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1 残傷の音 : 「アジア・政治・アート」の未来へ 8 循環する世界 : 山城知佳子の芸術 
李静和 編 浅沼敬子 編 
岩波書店 ユミコチバアソシエイツ
2009年 2016年
9784000230261 9784908338038
(7019/3008) (7800/ヤ577/4003A)

2* 残傷の音 : 「アジア・政治・アート」の未来へ 9 neoneo#12 : 総特集 沖縄のドキュメンタリー
琴仙姫 制作(DVD) neoneo編集室 編
岩波書店 neoneo編集室
2009年 2019年
9784000230261 9784906960118
7019/3008 (Z)

3 ニュー・スナップショット : かがやきの瞬間 10 ジェンダーと生政治
(日本の新進作家展) (戦後日本を読みかえる第4巻)
東京都写真美術館 編 坪井秀人 編
東京都歴史文化財団 東京都写真美術館 臨川書店
2010年 2019年
(K7402/3082) 9784653043942

(3672/4008)
4 アジアをつなぐ-境界を生きる女たち : 1984-2012 
福岡アジア美術館 [ほか]編 11 話しているのは誰？ : 現代美術に潜む文学
沖縄県立博物館・美術館[ほか] 国立新美術館 編
2012年 美術出版社
(K7017/4032/A) 2019年

9784568105223
5 山城知佳子 (K7021/5571/A)
ユミコチバアソシエイツ 編 
ユミコチバアソシエイツ 12 山城知佳子 : リフレーミング
2012年 岡村恵子, 東京都写真美術館 [ほか]編 
(7800/ヤ577/4000) 水声社

2021年
6 山城知佳子 9784801005907

(MAM project 18) (K7800/ヤ577/4005A)
森美術館 編
森美術館 13 あかし : testaments : 東日本大震災10年
2012年 青森県立美術館 監修　インスクリプト 編
9784902819342 インスクリプト
(K7800/ヤ577/4001) 2021年

9784900997929
6 ミルフイユ05 : 技と術 (K7020/5270)
せんだいメディアテーク 編
せんだいメディアテーク
2013年 *メディアブースで閲覧できます
9784903545974
(Z)

美術図書室 展覧会特集展示

地下１階の美術図書室は無料でどなたでもご利用になれます。
ご利用方法については美術館ウェブサイトでご確認ください。
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美術図書室 展覧会特集展示
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　藤井 光

1 イメージのなかの戦争 : 日清・日露から冷戦まで 8 戦争と美術 1937-1945
(岩波近代日本の美術1) 針生一郎 [ほか]編著
丹尾安典, 河田明久 著 国書刊行会 
岩波書店 2016年
1996年 9784336061164
4000083317 (D7021/3029a)
(7021/28/1)

9 いかに戦争は描かれたか
2* 東京国立近代美術館所蔵品目録 (BankART school)
[東京国立近代美術館] 編 大谷省吾 [ほか]著 ; 村田真 編
東京国立近代美術館 BankART1929
2006年 2017年
(R7038/13/3-12) 9784902736434

(7021/5267)
3 東京府美術館の時代 1926‐1970
東京都現代美術館 編 10 日産アートアワード : 
東京都現代美術館 　ファイナリスト5名による新作展. 2017
2005年 堀内菜穂子, 青木彬, 岩中可南子 編 
(KD7069/2026/C) 日産自動車

2018年
4 東京府美術館の時代 1926‐1970 9784991023309
東京都現代美術館 編 (K7065/4060/2017)
東京都現代美術館
2007年
(KD7069/2026/2C) 11 Hikaru Fujii : les nucléaires et les choses 

curated by Kyongfa Che, Élodie Royer
5* 日本美術全集第18巻 戦争と美術 :戦前・戦中 Kadist
河田明久 責任編集 2019年
小学館 (KF7800/フ634/4000A)
2015年
9784096011188
(D7021/4501/18) 12 災害とアートを探る

(フィールド科学の入口 )
6 東京府美術館史の研究 赤坂憲雄 編
斉藤泰嘉 著 玉川大学出版部
筑波大学芸術学系斉藤泰嘉研究室 2020年
2005年 9784472182099
(7068/3050) (7090/4099)

7 女性画家たちの戦争 13 もつれるものたち
(平凡社新書) 東京都現代美術館 [ほか]編 
吉良智子 著 東京都現代美術館
平凡社 2020年
2015年 (K7020/5106/B)
9784582857801
(7021/4919)

*閲覧室の開架書架にあります
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