
No 館名 書誌情報 資料種別 場所区分 請求記号 資料番号

1 茨城県近代美術館
茨城県近代美術館年報　平成27年度　茨城県近代美術館／編　茨城県近
代美術館　2016.10　30cm　172p

一般○茨 貸出郷土 ｲ706.9/ｲｷ-1/2015 001054401060

2 茨城県近代美術館
モネとその仲間たち　茨城県近代美術館／編　茨城県近代美術館
〔1988〕　28cm　209p

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲｷ-3/1988-10 001052806708

3 茨城県近代美術館
現代茨城の美術展　　（茨城県近代美術館開館記念展 第2部）　茨城県近
代美術館／編　茨城県近代美術館　1988.11　28cm　239p

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲｷ-3/1988-11 001051364725

4 茨城県近代美術館
都市風景の発見　小泉 淳一(1957ー)／共編　茨城県近代美術館　1992.9
27×23cm　151p

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲｷ-3/1992-9 001052857172

5 茨城県近代美術館
ミレーとバルビゾン派の画家たち　ミレー／〔ほか画〕　毎日新聞社　c1996
30cm　212p

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲｷ-3/1997-4 001052825237

6 茨城県近代美術館
魂の独白(モノローグ)ジョルジュ・ルオー　ジョルジュ・ルオー／画　茨城県
近代美術館　c2003　28cm　117p

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲｷ-3/2003-4 001053091052

7 茨城県近代美術館
日本画に描かれた動物たち展　茨城県近代美術館／編集　茨城県近代美
術館　c2003　30cm　109p

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲｷ-3/2003-6 001053109268

8 茨城県近代美術館
ヴェネツィアの光と影　茨城県近代美術館／〔ほか〕編　ホワイトインターナ
ショナル　〔2003〕　29cm　167p

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲｷ-3/2003-8 001053137525

9 茨城県近代美術館
茨城県近代美術館所蔵作品選　茨城県近代美術館／編集　茨城県近代
美術館　c2008　29cm　207p

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲｷ-3/2008-4 001053751184

10 茨城県近代美術館
美術の冒険　茨城県近代美術館／編集　茨城県近代美術館　2014.5
30cm　111p

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲｷ-3/2014-8 001054254907

11 茨城県近代美術館 笑う美術　澤渡 麻理／編　茨城県近代美術館　c2015　30cm　71p 一般○茨 貸出郷土 ｲ706.9/ｲｷ-3/2015-2 001054280589

12 茨城県近代美術館
6つの個展　2015　立見　榮男／〔ほか〕画　茨城県近代美術館　〔2015.9〕
30cm　79p(図版共)

一般○茨 貸出郷土 ｲ706.9/ｲｷ-3/2015-9 001054325475

13 茨城県近代美術館
筑波大学〈総合造形〉展　茨城県近代美術館／編集　茨城県近代美術館
ｃ2017　30cm　35p

一般○茨 貸出郷土 ｲ706.9/ｲｷ-3/2016-11 001054411853
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14 茨城県近代美術館
エッシャーの世界展　M.C.エッシャー／画　キュレイターズ　〔2016〕　25cm
157p

一般○茨 貸出郷土 ｲ706.9/ｲｷ-3/2016-6 001054356124

15 茨城県近代美術館
大正イマジュリィの世界　山田 俊幸(1947ー)／監修　キュレイターズ（制
作）　c2015　21cm　63p

一般○茨 貸出郷土 ｲ706.9/ｲｷ-3/2016-7 001054363443

16 茨城県近代美術館 東山魁夷　東山 魁夷／〔画〕　日本経済新聞社　2017.2　30cm　100p 一般○茨 貸出郷土 ｲ706.9/ｲｷ-3/2017-2 001054411879

17 茨城県近代美術館
名品100選　茨城県近代美術館／編　茨城県近代美術館　1992.3　21cm
133p(主に図版)

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲｷ-5/1992 001051802351

18
茨城県天心記念

五浦美術館
天心と五浦の作家たち　茨城県天心記念五浦美術館／編　茨城県天心記
念五浦美術館　1997.11　29cm　212p(図版50枚)

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲﾃ-3/1997-11 001053410039

19
茨城県天心記念

五浦美術館
再興日本美術院の画家たち　茨城県天心記念五浦美術館／編集　茨城
県天心記念五浦美術館　c2002　28cm　135p

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲﾃ-3/2002-10 001053090781

20
茨城県天心記念

五浦美術館
大倉集古館の名宝　茨城県天心記念五浦美術館／〔ほか〕編　茨城県天
心記念五浦美術館　2007.8　30cm　193,4p

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲﾃ-3/2007-10 001053639215

21
茨城県天心記念

五浦美術館
日本画、新しき風にのせて　茨城県天心記念五浦美術館／編　茨城県天
心記念五浦美術館　c2016　29cm　95p

一般○茨 貸出郷土 ｲ706.9/ｲﾃ-3/2016-7 001054410855

22
茨城県天心記念

五浦美術館
わが心の山河　茨城県天心記念五浦美術館／編集　茨城県天心記念五
浦美術館　c2013　28cm　103p

一般○茨 貸出郷土 ｲ706.9/ｲﾃｰ3/2013-4 001054219058

23
茨城県天心記念

五浦美術館
自然と生命への賛歌　茨城県天心記念五浦美術館／編集　茨城県天心
記念五浦美術館　c2014　28cm　103p

一般○茨 閉架積層
ｲ706.9/ｲﾃｰ3/2014-
10

001054276595

24 しもだて美術館
茨城の巨匠　しもだて美術館／編集　しもだて美術館　2013.10　28cm
69p

一般○茨 貸出郷土
ｲ706.95/ｼﾋﾞ-3/2013-
10

001054198872

25 常陽藝文センター
あなたと歩んだ常陽の70年　常陽藝文センター／制作　常陽銀行　2005.9
20×22cm　31p

一般○茨 閉架積層 ｲ318.6/6/ 001053395131

26 茨城県つくば美術館
茨城県つくば美術館ギャラリー展の記録　平成28年度　茨城県つくば美術
館／編集　茨城県つくば美術館　2017.9　30cm　55p

一般○茨 貸出郷土 ｲ706.9/ｲﾂ/2016 001054460082

27 茨城県つくば美術館
19世紀リヨンの栄光　岐阜県美術館／編　岐阜県美術館　c1990　28cm
200p(図版共)

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲﾂ-3/1990-9 001051869848
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28 茨城県つくば美術館
笹井史恵×田嶋悦子イン・ザ・フラワー・ガーデン　笹井 史恵(1973ー)／作
茨城県つくば美術館　2009.10　30cm　111p

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲﾂ-3/2009-10 001053823603

29 茨城県つくば美術館
相笠昌義の世界　相笠 昌義(1939ー)／画　茨城県つくば美術館　2009.4
30cm　121p

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲﾂ-3/2009-4 001053823579

30 茨城県つくば美術館
近現代染色の展開と現在　茨城県つくば美術館／編集　茨城県つくば美
術館　c2010　25×26cm　99p

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲﾂ-3/2010-10 001053925150

31 茨城県つくば美術館
水絵への情熱　中西 利雄(1900ー1948)／ほか画　茨城県つくば美術館
c2012　29cm　182p

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲﾂ-3/2012-10 001054143803

32 茨城県つくば美術館
つくばメディアアートフェスティバル図録　2015　つくば市文化振興課／編
つくば市　2016.3　30cm　19p

一般○茨 貸出郷土 ｲ706.9/ｲﾂ-3/2015-11 001054349012

33 茨城県陶芸美術館
人間国宝展　茨城県陶芸美術館／編集　茨城県陶芸美術館　c2000
29cm　245p

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲﾄ-3/2000-4 001052846092

34 茨城県陶芸美術館
日本陶芸100年の精華　茨城県陶芸美術館／編集　茨城県陶芸美術館
c2006　30cm　159p

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲﾄ-3/2006-1 001053434013

35 茨城県陶芸美術館
現代陶芸の粋　茨城県陶芸美術館／編集　茨城県陶芸美術館　c2006
29cm　110p

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲﾄ-3/2006-7 001053559496

36 茨城県陶芸美術館
THE KASAMA ルーツと展開　ルーツ編　茨城県陶芸美術館／編　茨城県
陶芸美術館　c2010　21×22cm　91p

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲﾄ-3/2010-4 001054012859

37 茨城県陶芸美術館
THE KASAMA ルーツと展開　展開編　茨城県陶芸美術館／編　茨城県陶
芸美術館　c2010　21×22cm　135p

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲﾄ-3/2010-4 001054012875

38 茨城県陶芸美術館
人間国宝と古陶　茨城県陶芸美術館／編集　茨城県陶芸美術館　c2010
30cm　153p

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲﾄ-3/2010-9 001054012891

39 茨城県陶芸美術館
ロイヤルコペンハーゲン・ビングオーグレンダール　塩川 博義／監修　ロイ
ヤルコペンハーゲン・ビングオーグレンダール展実行委員会　2011.9
30cm　176p

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲﾄ-3/2012-1 001054452246

40 茨城県陶芸美術館
明治・大正時代の日本陶磁　明治・大正時代の日本陶磁展実行委員会／
編集　明治・大正時代の日本陶磁展実行委員会　c2012　30cm　208p

一般○茨 閉架積層 ｲ706.9/ｲﾄ-3/2012-10 001054452238

41 笠間日動美術館 長谷川家悠久の歴史　日動画廊　2013.4　20cm　207p 一般○茨 貸出郷土 ｲ271/ﾆﾁ/ 001054170160
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42 笠間日動美術館
笠間日動美術館　　（Art Gallery books）　笠間日動美術館／編著　実業之
日本社　1987.4　19cm　129p(図版共)

一般○茨 閉架積層 ｲ706.92/ｶﾆ/ 001051802252

43 笠間日動美術館
魯山人の宇宙　北大路 魯山人(1883ー1959)／〔作〕　笠間日動美術館
2003.4　29cm　126p

一般○茨 閉架積層 ｲ706.92/ｶﾆ-3/2003-4 001053178859

44 笠間日動美術館
笠間日動美術館パレット選集　笠間日動美術館／編集　笠間日動美術館
c2000　20×22cm　1冊

一般○茨 閉架積層 ｲ706.92/ｶﾆ-5/2000 001053178545

45 笠間日動美術館
笠間日動美術館名作選　笠間日動美術館／編集　笠間日動美術館
2002.7　20×22cm　1冊

一般○茨 閉架積層 ｲ706.92/ｶﾆ-5/2002 001053178891

46 水戸芸術館
水戸芸術館　　（文化施設が活きた No.1）　水戸市芸術振興財団／編纂
六耀社　1999.3　25cm　145p

一般○茨 貸出郷土 ｲ706.92/ﾐｹﾞ/ 001052746375

47 水戸芸術館
12人の挑戦　水戸芸術館現代美術センター／企画・監修　茨城新聞社
2002.11　22cm　207p

一般○茨 閉架積層
ｲ706.92/ﾐｹﾞ-3/2002-
10

001053059026

48 水戸芸術館
「カフェ・イン・水戸」記録集　　（展覧会資料 第64号）　窪田 研二／編集
水戸芸術館現代美術センター　2004.10　26cm　143p

一般○茨 閉架積層
ｲ706.92/ﾐｹﾞ-3/2004-
8

001053276307

49 水戸芸術館
CAFE in Mito 2011　　（水戸芸術館現代美術センター展覧会資料 第95号）
水戸芸術館現代美術センター　2012.1　26cm　76p

一般○茨 貸出郷土
ｲ706.92/ﾐｹﾞ-3/2011-
7

001054066277

50 水戸芸術館
カフェ・イン・水戸R　　（水戸芸術館現代美術センター展覧会資料 第101
号）　西沢 三紀／訳　水戸芸術館現代美術センター　2015.11　26cm
70,46p

一般○茨 貸出郷土
ｲ706.92/ﾐｹﾞ-3/2015-
8

001054327877

51 水戸芸術館
クリストとジャンヌ=クロード　　（水戸芸術館現代美術センター展覧会資料
第103号）　クリスト／[作]　水戸芸術館現代美術センター　2016.10　21×
23cm　83p

一般○茨 貸出郷土
ｲ706.92/ﾐｹﾞ-3/2016-
10

001054410822

52 水戸芸術館
共にいることの可能性、その試み、その記録　水戸芸術館現代美術セン
ター／企画　グラムブックス　2016.3　18cm　215p

一般○茨 貸出郷土
ｲ706.92/ﾐｹﾞ-3/2016-
2

001054366826

53 水戸芸術館
記憶の円環　　（水戸芸術館現代美術センター展覧会資料 第102号）　榮
榮／[作]　水戸芸術館現代美術センター　2016.8　26cm　137p

一般○茨 貸出郷土
ｲ706.92/ﾐｹﾞ-3/2016-
7

001054410897

54 水戸芸術館
藤森照信展　　（水戸芸術館現代美術センター展覧会資料 第105号）　藤
森 照信／[作]　水戸芸術館現代美術センター　2017.11　29cm　159p

一般○茨 貸出郷土
ｲ706.92/ﾐｹﾞ-3/2017-
11

001054457799


