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　　東京国立博物館刊行物

000-242 国立博物館ニュース縮刷版 東京国立博物館 ○ 1- 昭和45年-
000-B64-1 東京国立博物館ニュース 東京国立博物館 ○

005-116 国立博物館新収品目録* 国立博物館 ○
昭和23-25
年度

昭和24年-27年

005-116 新収品目録* 東京国立博物館 ○ 昭和26年 昭和28年

005-116-1
東京国立博物館年報　新収
品目録*

東京国立博物館 ○
昭和27-33
年度

昭和28年-34年

005-116-2
東京国立博物館新収品目
録・年報*

東京国立博物館 ○
昭和34-35
年度

昭和36年

005-116-3 東京国立博物館年報* 東京国立博物館 ○
昭和36-平
成9年度

昭和37年-平成11年

005-947 国立博物館年報* 国立博物館 ○
平成13-18
年度

平成15年-19年

005-1062 国立文化財機構年報 国立文化財機構 ○
平成19年
度-

平成21年-

105-195 MUSEUM 東京国立博物館 ○ ○ 1- 昭和26年-
105-184 東京国立博物館紀要 東京国立博物館 ○ 1- 昭和41年-
　　総記

005-12 東方学報 東方文化学院京都研究 △ 15/2- 昭和21年-
005-21-７ 博物館研究　（一部は複製） 日本博物館協会 ○ ○ 1- 昭和3年-
005-23 書陵部紀要 宮内庁書陵部 ○ 1- 昭和26年-
005-25 東洋文化研究所紀要 東京大学東洋文化研究 ○ 2- 昭和26年-
005-188 学叢 京都国立博物館 ○ ○ 1- 昭和54年-
005-197 正倉院年報* 宮内庁正倉院事務所 ○ 1-18 昭和54年-平成8年
005-197-1 正倉院紀要 宮内庁正倉院事務所 ○ 19- 平成9年-
005-274 奈良文化財研究所年報* 奈良文化財研究所 ○ 2000 平成12年
005-274-1 奈良文化財研究所紀要 奈良文化財研究所 ○ 2001- 平成13年-
005-284 文化庁月報* 文化庁 △ 68-510 昭和49年-平成23
005-459 国会図書館館報 国立国会図書館 ○ 昭和63年-
005-494 日本研究 国際日本文化研究センター ○ 1- 平成元年-
005-498 東京国立近代美術館研究紀要 東京国立近代美術館 ○ 1- 昭和67年-
005-1029 東風西声 九州国立博物館 ○ ○ 1- 平成17年-

　　美術

105-2 国華 国華社 ○
105-46 史迹と美術 史迹・美術同攷会 ○ ○ 2- 昭和5年-
105-102 大和文華 大和文華館 ○ ○ 1- 昭和26年-
105-117 三彩* 日本美術出版 ○ 10-546 昭和22年-平成5年
105-120-1 BT : 美術手帖 美術出版社 〇
105-121 日本美術工芸* 日本美術工芸社 ○ 124-699 昭和24年-平成8年
105-133 陶説 日本陶磁協会 ○ ○ 1- 昭和28年-
105-135 民藝 東京民藝協会 ○
105-137 刀剣美術 日本美術刀剣保存協会 ○
105-138 仏教芸術 仏教芸術学会 ○ ○ 1- 昭和23年-
105-139 芸術新潮 新潮社 ○

105-143 美術研究
帝国美術院附属美術研
究所

○ ○ 1- 昭和7年-

105-148 月刊文化財 文化財保護委員会監修 ○ ○ 1- 昭和38年-
105-150 美術史 美術史学会 ○ ○ 1- 昭和25年-
105-151 浮世絵芸術 日本浮世絵協会 ○ ○ 1- 昭和37年-
105-214 日本の美術* <別置> 至文堂 ○ 1-545 昭和41年-平成23年
105-244 画説 （複製) 東京美術研究所 ○ 1-72 昭和12年-17年
105-244-1 美術史学 （複製) 東京美術研究所 ○ 73-90 昭和17年-19年
105-259 目の眼 里文出版 ○
105-271 東洋陶磁 東洋陶磁学会 ○ 1- 昭和48年-
105-272 美学 美学会 ○ 1-120 昭和25年-53年
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105-299 漆工史 漆工史学会 ○ 1- 昭和53年-
105-368 DOME* 日本文教出版 ○ 1-84 平成4年-18年
105-426 近代画説 明治美術学会 ○ 1- 平成4年-
105-606 出光美術館研究紀要 出光美術館 ○ 1- 平成7年-
105-653 美術フォーラム 21 醍醐書房 ○ ○ 1- 平成11年-
105-665 鹿園雑集 奈良国立博物館 ○ ○ 1- 平成11年-
105-684 大日本美術新報 （複製） 鴻盟社 ○ 1-50 明治16年-20年
105-685 臥遊席珎 （複製） 白受社 ○ 1-5 明治13年
105-686 東洋絵画叢誌 （複製） 東洋絵画会叢誌部 ○ 1-16 明治17年-19年
105-687 美術評論 （複製） 画報社 ○ 1-25 明治30年-33年
105-688 龍池会報告（複製） 龍池会 ○ 1-31 明治18年-20年
105-689 明治美術会報告（複製） 明治美術会 ○ 1-20 明治22年-26年
105-690 美術園（複製） 天秀社 ○ 1-19 明治22年-23年
105-736 密教図像 密教図像学会 ○ 1- 昭和57年-
105-748 美術週報 （複製） 美術週報社 ○ 1-139 大正2年-6年
105-749 美術旬報 （複製） 七面社 ○ 140-192 大正6年-8年
105-750 美術月報 （複製） 美術月報社 ○ 193-240 大正8年-12年
105-751 国民美術 （複製） 国民美術協会 ○ 241-262 ; 3 大正2年-15年
105-865 鹿島美術財団研究報告* 鹿島美術財団 ○ 4 平成4年
105-865-1 鹿島美術研究 鹿島美術財団 ○ 5-7;1996- 平成8年-
　　歴史・考古・民俗等

205-3 東洋史研究 東洋史研究会 ○ ○ 2- 昭和11年-
205-69 考古学会雑誌 （複製) 考古学会 ○ 1-3 明治29年-33年
205-69-1 考古 （複製) 考古学会事務局 ○ 1 明治33年
205-69-2 考古界 （複製) 考古学会 ○ 1-8 明治34年-43年
205-69-3 考古学雑誌 （複製) 考古学会 ○ 1-60 明治43年-昭和50年
205-21 考古学雑誌 日本考古学会 ○ ○ 61- 昭和50年-
205-41-1 史學雜誌 史学会 ○ △ 56- 昭和20年-
005-42 朝鮮学報 朝鮮学会 △ 70- 1974年-
205-46 東方学 東方学会 ○ ○ 1- 昭和26年-
205-47 日本歴史 日本歴史学会 ○ ○ 10- 昭和23年-
205-78 オリエント 日本オリエント学界 ○
205-92 古代学研究 学生考古学研究会 ○ ○ 1- 昭和24年-

205-124 古代研究*
元興寺仏教民俗資料研
究所

○ 1-30 昭和48年-62年

205-136 古代文化 日本古代文化学会 ○ ○ 5- 昭和35年-
205-146 月刊考古学ジャーナル ニュー･サイエンス社 ○ ○ 1- 昭和41年-
205-183 国立歴史民俗博物館研究報告 国立歴史民俗博物館 ○ ○ 1- 昭和57年-
205-184 月刊文化財発掘出土情報* ジャパン通信社 ○ 1-214 昭和58年-平成12年
205-184-1 文化財発掘出土情報 ジャパン通信情報センター ○ ○ 215- 平成12年-
205-221 日本考古学年報 日本考古学協会 ○ 1- 昭和23年-
205-680 週刊朝日百科. 日本の歴史* 朝日新聞社 ○ 1-120 平成14年-16年
305-2-3 文化人類学 日本文化人類学会 ○ ○ 69- 平成16年-
305-32 国立民族学博物館研究報告 国立民族学博物館 ○
405-10 保存科学 東京国立文化財研究所 ○ 1- 昭和39年-
705-6 南都仏教 南都仏教研究会 ○ 1- 昭和29年-
　　中国・韓国語雑誌

043-24-1 文物 文物出版社 ○ △ 452- 1994年-
043-25-1 考古 考古雑誌社 ○ △ 316- 1994年-
043-28 考古学報 考古雑誌社 ○
043-29 故宮博物院院刊 故宮博物院 ○
043-50 故宮文物月刊 国立故宮博物院 ○
043-55 美術資料 国立中央博物館 ○
043-63-1 美術史学研究 韓国美術史学会 ○
　　洋雑誌

Y0085 Orientations
 Orientations Magazine
Ltd．

○
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