
2022年度新着本3月➁

タイトル 人名 出版社

1 Ａｒｔｉｓｔｓ　ｉｎ　ＦＡＳ　２０２２ 杉本　聡子／編 神奈川：藤沢市アートスペース

2 ＢＡＣＫ　ＴＯ　１９７２ 枝松　亜子／編 兵庫：西宮市大谷記念美術館

3 DOMANI・明日　２０２２－２３ 林　洋子／監修 東京：文化庁

4 ＴＨＥ ＧＲＥＡＴＳ  Masterpieces from the National Galleries of Scotland 東京都美術館／編 東京：毎日新聞社

5 あくたれラルフのバレンタイン ジャック・ガントス／さく 神戸：出版ワークス

6 あしかがの歴史と文化　再発見！ 足利市立美術館／編 栃木：足利市立美術館

7 アーツ前橋年報　No.０９　２０２１年度（令和３年度） 群馬：アーツ前橋

8 アートのための場所づくり：一九七〇年代から九〇年代の群馬におけるアートスペース 田中　龍也／編 高崎：群馬県立近代美術館

9 あらしとわたし ジェイン・ヨーレン／ぶん 東京：評論社

10 家でできる！おもしろ科学の実験 ロブ・ビーティー／文 東京：ほるぷ出版

11 いちねんせいえほん 高濱　正伸／監修 東京：日本図書センター

12 裏側からの越境 播磨　みどり／執筆 神奈川：藤沢市アートスペース

13 うらわ美術館年報　令和３年度 うらわ美術館／編 さいたま：うらわ美術館

14 絵で旅する国境 クドル／文 東京：文研出版

15 エリザとさくらのものがたり 小手鞠　るい／文 東京：少年写真新聞社

16 おいらはちびのとうちゃんだい！ タカタ　カヲリ／〔作〕 東京：文研出版

17 おうさまがかえってくる１００びょうまえ！ 柏原　佳世子／作 東京：えほんの杜

18 おかあさん、どこ？ きむら　だいすけ／作 東京：講談社

19 おだんごちょうだい せな　けいこ／さく・え 東京：童心社

20 かこさとしの世界 かこさとしの世界プロジェクトチーム／執筆 東京：平凡社

21 カッパーノ 森くま堂／文 神戸：ＢＬ出版

22 かぼちゃスープのおふろ 柴田　ケイコ／作 東京：小学館

23 かみなり 武田　康男／監修・写真 東京：岩崎書店

24 寓話に生きた人イソップ イアン・レンドラー／文 京都：化学同人

25 グスタボははずかしがりやのゆうれい フラビア・Ｚ・ドラゴ／絵と文 東京：ワイズ・インフィニティ

26 国生みイザナギイザナミ 飯野　和好／文・絵 東京：パイインターナショナル

27 ぐんまの手仕事　２ 前橋：上毛新聞社事業局出版部

28 芸術家たちの住むところ 島田　有美子／執筆 埼玉：うらわ美術館

29 華厳社 迫内　祐司／企画構成・編集・執筆 栃木：小杉放菴記念日光美術館

30 傑作誕生・佐藤忠良 三上　満良／監修・執筆 東京：ＳＤアート

31 黒板アート甲子園作品集　２０１９－２０２２ 日学株式会社／総監修 東京：日東書院本社

32 国立新美術館研究紀要　No．８ 小野寺　奈津／編 東京：国立新美術館

33 国立新美術館　建築ツアー記録集　２０１７－２０２１ 国立新美術館／編 東京：国立新美術館

34 小暮青風書展 小暮　青風／［書］ 太田：太田市教育委員会

35 子どもとお母さんのためのお話　日本のお話 いもと　ようこ／絵 東京：講談社

36 こねこのははのひ やすい　すえこ／作 東京：教育画劇

37 最新ネットのキーワード図鑑 島袋　コウ／監修 東京：旬報社

38 齋藤隆三 茨城県天心記念五浦美術館／編 茨木：茨城県天心記念五浦美術館

39 しにがみさん 柳家　小三治／〔原作〕 東京：教育画劇

40 しばはま 野村　たかあき／文・絵 東京：教育画劇

41 女子美術大学美術館年報　第１９号　２０２０－２０２１年度 女子美術大学美術館／編 神奈川：女子美術大学美術館

42 進化論 土屋　仁応／著者・写真 東京：求龍堂

43 新収蔵品展　新たな作品とともに 西宮市大谷記念美術館／編 兵庫県：西宮市大谷記念美術館

44 ずぼら瞬食ダイエット 松田　リエ／著 東京：小学館

45 生の軌跡 北澤　ひろみ／編 群馬：アーツ前橋

46 戦国武将足利長尾の武と美 足利市立美術館／企画・制作 栃木：足利市立美術館

47 そうだったのか！国の名前由来ずかん 西村　まさゆき／著 東京：ほるぷ出版

48 そこつ長屋 野村　たかあき／文　絵 東京：教育画劇

49 第６０回記念群馬県文学賞作品集　令和４年度 群馬県

50 たなばたパーティーきらきらきらきら すとう　あさえ／文 東京：ほるぷ出版

51 ダミアン・ハースト　桜 国立新美術館／編 東京：日本経済新聞社

52 伝えたい情景　前期 鎌田　さつき／執筆・編集 神奈川：藤沢市アートスペース

53 伝えたい情景　後期 鎌田　さつき／執筆・編集 神奈川：藤沢市アートスペース

54 デザイン視点でイラストを描く ｍａｓｈｕ／著 東京：マール社

55 展覧会岡本太郎 東京都美術館／編 [東京]：ＮＨＫ

56 東京都美術館紀要　No．２９ 山村　仁志／執筆 東京：東京都美術館

57 図書館にまいこんだこどもの大質問 こどもの大質問編集部／編 東京：青春出版社

58 「とどく」展 小川　希／監修 東京：東京都歴史文化財団

59 都美セレクショングループ展　２０２２ 東京都美術館／編 東京：東京都美術館

60 とんでやすんでかんがえて… 五味　太郎／〔作〕 東京：偕成社

61 どんないえにすみたい？ ジョージ・メンドーサ／文 東京：好学社

62 並河靖之の雅な技 茨城県天心記念五浦美術館／編 茨城：茨城県天心記念五浦美術館

63 ナンティー・ソロ子どもたちを鳥にかえたひと デイヴィッド・アーモンド／作 神戸：ＢＬ出版

64 ２０世紀全記録 東京：講談社

65 西宮市大谷記念美術館 西宮市大谷記念美術館／編 兵庫：西宮市大谷記念美術館

66 西宮市大谷記念美術館　年報　２０１８～２０２０ 西宮市大谷記念美術館／制作 西宮：西宮市大谷記念美術館

67 ニットやさんのムームー タカハシ　カオリ／作 東京：こぐま社

68 日本の文学者１８人の肖像 宮川　健郎／編 東京：あすなろ書房

69 人間国宝　刀匠　大隅俊平遺作展 太田市教育委員会／編 太田市：人間国宝刀匠大隅俊平遺作展実行委員会



70 のんびりやのコアラ レイチェル・ブライト／ぶん

71 箱根・芦ノ湖　成川美術館コレクション展 茨城県天心記念五浦美術館／編 茨城：茨城県天心記念五浦美術館

72 「ワニがまわるタムラサトル」記録集 国立新美術館／編 国立新美術館

73 バーンスタイン ひの　まどか／著 東京：ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングスミュージックメディア部

74 美をつむぐ源氏物語 杉山　哲司／編集・執筆 東京：東京都美術館

75 「ヒロシマ消えたかぞく」のあしあと 指田　和／著 東京：ポプラ社

76 フィン・ユールとデンマークの椅子 織田　憲嗣／執筆 東京：東京都美術館

77 プラスチックマン きよた　けいこ／著 東京：みらいパブリッシング

78 フランクとバートのだいすきかくれんぼ クリス・ネイラー・バレステロス／作 京都：化学同人

79 古いぬいぐるみのはなし 田村　ふみ湖／著 東京：産業編集センター

80 プロコフィエフ ひの　まどか／著 東京：ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングスミュージックメディア部

81 ぼくのともだちは、あたまにはながさいている ジャーヴィス／作 東京：岩崎書店

82 マイロのスケッチブック マット・デ・ラ・ペーニャ／作 東京：鈴木出版

83 マジック・オブ・ミナリマ ミナリマ／〔作〕 東京：ハーパーコリンズ・ジャパン

84 まって！まって！ 近藤　瞳／〔作〕 東京：ポプラ社

85 まよなかのゆうえんち ギデオン・ステラー／作 神戸：ＢＬ出版

86 やってみよう、アート 国立新美術館　教育普及室／編 東京：国立新美術館

87 山中現展 山中　現／著 群馬：群馬県立館林美術館

88 ようかいむらのゆけゆけゆきがっせん たかい　よしかず／作・絵 東京：国土社

89 ラーメンのおうさま 山本　祐司／さく 東京：ほるぷ出版

90 李禹煥 李　禹煥／〔作〕 東京：平凡社

91 レオポルド美術館エゴン・シーレ展 東京都美術館／編 東京：朝日新聞社


