪田空穂記念館 平成26年3月31日

B04590 文学 「荒巻義雄の世界」展　図録 北海道立文学館 2014年2月8日 発行年月日：会期初日

B04591 文学 資料集　第8輯　寺山修司・草稿「狂人教育」 青森県近代文学館【青森県立図書館内】 平成26年3月14日

B04592 文学 北九州市と松本清張　北九州市制50周年　開館15周年　記念特別企画展 北九州市立松本清張記念館 平成26（2014）年1月18日

B04593 文学 大原富枝の世界 本山町教育委員会、「大原富枝の世界」編集委員会 平成25年5月10日

B04594 文学
草野心平生誕110周年・草野心平記念文学館開館15周年記念企画展　「草野心平

の詩　恋愛編」
いわき市立草野心平記念文学館 2013（平成25）年4月20日

B04595 文学 司馬遼太郎著・西山英雄装画「播磨灘物語」展　官兵衛の世界を描く 姫路文学館 平成26年（2014年）1月24日 発行年月日：会期初日

B04596 文学 白球と青空・戦争と自由　井上ひさしの野球　井上ひさし資料特集展　vol.3 仙台文学館 2014年1月18日

B04597 文学 平成27年度　薩摩川内市川内まごころ文学館　年報 薩摩川内市川内まごころ文学館 平成28年9月
p11：脱酸性化処理　実篤「或る男」126枚（直筆原

稿）
タイトル：表紙

B04598 文学
川内まごころ文学館　総合雑誌『改造』直筆原稿収蔵図録2　気韻生動、文士たちの

肉声
川内まごころ文学館 2006年10月24日 p36からp37：実篤「支那を旅して」

B04599 文学 尾﨑士郎没50周年記念　人生劇場　中川一政挿絵展 西尾市岩瀬文庫（西尾市教育委員会文化振興課） 平成25年（2013）9月7日

B04600 文学 佐藤春夫没後50年企画展　『佐藤春夫と〈憧憬の地〉中国・台湾』 （公財）佐藤春夫記念会 平成26年10月30日

B04601 文学 第79回企画展　「伊藤信吉没後10年記念展　風の詩人に会いに来ませんか　」 群馬県立土屋文明記念文学館 2013（平成25）年1月19日

B04602 文学 図録「太宰治vs津島修治」
鎌倉文学館指定管理者、鎌倉市芸術文化振興財団・国際

ビルサービス共同事業体
平成25年4月27日

B04603 文学 図録「堀辰雄　生と死と愛と」
鎌倉文学館指定管理者、鎌倉市芸術文化振興財団・国際

ビルサービス共同事業体
平成25年10月5日

B04604 文学 図録「愛とブンガク」
鎌倉文学館指定管理者、鎌倉市芸術文化振興財団・国際

ビルサービス共同事業体
平成26年4月26日
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B04605 文学 図録「山崎方代の歌」
鎌倉文学館指定管理者、鎌倉市芸術文化振興財団・国際

ビルサービス共同事業体
平成26年10月4日

B04606 文学 図録　スーパーストーリー　源氏物語
鎌倉文学館指定管理者、鎌倉市芸術文化振興財団・国際

ビルサービス共同事業体
平成27年4月25日

B04607 文学 図録「鎌倉文士　前夜とその時代」
鎌倉文学館指定管理者、鎌倉市芸術文化振興財団・国際

ビルサービス共同事業体
平成27年10月7日

B04608 文学 図録　特別展　生誕130年　萩原朔太郎　マボロシヲミルヒト
鎌倉文学館指定管理者、鎌倉市芸術文化振興財団・国際

ビルサービス共同事業体
平成28年4月23日

B04609 文学 図録　特別展　ビブリア古書堂の事件手帳
鎌倉文学館指定管理者、鎌倉市芸術文化振興財団・国際

ビルサービス共同事業体
平成28年10月1日

B04610 文学 図録　夏目漱石　生誕150年　特別展　漱石からの手紙　漱石への手紙
鎌倉文学館指定管理者、鎌倉市芸術文化振興財団・国際

ビルサービス共同事業体
平成29年4月22日

B04611 文学 図録　鎌倉文学館　特別展　リスペクト　好き好き大好き
鎌倉文学館指定管理者、鎌倉市芸術文化振興財団・国際

ビルサービス共同事業体
平成29年10月1日

B04612 文学 図録「明治150年　特別展　明治、ＢＵＮＧＡＫＵ　クリエイターズ」
鎌倉文学館指定管理者、鎌倉市芸術文化振興財団・国際

ビルサービス共同事業体
平成30年4月21日

B04613 文学 狂歌酒百首
鎌倉文学館指定管理者、鎌倉市芸術文化振興財団・国際

ビルサービス共同事業体
平成27年3月31日

B04614 文学 井上ひさし展　21世紀の君たちに 県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学振興会 2013年4月20日

B04615 文学 生誕105年　太宰治展　語りかける言葉 県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学振興会 2014年4月5日

B04616 文学 菊地信義とある「著者11人の文」集 県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学振興会 2014年5月31日

B04617 文学 ねずみくん40周年　なかえよしを＋上野紀子の100冊の絵本展 県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学振興会 2014年8月2日

B04618 文学 没後50年　谷崎潤一郎展　絢爛たる物語世界 県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学振興会 2015年4月4日

B04619 文学 まるごと　佐野洋子展　「100万回生きたねこ」から「シズコさん」まで 県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学振興会 2015年7月25日

B04620 文学 絵本作家・西村繁男の世界展　やこうれっしゃで出発！ 県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学振興会 2016年7月23日

B04621 文学 角野栄子『魔女の宅急便』展　魔女とおばけと 県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学振興会 2017年7月22日

B04622 文学 没後10年　石井桃子展　本を読むよろこび 県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学振興会 2018年7月21日

B04623 文学 賢治＋司修　注文の多い展覧会 県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学振興会 2013年8月10日

B04624 文学 青春の詩歌 公益財団法人日本近代文学館 2014年5月30日

B04625 文学 文芸せたがや第３３号・世田谷文学館２０周年記念誌 公益財団法人せたがや文化財団　世田谷文学館 2016(平成28)年3月5日

B04626 文学 文芸せたがや第３３号・世田谷文学館２０周年記念誌 公益財団法人せたがや文化財団　世田谷文学館 2016(平成28)年3月5日

B04627 文学 姫路文学館紀要　第16号 姫路文学館 平成25年3月31日

B04628 文学 姫路文学館紀要　第17号 姫路文学館 平成26年3月31日

B04629 文学 姫路文学館紀要　第19号 姫路文学館 平成28年3月31日

B04630 文学 姫路文学館紀要　第20号 姫路文学館 平成29年3月31日

B04631 文学 日本現代詩歌研究　第11号 日本現代詩歌文学館 平成26年3月30日

B04632 文学 日本現代詩歌研究　第12号 日本現代詩歌文学館 平成28年3月30日

B04633 文学 日本現代詩歌研究　第13号 日本現代詩歌文学館 平成30年3月30日

B04634 文学 「おさらぎ選書」　第21集
大佛次郎記念館（公益財団法人横浜市芸術文化振興財

団）
2013年6月25日

B04635 文学 「おさらぎ選書」　第22集
大佛次郎記念館（公益財団法人横浜市芸術文化振興財

団）
2014年5月30日

p94：実篤　「苦楽」執筆者索引　小説　旧友、小説

今にやるぞ

B04636 文学 「おさらぎ選書」　第23集
大佛次郎記念館（公益財団法人横浜市芸術文化振興財

団）
2015年9月17日

B04637 文学 「おさらぎ選書」　第24集
大佛次郎記念館（公益財団法人横浜市芸術文化振興財

団）
2016年9月30日

B04638 文学 「おさらぎ選書」　第25集
大佛次郎記念館（公益財団法人横浜市芸術文化振興財

団）
2017年6月23日

B04639 文学 中原中也研究　第18号 中原中也記念館 2013年8月31日

B04640 文学 中原中也研究　第19号 中原中也記念館 2014年8月31日

B04641 文学 中原中也研究　第20号 中原中也記念館 2015年8月31日

B04642 文学 中原中也研究　第21号 中原中也記念館 2016年8月31日
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B04643 文学 中原中也研究　第22号 中原中也記念館 2017年8月31日

B04644 文学 文藝　もず　第14号 高松市菊池寛記念館 平成25年6月20日

B04645 文学 文藝　もず　第15号 高松市菊池寛記念館 平成26年6月２４日

B04646 文学 文藝　もず　第16号 高松市菊池寛記念館 平成27年6月22日

B04647 文学 文藝　もず　第17号 高松市菊池寛記念館 平成28年6月23日

B04648 文学 文藝　もず　第18号 高松市菊池寛記念館 平成29年6月20日

B04649 文学 文藝　もず　第19号 高松市菊池寛記念館 平成30年6月20日 p.176 : 没後90年　芥川龍之介　その青春と友情

B04650 美術 日藝ライブラリー　日本大学芸術学部図書館活動誌　No.2 日本大学芸術学部図書館 2015年9月24日

B04651 美術 奥村土牛生誕125年記念　ご来館特典ブックレット 佐久穂町教育委員会 2014年（平成26)4月 編集：奥村土牛記念美術館

B04652 美術 『NACT Review 国立新美術館研究紀要』　第3号 国立新美術館 平成28（2016）年11月25日

B04653 美術 『NACT Review 国立新美術館研究紀要』　第4号 国立新美術館 平成29（2017）年12月26日

B04654 美術 『NACT Review 国立新美術館研究紀要』　第5号 国立新美術館 平成30（2018）年12月14日
p8からp19：河野通勢《裾花川の河柳》をめぐる一試

論

B04655 美術 はじまり、美の饗宴　すばらしき大原美術館コレクション 株式会社NHKプロモーション 2016年2月16日
主催：国立新美術館，公益財団法人大原美術館，

NHKプロモーション

B04656 美術 生誕120年椿貞雄　椿貞雄と岸田劉生 米沢市上杉博物館 2016年6月25日

p48：武者小路実篤「かちかち山と花咲爺」挿絵原

画、p49：武者小路実篤「友情」特装本表紙、p62から

63：実篤手紙ほか

B04657 美術 ダリ展　［カタログ］ 読売新聞東京本社 c2016
京都市美術館：2016年7月1日〜9月4日、国立新美

術館：2016年9月14日〜12月12日

B04658 美術 オルセー美術館・オランジュリー美術館所蔵　ルノワール展　［カタログ］ 日本経済新聞社 c2016 国立新美術館：2016年4月27日〜8月22日

B04659 美術 長岡今朝吉翁　寄贈絵画集　愛郷 長岡今朝吉記念ギャラリー 平成23年3月26日 p67：実篤「ばら」

B04660 美術
日伊国交樹立150周年特別展　アカデミア美術館所蔵　ヴェネツィア・ルネサンスの

巨匠たち　［カタログ］
TBSテレビ c2016

国立新美術館：2016年7月13日〜10月10日、国立

国際美術館：2026年10月22日〜2017年1月15日

B04661 美術 平成27年度　独立行政法人国立美術館　東京国立近代美術館活動報告
独立行政法人国立美術館　東

京国立近代美術館
平成29年3月31日

B04662 美術 平成28年度　独立行政法人国立美術館　東京国立近代美術館活動報告
独立行政法人国立美術館　東

京国立近代美術館
平成30年3月30日

B04663 美術 東京国立近代美術館　研究紀要　第21号 東京国立近代美術館 平成29年3月31日

B04664 美術 東京国立近代美術館　研究紀要　第22号 東京国立近代美術館 平成30年3月31日

B04665 美術 奈良県立美術館紀要　第31号 奈良県立美術館 平成29年3月31日

B04666 美術 奈良県立美術館紀要　第32号 奈良県立美術館 平成30年3月31日

B04667 美術 奈良県立美術館年報　平成28年度 奈良県立美術館 平成29年12月26日

B04668 美術 広島県立美術館　研究紀要　第19号 広島県立美術館 平成28(2016)年3月25日

B04669 美術 広島県立美術館　研究紀要　第20号 広島県立美術館 平成29(2017)年3月31日

B04670 美術 館報65号（2016年度） 石橋財団ブリヂストン美術館 2017年3月

B04671 美術 館報66号（2017年度） 石橋財団ブリヂストン美術館 2018年3月

B04672 美術 鎌倉市鏑木清方記念美術館　年報　（2012年度から2016年度） 鎌倉市鏑木清方記念美術館 平成30年3月31日

B04673 美術 NERIMA ART MUSEUM 練馬区立美術館所蔵作品目録 練馬区立美術館 2017年2月

B04674 美術 久留米市美術館開館記念　2016ふたたび久留米からはじまる。　九州洋画 久留米市美術館 c2016

B04675 美術 開館20周年記念　入江観　故郷　日光を描く 小杉放菴記念日光美術館 2017年9月16日

B04676 美術 小杉小二郎　窓辺物語 小杉放菴記念日光美術館 c2016
諏訪市美術館：2016年7月30日〜9月24日、小杉放

菴記念日光美術館：2016年10月8日〜11月27日

B04677 美術 静岡市立芹沢銈介美術館所蔵　芹沢銈介の作品 静岡市立芹沢銈介美術館 c2018

B04678 美術 ウイリアム・モリス展覧会図録　原風景でたどるデザインの軌跡 株式会社ブレーントラスト 2018年2月17日 豊橋市美術博物館：2018年2月17日〜3月25日

B04679 美術 朝倉彫塑館所蔵　朝倉文夫石膏原型作品集 公益財団法人　台東区芸術文化財団 平成28年3月22日

B04680 美術
白山市立松任中川一政記念美術館特別展　生誕125年　中川一政展　ひねもす走り

おおせたる者
白山市立松任中川一政記念美術館 平成30年9月8日

B04681 美術
真鶴町立中川一政美術館　開館30年記念　『開館30年記念展　中川一政美術館の

軌跡』　図録
真鶴町立中川一政美術館 2018年9月22日

p24：実篤《静物》、p24,29：中川一政「武者さんの

描く画」　『近くの顔』より、p75：実篤紹介

B04682 美術
真鶴町立中川一政美術館　開館30年記念　『開館30年記念展　中川一政美術館の

軌跡』　図録
真鶴町立中川一政美術館 2018年9月22日

p24：実篤《静物》、p24,29：中川一政「武者さんの

描く画」　『近くの顔』より、p75：実篤紹介
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B04683 美術 茅野市市制施行60周年記念事業　信濃美術をみつめる　描くこと　この地との出会

い

茅野市美術館 2018年7月28日 タイトル：表紙から採録、版次：第2刷

B04684 美術 長谷川利行展 一般社団法人ＩＮＤＥＰＥＮＤＥＮＴ c2018

B04685 美術 至上の印象派展　ビュールレ・コレクション 東京新聞、中日新聞、NHK、NHKプロモーション c2018

B04686 美術 水辺のアルカディア　ピュヴィス・ド・シャヴァンヌの神話世界 島根県立美術館 c2014

B04687 美術 浜松市美術館　名品セレクション 浜松市美術館 2019年2月 p41：実篤　美愛眞

B04688 美術 オルセー美術館特別企画　ピエール・ボナール展 日本経済新聞社 c2018

B04689 歴史 渋沢研究　第29号 渋沢史料館 2017年1月1日

B04690 歴史 平成28年度特別展図録　国重要文化財指定記念　野毛大塚古墳展 世田谷区立郷土資料館 2016年10月25日

B04691 歴史 企画展示　身体をめぐる商品史 大学共同利用機関法人　人間文化研究機構　国立歴史民

俗博物館

2016年12月2日

B04692 歴史 地域の歴史を学ぶ2　「多摩の歴史講座」第11回から第20回の記録 公益財団法人　東京市町村自治調査会多摩交流セン

ター、公益財団法人　たましん地域文化財団

2017年2月24日 p58からp59：仙川のくらし　武者小路実篤の芸術世

界（福島さとみ）

B04693 歴史 生活と文化　［豊島区立郷土資料館研究紀要第26号］ 豊島区立郷土資料館 2017年3月21日

B04694 歴史 渋沢栄一渡仏150年　渋沢栄一、パリ万国博覧会へ行く 公益財団法人渋沢栄一記念財団　渋沢史料館 2017年3月18日

B04695 歴史 企画展示　デジタルで楽しむ歴史資料 大学共同利用法人　人間文化研究機構　国立歴史民俗博

物館

2017年3月14日

B04696 歴史 パルテノン多摩収蔵写真資料集　多摩ニュータウンの移り変わり　定点撮影プロジェ

クトの成果から

公益財団法人多摩市文化振興財団 平成29年（2017）2月3日

B04697 歴史 明治大学博物館研究報告　第22号 明治大学博物館 2017年3月31日

B04698 歴史 玉川大学教育博物館　紀要　第14号 玉川大学教育博物館 2017年3月31日

B04699 歴史 武蔵野市立　武蔵野ふるさと歴史館　企画展　井の頭と江戸 武蔵野市立　武蔵野ふるさと歴史館 平成29年4月22日

B04700 歴史 武蔵野市立　武蔵野ふるさと歴史館　企画展　井の頭と江戸 武蔵野市立　武蔵野ふるさと歴史館 平成29年4月22日

B04701 歴史 学習院大学史料館紀要　第23号 学習院大学史料館 平成28年3月31日 発行年月日：誤記？（正：平成29年3月31日）

B04702 歴史 渋沢史料館　企画展　「澁澤倉庫株式会社と渋沢栄一」　関連講演録 公益財団法人渋沢栄一記念財団　渋沢史料館 2015年3月30日 曲田浩和氏講演：近代倉庫業の成立と実業家たち

渋沢栄一の物流思想

B04703 歴史 渋沢史料館　企画展　渋沢栄一と王子製紙株式会社　関連講演録 公益財団法人渋沢栄一記念財団　渋沢史料館 2015年3月31日 尾鍋史彦氏講演：日本の近代化における和紙から

洋紙への転換の意義

B04704 歴史 平成29年度企画展　「すぎなみの地域史 Ｉ　和田堀」展示図録 杉並区立郷土博物館 平成29年4月

B04705 歴史 平成29年度企画展　いたばし教育ヒストリー　寺子屋・女子教育・戦後教育を中心に 板橋区立郷土資料館 平成29年（2017）10月7日

B04706 歴史 春の特別展　「東日本大震災の復興支援活動　昭和女子大学による取り組み　」 昭和女子大学光葉博物館 c2016

B04707 歴史 平成29年度特別展図録　地図でみる世田谷 世田谷区立郷土資料館 2017年10月28日 附録DVD：地図でみる世田谷PDF版

B04708 歴史 中央区立郷土天文館　第18回特別展　区制施行70周年記念　中央区のあゆみ　戦

後の発展とまちの変化

中央区教育委員会、中央区立郷土天文館（タイムドーム明

石）

平成29年10月21日 発行年月日：開催期間から採録

B04709 歴史 東京都江戸東京博物館紀要　第7号 公益財団法人東京都歴史文化財団　東京都江戸東京博物

館

2017年（平成29）3月27日

B04710 歴史 豊島区立郷土資料館　常設展示案内 豊島区立郷土資料館 2017（平成29）年10月1日

B04711 歴史 武蔵野市立武蔵野ふるさと歴史館　企画展　武蔵野の玉川上水　4つの視線を読み

解く

武蔵野市立武蔵野ふるさと歴史館 平成28年10月20日

B04712 歴史 武蔵野市立　武蔵野ふるさと歴史館　企画展　幻となった武蔵野の未来図 武蔵野市立　武蔵野ふるさと歴史館 平成29年７月2２日 平成29年8月24日　第二刷

B04713 歴史 武蔵野市立　武蔵野ふるさと歴史館　企画展　TARGET　№357　攻撃目標となった

町、武蔵野

武蔵野市立　武蔵野ふるさと歴史館 平成29年10月14日

B04714 歴史 武蔵野市立　武蔵野ふるさと歴史館　企画展　TARGET　№357　攻撃目標となった

町、武蔵野

武蔵野市立　武蔵野ふるさと歴史館 平成29年10月14日

B04715 歴史 平成29年度　第40回特別展　没後150年記念　伊東甲子太郎と幕末の同士 かすみがうら市歴史博物館 平成29年11月11日

B04716 歴史 かすみがうら市の先人シリーズ４　伊東甲子太郎に学んだ金澤鎗次郎　志士なる精

神をもった教育者

かすみがうら市歴史博物館 平成29年11月18日

B04717 歴史 渋沢研究　第30号 渋沢史料館 2018年1月1日

B04718 歴史 自由民権　30号 町田市教育委員会 2017（平成29）年3月31日

B04719 歴史 民権ブックス30号　武相民権家列伝 町田市教育委員会 2017（平成29）年3月31日

B04720 歴史 府中市郷土の森博物館　がいどぶっく 府中市郷土の森博物館 2017年3月15日
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B04721 歴史 旧太子堂村　森家文書　御用留　五　世田谷叢書　第十二集 世田谷区教育委員会 平成30年3月 日付は記載抜け（奥付には平成30年3月

日と記載）

B04722 歴史 旧太子堂村　森家文書　御用留　六　世田谷叢書　第十三集 世田谷区教育委員会 平成31年3月30日

B04723 文学 平成26年度杉並区立郷土博物館特別展　「有吉佐和子没後30年記念特別展　いの

ちの証　書くこと、家族、杉並　」展示図録

杉並区立郷土博物館 平成26年11月

B04724 文学 特別展「馬込文士村　あの頃、馬込は笑いに充ちていた　」 大田区立郷土博物館 平成26（2014）年9月6日 p26：川端茅舎・新しき村会員・岸田劉生に

師事、p38：倉田百三・『出家とその弟子』

を白樺派雑誌『生命の川』掲載、p54：佐藤

惣之助・同人誌『エゴ』（『白樺』の衛星雑

誌で実篤寄稿）、p79：廣津和郎・『武者小

路実篤全集』出版許可を得て芸術社設

立、p90：眞船豊・石原求竜堂『梅原龍三

郎』出版、p104：室生犀星『舌を噛み切っ

た女』装幀実篤

B04725 文学 林芙美子資料目録 公益財団法人新宿未来創造財団　新宿区立新宿歴史博物

館

平成26年3月

B04726 文学 平成28年度　文化遺産調査　特別展　与謝野晶子　新出資料から　千ヶ崎梯六　与

謝野晶子を支えた足立の歌人画家

足立区立郷土博物館 平成29年3月18日

B04727 文学 日本のマンガ家　畑中純 日本大学芸術学部図書館 2016年8月15日

B04728 文学 日藝ライブラリー　日本大学芸術学部図書館活動誌　No.3 日本大学芸術学部図書館 2016年7月7日

B04729 文学 演劇博物館報　enpaku book 113号 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館 2017年3月22日

B04730 文学 特別展　映画に魅せられた文豪・文士たち　知られざる珠玉のシネマガイド 練馬区立石神井公園ふるさと文化館 平成29年（2017）4月22日 p52：実篤「ピカソの映画を見て」、p127ｰ

128：実篤紹介

B04731 文学 言語・文学研究論集　第17号 白百合女子大学　言語・文学研究センター 2017年3月

B04732 文学 言語・文学研究論集　第18号 白百合女子大学　言語・文学研究センター 2018年3月

B04733 美術 豊島区所蔵美術作品目録１　2008ｰ2015 豊島区 2017年1月31日 p11,134：河野通勢《長崎村の風景》

B04734 美術 臨済禅師1150年　白隠禅師250年遠諱記念　禅　心をかたちに 日本経済新聞社 平成28年（2016）4月12日

B04735 美術 企画展「古今やきもの饗宴　館蔵陶磁器セレクション　」 四日市市立博物館・プラネタリウム 平成28年11月8日

B04736 美術 企画展示　URUSHIふしぎ物語　人と漆の1200年史 一般財団法人　歴史民俗博物館振興会 2017年7月11日

B04737 美術 小さな箱　鎌倉近代美術館の50年　1951ｰ2001 株式会社求龍堂 2001年11月17日 編集：神奈川県立近代美術館

B04738 美術 没後30年　鈴木賢二展　昭和の人と時代を描く　プロレタリア美術運動から戦後版画

運動まで

栃木県立美術館 c2018 会期：2018年1月13日から3月21日

B04739 美術 芹沢銈介の収集4　沖縄の染織 静岡市立芹沢銈介美術館 c2017

B04740 美術 芹沢銈介の収集5　家具 静岡市立芹沢銈介美術館 c2017

B04741 美術 芹沢銈介の収集6　仏画・仏像・神像 静岡市立芹沢銈介美術館 c2018

B04742 美術 芹沢銈介の収集7　仮面 静岡市立芹沢銈介美術館 c2019

B04743 美術 芹沢銈介の収集8　アイヌの衣装 静岡市立芹沢銈介美術館 c2019

B04744 美術 芹沢銈介の収集9　三春人形 静岡市立芹沢銈介美術館 c2019

B04745 美術 50の作品でたどる芹沢銈介88年の軌跡 静岡市立芹沢銈介美術館 c2019

B04746 美術 東京ステーションギャラリー　2016年度活動報告/研究紀要第3号 東京ステーションギャラリー（公益財団法人東日本鉄道文

化財団）

2017年6月

B04747 美術 東京ステーションギャラリー　2017ｰ18　活動報告（2017年4月29日ｰ2018年5月6

日）、研究紀要第4号

東京ステーションギャラリー（公益財団法人東日本鉄道文

化財団）

c2018

B04748 美術 朝倉文夫　猫の本 公益財団法人　台東区芸術文化財団　朝倉彫塑館 2018年4月10日 版次：初版第2刷発行

B04749 美術 アート・コミュニケーション事業ドキュメント　「キュッパのびじゅつかん」展から 東京都美術館（公益財団法人　東京都歴史文化財団） 2017年3月30日

B04750 美術 ２Dプリンターズ　芸術：世界の承認をめぐる闘争について 栃木県立美術館 c2017

B04751 美術 便利堂創業130周年記念出版　時を越えた伝統の技　文化を未来に手渡すコロタイ

プによる文化財複製

株式会社　便利堂 2016年9月15日

B04752 美術 便利堂創業130周年記念出版　時を越えた伝統の技　文化を未来に手渡すコロタイ

プによる文化財複製

株式会社　便利堂 2016年9月15日

B04753 美術 工芸の教科書 栃木県立美術館 c2018
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B04754 美術 国吉康雄と清水登之　ふたつの道　【鑑賞ガイド】 栃木県立美術館 c2018

B04755 美術 開館10周年記念　風景への視線　郡山市立美術館所蔵　近代イギリス風景画展 小金井市立はけの森美術館 c2016

B04756 美術 ニッポンの写実　そっくりの魔力 北海道新聞社 c2017

B04757 美術 大原美術館　Ⅰ海外の絵画と彫刻　近代から現代まで 財団法人・大原美術館 p21：セザンヌ「風景」白樺美術館より永久寄託、

p110：実篤「セザンヌの油画とロダンのブロンズ三

つ」（原文のまま）　上記p2凡例に記載あり

発行年月日：記載なし

B04758 美術
北海道立三岸好太郞美術館　特別展　「三岸交響楽　〈オーケストラ〉をめぐる人び

と」図録
北海道立三岸好太郞美術 2016年9月 発行年月：ごあいさつから採録

B04759 美術 開館10周年記念　中村研一名作選　中村研一とその時代 小金井市立はけの森美術館 平成29年3月31日

B04760 美術 美しきをより美しく　秋山正太郎展 佐倉市立美術館 2019年1月29日 p46：実篤1973年

B04761 美術 美しきをより美しく　秋山正太郎展 佐倉市立美術館 2019年1月29日 p46：実篤1973年

B04762 美術 高鍋町美術館　年報　平成29年度 高鍋町美術館 平成31年2月3日

p15：特別展｢武者小路実篤・新しき村　人間萬

歳」、p56からp57：特別展「武者小路實篤・新しき村

人間萬歳」について

B04763 美術 広島県立美術館　研究紀要　第22号 広島県立美術館 2019年3月31日

B04764 美術 小林ドンゲ展ファム ファタル（妖婦） 佐倉市立美術館 2019年11月2日 p2,p87：各一覧に武者小路記念館 英語訳が各文章にあり

B04765 美術 小林ドンゲ展ファム ファタル（妖婦） 佐倉市立美術館 2019年11月2日 p2,p88：各一覧に武者小路記念館 英語訳が各文章にあり

B04766 美術 近代日本の洋画　たましん所蔵 (財)たましん地域文化財団 c1991 p59：実篤　仲よきことは美くしき哉、自画像、卓上

の静物、人形

B04767 美術 岡倉天心生誕150年・没後100年記念　生誕140年記念　下村観山展 横浜美術館 c2013

B04768 美術 ルーヴル美術館展　肖像芸術　人は人をどう表現してきたか 日本テレビ放送網 c2018 別冊：英文解説

B04769 美術 生誕110年　東山魁夷展 日本経済新聞社 c2018

B04770 美術 久留米市美術館年報 久留米市美術館(公益財団法人　久留米文化協会） 2019年3月

B04771 美術 東京国立近代美術館　研究紀要　第23号 神代浩 平成31年3月31日

B04772 美術 東京ステーションギャラリー2018-2019　活動報告/研究紀要第5号 東京ステーションギャラリー(公益財団法人東日本鉄道文

化財団）

2019年4月 p70：木村荘八の背景からみえてくるもの　川口松太

郎、花柳章太郎と新派、六潮会

B04773 美術 渋谷区立松濤美術館蔵　南薫造　作品目録 渋谷区立松濤美術館 2019（平成31）年2月10日

B04774 美術 日藝ライブラリー　日本大学図書館芸術学部分館活動誌　№5 日本大学図書館芸術学部分館 2019年2月15日

B04775 美術 栃木県立美術館年報　№46　平成30年度（2018） 栃木県立美術館 p41：河野次郎20作品 発行年月日：記載なし、p93名簿（平成31年3月31日

現在）

B04776 美術 パナソニック汐留美術館　年報+研究発表　2016-2018（平成28-30年度） パナソニック汐留美術館 2019年6月28日

B04777 美術 平成30年度独立行政法人国立美術館　年報 独立行政法人国立美術館本部事務局 平成31年3月31日 p22：4-3木村威夫展出品協力、p43：8-2岸田劉生

作品修復情報

B04778 美術 ONBEAT vol.12 特集　京都市京セラ美術館開館記念展 株式会社　音美衣社 2020年4月27日 p156：垣内紀子　大調和会員

B04779 美術 手鑑文彩　旧富岡美術館所蔵 早稲田大学會津八一記念博物館 2019年1月25日

B04780 美術 とちぎ版文化プログラム公式ガイドブック　絵を見るとき、あなたは何をみているの？ 栃木県立美術館 c2019

B04781 美術 創立99年　日本美術の精華　日本芸術院所蔵名作名品展 小杉放菴記念日光美術館 2018年7月14日

B04782 美術 小杉放菴記念日光美術館所蔵作品撰　吉澤儀造 小杉放菴記念日光美術館 令和元年11月9日

B04783 美術 「荒木十畝　大村市所蔵作品による」展　リーフレット 長崎県美術館 2019年4月25日

B04784 美術 高鍋町美術館　館蔵名品選 高鍋町美術館 2020年3月

B04785 美術 公益財団法人石橋財団　アニュアル・レポート　2019 公益財団法人　石橋財団 2020年2月29日

B04786 美術 練馬区立美術館　研究紀要　第1号 公益財団法人練馬区文化振興協会　練馬区立美術

館

2020（令和2）年3月

B04787 美術 美術館たより　『たいせつな風景』　第29号　特集：庭 神奈川県立近代美術館 2020年2月29日

B04788 美術 久留米市美術館　年報2　2018.4ｰ2019.3 久留米市美術館（公益財団法人　久留米文化振興

会）

2020年1月 p4から8：求道の画家　岸田劉生と椿貞雄、

p6：岸田劉生　実篤『かちかち山と花咲爺』の

「かちかち山」試作2点

B04789 美術 岩手デザイン界の礎　内村幸助展 萬鉄五郎記念美術館 2019（令和元）年10月1日

B04790 美術 練馬区立美術館年報　2015ｰ2018 練馬区立美術館 p43：田沼武能肖像写真展　実篤（1954年撮

影）

発行年月日：記載なし、p155：組織・名簿（平成

31年3月27日）
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B04791 美術 日本・オーストリア外交樹立150周年記念　ウィーン・モダン　クリムト・シーレ

世紀末への道

読売新聞東京本社 c2019

B04792 文学 特別展鴎外の「庭」に咲く草花　牧野富太郎の植物図とともに 文京区立森鴎外記念館 平成29（2017）年4月8日

B04793 美術 NACT　Review　国立新美術館研究紀要　No.6 国立新美術館 令和元（2019）年12月26日

B04794 文学 東京都指定有形文化財　旧前田公爵邸洋館（東京都近代文学博物館）修理工事報

告書

東京都近代文学博物館 平成11年3月

B04795 文学 日本現代詩歌文学館と区別企画展　水原秋桜子　現代俳句の出発 日本現代詩歌文学館 2018年3月24日

B04796 文学 開館5周年記念特別展　明治分断観測　鷗外と慶應3年生まれの文人たち 文京区立森鴎外記念館 平成29年（2017）年10月7日

B04797 文学 描かれた西郷どん展　アート文学サブカルから NHKサービスセンター 2018年4月21日 p40：武者小路実篤　『西郷隆盛』

B04798 文学 怪談皿屋敷の謎　姫路名物お菊さん 姫路文学館 平成30（2018）年4月21日

B04799 文学 『遼』季刊　2018年春季号（第67号） 公益財団法人　司馬遼太郎記念財団 2018年4月20日

B04800 文学 『遼』季刊　2018年夏季号（第68号） 公益財団法人　司馬遼太郎記念財団 2018年7月20日

B04801 文学 『遼』季刊　2020年春季号（第75号） 公益財団法人　司馬遼太郎記念財団 2020年4月20日

B04802 文学 第96回企画展　生誕130年記念展　詩人　大手拓治　孤独の箱の中から 群馬県立土屋文明記念文学館 2017（平成29）年4月15日

B04803 文学 第97回企画展　愛の手紙　文学者の様々な愛のかたち 群馬県立土屋文明記念文学館 2017（平成29）年7月15日 p12：有島武郎から安子への葉書等

B04804 文学 第98回企画展　歌人吉野秀雄没後50年記念　ひとすじに真実を、ひとすじに命を

吉野秀雄・中野幸郎往復書簡

群馬県立土屋文明記念文学館 2017年10月7日

B04805 文学 第99回企画展　子供達の戦争　ある少年が愛読した新聞雑誌 群馬県立土屋文明記念文学館 2018（平成30）年1月13日

B04806 文学 平成29年度（2017）　群馬県立土屋文明記念文学館　紀要「風」第21号 群馬県立土屋文明記念文学館 平成30（2018）年3月31日

B04807 文学 春の特別展　図書館70周年・近代文庫60周年記念　ことばのいろ　ことばのおと　人

見東明と白秋・露風の詩の世界

昭和女子大学光葉博物館 平成30（2018）年6月1日 発行年月日は会期から採録

B04808 文学 徳島県立文学書道館　研究紀要　水脈　第14号 徳島県立文学書道館 平成30年3月31日

B04809 文学 生誕140年　与謝野晶子展　こよひ逢う人みなうつくしき 県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学振興会 2018年3月17日

B04810 文学 生誕135年　志賀直哉　「ナイルの水の一滴」展　「志賀直哉コレクション」を中心とし

て　志賀直哉にとって、文学と美術、その精神性は一体のものである

公益財団法人　日本近代文学館 2018年3月31日 p11：実篤書簡等

p12：「白樺」の誕生

B04811 文学 森鷗外記念館館報　ミュージアム・データ22 森鷗外記念館 平成30年3月31日

B04812 文学 三鷹市山本有三記念館　所蔵資料目録 三鷹市山本有三記念館 平成30年3月

B04813 文学 有島武郎と未完の『星座』 北海道立文学館 2018年2月3日 p26：有島周辺人物相関図に白樺派

B04814 文学 小田原文学館特別展　生誕110年記念　北原武夫展　あるモラリストの告白 小田原市立図書館 平成29年10月14日

B04815 文学 川端康成　美と文学の森 久留米市美術館、公益財団公人　川端康成記念館 c2017

B04816 文学 有島武郎と未完の『星座』 北海道立文学館 2018年3月2日 p26：有島周辺人物相関図に白樺派

B04817 文学 北海道文学館創立50周年記念特別展　ふみくらの奥をのぞけば　文学館珠玉の

300選

北海道立文学館 2017年4月22日 p10：有島武郎「小さき者へ」末尾抜粋　実篤書

B04818 文学 平成28年度　高志の国文学館年報　平成28年度　高志の国文学館　紀要第2号 高志の国文学館 平成30年2月15日

B04819 文学 井上ひさしの国語教室　井上ひさし資料特集展　Vol 1 仙台文学館 2017年12月16日

B04820 文学 有島三兄弟　それぞれの青春 川内まごころ文学館 平成20年10月 p56：里見弴・実篤写真、p57：「白樺」同人写真

B0482１ 文学 没後50年　山本周五郎展 県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学振興会 2017年9月30日

B04822 文学 『新万葉集』刊行80年記念展解説パンフレット　「万葉集の人間主義　不安な未来へ

の希望を求めて　」

堺市博物館 平成29年10月27日

B04823 文学 田山花袋記念文学館開館30周年記念特別展　「KとT　独歩と花袋　二人が生んだ友

情と文学　」

館林市教育委員会文化振興課（田山花袋記念文学館） 平成29年10月21日 発行年月日：会期・はじめにから

B04824 文学 没後10年　編集者・谷田昌平と第三の新人たち　展 町田市民文学館ことばらんど 2017年10月14日 p3,34：谷田が担当した作家（39名中）に実篤

B04825 文学 平成29年度特別展「石井桃子　生誕110年記念特別展　心にのこるおくりもの　」展

示図録

杉並区立郷土博物館 平成29年10月

B04826 文学 総合雑誌『改造』直筆原稿収蔵図録2　気韻生動、文士たちの肉声 川内まごころ文学館 2006年10月24日 p34から35：里見弴、p 36から37：実篤

B04827 文学 『遼』季刊　2014年冬期号（第50号） 司馬遼太郎記念財団 2014年1月20日

B04828 文学 立川の研究者たち　国文学研究史料館　編　インタビューで知る「国分研」の人と仕

事

国文学研究資料館 平成29（2017）年3月17日

B04829 文学 生誕120年　宇野千代展　華麗なる女の物語 県立神奈川近代文学館 2017年5月27日

B04830 文学 吉村昭生誕90周年　吉村昭生記念文学館企画展　吉村昭とふるさとあらかわ　生い

立ちとその作品世界

荒川区 平成29年（2017）年10月28日 付属物：関連略年譜

B04831 文学 東京の文士村　田端・馬込・落合・阿佐ヶ谷 東京都近代文学博物館 平成7年1月20日 付属物：同時開催「澁川驍と昭和の時代」チラシ



他館図録簡易目録

21/42

B04832 文学 蒲原有明　近代詩の先駆者 野田宇太郎文学資料館 平成28年9月7日 発行年月日：同冊子資料集より

B04833 文学 日本近代文学館　2015年度　春の企画展　少年少女雑誌にみる近代　子供達の世

界はいかにつくられたか

日本近代文学館 2015年4月4日 タイトル：表紙より採録／発行年月日：会期より／付

属物：チラシ、出品一覧、新聞抜刷り

B04834 文学 平成29年度前期特別企画展　清張と鉄道　時代を見つめて　小倉発1万3500㌔ 北九州市立松本清張記念館 平成29年（2017）年8月1日

B04835 文学 企画展　さいたまの妖怪　絵で見る怖い話・不思議な話 さいたま文学館 平成29年7月21日

B04836 文学 特別企画展　詩が生まれた場所へ　中也の見た風景 中原中也記念館 平成29年7月27日

B04837 文学 徳島県立文学書道館　ことは文庫　瀬戸内寂聴　文学データブック 徳島県立文学書道館 2014年3月12日

B04838 文学 文学さんぽ　谷崎潤一郎　「幼少年時代を歩く」 中央区立郷土天文館 平成27年10月

B04839 文学 創立六十周年記念誌　きょうも、書いている。 日本児童文藝家協会 2015年5月7日 p15：協会創立時に実篤が顧問に

p152：創立発起人名簿に実篤の名前

B04840 文学 蘆花恒春園（蘆花記念館図録）　蘆花徳富健次郎 東京都公園協会 2011年3月

B04841 文学 企画展　規格点与謝野晶子　その限りなき挑戦の生涯 堺市博物館 平成27年10月30日 付属物：正誤表

B04842 文学 北の表現者たち2014　北海道文学大事典　補遺 北海道文学館 2014年3月31日

B04843 文学 第30回国民文化祭・かごしま2015開催記念　特別企画展　梅崎春生×遠藤周作展

交錯する23のカラー

かごしま近代文学館 平成27年10月9日

B04844 文学 季刊　ことばのしごと　第12号　2013年　夏号 大岡信ことば館 2013年6月20日

B04845 文学 宮沢賢治　科学と祈りのこころ 北海道立文学館 2016年9月17日

B04846 文学 前橋文学館特別企画展　開館20周年記念・収蔵資料展　朔太郎のおもしろエッセイ

ガイド

萩原朔太郎記念　水と緑と詩のまち前橋文学館 2014年2月15日

B04847 文学 ほっかいどうの短歌100首 北海道立文学館 2013年11月1日

B04848 文学 土佐文学さんぽ 公益財団法人　高知県文化財団　高知県立文学館 2014年2月

B04849 文学 こうふくのクレヨン　立短児童文芸　2号　特集　川上弘美『神様』 立教女学院短期大学図書館 平成25(2013)年3月30日

B04850 文学 こうふくのクレヨン　立短児童文芸　3号 立教女学院短期大学図書館 平成26(2014)年3月30日

B04851 文学 季刊　ことばのしごと　第13号　2013年　秋号 大岡信ことば館 2013年9月1日

B04852 文学 季刊　ことばのしごと　第15号　2014年　春号 大岡信ことば館 2014年3月1日

B04853 文学 季刊　ことばのしごと　第17号　2014年　秋号 大岡信ことば館 2014年9月1日

B04854 文学 前橋文学館報　第43号 荻原朔太郎記念　水と緑と詩のまち前橋文学館 2016年3月31日

B04855 文学 ここが地球の中心　井上ひさしと遅筆堂文庫 山形県川西町 2015年3月26日 付属物：井上ひさし短編中編小説集成　刊行案内

B04856 文学 北九州市立文学館　第19回特別企画展　没後99年　夏目漱石　漱石山房の日々 北九州市立文学館 平成27年5月2日

B04857 文学 平成29年度特別展図録　季節のうた　歌人窪田空穂　生誕140年・没後50年 文京ふるさと歴史館 平成29年10月21日

B04858 文学 かごしま近代文学館　特別展企画　海音寺潮五郎の切捨御免！　日本の歴史を点

検する

かごしま近代文学館 2017（平成29年）年11月2日
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資料番

号

配架

種別

タイトル・サブタイトル※奥付表記最優先。書いてある順に。原則全角スペースでつ

なぐ。〜やダッシュは使わない
発行者（所）※表記のまま。複数列記は読点（、）で区切る

発行年月日※半角算用数字

で！元号・西暦は表記のま

ま。

実篤・白樺・村関連情報※p○○から○○：

備考（版次／付属物／奥付以外からの採録／発行

者以外の館名等）※違う要素の区切りは全角スラッ

シュで。同じ要素内の区切りは句読点（、。）で。

B04000 美術 庭園美術館へようこそ　旧朝香宮邸をめぐる６つの物語 河出書房新社 2014年11月30日 協力：東京都庭園美術館

B04001 美術 大原美術館　Activity report 2013 公益財団法人大原美術館 2014年8月31日

B04002 文学 須賀敦子の世界展 県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学振興会 2014年10月4日

B04003 文学 姫路文学館紀要　第十八号 姫路文学館 平成27年3月31日

B04004 美術 開館30周年&リニューアルオープン記念　東京都庭園美術館30＋1 公益財団法人東京都歴史文化財団、東京都庭園美術館 2014年11月21日

B04005 美術 柳宗悦と芹沢銈介　美と暮らしがとけあう世界へ 静岡市立芹沢銈介美術館 2015年

B04006 美術
中村屋サロン美術館　開館記念特別展　中村屋サロン　ここで生まれた、ここから生

まれた
中村屋サロン美術館 2014年10月29日

B04007 美術 美術館たより　『たいせつな風景』第20号　特集：鎌倉別館の30年 神奈川県立近代美術館 2015年3月31日

B04008 美術 宇佐美コレクション総目録 栃木県立美術館 c2014

B04009 美術 真岡発：瑛九と前衛画家たち展　久保貞次郎と宇佐美コレクションを中心に 栃木県立美術館 c2014

B04010 美術 竹のめざめ　第5回関東地区博物館協会共同企画展　栃木竹工芸の精華 栃木県立美術館 2014年11月

B04011 美術 東京ステーションギャラリー活動報告　2012-2014 東京ステーションギャラリー 2014年

B04012 美術 姫路市立美術館　研究紀要　第14号 姫路市立美術館 平成26（2014）年3月

B04013 美術 広島県立美術館　研究紀要　第17号 広島県立美術館 平成26（2014）年3月31日

B04014 美術 広島県立美術館　研究紀要　第16号 広島県立美術館 平成25（2013）年3月31日

B04015 美術
平成26年度特別展　竹久夢二生誕130年記念　大正ロマンの恋と文　高相コレクショ

ンより
（公財）三鷹市芸術文化振興財団　文芸課 平成26年8月30日 編集・発行：三鷹市山本有三記念館

B04016 美術 平成25年度　国立新美術館　活動報告 国立新美術館 平成26年7月1日

B04017 美術 『NACT Review 国立新美術館研究紀要』第1号 国立新美術館 平成26（2014）年11月28日

B04018 美術 オルセー美術館展　印象派の誕生　描くことの自由 読売新聞東京本社 c2014 編集：国立新美術館

B04019 美術 イメージの力　国立民族学博物館コレクションにさぐる 国立民族学博物館 2014年2月18日 付属物：出品目録

B04020 美術 アート・アーチ・ひろしま2013　ピース・ミーツ・アート！ 広島県立美術館 ｃ2013 p90からp91：バーナード・リーチ掲載

B04021 美術 おいしいアート　食と美術の出会い 横須賀美術館 2014年9月
p49：河野通勢「私も何かの役に立つそうです」（実

篤記念館寄託）出品

B04022 美術 おいしいアート　食と美術の出会い 横須賀美術館 2014年9月
p49：河野通勢「私も何かの役に立つそうです」（実

篤記念館寄託）出品
複本

B04023 美術 富山市篁牛人記念美術館館報第20号　「いろりを囲むおはなし」第二集 富山市民俗民芸村篁牛人記念美術館 平成26年3月20日

B04024 美術 芹沢銈介没後30年記念　50の作品でたどる芹沢銈介88年の軌跡 静岡市立芹沢銈介美術館 c2014

B04025 美術 特集展示　西洋美術に魅せられた15人のコレクターたち　1890-1940 石橋財団ブリヂストン美術館 c1997

B04026 美術 没後50年　小杉放菴展 小杉放菴記念日光美術館 c2014

B04027 美術 小杉放菴記念日光美術館所蔵作品撰 小杉放菴記念日光美術館 c2014

B04028 美術 「没後50年小杉放菴展」図録別冊　小杉放菴文献目録 小杉放菴記念日光美術館 c2014

B04029 美術 二木直巳　眺望を求めて　小杉放菴とともに 小杉放菴記念日光美術館 c2014 付属物：二木直巳文言集

B04030 美術 「生誕100年松本竣介展」図録 NHKプラネット東北、NHKプロモーション c2012 編集：神奈川県立近代美術館［ほか］

B04031 美術 チューリヒ美術館展　印象派からシュルレアリズムまで 朝日新聞社 c2014-2015 編集・構成：国立新美術館［ほか］

B04032 美術
TOKYO　STATION　GALLERY　2014−15　REPORT・BULLETIN　No.1　東京ステー

ションギャラリー活動報告・研究紀要第1号
東京ステーションギャラリー 2015年

B04033 美術 洲之内徹と現代画廊　昭和を生きた目と精神 NHKプラネット東北 c2013 p103：千家元麿（当館蔵） 編集・執筆：宮城県美術館［ほか］

B04034 美術 芹沢銈介の収集１　やきもの　西アジアとヨーロッパ 静岡市立芹沢銈介美術館 c2015

B04035 美術 静岡市立芹沢銈介美術館所蔵　芹沢銈介の作品 静岡市立芹沢銈介美術館 c2015

B04036 美術 芹沢銈介の収集２　朝鮮民画 静岡市立芹沢銈介美術館 c2015

B04037 美術 荻原守衛書簡集 公益財団法人碌山美術館 2015年4月22日

B04038 美術 日本近代洋画への道　山岡コレクションと高橋由一の名品を中心に 栃木県立美術館、香川県立ミュージアム c2014 協力：公益財団法人日動美術財団

B04039 美術 萬鉄五郎記念美術館　萬鉄五郎収蔵作品集 萬鉄五郎記念美術館 平成27年3月28日  

B04040 美術 没後50年　福田眉仙《支那三十図巻》 姫路市立美術館 2014年2月

B04041 美術 ひめじ官兵衛プロジェクト連携　特別企画　城　つわものどもが夢の跡 姫路市立美術館 2014年2月

B04042 文学 菊池寛記念館収蔵資料目録 菊池寛記念館 平成27年3月 P69に実篤関連の記述あり

B04043 文学 資料集　第九輯　北畠八穂草稿〈「ホーイ」ってあの返事。・・・〉 青森県近代文学館 平成27年3月16日
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B04044 文学 小檜山博の文学　野性よ退化する現代を撃て 北海道文学館 2015年1月31日

B04045 文学 文京区立森鷗外記念館二〇一四年度特別展　暁の劇場　鷗外が試みた、或る演劇 文京区立森鷗外記念館 平成26年（2014）4月26日

B04046 文学 文京区立森鷗外記念館2014年度特別展　流行をつくる　三越と鷗外 文京区立森鷗外記念館 平成26（2014）年9月13日

B04047 文学 言語・文学研究論集　第15号 白百合女子大学言語・文学研究センター 2015年3月

B04048 文学
井上ひさし資料特集展vol.4　俺達の国語ば可愛がれ 井上ひさし「方言」へのまなざ

し
仙台文学館 2015年2月6日

B04049 文学 津村節子と吉村昭果てなき旅 夫婦作家の軌跡 福井県ふるさと文学館 平成27年2月1日

B04050 文学 日本大学芸術学部図書館活動誌No.1　日藝ライブラリー 日本大学芸術学部図書館 2014年12月20日

B04051 文学 徳島県立文学書道館ことのは文庫　瀬戸内寂聴　文学データブックII 公益財団法人徳島県文化復興財団、徳島県立文学書道館 2015年2月4日 　

B04052 文学 閉館記念パンフレット　与謝野晶子文芸館の軌跡 堺市文化館、与謝野晶子文芸館 平成27年1月31日

B04053 文学 大佛次郎　大池唯雄　往復書簡集 仙台文学館 平成26（2014）年11月22日

B04054 文学 眩人　松本清張と東西文化交流平山郁夫原画+ガンダーラ仏 北九州市立松本清張記念館 平成27（2015）年1月10日

B04055 文学 企画展　図録　風と光の詩人　宮澤章二 さいたま文学館 平成27年1月10日

B04056 文学 館報　第17号（平成25年度） さいたま文学館 平成26年4月1日

B04057 文学 装い　向田邦子のおしゃれ術 かごしま近代文学館 平成26年11月19日

B04058 文学 特別展　よみがえる身体性の記憶　「檸檬」草稿　（瀬山の話）など　展示図録
実践女子大学、実践女子大学短期大学部公開講座委員

会、実践女子大学国文学科
平成26年10月6日

B04059 文学 宙のかけらたち　詩人　宗左近展 北九州市立文学館 平成25年10月25日

B04060 美術 生誕150年　アンソール版画展 姫路市立美術館友の会 2010年3月

B04061 美術 コレクションでたどる姫路市立美術館の25年　日本美術 姫路市立美術館友の会 2008年11月

B04062 美術 生誕一〇〇年記念　富永直樹展 長崎県美術館 2013年11月23日

B04063 美術 現代スペイン・リアリズムの巨匠　アントニオ・ロペス展 株式会社美術出版社 2013年4月27日
2刷（2013年5月27日）／編集：長崎県美術館［ほ

か］

B04064 美術 美術研究作品資料第6冊　横山大観《山路》 独立行政法人国立文化財機構　東京文化財研究所 平成25年3月20日

B04065 美術 展覧会　長崎の美術5　未完の青春　横手貞美展 長崎県美術館 c2013

B04066 美術 中川一政生誕120年記念展　「中川一政芸術の黎明」 白山市立松任中川一政記念美術館 平成25年9月14日

B04067 美術 ア・ターブル！　ごはんだよ！食をめぐる美の饗宴 公益財団法人三重県立美術館協力会 2014年2月
p53：河野通勢「私も何か御役に立つそうです」（当

館蔵）

B04068 美術 ア・ターブル！　ごはんだよ！食をめぐる美の饗宴 公益財団法人三重県立美術館協力会 2014年2月
p53：河野通勢「私も何か御役に立つそうです」（当

館蔵）

B04069 美術 中村直人　彫刻の時代 〈中村直人　彫刻の時代〉展実行委員会 c2012 企画：小杉放菴記念日光美術館［ほか］

B04070 美術 来日130周年　宇都宮美術館コレクションによるジョルジュ・ビゴーと日光 小杉放菴記念日光美術館 2011年12月

B04071 美術 山本鼎　AN ESSAY　ON　KANAE YAMAMOTO 上田市山本鼎記念館 平成21年（2009）10月15日 第2版第1刷

B04072 美術
戦後日本美術の新たな語り口を探る　ニューヨークと東京、二つの近代美術館の展

覧会を通して見えてくるもの
独立行政法人国際交流基金 2014年3月31日  

国際シンポジウム主催：国際交流基金、東京国立近

代美術館。特別助成：公益財団法人　石橋財団

B04073 美術 「極小の宇宙　手わざの粋　伊勢型紙の歴史と展開」展報告書
三重県立美術館、みえミュージアム活性化事業実行委員

会
2014年3月25日 附録：伊勢型紙・江戸小紋　記録映像（DVD）

B04074 美術
クレラー=ミュラー美術館所蔵作品を中心に　印象派を超えて　点描の画家たち　ゴッ

ホ、スーラからモンドリアンまで
東京新聞、NHK、NHKプロモーション c2013 編集・構成：国立新美術館［ほか］

B04075 美術 財団設立60周年記念特別展　今村紫紅展　横浜のいろ 公益財団法人三渓園保勝会 2013年11月 発行年月日は「ごあいさつ」による

B04076 美術 豊橋美術博物館収蔵品目録［美術II］2000-2010 豊橋市美術博物館 2011年2月19日

B04077 美術
兵庫県三田市生まれの豪気な天才彫刻家　天岡均一　1875-1924　没後九十年回

顧展
七曜会 平成25年10月

タイトルは扉による。発行者と発行年月日は「刊行に

よせて」による。／会場：三田市立図書館

B04078 美術 いわて創作版画の系譜　近現代木版画展 萬鉄五郎記念美術館 ｃ2012

B04079 美術 特別展　〈猫〉が気になる。 北海道立三岸好太郎美術館 2012

B04080 美術 生誕100年記念　林武展 毎日新聞社 ｃ1996 編集：東京都庭園美術館／毎日新聞社

B04081 美術 豊橋市美術博物館年報　平成26年度 豊橋市美術博物館 平成27年9月1日 p33：新収蔵資料として河野通勢掲載

B04082 美術 イギリス工芸運動と濱田庄司展　追加出品資料 千葉市美術館 1998年8月8日
p3：実篤著『我孫子より』／p14：出品目録に関連資

料多数掲載

B04083 美術 イギリス工芸運動と濱田庄司展　追加出品資料 千葉市美術館 1998年8月8日
p3：実篤著『我孫子より』／p14：出品目録に関連資

料多数掲載

B04084 美術 片山攝三写真展　モノクロームの軌跡50年 福岡県立美術館 平成1年10月14日 p24から25：実篤肖像写真掲載
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B04085 美術 黒田辰秋 豊田市美術館 c2000
p42：実篤コレクション、p133：実篤関連資料、

p160・174：出品目録
第2刷

B04086 美術 吉林省博物館所蔵　中国明清絵画展図録 中国吉林省博物館 c1987
扉に大分県立芸術会館　開館十周年記念事業とあ

り

B04087 美術 慈愛の造形　木喰の微笑仏　図録 朝日新聞社文化企画局大阪企画部 c1997 p43：実篤コレクション、p196：出品目録

B04088 美術 豊橋市美術博物館研究紀要　第十八号 豊橋市美術博物館 平成27年3月31日

B04089 美術 多摩美大学大学院　修了論文作品集　2013 多摩美術大学 2013年6月30日

B04090 美術 久米桂一郎作品目録 久米美術館 平成12年5月25日

B04091 美術 ゴッホと同時代の画家たち　ゴッホと花　‘ひまわり’をめぐって 損保ジャパン東郷青児美術館、NHK、NHKプロモーション c2003 p89から90：芦屋のひまわり

B04092 美術 石川国体開催記念　巨匠中川一政芸術のすべて 松任市立中川一政記念美術館 平成3年10月7日

B04093 美術
真鶴町立中川一政美術館　開館十周年記念展図録　われはでくなり　中川一政・そ

の生涯と芸術
真鶴町立中川一政美術館 平成11年10月 p72：北海道講演旅行の写真に実篤

B04094 美術 松任市立中川一政記念美術館　開館十周年記念「肖像画展」　われは汝をおもふ 松任市立中川一政記念美術館 平成8年10月10日

B04095 美術 「ミレーとバルビゾン派の画家たち」展カタログ［1849から1875］ 毎日新聞社 c1996 編集：平塚市美術館［ほか］

B04096 美術 最後のエコール・ド・パリ中村直人「パリ展翻訳と日記」　日本最初の彫刻家画家 中村直人彫刻絵画調査研究所 2011年2月1日 第二版／大型

B04097 美術 碌山美術館報　第33号 （財）碌山美術館 平成25年3月15日

B04098 美術 平成26年度　国立新美術館　活動報告 国立新美術館 平成27年7月1日

B04099 美術 栃木に生きる　風土・ひと・芸術　［鑑賞ガイド］ 栃木県立美術館 c2012

B04100 美術 美術館たより『たいせつな風景』第19号　特集：保存と修復 神奈川県立近代美術館 2014年3月11日

B04101 美術 美術館たより『たいせつな風景』第20号　特集：鎌倉別館の30年 神奈川県立近代美術館 2015年3月31日

B04102 美術 美術館たより『たいせつな風景』第21号　特集：はやま 神奈川県立近代美術館 2015年10月31日 付録：「さようなら鎌倉館」ツイート呼びかけカード

B04103 美術 美術館たより『たいせつな風景』第22号　特集：かまくら 神奈川県立近代美術館 2015年11月17日

B04104 美術 ニキ・ド・サンファル展 NHK、NHKプロモーション C2015 編集：国立新美術館ほか

B04105 美術 ルーヴル美術館展　日常を描く　風俗画にみるヨーロッパ絵画の真髄 日本テレビ放送網 C2015 編集：国立新美術館ほか

B04106 美術 マグリット展 読売新聞東京本社 C2015 編集：国立新美術館ほか

B04107 美術 『NACT Review 国立新美術館研究紀要』　第2号 国立新美術館 平成27(2015）年12月15日

B04108 美術 猪名川町文化財調査報告　一　猪名川町所在木喰仏調査報告書 猪名川町教育委員会、奈良大学美術史研究室 平成11年3月20日

B04109 美術 フランス国立クリュニー中世美術館所蔵　貴婦人と一角獣展 NHK、NHKプロモーション C2013 編集：国立新美術館ほか

B04110 美術 アメリカン・ポップ・アート展 TBSテレビ 2013年8月6日 編集：国立新美術館ほか

B04111 美術 岸田夏子展　刻・生・宇宙の神秘　図録 三越美術部、岸田夏子 2013年3月6日

B04112 美術 平成26年度　独立行政法人国立美術館　年報 独立行政法人国立美術館本部事務局 ［2015］
タイトルは表紙による／発行年月日は巻末に「平成

27年3月31日」とあるところからの推定

B04113 美術 高橋由一から藤島武二まで　日本近代洋画への道　山岡コレクションを中心に 公益財団法人日動美術財団（冨士根智之） ｃ２０１５

B04114 美術
そごう美術館開館30周年記念生誕120年鈴木信太郎展　親密家のまなざし　そごう

美術館コレクション
そごう美術館 ｃ２０１５

p114から「試論　鈴木信太郎における西洋絵画の

受容　雑誌『白樺』を中心に」
図録正誤表

B04115 美術 生誕130年記念　斎藤与里展　巨匠が追い求めた永遠なる理想郷　図録 公益財団法人サトエ記念美術博物館 ｃ２０１５

B04116 美術 平成23年度　独立行政法人国立美術館　東京国立近代美術館活動報告 独立行政法人国立美術館東京国立近代美術館 平成25年1月31日

B04117 美術 富山市篁牛人記念美術館館報　第19号 富山市篁牛人記念美術館 平成24年12月20日

B04118 美術 大原美術館Aｃtivity report2012 公益財団法人大原美術館 2013年6月18日

B04119 美術
鹿沼市立川上澄生美術館　特別企画展　川上澄生の平峯劉吉時代　岸田劉生に憧

れた青春
鹿沼市立川上澄生美術館 2013年7月 p65：記念館より出品 発行年月はごあいさつによる

B04120 美術 国際交流基金　展覧会記録　1972-2012 国際交流基金 2013年3月22日

B04121 美術 独立行政法人国立美術館　東京国立近代美術館　平成27年度 独立行政法人国立美術館　東京国立近代美術館 平成27年度 奥付なし、発行年月日は表紙

B04122 美術 メイド・イン・ジャパン南部鉄器　伝統から現代まで、400年の歴史 アートプランニング　レイ c2013

B04123 美術 棟方志功記念館　４０年のあゆみ 一般財団法人棟方志功記念館 2016年2月

B04124 美術 鎌倉からはじまった。　「神奈川県立近代美術館　鎌倉」の６５年 下田泰也 2016年1月31日
神奈川県立近代美術館鎌倉クロージング・レセプ

ション　2016.1.16の案内文有り

B04125 美術
北海道立三岸好太郎美術館特別展「三岸好太郎と池田満寿夫　奇才アーティストの

系譜」図録
北海道立三岸好太郎美術館 c2014 付箋：訂正、補足

B04126 美術 安井曾太郎の世界　人物画を中心に ふくやま美術館、佐倉市立美術館 2014年9月20日 付箋：正誤表

B04127 美術 佐倉学　浅井忠展 佐倉市立美術館 c2014

B04128 美術 カリフォルニア•デザイン　1930から1965　モダン・リヴィングの起源 株式会社新建築社 2013年3月18日 編集：国立新美術館ほか



他館図録簡易目録

25/42

B04129 美術
萬鉄五郎生誕一三〇年　棟方志功没後四〇年記念企画展覧会　棟方志功　萬鉄五

郎に首ったけ
萬鉄五郎記念美術館、茅ヶ崎市美術館 平成27年8月

p39：『白樺』第12巻第2号（ゴオホ向日葵）（当館

蔵）掲載

B04130 美術
萬鉄五郎生誕一三〇年　棟方志功没後四〇年記念企画展覧会　棟方志功　萬鉄五

郎に首ったけ
萬鉄五郎記念美術館、茅ヶ崎市美術館 平成27年8月

p39：『白樺』第12巻第2号（ゴオホ向日葵）（当館

蔵）掲載

B04131 美術 年報2010(平成22)年度 神奈川県立近代美術館 2012年2月18日

B04132 美術 中村直人の芸術と人生 中村直人彫刻絵画調査研究所 2016年（平成28年）1月17日 第一版／大型

B04133 美術 佐久市立近代美術館　開館30周年記念　所蔵名品選　〔時代〕図録 佐久市立近代美術館 平成25年（2013）5月11日 p44：実篤「この道より」

B04134 美術 シンポジウム記録集「セザンヌ　パリとプロヴァンス」展から見る今日のセザンヌ 国立新美術館 2013年3月15日

B04135 美術 平成23年度　独立行政法人国立美術館　年報　2011 独立行政法人国立美術館本部事務局 平成24年3月31日 採録：表紙、p52

B04136 美術 年報　2011（平成23）年度 神奈川県立近代美術館 2013年3月22日

B04137 美術 広島県立美術館　研究紀要　第15号 広島県立美術館 平成24（2012）年3月31日

B04138 美術 奈良県立美術館紀要　第26号 奈良県立美術館 平成24年3月31日

B04139 美術 奈良県立美術館紀要　第27号 奈良県立美術館 平成24年4月27日

B04140 美術 奈良県立美術館紀要　第28号 奈良県立美術館 平成26年3月28日

B04141 美術 千葉県立美術館収蔵品目録2014 千葉県立美術館 平成27年3月31日 p33：椿貞雄（3作品）

B04142 美術 杉林古香関連資料　浅井忠の図案 佐倉市立美術館 平成27年3月31日

B04143 美術 学芸員を展示する 栃木県立美術館 c2016

B04144 美術
「戦後70年：もうひとつの1940年代美術」展　関連企画シンポジウム「戦争と表現

文学、美術、漫画の交差」報告書＋1940年代美術に関する論文集
栃木県立美術館 2016年3月8日

B04145 美術 昭和を生きた画家　平澤熊一展 栃木県立美術館 c2015

B04146 美術 プラド美術館所蔵　スペイン黄金世紀の静物画　ボデゴンの神秘 長崎県美術館 c2015

B04147 美術 長崎県美術館　研究紀要No.7 長崎県美術館 平成28年3月31日

B04148 美術 特別展　ワンワンワンッダフル！　あの犬に会いたい 北海道立三岸好太郎美術館 c2015

B04149 美術 姫路市立美術館　研究紀要　第8号 姫路市立美術館 平成20（2008）年3月

B04150 美術 姫路市立美術館　研究紀要　第9号 姫路市立美術館 平成21（2009）年3月

B04151 美術 姫路市立美術館　研究紀要　第10号 姫路市立美術館 平成22（2010）年3月

B04152 美術 姫路市立美術館　研究紀要　第11号 姫路市立美術館 平成23（2011）年3月

B04153 美術 姫路市立美術館　研究紀要　第12号 姫路市立美術館 平成24（2012）年3月

B04154 美術 姫路市立美術館　研究紀要　第13号 姫路市立美術館 平成25（2013）年3月

B04155 美術 芹沢銈介の収集3　アンデスの染織 静岡市立芹沢銈介美術館 c2016

B04156 美術 平成23（2011）年度から27（2015）年度　笠岡市立竹喬美術館　年報 笠岡市立竹喬美術館 平成28年3月31日 タイトル：見返しから採録

B04157 美術 神田日勝記念美術館友の会二十周年記念誌　未完の歩みII 神田日勝記念美術館友の会 平成25年3月31日 p53,54重複

B04158 美術 年報　2012（平成24）年度 神奈川県立近代美術館 2014年3月14日

B04159 美術 奈良県立美術館年報　平成24年度 奈良県立美術館 平成26年3月28日

B04160 美術 長崎県美術館研究紀要　No.6 長崎県美術館 2014（平成26）年3月31日

B04161 美術 独立行政法人国立美術館　東京国立近代美術館　平成25年度 東京国立近代美術館 平成25年3月 タイトル：表紙から採録、発行年月日：p19から採録

B04162 美術 独立行政法人国立美術館　東京国立近代美術館　平成26年度 東京国立近代美術館 平成26年3月 タイトル：表紙から採録、発行年月日：p19から採録

B04163 美術 生誕１００年記念　里見勝蔵展
京都国立近代美術館、鳥取県立博物館、目黒美術館、郡

山市立美術館
C1995

B04164 美術 豊橋市美術博物館研究紀要　第17号 豊橋市美術博物館 平成23年3月31日

B04165 美術 東京国立近代美術館　研究紀要　第17号 東京国立近代美術館 平成25年3月31日

B04166 美術 東京国立近代美術館　研究紀要　第18号 東京国立近代美術館 平成26年3月31日

B04167 美術 東京国立近代美術館　研究紀要　第19号 東京国立近代美術館 平成27年3月31日

B04168 美術 東京国立近代美術館　研究紀要　第20号 東京国立近代美術館 平成28年3月31日

B04169 美術 平成２４年度独立行政法人国立美術館　東京国立美術館活動報告 独立行政法人国立美術館　東京国立美術館活動報告 平成２６年２月２８日

B04170 美術 平成２４年度独立行政法人国立美術館　東京国立美術館活動報告 独立行政法人国立美術館　東京国立美術館活動報告 平成２６年２月２８日

B04171 美術 平成２４年度独立行政法人国立美術館　東京国立美術館活動報告 独立行政法人国立美術館　東京国立美術館活動報告 平成２６年２月２８日

B04172 美術 館報61号（2012年度） 石橋財団ブリヂストン美術館／石橋財団石橋美術館 2013年3月

B04173 美術 館報62号（2013年度） 石橋財団ブリヂストン美術館／石橋財団石橋美術館 2014年3月

B04174 美術 館報63号（2014年度） 石橋財団ブリヂストン美術館／石橋財団石橋美術館 2015年3月

B04175 美術 館報64号（2015年度） 石橋財団ブリヂストン美術館／石橋財団石橋美術館 2016年3月

B04176 美術 秋季特別企画展　近代日本画の名作　描かれた日本の美 豊橋市美術博物館 平成２４年１０月 発行年月日は「ごあいさつ」から
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B04177 美術 豊橋市美術博物館収蔵品展　墨のいろ　モノクロームの世界に遊ぶ 豊橋市美術博物館 平成２６年１月１１日

B04178 美術 奈良県立美術館紀要　第２９号 奈良県立美術館 平成２７年３月３１日

B04179 美術 豊橋市美術博物館年報 豊橋市美術博物館 平成２６年９月１日 草土社：p11から12

B04180 美術 平成２５年度　広島県立美術館年報 広島県立美術館 平成２７年１月３１日

B04181 美術 年報　2013（平成25）年度 神奈川県立近代美術館 2015年3月20日

B04182 美術 奈良県立美術館年報　平成26年度 奈良県立美術館 平成28年3月24日

B04183 美術 奈良県立美術館紀要　第30号 奈良県立美術館 平成28年3月31日

B04184 美術 平成24年度　国立新美術館　活動報告 国立新美術館 平成25年7月22日

B04185 美術 広島県立美術館 研究紀要　第１８号 広島県立美術館 平成２７（2015）年１月３１日

B04186 美術 雅邦　第一号 山崎美術館 昭和５７年１１月３日 「雅邦」は表紙から、「第一号」は奥付から。

B04187 美術 特別展覧会「よみがえる漢王朝」2000年の時をこえて 大阪市立美術館、読売新聞大阪本社 C1999 付票あり

B04188 美術 昭和の洋画を切り拓いた若き情熱　1930年協会から独立へ

鳥取県立美術館、田辺市立美術館、河口湖美術館、北海

道立函館美術館、酒田市美術館、北九州市立美術館、公

益財団法人八王子学園都市文化ふれあい財団、公益財団

法人日動美術財団

2016

B04189 美術 コレクション100選 東郷青児　記念損保ジャパン日本興亜美術館 2016年4月

B04190 美術 特別展　ランゲン夫妻の眼　初公開　欧州随一の日本美術コレクション 朝日新聞社 1999年10月8日

B04191 美術 美術館は動物園展図録 小杉放菴記念日光美術館 c2011

B04192 美術 開館15周年記念　越前和紙の魅力　小杉放菴と岩野平三郎 小杉放菴記念日光美術館 c2012

B04193 美術 円空　慈悲と魂の芸術展 朝日新聞社文化企画局大阪企画部 c1994 会場：小田急美術館［ほか］

B04194 美術 ［記録集］時空をこえてつむぐ　多和英子VS放菴・達吉・鉄五郎 多和英子VS放菴・達吉・鉄五郎展実行委員会 2016年2月29日

B04195 美術 「パスキンとエコール・ド・パリ　1920年代哀愁のパリ」展図録 北海道立近代美術館、美術館連絡協議会、読売新聞社 c1996

B04196 美術 前田青邨展 日本経済新聞社 c2001

B04197 美術 時空をこえてつむぐ　多和英子VS放菴・達吉・鉄五郎 多和英子VS放菴・達吉・鉄五郎展実行委員会 2015年7月5日

B04198 美術 収蔵品目録　東郷青児作品
東郷青児記念　損保ジャパン日本興亜美術館、公益財団

法人損保ジャパン日本興亜美術財団
2016年4月

B04199 美術 近代日本画壇の巨匠「横山大観」展図録 朝日新聞社事業本部・大阪企画事業部 平成16年7月2日 編集：京都国立近代美術館〔ほか］

B04200 美術 清水登之展 武蔵野市 1991年6月7日 1976・昭和５１年p138　武者小路実篤没

B04201 美術 生誕150年　ロダン展 読売新聞社，美術館連絡協議会、現代彫刻センター 1990年
編集：フランス国立ロダン美術館・宮城県美術館・茨

城県近代美術館〔ほか］

B04202 美術 朝鮮時代の絵画　19世紀の民画を中心に 日本民藝館 2011年9月
発行年月：別紙プリント（日本民芸館HP）会期から

採録

B04203 美術 特別展　東北の工芸と棟方志功 日本民藝館 2012年4月
発行年月：別紙プリント（日本民芸館HP）会期から

採録

B04204 美術 沖縄復帰40年記念　特別公開　琉球の紅型 日本民藝館 2012年9月
発行年月：別紙プリント（日本民芸館HP）会期から

採録

B04205 美術 アイヌ工芸　祈りの文様 日本民藝館 2013年4月 リーフレット、発行年月：会期から採録

B04206 美術 つきしま　かるかや　素朴表現の絵巻と説話画 日本民藝館 2013年6月 リーフレット、発行年月：会期から採録

B04207 美術 特別展　柳宗理の見てきたもの 日本民藝館 2013年8月 リーフレット、発行年月：会期から採録

B04208 美術 茶と美　柳宗悦の茶 日本民藝館 2014年1月 リーフレット、発行年月：会期から採録

B04209 美術 九州の陶磁展 日本民藝館 2014年4月 リーフレット、発行年月：会期から採録

B04210 美術 生誕120年記念　濱田庄司展 日本民藝館 2014年6月 リーフレット、発行年月：会期から採録

B04211 美術 生誕120年記念　濱田庄司展 日本民藝館 2014年6月 リーフレット、発行年月：会期から採録

B04212 美術 カンタと刺子　ベンガル地方と東北地方の針仕事 日本民藝館 2014年9月 リーフレット、発行年月：会期から採録

B04213 美術 文字の美　工芸的な文字の世界 日本民藝館 2015年1月 リーフレット、発行年月：会期から採録

B04214 美術 生誕120年記念　芹沢銈介展 日本民藝館 2015年9月 リーフレット、発行年月：会期から採録

B04215 美術 美の法門　柳宗悦の美意識 日本民藝館 2016年1月 リーフレット、発行年月：会期から採録

B04216 美術 「極小の宇宙　手技の粋　伊勢型紙の歴史と展開」展 三重県立美術館 2012年

B04217 美術 「ここだけの日本画」展パンフレット 和歌山県立近代美術館 2015年9月11日

B04218 美術 コレクション万華鏡　西洋名画から無名画家の発見まで　美術館活動40年の成果 栃木県立美術館 2013年

B04219 美術 企画展　詩でつづる埼玉の風土　埼玉を表現した詩人の心 さいたま文学館 平成12年 発行年月日は会期による

B04220 美術 寺島貞志　青春のリアリズム展 萬鉄五郎美術館 2012年 発行年月日は会期による
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B04221 美術 岩倉具視の能楽再興を支えた人物（ブレーン）　久米邦武と能楽展 久米美術館 2012年 発行年月日は会期による

B04222 歴史 國學院大學　博物館學紀要　第40輯 國學院大學博物館学研究室 平成28年3月31日

B04223 歴史 渋沢栄一と清水建設株式会社 公益財団法人渋沢栄一記念財団　渋沢史料館 2016年3月12日 p68：学習院校舎（四谷）

B04224 歴史 くにたち郷土文化館　研究紀要　第7号
（公財）くにたち文化・スポーツ振興財団　くにたち郷土文化

館
2016（平成28）年1月18日

B04225 歴史 村の明治医新　谷保の村医者本田家の軌跡
くにたち郷土文化館　（公益財団法人くにたち文化・スポー

ツ振興財団）
2015年10月10日

B04226 歴史 生活と文化　［豊島区立郷土資料館研究紀要第24号］ 豊島区 2015年3月27日

B04227 歴史 玉川大学教育博物館　紀要　第12号 玉川大学教育博物館 2015年3月31日

B04228 歴史 企画展「こけし」 板橋区立郷土資料館 平成27年（2015）5月23日

B04229 歴史 研究紀要17（平成26年度） 港区立港郷土資料館 平成17年（2015）3月31日

B04230 歴史 長野市立博物館　紀要　第16号（人文系） 長野市立博物館 平成27年3月27日

B04231 歴史 長野市立博物館収蔵資料目録　民俗2 長野市立博物館 平成27年1月8日

B04232 歴史 学習院大学史料館紀要　第21号 学習院大学史料館 平成27年3月31日

B04233 歴史 新宿から文化を発信する演劇博物館創造活動事業　とりくみ 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館 平成27年 タイトル、発行者、発行年：表紙から採録

B04234 歴史 演劇博物館報 enpaku book 111号 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館 2015年3月19日

B04235 歴史 演劇博物館報 enpaku book 112号 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館 2016年3月22日 p30からp31：デジタル・アーカイブ・コレクション

B04236 歴史 大田区立郷土博物館所蔵文学関係資料目録 大田区立郷土博物館 平成27（2015）年3月27日 p121：資料番号2109　実篤『人間的生活』初版

B04237 歴史
〈企画展〉開館30周年記念　渋沢栄一再発見！　渋沢史料館のあゆみと名品　展示

記録・講演集
公益財団法人渋沢栄一記念財団　渋沢史料館 2013年12月27日

B04238 歴史 渋沢史料館　年報　2012年度 公益財団法人渋沢栄一記念財団　渋沢史料館 2014年3月31日

B04239 歴史 秋の特別展「東欧の広場」 昭和女子大学光葉博物館 c2014

B04240 歴史 川崎市市民ミュージアム紀要　第27集 川崎市市民ミュージアム 平成27年3月31日

B04241 歴史 民権ブックス28号　風刺漫画に見る明治 町田市教育委員会 2015（平成27）年3月31日

B04242 歴史 平成26年度杉並区立郷土博物館分館企画展「杉並にあった映画館」展示図録 杉並区立郷土博物館 平成27年3月 p61：東宝20周年記念映画「生きる」ポスター

B04243 歴史 昭和女子大学光葉博物館コレクション　日本の郷土玩具ＩＩ　土 昭和女子大学光葉博物館 ｃ2015

B04244 歴史
練馬区立石神井公園ふるさと文化館分室　企画展　うたに生きる　練馬区ゆかりの

詩歌の世界
練馬区立石神井公園ふるさと文化館分室 平成27年2月21日

B04245 歴史 國學院大學　博物館學紀要　第39輯 國學院大學博物館学研究室 平成27年3月31日

B04246 歴史 特別展　富士山　江戸・東京と練馬の冨士 練馬区立石神井公園ふるさと文化館 平成27（2015）年1月24日

B04247 歴史 玉川大学教育博物館　館報　第13号　2014年度 玉川大学教育博物館 2015年8月31日

B04248 歴史 近代紡績のススメ　渋沢栄一と東洋紡 公益財団法人渋沢栄一記念財団　渋沢史料館 2015年3月14日

B04249 歴史 紙とあそぶ　紙の工芸展20回記念
公益財団法人　くにたち文化・スポーツ振興財団　くにたち

郷土文化館
平成26年8月12日

B04250 歴史 開館20周年　秋季企画展示　くにたち発掘
くにたち郷土文化館（公益財団法人くにたち文化・スポーツ

振興財団）
2014年10月24日

B04251 歴史 くにたち郷土文化館　研究紀要　第6号
（公財）くにたち文化・スポーツ振興財団　くにたち郷土文化

館
2015（平成27）年3月18日

B04252 歴史 私ヲ去リ、公ニ就ク　渋沢栄一と銀行業 公益財団法人渋沢栄一記念財団　渋沢史料館 2015年10月3日

B04253 歴史 平成25年度特別展　1955ｰ64　写真で見る高度成長期の世田谷 世田谷区立郷土資料館 2013年10月30日

B04254 歴史 平成25年度特別展　1955ｰ64　写真で見る高度成長期の世田谷 世田谷区立郷土資料館 2013年10月30日

B04255 歴史 平成27年度特別展　世田谷の土地　絵図と図面を読み解く 世田谷区立郷土資料館 2015年10月30日

B04256 歴史 東京都江戸東京博物館紀要　第5号
公益財団法人東京都歴史文化財団　東京都江戸東京博物

館
2015年（平成27）3月20日

B04257 歴史 多摩くらしの調査団　民俗調査報告書　第三集　一ノ宮と水のあるくらし 公益財団法人多摩市文化振興財団（パルテノン多摩） 2015年3月31日

B04258 歴史 平成26年度特別展図録　ぶんきょうの樹木　いま・むかし 文京区 平成26年10月25日 ｐ57：実篤書「千朶書房」

B04259 歴史 明治大学博物館研究報告　第20号 明治大学博物館 2015年3月31日

B04260 歴史
平成27年度第3回企画展　「武蔵野市の歴史と文化財　蕨手刀から凱旋門まで」　展

示図録
武蔵野市立武蔵野ふるさと歴史館 平成27年11月1日

B04261 歴史 企画展示　万年筆の生活誌　筆記の近代
大学共同利用機関法人　人間文化研究機構　国立歴史民

俗博物館
2016年3月8日
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B04262 歴史 東京都江戸東京博物館紀要　第6号
公益財団法人東京都歴史文化財団　東京都江戸東京博物

館
2016年（平成28）3月20日

B04263 歴史 平成28年度特別展　祭りばやしのひびき　杉並の祭礼と郷土芸能　展示図録 杉並区立郷土博物館 平成28年10月

B04264 歴史 杉並区立郷土博物館研究紀要　第22号 杉並区立郷土博物館 平成27年3月

B04265 歴史 企画展　「東皐心越と水戸光圀　黄門様が招いた異国の禅僧　」 駒澤大学禅文化歴史博物館 2015年10月5日

B04266 歴史 災害史からみる中央区　復興のあゆみ
中央区教育委員会、中央区立郷土天文館（タイムドーム明

石）
平成28年10月22日

B04267 歴史 新宿文化絵図　新宿まち歩きガイド 新宿区地域文化部文化観光国際課 平成22年3月12日
ｐ172：志賀直哉宛はがき、ｐ174から175：居住地と

居住期間、ｐ218：新宿人物事典
第2版第1刷

B04268 歴史 パルテノン多摩資料叢書　第6集　多摩火工廠　勤労動員日記　昭和19年から21年 公益財団法人多摩市文化振興財団（パルテノン多摩） 2015年6月20日

B04269 歴史 特別展　アニメーションと多摩 パルテノン多摩、公益財団法人多摩市文化振興財団 2015年（平成27）5月23日

B04270 歴史 杉並区立郷土博物館常設展示図録 杉並区立郷土博物館 平成27年10月

B04271 歴史
東京オリンピック・パラリンピック50周年記念　杉並区立郷土博物館分館企画展

「1964東京オリンピックと杉並」　パンフレット
杉並区立郷土博物館分館 平成26年10月

B04272 歴史
特別展　型紙の美　武蔵大学藏　「朝田家型紙コレクション」　幕末から明治の染の

世界
練馬区立石神井公園ふるさと文化館 平成26年9月27日

B04273 歴史 平成26年度特別展　世田谷区立郷土資料館開館50周年記念特別展　大館藏品展 世田谷区立郷土資料館 2014年10月30日

B04274 歴史 ちりめん本　欧文木版多色刷り絵本 福生市郷土資料室 平成27年1月31日

B04275 歴史
秋の特別展［光葉博物館コレクション］　くらしを映すＢＥＬＬ［Ｐａｒｔ.2］　ベルと人間の

かかわり
昭和女子大学光葉博物館 2011年10月24日 発行年月日：開始日

B04276 歴史
平成23年度　葛飾区民俗資料調査報告書　ライフヒストリーで綴る都市近郊農村の

民俗と近代史3　杉浦もよさん聞き書き
葛飾区郷土と天文の博物館 平成24年3月31日

B04277 歴史 企画展「曹洞宗の教育と出版」図録　『禅文化歴史博物館所蔵木版資料1』 駒澤大学禅文化歴史博物館 2012年10月9日 表紙タイトル：『正法眼蔵辨註』

B04278 歴史
中央区立郷土天文館　第13回特別展　月島百景　佃・月島・勝どき・晴海・豊海　水

のまちの120年

中央区教育委員会、中央区立郷土天文館（タイムドーム明

石）
平成24年5月19日

B04279 歴史 杉並区立郷土博物館年報　平成24年度版、杉並区立郷土博物館研究紀要　第21号 杉並区立郷土博物館 平成26年3月 年報・紀要の合本

B04280 歴史 平成26年度特別展　葛飾探検団　かつしか街歩きアーカイブスPart2 葛飾区郷土と天文の博物館 平成26（2014）年7月27日

B04281 歴史 可豆思賀　KATSUSHIKA5　葛飾探検団調査報告書 葛飾区郷土と天文の博物館 平成26年3月20日

B04282 歴史 商人の輿論をつくる！　渋沢栄一と東京商法会議所 公益財団法人渋沢栄一記念財団　渋沢史料館 2014年10月4日

B04283 歴史 港区人物誌　五　ジョサイア　コンドル 港区教育委員会 平成24年（2012）3月30日

B04284 歴史 玉川大学教育博物館　館報　第12号　2013年度 玉川大学教育博物館 2014年8月31日

B04285 歴史 ［春の特別展］　「学生と共に歩んだ近代文庫　雑誌を中心として　」 昭和女子大学光葉博物館 平成26年5月17日 発行年月日：開始日

B04286 歴史 玉川大学教育博物館　紀要　第11号 玉川大学教育博物館 2014年3月31日

B04287 歴史 駒沢移転百周年記念企画展「震災と復興建築　大正時代の駒澤大学　」図録 駒澤大学禅文化歴史博物館 2013年10月14日

B04288 歴史 昭和女子大学光葉博物館コレクション　日本の郷土玩具　Ｉ　木 昭和女子大学光葉博物館 ｃ2014

B04289 歴史 生活と文化　［豊島区立郷土資料館研究紀要第23号］ 豊島区 2014年3月28日

B04290 歴史 研究紀要16（平成25年度） 港区立港郷土資料館 平成26年（2014）3月31日

B04291 歴史 パルテノン多摩博物館部門研究紀要　第12号 公益財団法人多摩市文化振興財団（パルテノン多摩） 2014年3月31日

B04292 歴史 みゆきのあと　明治天皇と多摩 公益財団法人多摩市文化振興財団（パルテノン多摩） 平成26年（2014）4月26日

B04293 歴史 東京都江戸東京博物館紀要　第4号
公益財団法人東京都歴史文化財団、東京都江戸東京博物

館
2014年（平成26）3月20日

B04294 歴史 川崎市市民ミュージアム紀要　第26集 川崎市市民ミュージアム 平成26年3月31日

B04295 歴史 学習院大学史料館紀要　第20号 学習院大学史料館 平成26年3月31日

B04296 歴史 演劇博物館館報　110号 早稲田大学演劇博物館 2014年3月24日 タイトル・発行者：p54、発行年月日：表紙から採録

B04297 歴史 特別展　江戸の食文化 練馬区立　石神井公園ふるさと文化館 平成26（2014）年1月25日

B04298 歴史 瑞穂町郷土資料館年報　第8号　平成20・21・22年度 瑞穂町教育委員会 平成24年3月

B04299 歴史 パルテノン多摩収蔵写真資料集　空から街を見る 公益財団法人多摩市文化振興財団 平成26年（2014）1月31日

B04300 歴史 港区立港郷土資料館所蔵　後久洋家具店製作家具図面集 港区教育委員会 平成26年（2014）3月15日

B04301 歴史 昭和館館報　第14号（平成24年度） 昭和館 平成25年10月

B04302 歴史 昭和のくらし研究　第11号 昭和館 平成25年（2013年）3月1日

B04303 歴史 平成25年度特別展　「甲州道中へのいざない　行き交う人・モノ　」展示図録 杉並区立郷土博物館 平成25年10月



他館図録簡易目録

29/42

B04304 歴史
平成25年度郷土博物館分館企画展　「時代が見えてくる！　オキュパイドジャパンの

おもちゃたち」展示図録
杉並区立郷土博物館 平成25年9月

B04305 歴史 渋沢敬三没後50年　企画展　祭魚洞祭　敬三というひとがいた 公益財団法人渋沢栄一記念財団　渋沢史料館 平成25年10月25日 タイトル：奥付・背表紙から採録

B04306 歴史 渋沢研究　第26号 渋沢史料館 2014年1月1日

B04307 歴史 特別展　懐かしの風景　北原コレクションの世界 練馬区立　石神井公園ふるさと文化館 平成25（2013）年9月21日

B04308 歴史 新美南吉生誕百年記念事業　特別展　南吉が安城にいた頃 安城市歴史博物館 平成25年7月20日

B04309 歴史 朗読詩集　安城で紡がれた　南吉の詩 安城市歴史博物館 平成25年7月20日 タイトル：表紙から採録

B04310 歴史 明治大学博物館研究報告　第21号 明治大学博物館 2016年3月31日

B04311 歴史 杉並区立郷土博物館研究紀要　第23号 杉並区立郷土博物館 平成28年3月

B04312 歴史 パルテノン多摩資料叢書　第5集　富沢家日記　天保14年から弘化5年 公益財団法人多摩市文化振興財団（パルテノン多摩） 2013年3月31日

B04313 歴史 高島平蘭学事始 板橋区立郷土資料館 平成24年10月6日

B04314 歴史 杉並区立郷土博物館年報　平成22年度版、杉並区立郷土博物館研究紀要　第19号 杉並区立郷土博物館 平成24年1月

B04315 歴史 パルテノン多摩博物館部門研究紀要　第11号 公益財団法人多摩市文化振興財団（パルテノン多摩） 2013年3月31日

B04316 歴史 演劇博物館館報　109号 早稲田大学演劇博物館 2013年9月21日
タイトル・発行者：B04296、発行年月日：表紙から採

録

B04317 歴史 渋沢研究　創刊号 渋沢史料館 1990年3月15日

B04318 歴史 渋沢研究　第2号 渋沢史料館 1990年10月1日

B04319 歴史 渋沢研究　第3号 渋沢史料館 1991年3月31日

B04320 歴史 渋沢研究　第4号 渋沢史料館 1991年10月1日

B04321 歴史 渋沢研究　第5号 渋沢史料館 1992年10月1日

B04322 歴史 渋沢研究　第6号 渋沢史料館 1993年10月1日

B04323 歴史 渋沢研究　第7号 渋沢史料館 1994年10月1日

B04324 歴史 渋沢研究　第8号 渋沢史料館 1995年10月1日

B04325 歴史 渋沢研究　第9号 渋沢史料館 1996年10月1日

B04326 歴史 渋沢研究　第25号 渋沢史料館 2013年1月1日 渋沢研究　第26号：B04306

B04327 歴史 渋沢研究　第27号 渋沢史料館 2015年1月1日

B04328 歴史 渋沢研究　第28号 渋沢史料館 2016年1月1日

B04329 歴史 東京都江戸東京博物館紀要　第3号 公益財団法人東京都歴史文化財団 2013年（平成25）3月18日

B04330 歴史 生活と文化　［豊島区立郷土資料館研究紀要第21号］ 豊島区 2012年3月30日

B04331 歴史 生活と文化　［豊島区立郷土資料館研究紀要第22号］ 豊島区 2013年3月30日 第23号：B04289

B04332 歴史 生活と文化　［豊島区立郷土資料館研究紀要第25号］ 豊島区 2016年3月29日

B04333 歴史 演劇博物館館報　107号 早稲田大学演劇博物館 2012年9月21日
タイトル・発行者：B04296、発行年月日：表紙から採

録

B04334 歴史 演劇博物館館報　108号 早稲田大学演劇博物館 2013年3月22日
タイトル・発行者：B04296、発行年月日：表紙から採

録

B04335 歴史 学習院大学史料館紀要　第18号 学習院大学史料館 平成24年3月31日

B04336 歴史 東京都江戸東京博物館紀要　第2号 公益財団法人東京都歴史文化財団 2012年（平成24）3月12日

B04337 歴史 「絵画にみる時代の情景　絵師からのメッセージ　」図録
中央区教育委員会、中央区立郷土天文館（タイムドーム明

石）
平成25年6月1日

B04338 歴史 杉並区立郷土博物館年報　平成23年度版、杉並区立郷土博物館研究紀要　第20号 杉並区立郷土博物館 平成25年3月

B04339 歴史 明治大学博物館研究報告　第18号 明治大学博物館 2013年3月29日

B04340 歴史 明治大学博物館研究報告　第19号 明治大学博物館 2014年3月31日

B04341 歴史 玉川大学教育博物館　紀要　第10号 玉川大学教育博物館 2013年3月31日

B04342 歴史 玉川大学教育博物館　紀要　第13号 玉川大学教育博物館 2016年3月31日

B04343 歴史 2011.3.11平成の大津波被害と博物館　被災資料の再生を目指して 岩手県立博物館、昭和女子大学光葉博物館 2013年1月5日 発行年月日：岩手県立博物館の開催初日

B04344 歴史 國學院大學　博物館學紀要　第37輯 國學院大學博物館学研究室 平成25年3月31日

B04345 歴史 企画展示　佐野碩と世界演劇　日本・ロシア・メキシコ”芸術は民衆のものだ” 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館 2013年3月1日 タイトル、発行者、発行年月日：表紙から採録

B04346 歴史 川崎市市民ミュージアム紀要　第25集 川崎市市民ミュージアム 平成25年3月31日

B04347 歴史 新聞錦絵　潁原退蔵・尾形仂コレクション 福生市教育委員会 2013年2月

B04348 歴史 渋沢栄一と王子製紙株式会社　国家社会の為に此の事業を起す 公益財団法人渋沢栄一記念財団　渋沢史料館 2013年3月16日

B04349 歴史 奈良大学博物館企画展　斎藤茂吉（親子）　北杜夫（親友）　辻邦夫　”三人展” 奈良大学博物館 2013年2月22日

B04350 歴史 2007年度　文化財講演集 財団法人渋沢栄一記念財団　渋沢史料館 2009年3月31日
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B04351 歴史 ミニシンポジウム　渡米実業団100周年　渋沢栄一と民間経済外交　講演集 公益財団法人渋沢栄一記念財団　渋沢史料館 2011年3月31日

B04352 歴史 渋沢史料館企画展・テーマ展講演会 財団法人渋沢栄一記念財団　渋沢史料館 2009年3月31日

B04353 歴史
渋沢史料館　企画展　渋沢栄一没後80年　「渋沢栄一と『実業之日本』　雑誌メディ

アに見る実業家たち　」　展示の記録・講演録
公益財団法人渋沢栄一記念財団　渋沢史料館 2012年3月31日

B04354 歴史 葛飾区制80周年記念企画展　［葛飾区80年　町・暮らしの移り変わり」 葛飾区郷土と天文の博物館 平成24年7月28日

B04355 歴史
葛飾区制施行80周年記念　特別展図録　東京低地災害史　地震、雷、火事？・・・教

訓！
葛飾区郷土と天文の博物館 平成24年（2012）10月13日

B04356 歴史 企画展「地域史シリーズ　いたばし」 板橋区立郷土資料館 平成25年（2013）2月9日

B04357 歴史 センチュリー文化財団寄贈　コレクション目録 昭和女子大学光葉博物館 ｃ2012

B04358 歴史
昭和女子大学光葉博物館コレクション　日本の郷土玩具III　紙・竹・貝・わら・植物・

布・その他
昭和女子大学光葉博物館 c2016

B04359 歴史 昭和のくらし研究　第10号 昭和館 平成24年（2012年）3月1日

B04360 歴史 昭和館特別企画展　帰還への想い　銃後の願いと千人針 昭和館 平成24年7月 タイトル、発行者、発行年月日：表紙から採録

B04361 歴史 国史跡指定記念特別展　「荻外荘」と近衛文麿　展示図録 杉並区立郷土博物館 平成28年4月

B04362 歴史 長野市立博物館　紀要　第17号（人文系） 長野市立博物館 平成28年3月31日

B04363 歴史 学習院大学史料館紀要　第22号 学習院大学史料館 平成28年3月31日

B04364 歴史 武相の女性・民権とキリスト教 町田市教育委員会 2016年5月31日

B04365 歴史 平成24年度日本大学文理学部史料館展示会　図録「わくわく古墳探検」 日本大学文理学部史料館 2012年11月19日

B04366 歴史 多摩くらしの調査団　民俗調査報告書　第二集　下落合・山王下の生活と伝承 公益財団法人多摩市文化振興財団（パルテノン多摩） 2012年9月30日

B04367 歴史 平成24年度特別展図録　洪庵、友安、そして鷗外　近代医学のヒポクラテスたち 文京ふるさと歴史館 2012年10月27日

B04368 歴史 平成24年度港区立港郷土資料館特別展　江戸の大名菩提寺 港区立港郷土資料館 平成24年（2012）10月27日

B04369 歴史
中央区立郷土天文館　第14回特別展図録　「ふたつの銀座復興　文明開化とモダン

文化　」

中央区教育委員会、中央区立郷土天文館（タイムドーム明

石）
平成24年10月13日 p13：岸田楽善堂薬舗（岸田劉生生家）

B04370 歴史 特別展　鉄道の開通と小さな旅　西武・東上沿線の観光 練馬区立　石神井公園ふるさと文化館 平成24（2012）年9月22日

B04371 歴史 平成23年度人間文化研究機構連携展示　都市を描く　京都と江戸 大学共同利用機関法人　人間文化研究機構 2012年3月27日

B04372 歴史 「漱石山房」の復元に関する基礎調査報告書 新宿区 平成24年3月

B04373 歴史 平成24年度特別展　幕末維新　近代世田谷の夜明け 世田谷区立郷土資料館 2012年11月3日

B04374 歴史 企画展示　楽器は語る　紀州藩主徳川治宝と君主の楽
大学共同利用機関法人　人間文化研究機構、国立歴史民

俗博物館
2012年7月10日

B04375 歴史 企画展示　行列にみる近世　武士と異国と祭礼と
大学共同利用機関法人　人間文化研究機構、国立歴史民

俗博物館
2012年10月16日

B04376 歴史 自由民権　26号 町田市教育委員会 2013（平成25）年3月31日

B04377 歴史 自由民権　27号 町田市教育委員会 2014（平成26）年3月31日

B04378 歴史 自由民権　28号 町田市教育委員会 2015（平成27）年3月31日

B04379 歴史 自由民権　29号 町田市教育委員会 2016（平成28）年3月31日

B04380 歴史 民権ブックス26号　武相自由民権運動関係年表 町田市教育委員会 2013（平成25）年3月31日

B04381 歴史 民権ブックス27号　神奈川県会と武相の民権家 町田市教育委員会 2014（平成26）年3月31日

B04382 歴史 民権ブックス29号　中島信行と俊子 町田市教育委員会 2016（平成28）年3月31日

B04383 歴史 演劇研究　第36号 早稲田大学　坪内博士記念演劇博物館 平成25年3月30日

B04384 歴史 演劇研究　第37号 早稲田大学　坪内博士記念演劇博物館 平成26年3月24日

B04385 歴史 演劇研究　第38号 早稲田大学　坪内博士記念演劇博物館 平成27年3月16日

B04386 歴史 演劇研究　第39号 早稲田大学　坪内博士記念演劇博物館 平成28年3月15日

B04387 歴史 演劇研究　第40号 早稲田大学　坪内博士記念演劇博物館 平成29年3月16日

B04388 歴史 宇津木家書簡集（二）　世田谷叢書　第五集 世田谷区教育委員会 平成23年3月15日

B04389 歴史 旧荏原郡用賀村名主　飯田家文書　世田谷叢書　第六集 世田谷区教育委員会 平成24年3月15日

B04390 歴史 下掃除関連史料　世田谷叢書　第七集 世田谷区教育委員会 平成25年3月15日

B04391 歴史 旧太子堂村森家文書　御用留　一　世田谷叢書　第八集 世田谷区教育委員会 平成26年3月18日

B04392 歴史 旧太子堂村森家文書　御用留　二　世田谷叢書　第九集 世田谷区教育委員会 平成27年3月18日

B04393 歴史 旧太子堂村森家文書　御用留　三　世田谷叢書　第十集 世田谷区教育委員会 平成28年3月18日

B04394 歴史 旧太子堂村森家文書　御用留　四　世田谷叢書　第十一集 世田谷区教育委員会 平成29年3月17日

B04395 歴史 旧荏原郡用賀村名主　飯田家文書目録 世田谷区教育委員会 平成24年3月23日

B04396 歴史 祭魚洞　渋沢敬三　5315日の記録 遊人工房 平成25年8月25日
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B04397 歴史 実業家たちのおもてなし　渋沢栄一と帝国ホテル 公益財団法人渋沢栄一記念財団　渋沢史料館 2014年3月15日

B04398 歴史 渋沢栄一記念財団の挑戦 不二出版株式会社 2015年10月1日 編者：公益財団法人渋沢栄一記念財団

B04399 美術 九州古陶磁の魅力　田中丸コレクション 北九州市立美術館 2016年10月8日
p020：写真14　実篤画昭和31（1956）年、p026：絵

唐津木賊文茶碗

B04400 美術
田中芳男没後100年記念特別展　日本の近代化に挑んだ人びと　田中芳男と南信

州の偉人たち
飯田市美術博物館 平成28年10月1日 発行年月日：会期初日

B04401 美術 動き出す！絵画　ペール北山の夢　モネ、ゴッホ、ピカソらと大正の若き洋画家たち
和歌山県立近代美術館、東京ステーションギャラリー、下

関市立美術館、読売新聞社、美術館連絡協議会
2016年9月17日

p220：4-25河野通勢　梨のある静物、4-26河野通

勢　風景

B04402 美術 動き出す！絵画　ペール北山の夢　モネ、ゴッホ、ピカソらと大正の若き洋画家たち
和歌山県立近代美術館、東京ステーションギャラリー、下

関市立美術館、読売新聞社、美術館連絡協議会
2016年9月17日

p220：4-25河野通勢　梨のある静物、4-26河野通

勢　風景
B04401と同じカタログ

B04403 美術 東京ステーションギャラリー　活動報告　2015ｰ16　研究紀要　第2号
東京ステーションギャラリー（公益財団法人　東日本鉄道

文化財団）
2016年

B04404 美術 高村光太郎没後60年　高村智恵子生誕130年記念　高村光太郎　彫刻と詩　展図録 公益財団法人碌山美術館 2016年7月23日

B04405 美術
白山市立松任中川一政記念美術館　開館30周年記念　「没後25年　中川一政展

壮心不已　」　図録
白山市立松任中川一政記念美術館 平成28年9月10日

B04406 美術 再発見！ニッポンの立体
群馬県立館林美術館、静岡県立美術展、三重県立美術

館、読売新聞社、美術館連絡協議会
2016年7月16日 p30：009木喰　薬師如来坐像

B04407 美術 再発見！ニッポンの立体
群馬県立館林美術館、静岡県立美術展、三重県立美術

館、読売新聞社、美術館連絡協議会
2016年7月16日 p30：009木喰　薬師如来坐像 B04406と同じカタログ

B04408 美術 特別展　生誕150年　黒田清輝　日本近代絵画の巨匠 株式会社美術出版社 2016年3月23日

B04409 美術 創設80周年特別展　柳宗悦・蒐集の軌跡　日本の工芸を中心に 日本民藝館 2016年9月1日 発行年月日：会期初日

B04410 美術 パナソニック　汐留ミュージアム　『年報』2013ｰ2015（平成25ｰ27年度） パナソニック　汐留ミュージアム 2016年6月30日

B04411 美術 「佐伯祐三　芸術への道　」展　図録 練馬区立美術館、和歌山県立近代美術館 2005年9月10日 発行者：編集から採録

B04412 文学 日本近代文学館年誌　資料探索　9 公益財団法人　日本近代文学館 2014年3月20日

B04413 文学 日本近代文学館年誌　資料探索　10 公益財団法人　日本近代文学館 2015年3月20日

B04414 文学 日本近代文学館年誌　資料探索　11 公益財団法人　日本近代文学館 2016年3月20日

B04415 文学 日本近代文学館年誌　資料探索　12 公益財団法人　日本近代文学館 2017年3月20日

B04416 文学 高村光太郎・智恵子展　その芸術と愛の道程 仙台文学館 2006年3月31日

B04417 文学 文学のまち世田谷　世田谷文学館常設展示案内 世田谷文学館 1995年3月30日 p8,9,36,37,67：実篤関連記載

B04418 文学 谷崎潤一郎の文学 北海道立文学館 2015年10月20日

B04419 文学 井上ひさしの江戸　井上ひさし資料特集展　ｖoｌ.5 仙台文学館 2016年2月6日

B04420 文学 姫路文学館ガイドブック 姫路文学館 平成28年（2016年）7月30日 タイトル：表紙から採録

B04421 文学 安岡章太郎展　〈私〉から〈歴史〉へ 県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学振興会 2016年10月1日

B04422 文学 ドラマ・ウィズ・ミュージック　井上ひさしの音楽世界　井上ひさし資料特集展　ｖoｌ.6 仙台文学館 2016年12月3日

B04423 文学 萩原朔太郎記念・水と緑と詩のまち　前橋文学館研究紀要　第4号 萩原朔太郎記念・水と緑と詩のまち前橋文学館 2011年3月31日

B04424 文学 萩原朔太郎記念・水と緑と詩のまち　前橋文学館研究紀要　第5号 萩原朔太郎記念・水と緑と詩のまち前橋文学館 2012年3月31日

B04425 文学
没後25年　日影丈吉と雑誌「宝石」の作家たち　日影丈吉、江戸川乱歩、横溝正史、

城昌幸、山田風太郎　展
町田市民文学館ことばらんど 2015年10月17日

B04426 文学 ［開館記念誌］　埼玉の文学 さいたま文学館 1997年11月 p22,23：実篤関連記載

B04427 文学 公益財団法人　台東区芸術文化財団　紀要　〈第1号〉 公益財団法人　台東区芸術文化財団 平成27年3月31日

B04428 文学 早稲田大学　會津八一記念博物館所蔵　陶磁器目録 早稲田大学會津八一記念博物館 2010年3月20日

B04429 文学 「100年目に出会う　夏目漱石」 県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学振興会 2016年3月26日 発行年月日：会期初日

B04430 文学 『雁魚来往』〈一〉　濱谷浩・川喜田半泥子・小杉放庵と會津八一との往来書簡 新潟市會津八一記念館 平成25年3月31日

B04431 文学 『雁魚来往』〈三〉　料治熊太　奥田勝　亀井勝一郎・斐子と　會津八一の往来書簡 新潟市會津八一記念館 平成27年5月29日

B04432 文学
『雁魚来往』〈四〉　小林正樹　小川晴暘・光暘　三浦寅吉　入江泰吉　土門拳と　會

津八一の往来書簡
新潟市會津八一記念館 平成28年6月23日

B04433 文学 企画展「草野心平の詩　視覚詩編」 いわき市立草野心平記念文学館 2015（平成27）年4月18日

B04434 文学 企画展「草野心平の詩　青春無頼編」 いわき市立草野心平記念文学館 2016（平成28）年4月16日

B04435 文学
資料集　第十輯　太宰治・明治高等小学校時代の学習ノート二種　「豫習用讀方帖」

「入学試験　運算」
青森県近代文学館 平成28年7月9日

B04436 文学 特別展「青函を旅した文人たち」 青森県近代文学館【青森県立図書館内】 平成28年7月9日

B04437 文学 平成28年度後期特別企画展　清張が描いた日本の近代　豊穣なる小説群 北九州市立松本清張記念館 平成29（2017）年1月21日
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B04438 文学 平成27年度　高志の国文学館　紀要　第1号、平成27年度　高志の国文学館　年報 高志の国文学館 平成29年1月13日 紀要と年報の合本（二つの奥付を併せて表記した）

B04439 文学 文京区立森鷗外記念館　2015年度　特別展「谷根千“寄り道”文学散歩」 文京区立森鷗外記念館 平成27年（2015）4月24日

B04440 文学
文京区立森鷗外記念館　平成27（2015）年度特別展「ドクトル・リンタロウ　医学者と

しての鷗外」
文京区立森鷗外記念館 平成27（2015）年10月3日

B04441 文学 企画展展示解説図録「考古学と文学　考古学者・鉄剣・詩人の見た古墳　」 さいたま文学館 平成28年3月29日

B04442 文学
中勘助生誕130年・没後50年　中勘助文学記念館開館20周年記念事業　顕彰誌

『縁の作家、中勘助』
静岡市 平成28年3月29日 第2版

B04443 文学 第90回企画展　村上鬼城　生誕150年記念　『ホトトギス』と村上鬼城の世界 群馬県立土屋文明記念文学館 2015年10月3日

B04444 文学
我孫子市白樺文学館平成26年度特別企画展図録　我孫子・白樺派を継ぐ者　原田

京平の生涯
我孫子市教育委員会文化・スポーツ課 平成28年3月31日

B04445 文学 公益財団法人　台東区芸術文化財団　紀要　〈第1号〉 公益財団法人台東区芸術文化財団 平成27年3月31日 表紙：2014年度

B04446 文学 平成27年度（2015）　群馬県立土屋文明記念文学館　紀要「風」第19号 群馬県立土屋文明記念文学館 平成28（2016）年3月31日

B04447 文学 資料集　第7輯　『今官一・未発表作品集「月下点」他』 青森県近代文学館【青森県立図書館内】 平成24年3月16日

B04448 文学 第88回企画展　歌の古代を探る　万葉集・土屋文明・東国文化 群馬県立土屋文明記念文学館 平成27年4月18日

B04449 文学 第89回企画展　ほら、童謡が聞こえる　北原白秋・西條八十・野口雨情の世界 群馬県立土屋文明記念文学館 2015（平成27）年7月18日

B04450 文学 第91回企画展　文学館で浮世絵展 群馬県立土屋文明記念文学館 2016（平成28）年1月16日

B04451 文学 特別企画展　世界文学と清張文学　図録 北九州市立松本清張記念館 2016年（平成28年）1月16日

B04452 文学 収蔵品展　秋山正香　足袋の街行田が生んだ作家 さいたま文学館 平成27年3月25日

B04453 文学 季刊　子規博だより第34巻3号　通巻132号 松山市立子規記念博物館 平成27年12月25日

B04454 文学 文学特別展　「柴門ふみの世界」 徳島県立文学書道館 2015年12月19日 発行者：編集から採録

B04455 文学 企画展　百人一首 さいたま文学館 平成28年1月16日

B04456 文学 茨木のり子没10周年　詩人茨木のり子とふるさと西尾 西尾市岩瀬文庫（西尾市教育委員会文化振興課） 平成27年12月12日

B04457 文学 「宮尾登美子　八十八年の生涯を偲んで」図録 高知県立文学館 平成27年9月19日

B04458 文学
平成27年度杉並区立郷土博物館分館企画展　「中西悟堂生誕120年　野鳥の父、

中西悟堂をめぐる人々」展示図録
杉並区立郷土博物館 平成27年10月

B04459 文学 生誕140年　柳田國男展　日本人を戦慄せしめよ　「遠野物語」から「海上の道」まで 県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学振興会 2015年10月3日

B04460 文学 図録「ブンガク最前線　北九州発」 北九州市立文学館 平成27年10月24日

B04461 文学
開館20周年記念・前橋文学館特別企画展　詩壇登場100年　萩原朔太郎、愛憐詩

篇の時代　彷徨、浪漫、哀傷
萩原朔太郎記念　水と緑と詩のまち前橋文学館 2013年10月26日

B04462 文学 前橋文学館特別企画展　中原中也と萩原朔太郎 萩原朔太郎記念・水と緑と詩のまち前橋文学館 2015年10月17日

B04463 文学 前橋文学館特別企画展・第20回萩原朔太郎賞受賞者展覧会　佐々木幹郎　明日 萩原朔太郎記念・水と緑と詩のまち前橋文学館 2013年7月20日

B04464 文学 萩原朔太郎記念・水と緑と詩のまち　前橋文学館研究紀要　第6号 萩原朔太郎記念・水と緑と詩のまち前橋文学館 2013年3月21日

B04465 文学 萩原朔太郎記念・水と緑と詩のまち　前橋文学館研究紀要　第7号 萩原朔太郎記念・水と緑と詩のまち前橋文学館 2014年3月31日

B04466 文学 萩原朔太郎記念・水と緑と詩のまち　前橋文学館研究紀要　第8号 萩原朔太郎記念・水と緑と詩のまち前橋文学館 2015年3月31日

B04467 文学 水と緑と詩のまち前橋文学館　収蔵資料目録　萩原朔太郎・萩原家関係遺蔵資料編 萩原朔太郎記念・水と緑と詩のまち前橋文学館 2013年3月29日

B04468 文学 第76回企画展　「無頼の先へ」　坂口安吾　魂の軌跡 群馬県立土屋文明記念文学館 平成24（2012）年4月21日

B04469 文学 第77回企画展　「追悼・どくとるマンボウ北杜夫　昆虫と躁うつと文学と　」 群馬県立土屋文明記念文学館 平成24年7月14日

B04470 文学 第78回企画展　「忘れた秋　おもいでは永遠に　岸田衿子展　」 群馬県立土屋文明記念文学館 平成24（2012）年10月6日

B04471 文学 永井荷風　「断腸亭日乗」と「遺品」でたどる365日　市川市文学ミュージアム　図録1 市川市文学ミュージアム 2013年（平成25）7月20日

B04472 文学 2013年度常設展　明日から吹いてくる風　2011.3.11と詩歌、その後 日本現代詩歌文学館 2013年3月12日

B04473 文学 特別企画展　ふくしまの女流文学者たち　中央の文学から土着の文学へ
こおりやま文学の森資料館（公益財団法人　郡山市文化・

学び振興公社）
2015年7月10日 タイトル採録：表紙

B04474 文学 松岡鼎展　柳田國男を導いた兄 福崎町教育委員会 平成27年（2015）7月25日

B04475 文学 与謝野晶子文学館パンフレット「与謝野晶子・寛　二人の旅」 堺市立文化館　与謝野晶子文芸館 2013年3月

B04476 文学 井上ひさし資料特集展　vol.2　『頭痛肩こり樋口一葉』 仙台文学館 2013年1月26日

B04477 文学
松本清張記念館開館16周年記念特別企画展　伯爵夫人ミツコ　激動のヨーロッパに

咲いた華　松本清張「暗い血の旋舞」
北九州市立松本清張記念館 平成26（2014）年8月1日

B04478 文学 戦後70年　特別企画展　清張と戦争　読み継がれる体験と記憶 北九州市立松本清張記念館 平成27（2015）年8月1日

B04479 文学 特別企画展　萩原朔太郎と中原中也 中原中也記念館 平成27年7月30日

B04480 文学 特別企画展　太宰治と中原中也 中原中也記念館 平成28年7月28日

B04481 文学 特別展　「三浦哲郎」 青森県近代文学館 平成26年7月12日

B04482 文学 特別展　「青森の文学者たちの戦前・戦中」 青森県近代文学館 平成27年7月18日
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B04483 文学 企画展　文と絵との出会い　装釘と挿絵 さいたま文学館 平成13年9月15日 p17からp21：武者小路実篤、千家元麿、岸田劉生

B04484 文学 企画展　『平将門　文学は史実を越えて　』 さいたま文学館 平成28年10月1日

B04485 文学 徳島県立文学書道館文学特別展　日常の彼方へ　森内俊雄と徳島 徳島県立文学書道館 2016年8月11日

B04486 文学 松山市立子規記念博物館　第62回特別企画展　子規の夏休み 松山市立子規記念博物館 平成28年8月6日

B04487 文学 官兵衛と軍師を描いた文豪たち 姫路文学館 平成26年7月5日 発行年月日：会期初日

B04488 文学 「湘南の文学と美術」展
県立神奈川近代文学館、財団法人神奈川文学振興会、平

塚市美術館
1993年9月18日 p81：岸田劉生　武者小路実篤像　1914.3.18

B04489 文学 神奈川文学散歩展　箱根・県央　緑と風と文学と 県立神奈川近代文学館、財団法人神奈川文学振興会 1996年4月20日
p19：「白樺」同人新年会　1912年（明治45年）1月

写真、実篤　志賀あてはがき　1910年1月22日

B04490 文学 谷崎潤一郎展 県立神奈川近代文学館、財団法人神奈川文学振興会 1998年10月3日

B04491 文学 飯田龍太展 山梨県立文学館 2008年9月27日 p16：「昭和俳句叢書」装幀実篤 2015年3月31日第2刷

B04492 文学
前橋文学館特別企画展・山村暮鳥生誕130年記念　山村暮鳥展　室生犀星・萩原朔

太郎とともにめざした詩の変革
萩原朔太郎記念・水と緑と詩のまち前橋文学館 2014年10月18日

B04493 文学
前橋文学館特別企画展・平井晚村生誕130年記念　平井晚村展　家族のために才

筆を振るった民謡詩人
萩原朔太郎記念・水と緑と詩のまち前橋文学館 2015年2月14日

B04494 文学 『日夏耿之介コレクション目録III　自筆の書画編』 飯田市美術博物館 平成28年3月31日

B04495 文学 かごしま近代文学館所蔵資料目録　島尾敏雄特別資料目録 かごしま近代文学館 平成28年3月

B04496 文学
遠藤周作没後20年・『沈黙』刊行50年記念事業　第9回企画展　刊行から50年　遠

藤周作『沈黙』と長崎
長崎市遠藤周作文学館 平成28年5月21日

B04497 文学 くまもと文学・歴史館開館及び熊本近代文学館30周年記念誌 くまもと文学・歴史館 2016年3月31日

B04498 文学
北海道立文学館開館20周年記念　特別展　没後1年　渡辺淳一の世界　『白夜』の

青春　リラ冷えを往く
北海道立文学館 2015年4月18日

B04499 文学
北海道立文学館開館20周年記念　特別展　「さとぽろ」発見　大正　昭和・札幌　芸

術雑誌にかけた夢　資料集
北海道立文学館 平成28年1月30日

B04500 文学 日本現代詩歌文学館特別企画展　塚本邦雄展　現代短歌の開拓者 日本現代詩歌文学館 2016年3月18日

B04501 文学 神奈川近代文学館年報　2013年（平成25年）度
神奈川県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学

振興会
2014年7月25日

B04502 文学 神奈川近代文学館年報　2014年（平成26年）度
神奈川県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学

振興会
2015年7月25日

B04503 文学 神奈川近代文学館年報　2015年（平成27年）度
神奈川県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学

振興会
2016年7月31日

B04504 文学 神奈川近代文学館年報　2016年（平成28年）度
神奈川県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学

振興会
2017年8月10日

奥付タイトル：神奈川近代文学館年報　2016年（平

成28）年度

B04505 文学 神奈川近代文学館年報　2003年（平成15年）度
神奈川県立神奈川近代文学館、財団法人神奈川文学振興

会
2004年6月30日

B04506 文学 神奈川近代文学館年報　2012年（平成24年）度
神奈川県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学

振興会
2013年7月25日

B04507 文学
松山市立子規記念博物館　栗田樗堂200年忌　第59回特別企画展　樗堂と一茶、そ

して子規へ　共鳴する俳諧精神
松山市立子規記念博物館 平成25年8月31日

B04508 文学 開館一周年特別展　辺見じゅんの世界 高志の国文学館 平成25年8月10日 p53：岸田劉生「武者小路実篤像」

B04509 文学 館報　第16号　（平成24年度） さいたま文学館 平成25年4月1日

B04510 文学 犀星の本づくり 室生犀星記念館 平成25年7月13日
p11：3．『舌を噛み切った女』　カバー　武者小路実

篤画

B04511 文学 北九州の文学　北九州市立文学館10周年記念誌 北九州市立文学館 2017年2月10日

B04512 文学 開館10周年記念　野田宇太郎　散歩の愉しみ　展　〈パンの会〉から文学散歩まで 町田市民文学館ことばらんど 2017年1月21日

B04513 文学 《民藝》との遭遇 北海道立文学館 2017年2月3日

B04514 文学 2017年度常設展　詩歌と音のプリズム 日本現代詩歌文学館 2017年3月14日

B04515 文学 第87回企画展　「近代を駆け抜けた作家たち　文豪たちの文字は語る　」 群馬県立土屋文明記念文学館 平成27年1月17日
p12：武者小路実篤　原稿「続『或る男』」、『大調

和』創刊号

B04516 文学 徳島県立文学書道館　開館15周年記念　文学特別展　寂聴と徳島 徳島県立文学書道館 2017年4月8日

B04517 文学 「宮尾登美子　八十八年の生涯」図録 高知県立文学館 平成29年3月25日 版次：改訂版、初版：平成27年9月19日（土）

B04518 文学 特別展「生誕150年　正岡子規展　病牀六尺の宇宙」 県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学振興会 2017年3月25日
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B04519 文学
松山市立子規記念博物館　第63回特別企画展　子規・漱石・極堂　俳句革新の地

松山
松山市立子規記念博物館 平成29年4月29日

表紙タイトル：子規・漱石・極堂生誕150年記念　第

63回特別企画展

B04520 文学
文京区立森鷗外記念館　平成28（2016）年度　特別展　私がわたしであること　森家

の女性たち　喜美子、志げ、茉莉、杏奴
文京区立森鷗外記念館 平成28（2016）年4月9日

B04521 文学
文京区立森鷗外記念館　2016年度特別展　「文して恋して懐かしき君に　鷗外、『即

興詩人』の10年　」
文京区立森鷗外記念館 平成28年（2016）年10月1日

B04522 文学 永井荷風展　荷風の見つめた女性たち 市川市文学ミュージアム 2017年（平成29）11月3日 市川市文学ミュージアム図録5

B04523 文学 ［さいたま文学館　開館20周年記念誌］　埼玉の文学散歩 さいたま文学館 2017年10月 p13：新しき村　昭和14年、埼玉県毛呂山町

B04524 文学 『雁魚來往』　〈五〉　養徳社・四季書房・中央公論社と會津八一の往来書簡 新潟市會津八一記念館 平成29年10月1日

B04525 文学
『雁魚來往』　〈六〉　中村屋の人々（相馬愛蔵・黒光・安雄、小泉三一郎）と會津八一

の往来書簡
新潟市會津八一記念館 平成30年6月28日

B04526 文学 第84回企画展　「文豪　田山花袋　近代の小説を模索した日々　」 群馬県立土屋文明記念文学館 平成26年4月19日

B04527 文学 第86回企画展　生誕130年記念展　「山村暮鳥　そして『雲』が生まれた　」 群馬県立土屋文明記念文学館 平成26年10月4日

B04528 文学 第92回企画展　群馬を舞台にした歴史・時代小説　真田・忍者・剣豪の世界 群馬県立土屋文明記念文学館 2016（平成28）年4月16日

B04529 文学 第95回企画展　方言の豊穣、文学の実感　井上ひさし・伊藤信吉の世界 群馬県立土屋文明記念文学館 2017（平成29）年1月14日

B04530 文学 第96回企画展　生誕130年記念展　詩人　大手拓次　孤独の箱のなかから 群馬県立土屋文明記念文学館 2017（平成29）年4月15日

B04531 文学 紀要　風　第16号 群馬県立土屋文明記念文学館 2013（平成25）年3月18日 タイトルは奥付表記のママ

B04532 文学 平成25年度（2013）　群馬県立土屋文明記念文学館　紀要「風」　第17号 群馬県立土屋文明記念文学館 平成26（2014）年3月31日

B04533 文学 平成26年度（2014）　群馬県立土屋文明記念文学館　紀要「風」　第18号 群馬県立土屋文明記念文学館 平成27（2015）年3月 奥付なし：タイトル、発行年月は裏表紙から採録

B04534 文学 平成28年度（2016）　群馬県立土屋文明記念文学館　紀要「風」　第20号 群馬県立土屋文明記念文学館 平成29（2017）年3月31日

B04535 文学 徳島県立文学書道館　研究紀要　水脈　第12号 徳島県立文学書道館 平成26年3月31日

B04536 文学 徳島県立文学書道館　研究紀要　水脈　第13号 徳島県立文学書道館 平成28年3月31日

B04537 文学 日本近代文学館年誌　資料探索　13 公益財団法人　日本近代文学館 2018年3月20日

B04538 文学
神奈川県立神奈川近代文学館　開館30周年記念事業　神奈川近代文学館30年誌

1984ｰ2013

公益財団法人神奈川文学振興会、神奈川県立神奈川近代

文学館
2015（平成27）年3月25日

B04539 文学 2013年度特別展「鷗外の見た風景　東京方眼図を歩く　」展 文京区立森鷗外記念館 2013（平成25）年4月19日

B04540 文学
2013年度特別展「鷗外と画家　原田直次郎　文学と美術の交響（シンフォニック）　」

展
文京区立森鷗外記念館 平成25（2013）年9月13日

B04541 文学 企画展展示解説図録「近代俳句の革命児　水原秋櫻子」 さいたま文学館 平成25年9月26日

B04542 文学 「華宵会」会報　大正ロマン　第35号 高畠華宵大正ロマン館 2013年10月10日
奥付なし：タイトル、発行者、発行年月日は表紙から

採録

B04543 文学 林芙美子　「浮雲」の舞台を訪ねて　鹿児島・種子島・屋久島 かごしま近代文学館 平成25年10月4日

B04544 文学 生誕140年　泉鏡花展　ものがたりの水脈 県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学振興会 2013年10月5日

B04545 文学 特別企画展　渡辺淳一と「遠き落日」 こおりやま文学の森資料館 2013年10月12日

B04546 文学 谷崎潤一郎　人と文学 武庫川女子大学出版部 2013年11月28日 芦屋市谷崎潤一郎記念館開館二五周年記念

B04547 文学 季刊　ことばのしごと　第14号　2013年　冬号 株式会社　増進会出版社　大岡信ことば館 2013年12月1日

B04548 文学 田端文士村記念館　開館20周年記念誌 公益財団法人　北区文化振興財団　田端文士村記念館 平成25年11月4日

B04549 文学 「近代文学のあけぼの展　自由民権運動と文学」図録 高知県立文学館 平成25年12月7日

B04550 文学 赤川次郎展　三毛猫ホームズから愛をこめて 町田市民文学館ことばらんど 2013年10月19日

B04551 文学 特別展　寺山修司　没後三十年 青森県近代文学館 平成25年7月13日

B04552 文学
松本清張記念館　開館15周年記念特別企画展　松本清張と邪馬台国　『魏志』「東

夷伝」倭人条の謎に挑む
北九州市立　松本清張記念館 平成25（2013）年8月1日

B04553 文学 企画展　校歌　いちばん身近な詩 さいたま文学館 平成25年7月20日

B04554 文学 2012年度常設展　未来からの声が聴こえる　2011.3.11と詩歌 日本現代詩歌文学館 2012年3月15日

B04555 文学 寂聴　美は乱調にあり展 徳島県立文学書道館 2013年4月27日 奥付なし：タイトル、発行年月日は表紙から採録

B04556 文学 第87回企画展　「近代を駆け抜けた作家たち　文豪たちの文字は語る　」 群馬県立土屋文明記念文学館 平成27年1月17日
p12：原稿「続『或る男』」、『大調和』創刊号、p16：

展示目録抄

B04557 文学 特別展　「北杜夫　どくとるマンボウの生涯　」 仙台文学館 2015年4月24日

B04558 文学 尾﨑士郎没50周年記念企画展　尾﨑士郎記念館名品展　展示解説 尾﨑士郎記念館 平成25年9月26日

B04559 文学 世田谷文学館収蔵資料目録3　植草甚一関連資料 世田谷文学館 2015（平成27）年4月25日

B04560 文学 特別展『こころ』から百年　夏目漱石　漱石山房の日々 姫路文学館 2014（平成26）年10月11日

B04561 文学 第85回企画展　”私”の宝物　野間清治と少年少女雑誌の世界 群馬県立土屋文明記念文学館 平成26年7月12日



他館図録簡易目録

35/42

B04562 文学 水木洋子とともに　市民サポーターの会10年のあゆみ　2001ｰ2012 市川市水木洋子市民サポーターの会 2014（平成26）年4月8日
p13：2003年3月19日（17名）調布市立中央図書館

と武者小路実篤記念館を見学

B04563 文学 文学特別展　北條民雄　いのちを見つめた作家 徳島県立文学書道館 平成26年8月7日

B04564 文学 松山市立子規記念博物館　第60回特別企画展　子規と「小日本」　新聞界の旋風 松山市立子規記念博物館 平成26年8月2日

B04565 文学 収蔵品展　森田恒友と文芸雑誌　「電気と文芸」を中心に さいたま文学館 平成26年7月19日 タイトルは表紙から採録

B04566 文学 企画展展示解説図録　「利根川と文学　生活・風土・災害をめぐる作品」 さいたま文学館 平成26年9月24日

B04567 文学 大原富枝作品目録、大原富枝文学館所蔵品目録 本山町教育委員会、「大原富枝の世界」編集委員会 2014（平成26）年1月27日 タイトルは表紙から採録

B04568 文学 かごしま　近代文学館・メルヘン館年報　平成25年度 かごしま近代文学館、かごしまメルヘン館 平成26年8月

B04569 文学 いわき市　草野心平記念館　年報　第14号　【平成23年度】 いわき市立草野心平記念文学館 2013年（平成25）3月31日

B04570 文学 企画展「草野心平の詩　富士山編」 いわき市立草野心平記念文学館 2014（平成26）年4月19日

B04571 文学 尾辻克彦×赤瀬川原平　文学と美術の多面体　展 町田市民文学館ことばらんど 2014年10月18日

B04572 文学 尾﨑士郎記念館企画展　尾﨑士郎と早稲田大学　展示解説 尾崎士郎記念館 平成26年7月15日

B04573 文学 特別企画展　「高山樗牛　安積に学び、鷗外に挑んだ才能　」 こおりやま文学の森資料館 2014年10月10日

B04574 文学
第80回企画展　「新島襄生誕170年記念　襄と八重の上州　新島襄がこの地に播い

た種　」
群馬県立土屋文明記念文学館 平成25年4月20日

B04575 文学 第81回企画展　名曲茶房　あすなろと崔華國 群馬県立土屋文明記念文学館 2013年7月13日

B04576 文学 第82回企画展　芥川龍之介の生涯　あまりに人間的な 群馬県立土屋文明記念文学館 平成25年10月5日

B04577 文学 第83回企画展　「土屋文明とその門下の歌人たち　『自生地』と『ケノクニ』　」 群馬県立土屋文明記念文学館 平成26年1月18日

B04578 文学 『雁魚来往』〈二〉　丹呉康平・協平　山田正平　中田瑞穂と　會津八一の往来書簡 新潟市會津八一記念館 平成26年3月31日

B04579 文学 森鷗外記念館館報　ミュージアム・データ18 森鷗外記念館 平成26年3月31日

B04580 文学 資料情報と研究　2013 北海道立文学館 平成26年3月31日

B04581 文学 特別企画展　中原中也と日本の詩 中原中也記念館 平成26年7月31日

B04582 文学 中原中也記念館公式ガイドブック『中原中也の世界』 中原中也記念館 2014年2月16日

B04583 文学 中原中也記念館公式ガイドブック『中原中也の世界』 中原中也記念館 2014年2月16日

B04584 文学 平成24年度　薩摩川内市川内まごころ文学館　年報 薩摩川内市川内まごころ文学館 平成26年3月 タイトルは表紙から採録

B04585 文学 要覧　川内まごころ文学館　10年の歩み 薩摩川内市川内まごころ文学館 平成26年3月 タイトルは表紙から採録

B04586 文学 第8回企画展　遠藤周作と歴史小説　『沈黙』から『王の挽歌』まで 長崎市遠藤周作文学館 平成26年5月24日

B04587 文学 開館15周年記念特別展　石川啄木の世界　うたの原郷をたずねて 仙台文学館 2014（平成26）年4月26日

B04588 文学 2014年度常設展　未来につなぐ想い　2011.3.11と詩歌、そして・・・ 日本現代詩歌文学館 2014年3月18日

B04589 文学 窪田空穂記念館収蔵資料目録 松本市立博物館分館　窪田空穂記念館 平成26年3月31日

B04590 文学 「荒巻義雄の世界」展　図録 北海道立文学館 2014年2月8日 発行年月日：会期初日

B04591 文学 資料集　第8輯　寺山修司・草稿「狂人教育」 青森県近代文学館【青森県立図書館内】 平成26年3月14日

B04592 文学 北九州市と松本清張　北九州市制50周年　開館15周年　記念特別企画展 北九州市立松本清張記念館 平成26（2014）年1月18日

B04593 文学 大原富枝の世界 本山町教育委員会、「大原富枝の世界」編集委員会 平成25年5月10日

B04594 文学
草野心平生誕110周年・草野心平記念文学館開館15周年記念企画展　「草野心平

の詩　恋愛編」
いわき市立草野心平記念文学館 2013（平成25）年4月20日

B04595 文学 司馬遼太郎著・西山英雄装画「播磨灘物語」展　官兵衛の世界を描く 姫路文学館 平成26年（2014年）1月24日 発行年月日：会期初日

B04596 文学 白球と青空・戦争と自由　井上ひさしの野球　井上ひさし資料特集展　vol.3 仙台文学館 2014年1月18日

B04597 文学 平成27年度　薩摩川内市川内まごころ文学館　年報 薩摩川内市川内まごころ文学館 平成28年9月
p11：脱酸性化処理　実篤「或る男」126枚（直筆原

稿）
タイトル：表紙

B04598 文学
川内まごころ文学館　総合雑誌『改造』直筆原稿収蔵図録2　気韻生動、文士たちの

肉声
川内まごころ文学館 2006年10月24日 p36からp37：実篤「支那を旅して」

B04599 文学 尾﨑士郎没50周年記念　人生劇場　中川一政挿絵展 西尾市岩瀬文庫（西尾市教育委員会文化振興課） 平成25年（2013）9月7日

B04600 文学 佐藤春夫没後50年企画展　『佐藤春夫と〈憧憬の地〉中国・台湾』 （公財）佐藤春夫記念会 平成26年10月30日

B04601 文学 第79回企画展　「伊藤信吉没後10年記念展　風の詩人に会いに来ませんか　」 群馬県立土屋文明記念文学館 2013（平成25）年1月19日

B04602 文学 図録「太宰治vs津島修治」
鎌倉文学館指定管理者、鎌倉市芸術文化振興財団・国際

ビルサービス共同事業体
平成25年4月27日

B04603 文学 図録「堀辰雄　生と死と愛と」
鎌倉文学館指定管理者、鎌倉市芸術文化振興財団・国際

ビルサービス共同事業体
平成25年10月5日

B04604 文学 図録「愛とブンガク」
鎌倉文学館指定管理者、鎌倉市芸術文化振興財団・国際

ビルサービス共同事業体
平成26年4月26日
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B04605 文学 図録「山崎方代の歌」
鎌倉文学館指定管理者、鎌倉市芸術文化振興財団・国際

ビルサービス共同事業体
平成26年10月4日

B04606 文学 図録　スーパーストーリー　源氏物語
鎌倉文学館指定管理者、鎌倉市芸術文化振興財団・国際

ビルサービス共同事業体
平成27年4月25日

B04607 文学 図録「鎌倉文士　前夜とその時代」
鎌倉文学館指定管理者、鎌倉市芸術文化振興財団・国際

ビルサービス共同事業体
平成27年10月7日

B04608 文学 図録　特別展　生誕130年　萩原朔太郎　マボロシヲミルヒト
鎌倉文学館指定管理者、鎌倉市芸術文化振興財団・国際

ビルサービス共同事業体
平成28年4月23日

B04609 文学 図録　特別展　ビブリア古書堂の事件手帳
鎌倉文学館指定管理者、鎌倉市芸術文化振興財団・国際

ビルサービス共同事業体
平成28年10月1日

B04610 文学 図録　夏目漱石　生誕150年　特別展　漱石からの手紙　漱石への手紙
鎌倉文学館指定管理者、鎌倉市芸術文化振興財団・国際

ビルサービス共同事業体
平成29年4月22日

B04611 文学 図録　鎌倉文学館　特別展　リスペクト　好き好き大好き
鎌倉文学館指定管理者、鎌倉市芸術文化振興財団・国際

ビルサービス共同事業体
平成29年10月1日

B04612 文学 図録「明治150年　特別展　明治、ＢＵＮＧＡＫＵ　クリエイターズ」
鎌倉文学館指定管理者、鎌倉市芸術文化振興財団・国際

ビルサービス共同事業体
平成30年4月21日

B04613 文学 狂歌酒百首
鎌倉文学館指定管理者、鎌倉市芸術文化振興財団・国際

ビルサービス共同事業体
平成27年3月31日

B04614 文学 井上ひさし展　21世紀の君たちに 県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学振興会 2013年4月20日

B04615 文学 生誕105年　太宰治展　語りかける言葉 県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学振興会 2014年4月5日

B04616 文学 菊地信義とある「著者11人の文」集 県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学振興会 2014年5月31日

B04617 文学 ねずみくん40周年　なかえよしを＋上野紀子の100冊の絵本展 県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学振興会 2014年8月2日

B04618 文学 没後50年　谷崎潤一郎展　絢爛たる物語世界 県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学振興会 2015年4月4日

B04619 文学 まるごと　佐野洋子展　「100万回生きたねこ」から「シズコさん」まで 県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学振興会 2015年7月25日

B04620 文学 絵本作家・西村繁男の世界展　やこうれっしゃで出発！ 県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学振興会 2016年7月23日

B04621 文学 角野栄子『魔女の宅急便』展　魔女とおばけと 県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学振興会 2017年7月22日

B04622 文学 没後10年　石井桃子展　本を読むよろこび 県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学振興会 2018年7月21日

B04623 文学 賢治＋司修　注文の多い展覧会 県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学振興会 2013年8月10日

B04624 文学 青春の詩歌 公益財団法人日本近代文学館 2014年5月30日

B04625 文学 文芸せたがや第３３号・世田谷文学館２０周年記念誌 公益財団法人せたがや文化財団　世田谷文学館 2016(平成28)年3月5日

B04626 文学 文芸せたがや第３３号・世田谷文学館２０周年記念誌 公益財団法人せたがや文化財団　世田谷文学館 2016(平成28)年3月5日

B04627 文学 姫路文学館紀要　第16号 姫路文学館 平成25年3月31日

B04628 文学 姫路文学館紀要　第17号 姫路文学館 平成26年3月31日

B04629 文学 姫路文学館紀要　第19号 姫路文学館 平成28年3月31日

B04630 文学 姫路文学館紀要　第20号 姫路文学館 平成29年3月31日

B04631 文学 日本現代詩歌研究　第11号 日本現代詩歌文学館 平成26年3月30日

B04632 文学 日本現代詩歌研究　第12号 日本現代詩歌文学館 平成28年3月30日

B04633 文学 日本現代詩歌研究　第13号 日本現代詩歌文学館 平成30年3月30日

B04634 文学 「おさらぎ選書」　第21集
大佛次郎記念館（公益財団法人横浜市芸術文化振興財

団）
2013年6月25日

B04635 文学 「おさらぎ選書」　第22集
大佛次郎記念館（公益財団法人横浜市芸術文化振興財

団）
2014年5月30日

p94：実篤　「苦楽」執筆者索引　小説　旧友、小説

今にやるぞ

B04636 文学 「おさらぎ選書」　第23集
大佛次郎記念館（公益財団法人横浜市芸術文化振興財

団）
2015年9月17日

B04637 文学 「おさらぎ選書」　第24集
大佛次郎記念館（公益財団法人横浜市芸術文化振興財

団）
2016年9月30日

B04638 文学 「おさらぎ選書」　第25集
大佛次郎記念館（公益財団法人横浜市芸術文化振興財

団）
2017年6月23日

B04639 文学 中原中也研究　第18号 中原中也記念館 2013年8月31日

B04640 文学 中原中也研究　第19号 中原中也記念館 2014年8月31日

B04641 文学 中原中也研究　第20号 中原中也記念館 2015年8月31日

B04642 文学 中原中也研究　第21号 中原中也記念館 2016年8月31日
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B04643 文学 中原中也研究　第22号 中原中也記念館 2017年8月31日

B04644 文学 文藝　もず　第14号 高松市菊池寛記念館 平成25年6月20日

B04645 文学 文藝　もず　第15号 高松市菊池寛記念館 平成26年6月２４日

B04646 文学 文藝　もず　第16号 高松市菊池寛記念館 平成27年6月22日

B04647 文学 文藝　もず　第17号 高松市菊池寛記念館 平成28年6月23日

B04648 文学 文藝　もず　第18号 高松市菊池寛記念館 平成29年6月20日

B04649 文学 文藝　もず　第19号 高松市菊池寛記念館 平成30年6月20日 p.176 : 没後90年　芥川龍之介　その青春と友情

B04650 美術 日藝ライブラリー　日本大学芸術学部図書館活動誌　No.2 日本大学芸術学部図書館 2015年9月24日

B04651 美術 奥村土牛生誕125年記念　ご来館特典ブックレット 佐久穂町教育委員会 2014年（平成26)4月 編集：奥村土牛記念美術館

B04652 美術 『NACT Review 国立新美術館研究紀要』　第3号 国立新美術館 平成28（2016）年11月25日

B04653 美術 『NACT Review 国立新美術館研究紀要』　第4号 国立新美術館 平成29（2017）年12月26日

B04654 美術 『NACT Review 国立新美術館研究紀要』　第5号 国立新美術館 平成30（2018）年12月14日
p8からp19：河野通勢《裾花川の河柳》をめぐる一試

論

B04655 美術 はじまり、美の饗宴　すばらしき大原美術館コレクション 株式会社NHKプロモーション 2016年2月16日
主催：国立新美術館，公益財団法人大原美術館，

NHKプロモーション

B04656 美術 生誕120年椿貞雄　椿貞雄と岸田劉生 米沢市上杉博物館 2016年6月25日

p48：武者小路実篤「かちかち山と花咲爺」挿絵原

画、p49：武者小路実篤「友情」特装本表紙、p62から

63：実篤手紙ほか

B04657 美術 ダリ展　［カタログ］ 読売新聞東京本社 c2016
京都市美術館：2016年7月1日〜9月4日、国立新美

術館：2016年9月14日〜12月12日

B04658 美術 オルセー美術館・オランジュリー美術館所蔵　ルノワール展　［カタログ］ 日本経済新聞社 c2016 国立新美術館：2016年4月27日〜8月22日

B04659 美術 長岡今朝吉翁　寄贈絵画集　愛郷 長岡今朝吉記念ギャラリー 平成23年3月26日 p67：実篤「ばら」

B04660 美術
日伊国交樹立150周年特別展　アカデミア美術館所蔵　ヴェネツィア・ルネサンスの

巨匠たち　［カタログ］
TBSテレビ c2016

国立新美術館：2016年7月13日〜10月10日、国立

国際美術館：2026年10月22日〜2017年1月15日

B04661 美術 平成27年度　独立行政法人国立美術館　東京国立近代美術館活動報告
独立行政法人国立美術館　東

京国立近代美術館
平成29年3月31日

B04662 美術 平成28年度　独立行政法人国立美術館　東京国立近代美術館活動報告
独立行政法人国立美術館　東

京国立近代美術館
平成30年3月30日

B04663 美術 東京国立近代美術館　研究紀要　第21号 東京国立近代美術館 平成29年3月31日

B04664 美術 東京国立近代美術館　研究紀要　第22号 東京国立近代美術館 平成30年3月31日

B04665 美術 奈良県立美術館紀要　第31号 奈良県立美術館 平成29年3月31日

B04666 美術 奈良県立美術館紀要　第32号 奈良県立美術館 平成30年3月31日

B04667 美術 奈良県立美術館年報　平成28年度 奈良県立美術館 平成29年12月26日

B04668 美術 広島県立美術館　研究紀要　第19号 広島県立美術館 平成28(2016)年3月25日

B04669 美術 広島県立美術館　研究紀要　第20号 広島県立美術館 平成29(2017)年3月31日

B04670 美術 館報65号（2016年度） 石橋財団ブリヂストン美術館 2017年3月

B04671 美術 館報66号（2017年度） 石橋財団ブリヂストン美術館 2018年3月

B04672 美術 鎌倉市鏑木清方記念美術館　年報　（2012年度から2016年度） 鎌倉市鏑木清方記念美術館 平成30年3月31日

B04673 美術 NERIMA ART MUSEUM 練馬区立美術館所蔵作品目録 練馬区立美術館 2017年2月

B04674 美術 久留米市美術館開館記念　2016ふたたび久留米からはじまる。　九州洋画 久留米市美術館 c2016

B04675 美術 開館20周年記念　入江観　故郷　日光を描く 小杉放菴記念日光美術館 2017年9月16日

B04676 美術 小杉小二郎　窓辺物語 小杉放菴記念日光美術館 c2016
諏訪市美術館：2016年7月30日〜9月24日、小杉放

菴記念日光美術館：2016年10月8日〜11月27日

B04677 美術 静岡市立芹沢銈介美術館所蔵　芹沢銈介の作品 静岡市立芹沢銈介美術館 c2018

B04678 美術 ウイリアム・モリス展覧会図録　原風景でたどるデザインの軌跡 株式会社ブレーントラスト 2018年2月17日 豊橋市美術博物館：2018年2月17日〜3月25日

B04679 美術 朝倉彫塑館所蔵　朝倉文夫石膏原型作品集 公益財団法人　台東区芸術文化財団 平成28年3月22日

B04680 美術
白山市立松任中川一政記念美術館特別展　生誕125年　中川一政展　ひねもす走り

おおせたる者
白山市立松任中川一政記念美術館 平成30年9月8日

B04681 美術
真鶴町立中川一政美術館　開館30年記念　『開館30年記念展　中川一政美術館の

軌跡』　図録
真鶴町立中川一政美術館 2018年9月22日

p24：実篤《静物》、p24,29：中川一政「武者さんの

描く画」　『近くの顔』より、p75：実篤紹介

B04682 美術
真鶴町立中川一政美術館　開館30年記念　『開館30年記念展　中川一政美術館の

軌跡』　図録
真鶴町立中川一政美術館 2018年9月22日

p24：実篤《静物》、p24,29：中川一政「武者さんの

描く画」　『近くの顔』より、p75：実篤紹介
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B04683 美術 茅野市市制施行60周年記念事業　信濃美術をみつめる　描くこと　この地との出会

い

茅野市美術館 2018年7月28日 タイトル：表紙から採録、版次：第2刷

B04684 美術 長谷川利行展 一般社団法人ＩＮＤＥＰＥＮＤＥＮＴ c2018

B04685 美術 至上の印象派展　ビュールレ・コレクション 東京新聞、中日新聞、NHK、NHKプロモーション c2018

B04686 美術 水辺のアルカディア　ピュヴィス・ド・シャヴァンヌの神話世界 島根県立美術館 c2014

B04687 美術 浜松市美術館　名品セレクション 浜松市美術館 2019年2月 p41：実篤　美愛眞

B04688 美術 オルセー美術館特別企画　ピエール・ボナール展 日本経済新聞社 c2018

B04689 歴史 渋沢研究　第29号 渋沢史料館 2017年1月1日

B04690 歴史 平成28年度特別展図録　国重要文化財指定記念　野毛大塚古墳展 世田谷区立郷土資料館 2016年10月25日

B04691 歴史 企画展示　身体をめぐる商品史 大学共同利用機関法人　人間文化研究機構　国立歴史民

俗博物館

2016年12月2日

B04692 歴史 地域の歴史を学ぶ2　「多摩の歴史講座」第11回から第20回の記録 公益財団法人　東京市町村自治調査会多摩交流セン

ター、公益財団法人　たましん地域文化財団

2017年2月24日 p58からp59：仙川のくらし　武者小路実篤の芸術世

界（福島さとみ）

B04693 歴史 生活と文化　［豊島区立郷土資料館研究紀要第26号］ 豊島区立郷土資料館 2017年3月21日

B04694 歴史 渋沢栄一渡仏150年　渋沢栄一、パリ万国博覧会へ行く 公益財団法人渋沢栄一記念財団　渋沢史料館 2017年3月18日

B04695 歴史 企画展示　デジタルで楽しむ歴史資料 大学共同利用法人　人間文化研究機構　国立歴史民俗博

物館

2017年3月14日

B04696 歴史 パルテノン多摩収蔵写真資料集　多摩ニュータウンの移り変わり　定点撮影プロジェ

クトの成果から

公益財団法人多摩市文化振興財団 平成29年（2017）2月3日

B04697 歴史 明治大学博物館研究報告　第22号 明治大学博物館 2017年3月31日

B04698 歴史 玉川大学教育博物館　紀要　第14号 玉川大学教育博物館 2017年3月31日

B04699 歴史 武蔵野市立　武蔵野ふるさと歴史館　企画展　井の頭と江戸 武蔵野市立　武蔵野ふるさと歴史館 平成29年4月22日

B04700 歴史 武蔵野市立　武蔵野ふるさと歴史館　企画展　井の頭と江戸 武蔵野市立　武蔵野ふるさと歴史館 平成29年4月22日

B04701 歴史 学習院大学史料館紀要　第23号 学習院大学史料館 平成28年3月31日 発行年月日：誤記？（正：平成29年3月31日）

B04702 歴史 渋沢史料館　企画展　「澁澤倉庫株式会社と渋沢栄一」　関連講演録 公益財団法人渋沢栄一記念財団　渋沢史料館 2015年3月30日 曲田浩和氏講演：近代倉庫業の成立と実業家たち

渋沢栄一の物流思想

B04703 歴史 渋沢史料館　企画展　渋沢栄一と王子製紙株式会社　関連講演録 公益財団法人渋沢栄一記念財団　渋沢史料館 2015年3月31日 尾鍋史彦氏講演：日本の近代化における和紙から

洋紙への転換の意義

B04704 歴史 平成29年度企画展　「すぎなみの地域史 Ｉ　和田堀」展示図録 杉並区立郷土博物館 平成29年4月

B04705 歴史 平成29年度企画展　いたばし教育ヒストリー　寺子屋・女子教育・戦後教育を中心に 板橋区立郷土資料館 平成29年（2017）10月7日

B04706 歴史 春の特別展　「東日本大震災の復興支援活動　昭和女子大学による取り組み　」 昭和女子大学光葉博物館 c2016

B04707 歴史 平成29年度特別展図録　地図でみる世田谷 世田谷区立郷土資料館 2017年10月28日 附録DVD：地図でみる世田谷PDF版

B04708 歴史 中央区立郷土天文館　第18回特別展　区制施行70周年記念　中央区のあゆみ　戦

後の発展とまちの変化

中央区教育委員会、中央区立郷土天文館（タイムドーム明

石）

平成29年10月21日 発行年月日：開催期間から採録

B04709 歴史 東京都江戸東京博物館紀要　第7号 公益財団法人東京都歴史文化財団　東京都江戸東京博物

館

2017年（平成29）3月27日

B04710 歴史 豊島区立郷土資料館　常設展示案内 豊島区立郷土資料館 2017（平成29）年10月1日

B04711 歴史 武蔵野市立武蔵野ふるさと歴史館　企画展　武蔵野の玉川上水　4つの視線を読み

解く

武蔵野市立武蔵野ふるさと歴史館 平成28年10月20日

B04712 歴史 武蔵野市立　武蔵野ふるさと歴史館　企画展　幻となった武蔵野の未来図 武蔵野市立　武蔵野ふるさと歴史館 平成29年７月2２日 平成29年8月24日　第二刷

B04713 歴史 武蔵野市立　武蔵野ふるさと歴史館　企画展　TARGET　№357　攻撃目標となった

町、武蔵野

武蔵野市立　武蔵野ふるさと歴史館 平成29年10月14日

B04714 歴史 武蔵野市立　武蔵野ふるさと歴史館　企画展　TARGET　№357　攻撃目標となった

町、武蔵野

武蔵野市立　武蔵野ふるさと歴史館 平成29年10月14日

B04715 歴史 平成29年度　第40回特別展　没後150年記念　伊東甲子太郎と幕末の同士 かすみがうら市歴史博物館 平成29年11月11日

B04716 歴史 かすみがうら市の先人シリーズ４　伊東甲子太郎に学んだ金澤鎗次郎　志士なる精

神をもった教育者

かすみがうら市歴史博物館 平成29年11月18日

B04717 歴史 渋沢研究　第30号 渋沢史料館 2018年1月1日

B04718 歴史 自由民権　30号 町田市教育委員会 2017（平成29）年3月31日

B04719 歴史 民権ブックス30号　武相民権家列伝 町田市教育委員会 2017（平成29）年3月31日

B04720 歴史 府中市郷土の森博物館　がいどぶっく 府中市郷土の森博物館 2017年3月15日
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B04721 歴史 旧太子堂村　森家文書　御用留　五　世田谷叢書　第十二集 世田谷区教育委員会 平成30年3月 日付は記載抜け（奥付には平成30年3月

日と記載）

B04722 歴史 旧太子堂村　森家文書　御用留　六　世田谷叢書　第十三集 世田谷区教育委員会 平成31年3月30日

B04723 文学 平成26年度杉並区立郷土博物館特別展　「有吉佐和子没後30年記念特別展　いの

ちの証　書くこと、家族、杉並　」展示図録

杉並区立郷土博物館 平成26年11月

B04724 文学 特別展「馬込文士村　あの頃、馬込は笑いに充ちていた　」 大田区立郷土博物館 平成26（2014）年9月6日 p26：川端茅舎・新しき村会員・岸田劉生に

師事、p38：倉田百三・『出家とその弟子』

を白樺派雑誌『生命の川』掲載、p54：佐藤

惣之助・同人誌『エゴ』（『白樺』の衛星雑

誌で実篤寄稿）、p79：廣津和郎・『武者小

路実篤全集』出版許可を得て芸術社設

立、p90：眞船豊・石原求竜堂『梅原龍三

郎』出版、p104：室生犀星『舌を噛み切っ

た女』装幀実篤

B04725 文学 林芙美子資料目録 公益財団法人新宿未来創造財団　新宿区立新宿歴史博物

館

平成26年3月

B04726 文学 平成28年度　文化遺産調査　特別展　与謝野晶子　新出資料から　千ヶ崎梯六　与

謝野晶子を支えた足立の歌人画家

足立区立郷土博物館 平成29年3月18日

B04727 文学 日本のマンガ家　畑中純 日本大学芸術学部図書館 2016年8月15日

B04728 文学 日藝ライブラリー　日本大学芸術学部図書館活動誌　No.3 日本大学芸術学部図書館 2016年7月7日

B04729 文学 演劇博物館報　enpaku book 113号 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館 2017年3月22日

B04730 文学 特別展　映画に魅せられた文豪・文士たち　知られざる珠玉のシネマガイド 練馬区立石神井公園ふるさと文化館 平成29年（2017）4月22日 p52：実篤「ピカソの映画を見て」、p127ｰ

128：実篤紹介

B04731 文学 言語・文学研究論集　第17号 白百合女子大学　言語・文学研究センター 2017年3月

B04732 文学 言語・文学研究論集　第18号 白百合女子大学　言語・文学研究センター 2018年3月

B04733 美術 豊島区所蔵美術作品目録１　2008ｰ2015 豊島区 2017年1月31日 p11,134：河野通勢《長崎村の風景》

B04734 美術 臨済禅師1150年　白隠禅師250年遠諱記念　禅　心をかたちに 日本経済新聞社 平成28年（2016）4月12日

B04735 美術 企画展「古今やきもの饗宴　館蔵陶磁器セレクション　」 四日市市立博物館・プラネタリウム 平成28年11月8日

B04736 美術 企画展示　URUSHIふしぎ物語　人と漆の1200年史 一般財団法人　歴史民俗博物館振興会 2017年7月11日

B04737 美術 小さな箱　鎌倉近代美術館の50年　1951ｰ2001 株式会社求龍堂 2001年11月17日 編集：神奈川県立近代美術館

B04738 美術 没後30年　鈴木賢二展　昭和の人と時代を描く　プロレタリア美術運動から戦後版画

運動まで

栃木県立美術館 c2018 会期：2018年1月13日から3月21日

B04739 美術 芹沢銈介の収集4　沖縄の染織 静岡市立芹沢銈介美術館 c2017

B04740 美術 芹沢銈介の収集5　家具 静岡市立芹沢銈介美術館 c2017

B04741 美術 芹沢銈介の収集6　仏画・仏像・神像 静岡市立芹沢銈介美術館 c2018

B04742 美術 芹沢銈介の収集7　仮面 静岡市立芹沢銈介美術館 c2019

B04743 美術 芹沢銈介の収集8　アイヌの衣装 静岡市立芹沢銈介美術館 c2019

B04744 美術 芹沢銈介の収集9　三春人形 静岡市立芹沢銈介美術館 c2019

B04745 美術 50の作品でたどる芹沢銈介88年の軌跡 静岡市立芹沢銈介美術館 c2019

B04746 美術 東京ステーションギャラリー　2016年度活動報告/研究紀要第3号 東京ステーションギャラリー（公益財団法人東日本鉄道文

化財団）

2017年6月

B04747 美術 東京ステーションギャラリー　2017ｰ18　活動報告（2017年4月29日ｰ2018年5月6

日）、研究紀要第4号

東京ステーションギャラリー（公益財団法人東日本鉄道文

化財団）

c2018

B04748 美術 朝倉文夫　猫の本 公益財団法人　台東区芸術文化財団　朝倉彫塑館 2018年4月10日 版次：初版第2刷発行

B04749 美術 アート・コミュニケーション事業ドキュメント　「キュッパのびじゅつかん」展から 東京都美術館（公益財団法人　東京都歴史文化財団） 2017年3月30日

B04750 美術 ２Dプリンターズ　芸術：世界の承認をめぐる闘争について 栃木県立美術館 c2017

B04751 美術 便利堂創業130周年記念出版　時を越えた伝統の技　文化を未来に手渡すコロタイ

プによる文化財複製

株式会社　便利堂 2016年9月15日

B04752 美術 便利堂創業130周年記念出版　時を越えた伝統の技　文化を未来に手渡すコロタイ

プによる文化財複製

株式会社　便利堂 2016年9月15日

B04753 美術 工芸の教科書 栃木県立美術館 c2018
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B04754 美術 国吉康雄と清水登之　ふたつの道　【鑑賞ガイド】 栃木県立美術館 c2018

B04755 美術 開館10周年記念　風景への視線　郡山市立美術館所蔵　近代イギリス風景画展 小金井市立はけの森美術館 c2016

B04756 美術 ニッポンの写実　そっくりの魔力 北海道新聞社 c2017

B04757 美術 大原美術館　Ⅰ海外の絵画と彫刻　近代から現代まで 財団法人・大原美術館 p21：セザンヌ「風景」白樺美術館より永久寄託、

p110：実篤「セザンヌの油画とロダンのブロンズ三

つ」（原文のまま）　上記p2凡例に記載あり

発行年月日：記載なし

B04758 美術
北海道立三岸好太郞美術館　特別展　「三岸交響楽　〈オーケストラ〉をめぐる人び

と」図録
北海道立三岸好太郞美術 2016年9月 発行年月：ごあいさつから採録

B04759 美術 開館10周年記念　中村研一名作選　中村研一とその時代 小金井市立はけの森美術館 平成29年3月31日

B04760 美術 美しきをより美しく　秋山正太郎展 佐倉市立美術館 2019年1月29日 p46：実篤1973年

B04761 美術 美しきをより美しく　秋山正太郎展 佐倉市立美術館 2019年1月29日 p46：実篤1973年

B04762 美術 高鍋町美術館　年報　平成29年度 高鍋町美術館 平成31年2月3日

p15：特別展｢武者小路実篤・新しき村　人間萬

歳」、p56からp57：特別展「武者小路實篤・新しき村

人間萬歳」について

B04763 美術 広島県立美術館　研究紀要　第22号 広島県立美術館 2019年3月31日

B04764 美術 小林ドンゲ展ファム ファタル（妖婦） 佐倉市立美術館 2019年11月2日 p2,p87：各一覧に武者小路記念館 英語訳が各文章にあり

B04765 美術 小林ドンゲ展ファム ファタル（妖婦） 佐倉市立美術館 2019年11月2日 p2,p88：各一覧に武者小路記念館 英語訳が各文章にあり

B04766 美術 近代日本の洋画　たましん所蔵 (財)たましん地域文化財団 c1991 p59：実篤　仲よきことは美くしき哉、自画像、卓上

の静物、人形

B04767 美術 岡倉天心生誕150年・没後100年記念　生誕140年記念　下村観山展 横浜美術館 c2013

B04768 美術 ルーヴル美術館展　肖像芸術　人は人をどう表現してきたか 日本テレビ放送網 c2018 別冊：英文解説

B04769 美術 生誕110年　東山魁夷展 日本経済新聞社 c2018

B04770 美術 久留米市美術館年報 久留米市美術館(公益財団法人　久留米文化協会） 2019年3月

B04771 美術 東京国立近代美術館　研究紀要　第23号 神代浩 平成31年3月31日

B04772 美術 東京ステーションギャラリー2018-2019　活動報告/研究紀要第5号 東京ステーションギャラリー(公益財団法人東日本鉄道文

化財団）

2019年4月 p70：木村荘八の背景からみえてくるもの　川口松太

郎、花柳章太郎と新派、六潮会

B04773 美術 渋谷区立松濤美術館蔵　南薫造　作品目録 渋谷区立松濤美術館 2019（平成31）年2月10日

B04774 美術 日藝ライブラリー　日本大学図書館芸術学部分館活動誌　№5 日本大学図書館芸術学部分館 2019年2月15日

B04775 美術 栃木県立美術館年報　№46　平成30年度（2018） 栃木県立美術館 p41：河野次郎20作品 発行年月日：記載なし、p93名簿（平成31年3月31日

現在）

B04776 美術 パナソニック汐留美術館　年報+研究発表　2016-2018（平成28-30年度） パナソニック汐留美術館 2019年6月28日

B04777 美術 平成30年度独立行政法人国立美術館　年報 独立行政法人国立美術館本部事務局 平成31年3月31日 p22：4-3木村威夫展出品協力、p43：8-2岸田劉生

作品修復情報

B04778 美術 ONBEAT vol.12 特集　京都市京セラ美術館開館記念展 株式会社　音美衣社 2020年4月27日 p156：垣内紀子　大調和会員

B04779 美術 手鑑文彩　旧富岡美術館所蔵 早稲田大学會津八一記念博物館 2019年1月25日

B04780 美術 とちぎ版文化プログラム公式ガイドブック　絵を見るとき、あなたは何をみているの？ 栃木県立美術館 c2019

B04781 美術 創立99年　日本美術の精華　日本芸術院所蔵名作名品展 小杉放菴記念日光美術館 2018年7月14日

B04782 美術 小杉放菴記念日光美術館所蔵作品撰　吉澤儀造 小杉放菴記念日光美術館 令和元年11月9日

B04783 美術 「荒木十畝　大村市所蔵作品による」展　リーフレット 長崎県美術館 2019年4月25日

B04784 美術 高鍋町美術館　館蔵名品選 高鍋町美術館 2020年3月

B04785 美術 公益財団法人石橋財団　アニュアル・レポート　2019 公益財団法人　石橋財団 2020年2月29日

B04786 美術 練馬区立美術館　研究紀要　第1号 公益財団法人練馬区文化振興協会　練馬区立美術

館

2020（令和2）年3月

B04787 美術 美術館たより　『たいせつな風景』　第29号　特集：庭 神奈川県立近代美術館 2020年2月29日

B04788 美術 久留米市美術館　年報2　2018.4ｰ2019.3 久留米市美術館（公益財団法人　久留米文化振興

会）

2020年1月 p4から8：求道の画家　岸田劉生と椿貞雄、

p6：岸田劉生　実篤『かちかち山と花咲爺』の

「かちかち山」試作2点

B04789 美術 岩手デザイン界の礎　内村幸助展 萬鉄五郎記念美術館 2019（令和元）年10月1日

B04790 美術 練馬区立美術館年報　2015ｰ2018 練馬区立美術館 p43：田沼武能肖像写真展　実篤（1954年撮

影）

発行年月日：記載なし、p155：組織・名簿（平成

31年3月27日）
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B04791 美術 日本・オーストリア外交樹立150周年記念　ウィーン・モダン　クリムト・シーレ

世紀末への道

読売新聞東京本社 c2019

B04792 文学 特別展鴎外の「庭」に咲く草花　牧野富太郎の植物図とともに 文京区立森鴎外記念館 平成29（2017）年4月8日

B04793 美術 NACT　Review　国立新美術館研究紀要　No.6 国立新美術館 令和元（2019）年12月26日

B04794 文学 東京都指定有形文化財　旧前田公爵邸洋館（東京都近代文学博物館）修理工事報

告書

東京都近代文学博物館 平成11年3月

B04795 文学 日本現代詩歌文学館と区別企画展　水原秋桜子　現代俳句の出発 日本現代詩歌文学館 2018年3月24日

B04796 文学 開館5周年記念特別展　明治分断観測　鷗外と慶應3年生まれの文人たち 文京区立森鴎外記念館 平成29年（2017）年10月7日

B04797 文学 描かれた西郷どん展　アート文学サブカルから NHKサービスセンター 2018年4月21日 p40：武者小路実篤　『西郷隆盛』

B04798 文学 怪談皿屋敷の謎　姫路名物お菊さん 姫路文学館 平成30（2018）年4月21日

B04799 文学 『遼』季刊　2018年春季号（第67号） 公益財団法人　司馬遼太郎記念財団 2018年4月20日

B04800 文学 『遼』季刊　2018年夏季号（第68号） 公益財団法人　司馬遼太郎記念財団 2018年7月20日

B04801 文学 『遼』季刊　2020年春季号（第75号） 公益財団法人　司馬遼太郎記念財団 2020年4月20日

B04802 文学 第96回企画展　生誕130年記念展　詩人　大手拓治　孤独の箱の中から 群馬県立土屋文明記念文学館 2017（平成29）年4月15日

B04803 文学 第97回企画展　愛の手紙　文学者の様々な愛のかたち 群馬県立土屋文明記念文学館 2017（平成29）年7月15日 p12：有島武郎から安子への葉書等

B04804 文学 第98回企画展　歌人吉野秀雄没後50年記念　ひとすじに真実を、ひとすじに命を

吉野秀雄・中野幸郎往復書簡

群馬県立土屋文明記念文学館 2017年10月7日

B04805 文学 第99回企画展　子供達の戦争　ある少年が愛読した新聞雑誌 群馬県立土屋文明記念文学館 2018（平成30）年1月13日

B04806 文学 平成29年度（2017）　群馬県立土屋文明記念文学館　紀要「風」第21号 群馬県立土屋文明記念文学館 平成30（2018）年3月31日

B04807 文学 春の特別展　図書館70周年・近代文庫60周年記念　ことばのいろ　ことばのおと　人

見東明と白秋・露風の詩の世界

昭和女子大学光葉博物館 平成30（2018）年6月1日 発行年月日は会期から採録

B04808 文学 徳島県立文学書道館　研究紀要　水脈　第14号 徳島県立文学書道館 平成30年3月31日

B04809 文学 生誕140年　与謝野晶子展　こよひ逢う人みなうつくしき 県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学振興会 2018年3月17日

B04810 文学 生誕135年　志賀直哉　「ナイルの水の一滴」展　「志賀直哉コレクション」を中心とし

て　志賀直哉にとって、文学と美術、その精神性は一体のものである

公益財団法人　日本近代文学館 2018年3月31日 p11：実篤書簡等

p12：「白樺」の誕生

B04811 文学 森鷗外記念館館報　ミュージアム・データ22 森鷗外記念館 平成30年3月31日

B04812 文学 三鷹市山本有三記念館　所蔵資料目録 三鷹市山本有三記念館 平成30年3月

B04813 文学 有島武郎と未完の『星座』 北海道立文学館 2018年2月3日 p26：有島周辺人物相関図に白樺派

B04814 文学 小田原文学館特別展　生誕110年記念　北原武夫展　あるモラリストの告白 小田原市立図書館 平成29年10月14日

B04815 文学 川端康成　美と文学の森 久留米市美術館、公益財団公人　川端康成記念館 c2017

B04816 文学 有島武郎と未完の『星座』 北海道立文学館 2018年3月2日 p26：有島周辺人物相関図に白樺派

B04817 文学 北海道文学館創立50周年記念特別展　ふみくらの奥をのぞけば　文学館珠玉の

300選

北海道立文学館 2017年4月22日 p10：有島武郎「小さき者へ」末尾抜粋　実篤書

B04818 文学 平成28年度　高志の国文学館年報　平成28年度　高志の国文学館　紀要第2号 高志の国文学館 平成30年2月15日

B04819 文学 井上ひさしの国語教室　井上ひさし資料特集展　Vol 1 仙台文学館 2017年12月16日

B04820 文学 有島三兄弟　それぞれの青春 川内まごころ文学館 平成20年10月 p56：里見弴・実篤写真、p57：「白樺」同人写真

B0482１ 文学 没後50年　山本周五郎展 県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学振興会 2017年9月30日

B04822 文学 『新万葉集』刊行80年記念展解説パンフレット　「万葉集の人間主義　不安な未来へ

の希望を求めて　」

堺市博物館 平成29年10月27日

B04823 文学 田山花袋記念文学館開館30周年記念特別展　「KとT　独歩と花袋　二人が生んだ友

情と文学　」

館林市教育委員会文化振興課（田山花袋記念文学館） 平成29年10月21日 発行年月日：会期・はじめにから

B04824 文学 没後10年　編集者・谷田昌平と第三の新人たち　展 町田市民文学館ことばらんど 2017年10月14日 p3,34：谷田が担当した作家（39名中）に実篤

B04825 文学 平成29年度特別展「石井桃子　生誕110年記念特別展　心にのこるおくりもの　」展

示図録

杉並区立郷土博物館 平成29年10月

B04826 文学 総合雑誌『改造』直筆原稿収蔵図録2　気韻生動、文士たちの肉声 川内まごころ文学館 2006年10月24日 p34から35：里見弴、p 36から37：実篤

B04827 文学 『遼』季刊　2014年冬期号（第50号） 司馬遼太郎記念財団 2014年1月20日

B04828 文学 立川の研究者たち　国文学研究史料館　編　インタビューで知る「国分研」の人と仕

事

国文学研究資料館 平成29（2017）年3月17日

B04829 文学 生誕120年　宇野千代展　華麗なる女の物語 県立神奈川近代文学館 2017年5月27日

B04830 文学 吉村昭生誕90周年　吉村昭生記念文学館企画展　吉村昭とふるさとあらかわ　生い

立ちとその作品世界

荒川区 平成29年（2017）年10月28日 付属物：関連略年譜

B04831 文学 東京の文士村　田端・馬込・落合・阿佐ヶ谷 東京都近代文学博物館 平成7年1月20日 付属物：同時開催「澁川驍と昭和の時代」チラシ
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B04832 文学 蒲原有明　近代詩の先駆者 野田宇太郎文学資料館 平成28年9月7日 発行年月日：同冊子資料集より

B04833 文学 日本近代文学館　2015年度　春の企画展　少年少女雑誌にみる近代　子供達の世

界はいかにつくられたか

日本近代文学館 2015年4月4日 タイトル：表紙より採録／発行年月日：会期より／付

属物：チラシ、出品一覧、新聞抜刷り

B04834 文学 平成29年度前期特別企画展　清張と鉄道　時代を見つめて　小倉発1万3500㌔ 北九州市立松本清張記念館 平成29年（2017）年8月1日

B04835 文学 企画展　さいたまの妖怪　絵で見る怖い話・不思議な話 さいたま文学館 平成29年7月21日

B04836 文学 特別企画展　詩が生まれた場所へ　中也の見た風景 中原中也記念館 平成29年7月27日

B04837 文学 徳島県立文学書道館　ことは文庫　瀬戸内寂聴　文学データブック 徳島県立文学書道館 2014年3月12日

B04838 文学 文学さんぽ　谷崎潤一郎　「幼少年時代を歩く」 中央区立郷土天文館 平成27年10月

B04839 文学 創立六十周年記念誌　きょうも、書いている。 日本児童文藝家協会 2015年5月7日 p15：協会創立時に実篤が顧問に

p152：創立発起人名簿に実篤の名前

B04840 文学 蘆花恒春園（蘆花記念館図録）　蘆花徳富健次郎 東京都公園協会 2011年3月

B04841 文学 企画展　規格点与謝野晶子　その限りなき挑戦の生涯 堺市博物館 平成27年10月30日 付属物：正誤表

B04842 文学 北の表現者たち2014　北海道文学大事典　補遺 北海道文学館 2014年3月31日

B04843 文学 第30回国民文化祭・かごしま2015開催記念　特別企画展　梅崎春生×遠藤周作展

交錯する23のカラー

かごしま近代文学館 平成27年10月9日

B04844 文学 季刊　ことばのしごと　第12号　2013年　夏号 大岡信ことば館 2013年6月20日

B04845 文学 宮沢賢治　科学と祈りのこころ 北海道立文学館 2016年9月17日

B04846 文学 前橋文学館特別企画展　開館20周年記念・収蔵資料展　朔太郎のおもしろエッセイ

ガイド

萩原朔太郎記念　水と緑と詩のまち前橋文学館 2014年2月15日

B04847 文学 ほっかいどうの短歌100首 北海道立文学館 2013年11月1日

B04848 文学 土佐文学さんぽ 公益財団法人　高知県文化財団　高知県立文学館 2014年2月

B04849 文学 こうふくのクレヨン　立短児童文芸　2号　特集　川上弘美『神様』 立教女学院短期大学図書館 平成25(2013)年3月30日

B04850 文学 こうふくのクレヨン　立短児童文芸　3号 立教女学院短期大学図書館 平成26(2014)年3月30日

B04851 文学 季刊　ことばのしごと　第13号　2013年　秋号 大岡信ことば館 2013年9月1日

B04852 文学 季刊　ことばのしごと　第15号　2014年　春号 大岡信ことば館 2014年3月1日

B04853 文学 季刊　ことばのしごと　第17号　2014年　秋号 大岡信ことば館 2014年9月1日

B04854 文学 前橋文学館報　第43号 荻原朔太郎記念　水と緑と詩のまち前橋文学館 2016年3月31日

B04855 文学 ここが地球の中心　井上ひさしと遅筆堂文庫 山形県川西町 2015年3月26日 付属物：井上ひさし短編中編小説集成　刊行案内

B04856 文学 北九州市立文学館　第19回特別企画展　没後99年　夏目漱石　漱石山房の日々 北九州市立文学館 平成27年5月2日

B04857 文学 平成29年度特別展図録　季節のうた　歌人窪田空穂　生誕140年・没後50年 文京ふるさと歴史館 平成29年10月21日

B04858 文学 かごしま近代文学館　特別展企画　海音寺潮五郎の切捨御免！　日本の歴史を点

検する

かごしま近代文学館 2017（平成29年）年11月2日


