
日本の博物館

タイトル 著者名 出版者 出版年 バーコード

京都のちいさな美術館めぐりプレミアム 岡山拓／著 G.B. 2019 1111029391

全国作家記念館ガイド 作家記念館研究会／編 山川出版社 2019 1111023899

京都ミュージアム探訪 京都新聞出版センター／編集制作
京都市内博物館施設連絡
協議会

2019 1111024145

天井美術館 五十嵐太郎／[編]著 グラフィック社 2019 1111017214

汽笛一声 京都鉄道博物館／編 京都新聞出版センター 2018 1110899497

ビオストーリー　vol.29 生き物文化誌学会／[編] 誠文堂新光社 2018 1110599543

大人も楽しい博物館に行こう 昭文社 2018 1110889753

東京マニアック博物館 町田忍／監修 メイツ出版 2018 1110778923

カフェのある美術館 青い日記帳／監修 世界文化社 2018 1110948393

京都・大阪・神戸マニアック博物館 町田忍／監修 メイツ出版 2018 1111010409

死ぬまでに一度は訪ねたい東京の文学館 増山かおり／著 エクスナレッジ 2018 1110950282

国立科学博物館のひみつ　地球館探検編 成毛眞／著 ブックマン社 2017 1110714886

鉄道博物館読本 洋泉社編集部／編 洋泉社 2016 1110488077

企画展がなくても楽しめるすごい美術館 藤田令伊／著 ベストセラーズ 2016 1110821384

全国宇宙科学館ガイド
Space i<宇宙航空研究開発機構・日
本宇宙フォーラム>／監修

恒星社厚生閣 2016 1110482401

東京のちいさな美術館・博物館・文学館 増山かおり／著 エクスナレッジ 2016 1110495775

郵政博物館公式ガイドブック 通信文化協会／監修 日本郵趣出版 2015 1110519715

大阪・神戸の近代化遺産を訪ねて 國眼隆一とトイロ・ビジネス／編著 自然総研 2014 1110362942

マンガミュージアムへ行こう 伊藤 遊／著 岩波書店 2014 1108981356

学べる!遊べる!理系スポット案内 キョーハンブックス 2014 1110509468

東京アートガイド 美術手帖／編 美術出版社 2013 1110121322

全国文学館ガイド 全国文学館協議会／編 小学館 2013 1110101688

日本の美術館ベスト240完全案内 ぴあ 2012 1110066329

作家別あの名画に会える美術館ガイド
西洋絵画篇

千足 伸行／編著 講談社 2012 1110082995

美味しい美術館　[PART1] 飯田 郷介／著 求龍堂 2012 1110078746

なんて面白すぎる博物館 齋藤 海仁／著 講談社ビーシー 2012 1110073473

安藤忠雄の美術館・博物館へ。 マガジンハウス 2011 1108738608

KANSAI大学博物館ガイド 大坪 覚／著 Pヴァイン・ブックス 2011 1108730472

直島瀬戸内アートの楽園 福武 總一郎／ほか著 新潮社 2011 1108721976

京発見!ミュージアムへ行こう
京都市内博物館施設連絡
協議会

2011 1108771906

東京ミュージアムグッズ図鑑 TOKIMEKIパブリッシング 2010 1108662139

TOKYO大学博物館ガイド 大坪 覚／著 ブルース・インターアクションズ2009 1108855097

日本全国ユニーク個人文学館・記念館 新人物往来社／編 新人物往来社 2009 1108826510

水辺のミュージアム　vol.2 リバーフロント整備センター／[編] リバーフロント整備センター 2009 1107867572

日本民藝館へいこう 坂田 和實／著 新潮社 2008 1110933346

日本全国産業博物館めぐり 武田 竜弥／編著 PHP研究所 2008 1108550219

日本縦断個性派美術館への旅 なかやま あきこ／写真・文 小学館 2008 1108550441

沖縄の博物館ガイド 沖縄県博物館協会／編 編集工房東洋企画 2008 1108461763

実業美術館 赤瀬川 原平／著 文藝春秋 2007 1108530005

日本全国おもしろユニーク博物館・記念館 新人物往来社／編 新人物往来社 2006 1108389717

日本全国いちおしユニーク美術館・文学館 新人物往来社／編 新人物往来社 2006 1108321843

京都ミュージアムワンダーランド 光村推古書院 2005 1108088483

個人美術館へようこそ！ 石川 健次／著 アートヴィレッジ 2005 1108304237

日本のミュージアム こどもくらぶ／編 同友館 2005 1108089622
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博物館へ行こう



訪ねてみよう戦争を学ぶミュージアム メモ
リアル

〈記憶と表現〉研究会／著 岩波書店 2005 1108277284

こんなに面白い東京国立博物館 新潮社／編 新潮社 2005 1108274356

京都・奈良 大阪・神戸小さな美術館・博物
館

成美堂出版編集部／編集 成美堂出版 2003 1108135946

兵庫の博物館ガイド 創元社 2002 1106973322

メルヘンに出会える 日本児童文芸家協会／編 KTC中央出版 2002 1108193143

おススメ博物館 小泉 成史／著 文芸春秋 2002 1106965450

大阪の博物館・美術館 大阪21世紀協会文化部／編集 大阪21世紀協会文化部 2002 1107017533

関西の美術館めぐり 藤 慶之／著 京都新聞社 2001 1105920407

ミュージアムショップに行こう！ 山下 治子／著 ミュゼ 2000 1106934241

親子で遊ぼう！！おもしろ博物館 日地出版 1999 1101933438

淡海の博物館 滋賀県博物館協議会／編 滋賀県博物館協議会 1999 1106977950

ミュージアムと出会う 富永 茂樹／著 淡交社 1998 1106156076

旅先で寄る奇想博物館 『サライ』編集部／編 小学館 1996 1106159070

ぴあ日本の美術館 ぴあ 1995 1100753290

世界の博物館

タイトル 著者名 出版者 出版年 バーコード

世界の美しい博物館 パイインターナショナル／編著 パイインターナショナル 2018 1110947460

美しい世界の傑作ミュージアム MdN編集部／編
エムディエヌコーポレーショ
ン

2017 1110750922

建築がすごい世界の美術館 パイインターナショナル 2015 1110418413
世界のデザインミュージアム 暮沢 剛巳／著 大和書房 2014 1110376231
路上のミュージアム 宮崎 朋菜／著 群像社 2013 1110314935
ぶらりあるきシンガポールの博物館 中村 浩／著 芙蓉書房出版 2013 1110127295
韓国国立中央博物館の至宝 呉 明淑／著 山川出版社 2012 1110000906
楽しいロンドンの美術館めぐり 出口 保夫／著 講談社 2007 1108519263
北米の小さな博物館 北米エスニシティ研究会／編 彩流社 2006 1108502012
世界の博物館謎の収集 井出 洋一郎／監修 青春出版社 2005 1108081595
ロンドンの小さな博物館 清水 晶子／著 集英社 2003 1108026145
とってもドイツ博物館めぐり 小前 ひろみ／文・写真・イラスト 東京書籍 2000 1105946865
世界の平和博物館 西田勝・平和研究室／編 日本図書センター 1995 1100005881
美術館へ行こう 長谷川 智恵子／著 求竜堂 1993 1100254182

博物館の可能性

タイトル 著者名 出版者 出版年 バーコード

挑戦する博物館 小川義和／編著 ジダイ社 2018 1110931746
まちとミュージアムが織りなす文化 高階秀爾／編 現代企画室 2017 1110877063
変貌するミュージアムコミュニケーション 光岡寿郎／著 せりか書房 2017 1110851670
みんなのミュージアム 塚原正彦／著 日本地域社会研究所 2016 1110476858
触発するミュージアム 中小路久美代／編著 あいり出版 2016 1110473483
見る目が変わる博物館の楽しみ方 矢野興一／[ほか]編著 ベレ出版 2016 1110497029
博物館の未来をさぐる 神奈川県博物館協会／編 東京堂出版 2015 1110438767
ミュージアムが社会を変える 福原 義春／編 現代企画室 2015 1110510318
知覚を刺激するミュージアム 平井 康之／著 学芸出版社 2014 1110369244
地域を変えるミュージアム 玉村 雅敏／編著 英治出版 2013 1110302351
ポピュラー文化ミュージアム 石田 佐恵子／編著 ミネルヴァ書房 2013 1110300942
地域に生きるミュージアム 福原 義春／編 現代企画室 2013 1110139159
さわって楽しむ博物館 広瀬 浩二郎／編著 青弓社 2012 1110027222
博物館これから 佐々木 正峰／著 雄山閣 2009 1108587237
博物館への挑戦 日高 真吾／編集 三好企画 2008 1108810373
地域の文化資本 東北産業活性化センター／編 日本地域社会研究所 2007 1108427509
美術館の可能性 並木 誠士／著 学芸出版社 2006 1108507847
放課後博物館へようこそ 浜口 哲一／著 地人書館 2000 1106275314
ハンズ・オンとこれからの博物館 ティム・コールトン／著 東海大学出版会 2000 1106264862
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http://www.library.pref.kyoto.jp/


