特別展「3.11大津波と文化財の再生」 関連図書
東京国立博物館 情報資料室
展覧会会期: 2015年1月14日-3月15日
資料館所蔵の図書・雑誌から選んで関連図書コーナーを設けています（1月14日-3月27日）

請求番号

簡易表示書誌
図書

000-261

東京国立博物館図版目録 / 東京国立博物館編 ; 縄文遺物篇(骨角器). -- 東京国立博物
館, 2003.3.

006-492

被災地の博物館に聞く : 東日本大震災と歴史・文化資料 / 国立歴史民俗博物館編. -- 吉
川弘文館, 2012.3.

109-329

災害から文化財をまもる / 文化財保存修復学会編. -- クバプロ, 2012.6. -- (文化財の保
存と修復 / 文化財保存修復学会編 ; 14).

109-443

文化財の防災計画 : 有形文化財・博物館等資料の災害防止対策 / 半澤重信著. -- 朝倉
書店, 1997.7.

109-465

ブルーシールドと文化財緊急活動 : 国内委員会の役割と必要性. -- 文化遺産国際協力コ
ンソーシアム, 2014.3. -- (文化遺産国際協力コンソーシアム研究会報告書 / 文化遺産国
際協力コンソーシアム編 ; 第11回).

109-477

東東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援委員会 : 活動報告書 ; 平成23年度. -- 東北
地方太平洋沖地震被災文化財等救援委員会事務局, 2012.10.

109-477

東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援委員会 : 活動報告書 ; 平成24年度. -- 東北地
方太平洋沖地震被災文化財等救援委員会事務局, 2013.5.

109-508

語ろう!文化財レスキュー被災文化財等救援委員会公開討論会報告書. -- 東北地方太平
洋沖地震被災文化財等救援委員会事務局, 2013.6.

109-22-A3

陸前高田市の指定文化財 / 陸前高田市教育委員会編. -- 陸前高田市教育委員会,
1998.3.

S22-0166

大船渡市・陸前高田市・住田町・三陸町・千厩町・大東町・藤沢町・東山町・室根村・川崎村.
-- 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター, [1986.3]. -- (考古遺物資料集 / 岩手県文
化振興事業団埋蔵文化財センター[編] ; 第6集(昭和60年度)).

S22-0332

中沢浜貝塚発掘調査概報 / 陸前高田市教育委員会編 ; 4. -- 陸前高田市教育委員会,
1988.3. -- (陸前高田市文化財調査報告 ; 第12集).

S22-0334

門前貝塚発掘調査概報 : 県道広田半島線の改修に伴う緊急発掘. -- 陸前高田市教育委
員会, 1991.3. -- (陸前高田市文化財調査報告 ; 第15集).

S22-0580

史跡中沢浜貝塚 / 陸前高田市教育委員会編 ; '93. -- 陸前高田市教育委員会, 1994.3. -(陸前高田市文化財調査報告 ; 第17集).

S22-0857

中沢浜貝塚 / 陸前高田市教育委員会編 ; 1997. -- 陸前高田市教育委員会, 1999.3. -(陸前高田市文化財調査報告 ; 第20集 . 陸前高田市内遺跡発掘調査報告書||リクゼン タカ
タ シナイ イセキ ハックツ チョウサ ホウコクショ ; 1).

S22-0859

中沢浜貝塚 / 陸前高田市教育委員会編 ; [1998]. -- 陸前高田市教育委員会, 2000.3. -(陸前高田市文化財調査報告 ; 第22集 . 陸前高田市内遺跡発掘調査報告書||リクゼン タカ
タ シナイ イセキ ハックツ チョウサ ホウコクショ ; [2]).

S22-1321

獺沢貝塚 : 陸前高田市内遺跡発掘調査報告書 / 陸前高田市教育委員会編. -- 陸前高田
市教育委員会, 2007.3. -- (陸前高田市文化財調査報告 ; 第27集).
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請求番号

簡易表示書誌
展覧会カタログ

T2010-008

骨角器 : 人と動物たちとのかかわり = Ancient links between humans and animals : bone
and antler implements / 東京国立博物館編. -- 東京国立博物館, 2010.3.

東日本大震災と気仙沼の生活文化 : 図録と活動報告 : 第4展示室特集展示--人間文化研
T2013-096 究機構連携展示 / 人間文化研究機構国立歴史民俗博物館編集. -- 人間文化研究機構国
立歴史民俗博物館, c2013.
T2013-103

救出された絵画たち : 陸前高田市立博物館コレクションから : 平成24年度常設展第4期特
集展示 / 根本亮子, 盛本直美編. -- 岩手県立美術館, 2013.2.

T2013-375

神さま仏さまの復興 : 被災文化財の修復と継承 : 東日本大震災復興祈念特別展 / 東北歴
史博物館編. -- 東北歴史博物館, 2013.11.

雑誌
005-21-7

特集 東日本大震災における博物館の対応 （博物館研究 ; 519号. 日本博物館協会
2011.09）

005-176

津波で被災した陸前高田市立博物館の植物標本200点の修復作業およびその目録 / 川上
新一 , 鈴木 曉著. （山形県立博物館研究報告 ; 30号. 山形県立博物館 2012.03）

005-344

陸前高田市立博物館所蔵被災蕨手刀の金属考古学的解析 / 赤沼 英男 , 熊谷 賢著. （岩
手県立博物館研究報告 ; 30号. 岩手県立博物館 2013.03）

105-148

特集 東日本大震災から一年を経過して （月刊文化財 ; 583号. 第一法規出版 2012.04）

105-148

特集 東日本大震災からの復興 （月刊文化財 ; 602号. 第一法規出版 2013.11）

205-184-1

特集 文化財レスキュー 積み上げた歴史残そう （文化財発掘出土情報 ; 360号. ジャパン通
信情報センター 2011.06）

205-184-1

特集 被災文化財保護へ （文化財発掘出土情報 ; 361号. ジャパン通信情報センター
2011.07）

205-184-1

特集 被災文化財保全へ苦闘 （文化財発掘出土情報 ; 361号. ジャパン通信情報センター
2011.07）

205-184-1

特集 続 被災文化財を救え 上・下 （文化財発掘出土情報 ; 371号. ジャパン通信情報セン
ター 2012.05）

東京国立博物館 資料館
開館時間

9:30 - 17:00

図書請求・コピー受付時間

9:30 - 16:00

休館日 土曜日・日曜日・休祝日
毎月の末日（末日が土曜日・日曜日・休祝日にあたる場合はその前日）・年末年始
資料館利用案内

http://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=138

蔵書検索

http://webopac.tnm.jp/

このリストは本館インフォメーションにご用意しております。
また、展覧会のホームページからもご覧いただけます。
ここに掲載した図書・雑誌は関連図書コーナー終了後も資料館でご覧いただけます。
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