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※「貸出」の所が×展となっている資料は「現在展示中」且つ、「貸出不可」のものです。

草間彌生
資料番号 請求記号 貸出 場所 資料区分 タイトル サブタイトル 著者

9110437195 732N/KU83K/ ○ 開架 和図書 草間弥生全版画集 1979?2004 草間弥生著

9110024687 T723N/KU83K/ ○ 開架 和図書 草間弥生Driving image 草間弥生作品・文

9110289735 T723N/KU83K/ ○ 開架 和図書 草間弥生ﾆｭｰﾖｰｸ/東京 In full bloom:Yayoi Kusama，years in Japan 草間弥生[作]

9110289726 T723N/KU83K/ ○ 開架 和図書 草間弥生ﾆｭｰﾖｰｸ/東京 Love forever:Yayoi Kusama，1958-1968 草間弥生[作]

9110170264 T723N/KU83K/ ○ 開架 和図書 草間弥生版画集 草間弥生著

9110326131 T723N/KU83K/ ○ 開架 和図書 無限の網 草間弥生自伝 草間弥生著

9110469770 T723N/KU83W/ ○ 開架 和図書 わたし大好き 草間弥生著

9110262689 723N/KU83U/ ○ 書庫 和図書 ｳｯﾄﾞｽﾄｯｸ陰茎斬り(ﾌｧﾛｽｶｯﾀｰ) 草間弥生著

9110419070 T723N/KU83T/2004 ×展 書庫 和図書 草間弥生 草間弥生[作]

9110430452 T723N/KU83M/2002 ×展 書庫 和図書 草間彌生 魂のおきどころ 松本市美術館編

9110401441 T723N/KU83O/1992 ×展 書庫 和図書 草間弥生 草間弥生[作]

9110419974 T723N/KU83M/2003 ×展 書庫 和図書 草間弥生展 Labyrinth?迷宮の彼方に 草間弥生[作]

9110184869 T723N/KU83S/1992 ×展 書庫 和図書 草間弥生展 はじける宇宙 草間弥生[作]

9110213960 T723N/KU83F/1994 ×展 書庫 和図書 草間弥生展 我ひとり逝く 草間弥生[作]

9110248901 T723N/KU83N/1994 ×展 書庫 和図書 草間弥生展 草間弥生[作]

9110120880 T723N/KU83F/1988 ×展 書庫 和図書 草間弥生展 魂を燃やす閃光 草間弥生[作]

9110136870 T723N/KU83F/1991 ×展 書庫 和図書 草間弥生展 天と地の間 草間弥生[作]

9110120754 T723N/KU83N/1991 ×展 書庫 和図書 草間弥生のｺﾗｰｼﾞｭ 1952-1983 草間弥生[画]

9110419464 T723N/KU83G/2004 ×展 書庫 和図書 ｸｻﾏﾄﾘｯｸｽ 草間弥生展 草間弥生[作]

9110418180 T723N/KU83M/2004 ×展 書庫 和図書 ｸｻﾏﾄﾘｯｸｽ 草間弥生[作]

9110430292 T723N/KU83K/2002 ×展 書庫 和図書 水玉の楽園 草間彌生展 草間彌生[画]

9120100693 T723N/KU83G/1993 ×展 書庫 洋図書 Giappone XLV Biennale di Venezia， 1993

9120077414 T723N/KU83L/1998 ×展 書庫 洋図書 Love forever Yayoi Kusama， 1958-1968 Lynn Zelevansky ... [et al.].

9120087493 T723N/KU83S/2000 ×展 書庫 洋図書 Yayoi Kusama

9120038953 T723N/KU83C/1989 ×展 書庫 洋図書 Yayoi Kusama a retrospective edited by Bhupendra Karia.

※「貸出」の所が○展となっている資料は「現在展示中」且つ、展示終了後「貸出可」のものです。



ヤン・ファーブル
9110316082 712F/F11Y/ ○展 開架 和図書 ﾔﾝ・ﾌｧｰﾌﾞﾙ ﾔﾝ・ﾌｧｰﾌﾞﾙ[作]

9110229568 702.359/F11Y/ ○展 開架 和図書 ﾔﾝ・ﾌｧｰﾌﾞﾙとの対話 ﾔﾝ・ﾌｧｰﾌﾞﾙ[著]

蔡国強
9110237784 712Ｆ/SA17U/ ○ 開架 和図書 宇宙中的長城 万里の長城を1万ﾒｰﾄﾙ延長するﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 蔡国強[作]

9120098307 719/C12F/ ○ 開架 洋図書 Cai Guo-Qiang Dana Friis-Hansen，他

9110377954 706.7/G99A/1994 ○ 書庫 和図書 ｷﾞｬﾗﾘｰAPA Cai Guo Quiang[ほか作]

未整理 ×展 書庫 和図書 蔡国強展 蔡国強[作]

9120091244 T719/C12F/2000 ×展 書庫 洋図書 Cai Guo-Qiang

9120112999 T719/C12M/2006 ×展 書庫 洋図書 Cai Guo-Qiang transparent monument.

ニブロール
9110440252 912.6/O38S/ ○ 開架 和図書 三月の5日間 岡田利規著

9110468558 772.1/P14S/ ○展 開架 和図書

平田オリザ
※脚本等は、912.6/Ｈ68・・・、770.4/Ｈ68・・・などにあります。全部で21冊ほどあります。お探しのものが見つからなかったらスタッフまで。。

※全て掲載されてはおりませんので、お探しのものがありましたら、いつでもお声かけてくださいませ。お探しします。

ﾊﾟﾌｫｰﾐﾝｸﾞｱｰﾂにみる日本人の文化力　　ｱｰﾃｨｽﾄ30人のﾛﾝｸﾞｲﾝﾀﾋﾞｭｰ集


