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展示期間：2011.5.30～6.15
書名

配置場所

請求記号

博物館の仕事 / 8人の学芸員著. -- 岩田書院, 2007.12.

3F開架新体系 069//H11//8328

ミュージアムと生涯学習 / 神野善治 [ほか] 著. -- 武蔵野美術大学出版局, 2008.4.
3F開架新体系 069//KA37//3336
新博物館学 : これからの博物館経営 / 小林克著. -- 同成社, 2009.10.

3F開架新体系 069//KO12//4040

みんなの博物館 : マネジメント・ミュージアムの時代 / 諸岡博熊著. -- 日本地域社会研究所,
3F開架新体系
2003.7.
069//MO77//6473
-- (コミュニティ・ブック
博物館学で何がわかるか / 中村浩著. -- 芙蓉書房出版, 1999.6. -- (何がわかるかブックス
3F開架新体系
; 2). 069//N37//7159
二十一世紀博物館 : 博物資源立国へ地平を拓く / 西野嘉章著. -- 東京大学出版会,
3F開架新体系
2000.11. 069//N85//7849

博物館の学びをつくりだす : その実践へのアドバイス / 小笠原喜康, チルドレンズ・ミュージアム研究会編著.
3F開架新体系 069//O22//2489
-- ぎょうせい, 2
エコミュージアムへの旅 / 大原一興著. -- 鹿島出版会, 1999.12.

3F開架新体系 069//O27//8433

博物館学を学ぶ : 入門からプロフェッショナルへ / 水藤真著. -- 山川出版社, 2007.11.
3F開架新体系 069//SU52//9361
博物館学特論 : 博物館と考古学の接点を求めて / 鷹野光行著. -- 慶友社, 2010.5.
3F開架新体系 069//TA47//5888
大英博物館の舞台裏 / デイヴィッド・M・ウィルソン著 ; 中尾太郎訳. -- 平凡社, 1994.3.
3F開架新体系 069//W75//5928
博物館実習マニュアル / 全国大学博物館学講座協議会西日本部会編. -- 芙蓉書房出版,
3F開架新体系
2002.3.
069//Z3//4064
博物館の歴史 = The history of museum / 高橋雄造著. -- 法政大学出版局, 2008.5.
3F開架新体系 069.02//TA33//5877
博物館の政治学 / 金子淳著. -- 青弓社, 2001.8. -- (青弓社ライブラリー ; 17). 3F開架新体系 069.021//KA53//5451
おススメ博物館 / 小泉成史著. -- 文藝春秋, 2002.5. -- (文春新書 ; 248).

4F新書版

069.021//KO38//3331

この博物館が見たい! / 桑原茂夫著. -- 筑摩書房, 2005.4. -- (ちくま新書 ; 529).4F新書版

069.021//KU95//6441

博物館の災害・事件史 / 椎名仙卓著. -- 雄山閣, 2010.5.

3F開架新体系 069.021//SH57//3416

近代日本と博物館 : 戦争と文化財保護 / 椎名仙卓著. -- 雄山閣, 2010.12.

3F開架新体系 069.021//SH57//9972

069.023//B16//0874
ヨーロッパの博物館 / カトリーヌ・バレ, ドミニク・プーロ著 ; 松本栄寿, 小浜清子訳.3F開架新体系
-- 雄松堂出版,
2007.11.
069.023//KO65//1827
愉悦の蒐集ヴンダーカンマーの謎 / 小宮正安著. -- 集英社, 2007.9. -- (集英社新書
4F新書版
; ヴィジュアル版
; 005V).

ロンドンの小さな博物館 / 清水晶子著. -- 集英社, 2003.5. -- (集英社新書 ; 0195F).
4F新書版

069.0233//SH49//6891

069.0235//B54//7819
フランスの博物館と図書館 / M.ブラン=モンマイユール [ほか] 著 ; 松本栄寿, 小浜清子訳.
3F開架新体系
-- 玉川大学出版部,
2003.6.
069.0253//H82//6762
北米の小さな博物館 : 「知」の世界遺産 / 北米エスニシティ研究会編. -- 彩流社,3F開架新体系
2006.6.

遥かなるスミソニアン : 博物館と大学とアーカイブスと / 松本栄寿著. -- 玉川大学出版部,
3F開架新体系
1997.3.069.0253//MA81//0658
ミュージアムと記憶 : 知識の集積/展示の構造学 / スーザン・A・クレイン編著. -- ありな書房,
3F開架新体系
2009.1.
069.04//C91//3661
世界の野外博物館 : 環境との共生をめざして / 杉本尚次著. -- 学芸出版社, 2000.3.
3F開架新体系 069.2//SU38//0226
学芸員の仕事 / 神奈川県博物館協会編. -- 岩田書院, 2005.4.

3F開架新体系 069.3//KA43//2961

ミュージアム・マーケティング / フィリップ・コトラー, ニール・コトラー著 ; 井関利明, 3F開架新体系
石田和晴訳. --069.3//KO93//8886
第一法規, 2006.4.
博物館・美術館の生物学 : カビ・害虫対策のためのIPMの実践 / 川上裕司, 杉山真紀子著.
3F開架新体系
-- 雄山閣,
069.4//KA94//6211
2009.8.

博物館をみせる : 人々のための展示プランニング / K.マックリーン著 ; 井島真知, 3F開架新体系
芦谷美奈子訳.069.5//MA21//5118
-- 玉川大学出版部, 2003
博物館の誕生 : 町田久成と東京帝室博物館 / 関秀夫著. -- 岩波書店, 2005.6. -4F新書版
(岩波新書 ; 新赤版
069.6//SE24//8541
953).
ヨーロッパのおもしろい博物館 / 宇田川悟文・写真. -- リブロポート, 1997.9. -- (Table
3F開架新体系
book).
069.63//U26//7062
069.633//D53//0109
物語大英博物館 : 二五〇年の軌跡 / 出口保夫著. -- 中央公論新社, 2005.6. --4F新書版
(中公新書 ; 1801).
069.653//W61//0573
ウィルソン氏の驚異の陳列室 / ローレンス・ウェシュラー[著] ; 大神田丈二訳. -- みすず書房,
3F開架新体系
1998.11.

世界の奇妙な博物館 / ミッシェル・ロヴリック著 ; 安原和見訳. -- 筑摩書房, 2009.1.
4F文庫版
-- (ちくま学芸文庫
069.8//L94//3433
; [ロ5-1]).
ミュージアムの学びをデザインする : 展示グラフィック&学習ツール制作読本 / 木下周一著.
3F開架大型本
-- ぎょうせい,
L069.5//KI46//6367
2009.3.
大和川の自然 / 大阪市立自然史博物館編著. -- 東海大学出版会, 2007.6. -- (大阪市立自然史博物館叢書
3F開架新体系 402.9163//O73//5040
; 1).

450.9163//O73//7500
ネイチャースクエア大阪の自然誌 / 大阪市立自然史博物館編. -- 大阪市立自然史博物館,
3F開架新体系
2001.3.
-- (大阪市立自然史博

干潟を考える干潟を遊ぶ / 大阪市立自然史博物館, 大阪自然史センター編著. --3F開架新体系
東海大学出版会,
454.7//O73//5848
2008.5. -- (大阪市立

書名

配置場所

請求記号

標本の作り方 : 自然を記録に残そう / 大阪市立自然史博物館編著. -- 東海大学出版会,
3F開架新体系
2007.7.460.73//O73//5668
-- (大阪市立自然史博物

鳴く虫セレクション : 音に聴く虫の世界 / 大阪市立自然史博物館, 大阪自然史センター編著.
3F開架新体系
-- 東海大学出版会,
486.4//O73//2068
2008.10.
ニュー・ミュージアム : 現代美術・博物館建築の旅 / ミミ・ザイガー著 ; 松岡智子訳.3F開架新体系
-- 鹿島出版会,
526.7//Z2//7564
2007.4.
ニューミュージアム / ラウル・A・バレネチェ [著] ; 山本唯翻訳. -- ファイドン, 2006.6.
3F開架新体系 L526.7//B24//2104
美の裏方・学芸員からのメッセージ / 朝日新聞マリオン編集部編. -- 増補版. -- ぺりかん社,
3F開架新体系
1994.8.
706.9//A82//0788
関西の美術館めぐり : ミューズの履歴書 / 藤慶之著. -- 京都新聞社, 2001.3.

3F開架新体系 706.9//F56//2413

100人で語る美術館の未来 / 福原義春編. -- 慶応義塾大学出版会, 2011.2.

3F開架新体系 706.9//F75//0261

美術館都市への旅 : 新しい時代を拓くミューゼオロジーを求めて / 長谷川栄著. -3F開架新体系
グラフ社, 1995.1.
706.9//H36//4613
ヨーロッパ美術館めぐり / 長谷川智恵子執筆. -- 昭文社, 1998.6. -- (エアリアマップ
3F開架新体系
; 旅の森). 706.9//H36//5645
美術館学ツーリズム : 24時間のミューゼオロジィ / 長谷川栄文・写真. -- 鹿島出版会,
3F開架新体系
2006.12. 706.9//H36//9007
3F開架新体系 706.9//H54//9153

美術館と語る / 日比野秀男編著. -- ぺりかん社, 1999.6.

ミイラにダンスを踊らせて : メトロポリタン美術館の内幕 / トマス・ホーヴィング著 ; 東野雅子訳.
3F開架新体系
-- 白水社,
706.9//H96//0790
1994.11.
名品流転 : ボストン美術館の「日本」 / 堀田謹吾著. -- 日本放送出版協会, 2001.2.
3F開架新体系 706.9//H96//1603
展覧会カタログの愉しみ / 今橋映子編著. -- 東京大学出版会, 2003.6.

3F開架新体系 706.9//I42//8519

美術館で愛を語る / 岩渕潤子著. -- PHP研究所, 2004.4. -- (PHP新書 ; 296). 4F新書版

706.9//I92//4128

芸術の生まれる場 / 木下直之編. -- 東信堂, 2009.3. -- (未来を拓く人文・社会科学
3F開架新体系
; 16).
706.9//KI46//6624
学芸員のひとりごと : 昨今美術館事情 / 増田洋著. -- 増補新装版. -- 芸艸堂, 1997.10.
3F開架新体系 706.9//MA66//8903
大型美術館はどこへ向かうのか? : サバイバルへの新たな戦略 / 森美術館編. -- 3F開架新体系
慶應義塾大学出版会,
706.9//MO46//3505
2008.4.
プラド美術館 : 絵画が語るヨーロッパ盛衰史 / 中丸明著. -- 新潮社, 1995.10. -- 3F開架新体系
(新潮選書). 706.9//N35//8805
個人美術館への旅 / 大竹昭子著. -- 文藝春秋, 2002.9. -- (文春新書 ; 272).

4F新書版

706.9//O82//9783

ロンドンの美術館 : 王室コレクションから現代アートまで / 桜井武著. -- 平凡社, 2008.2.
4F新書版
-- (平凡社新書
706.9//SA47//1580
; 409).
日本全国いちど行きたいユニーク美術館・文学館 / 新人物往来社編. -- 新人物往来社,
3F開架新体系
1999.2. 706.9//SH63//2641
私も美術館でボランティア / 淡交社美術企画部編. -- 淡交社, 1999.12.

3F開架新体系 706.9//TA88//4973

ミュージアム新時代 : 世界の美術館長によるニュー・ビジョン = A new era for museums
3F開架新体系
: innovative706.9//TA94//6386
visions of the world's art
ルーヴル・美と権力の物語 / 小島英煕著. -- 丸善, 1994.1. -- (丸善ライブラリー ;4F新書版
111).

706.9023//KO39//0791

修復の理論 / チェーザレ・ブランディ著 ; 池上英洋, 大竹秀実訳. -- 三元社, 2005.6.
3F開架新体系 709//B71//6284
"オリジナル"の行方 : 文化財を伝えるために / 東京文化財研究所編. -- 平凡社,3F開架新体系
2010.3.
709//B89//4388
ミュージアムが都市を再生する : 経営と評価の実践 / 上山信一, 稲葉郁子著. -- 日本経済新聞社,
3F開架新体系 709.1//U51//6613
2003.12.
東洋陶磁の展開 = Masterpieces of Oriental ceramics / 大阪市立東洋陶磁美術館編.
7F新体系
-- 改訂版,751.2//O73//4627
1994.7.
優艶の色・質朴のかたち : 李秉昌コレクション韓国陶磁の美 / 伊藤郁太郎編集. -7F新体系L
大阪市美術振興協会,
L751.2//I89//9268
[1999].
大阪市立美術館特別展 「没後一五十年歌川国芳展」

2011.4.12～6.5

奇想の系譜 / 辻惟雄著. -- 筑摩書房, 2004.9. -- (ちくま学芸文庫 ; [ツ-7-1]). 4F文庫版

721.025//TS41//0228

浮世絵のなかの江戸玩具 : 消えたみみずく、だるまが笑う / 藤岡摩里子著. -- 社会評論社,
3F開架新体系
2008.2.
721.8//F65//1466
浮世絵の鑑賞基礎知識 / 小林忠, 大久保純一[著]. -- 至文堂, 1994.5.

3F開架新体系 721.8//KO12//0820

奇想の江戸挿絵 / 辻惟雄著. -- 集英社, 2008.4. -- (集英社新書 ; ヴィジュアル版
4F新書版
; 008V).

721.8//TS41//3525

浮世絵の歴史 : 美人絵・役者絵の世界 / 山口桂三郎著. -- 三一書房, 1995.1. 3F開架新体系 721.8//Y24//0220
911.147//Y86//9578
浮世繪擬百人一首 : 豊国・国芳・広重画 / 吉田幸一著. -- 古典文庫. -- (古典聚英
3F開架新体系
; 9).

大阪市立東洋陶磁美術館特別展 「浅川伯教・巧兄弟の心と眼－朝鮮時代の美－」

2011.4.9～7.24

朝鮮の土となった日本人 : 浅川巧の生涯 / 高崎宗司著. -- : [ハードカバー]. -- B3経済学部
草風館, 1982.7.289.1//T
750.221//A84//0390
朝鮮民芸論集 / 浅川巧著 ; 高崎宗司編. -- 岩波書店, 2003.7. -- (岩波文庫 ; 青N(38)-105-1,38-105-1).
4F文庫版

浅川巧全集 / 高崎宗司編. -- 草風館, 1996.11.

7F新体系

918.68//A84//3104

