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 T2019-259 
人、神、自然 : ザ・アール・サーニ・コレクションの名品が語る古代世界 : 特別展 / 東京国立博物
館, アール・サーニ・コレクション編. -- 東京国立博物館, c2019.

T2019-369 正倉院展 / 奈良国立博物館編 ; 令和元年(第71回). -- 奈良国立博物館, 2019.10.

T2019-342
侍 : もののふの美の系譜 : 特別展 = The exhibition of Samurai / 福岡市博物館編. -- 特別展
「侍 もののふの美の系譜」実行委員会, 2019.9.

T2019-375
美意識のトランジション (過渡期) : 十六から十七世紀にかけての東アジアの書画工芸 / 砂澤祐
子 [ほか] 編. -- 五島美術館, 2019.10. -- (五島美術館展覧会図録 ; 143).

T2019-385
菊池一族の戦いと信仰 : 日本遺産認定記念菊池川二千年の歴史 = Battle and faith of the 
Kikuchi clan / 熊本県立美術館編. -- 菊池川二千年の歴史展実行委員会, 2019.7.

T2019-341
美人画の時代 : 春信から歌麿、そして清方へ / 町田市立国際版画美術館編. -- 町田市立国際
版画美術館, 2019.10.

T2019-373 初顔見世の役者絵 : 令和元年度文化遺産調査浮世絵展. -- 足立区立郷土博物館, 2019.10.

T2019-380
剣精霊貫白虹 : 幕末美濃の剣豪と名刀 : 令和元年度特別展 / 岐阜県博物館編集. -- 岐阜県
博物館, 2019.7.

T2019-376 殿さまとやきもの : 尾張徳川家の名品 : 秋季特別展 / 徳川美術館編. -- 徳川美術館, 2019.9.

T2019-328 仁清金と銀 = NINSEI silver and Gold / [野々村仁清作] ; MOA美術館編集. -- 淡交社, 2019.11.

T2019-349
ハート形土偶大集合!! : 縄文のかたち・美、そして岡本太郎 : 開館40周年記念 / 群馬県立歴史
博物館編. -- 群馬県立歴史博物館, 2019.9. -- (群馬県立歴史博物館企画展 ; 第100回).

T2019-366
由義寺発見! : 国史跡指定記念 : 令和元年度特別展/ 八尾市立歴史民俗資料館指定管理者八
尾市文化財調査研究会編. -- 八尾市立歴史民俗資料館指定管理者八尾市文化財調査研究会, 
2019.10.

T2019-335
飛鳥 : 自然と人と / 西田紀子, 奈良文化財研究所飛鳥資料館編. -- 国立文化財機構奈良文化
財研究所飛鳥資料館, 2019.10. -- (飛鳥資料館図録 / 奈良国立文化財研究所飛鳥資料館 [編] 
; 第72冊).

T2019-386 即位礼と大嘗祭 : 天皇陛下御即位記念 / 皇學館大学編. -- 皇學館大学, 2019.10.

T2019-384 王手!将棋の日本史 : 特別展 / 徳島市立徳島城博物館編. -- 徳島市立徳島城博物館, 2019.10.

T2019-371
辰野金吾と日本銀行 : 日本近代建築のパイオニア : 辰野金吾没後100年特別展 / 関口かをり 
[ほか] 編. -- 日本銀行金融研究所貨幣博物館, 2019.9.

T2019-379
日本・オーストリア国交のはじまり : 写真家が見た明治初期日本の姿 : 日墺修好150周年記念 : 
港区立郷土歴史館特別展 / 港区立郷土歴史館編. -- 港区教育委員会, 2019.10.

T2019-364
18世紀ソウルの日常 : ユマンジュ日記の世界 / 東京都江戸東京博物館編集 ; 朴美姫, 松本圭
子, 若林晴子翻訳. -- 東京都江戸東京博物館, 2019.10.

T2019-340
古写真はわたしたちに何を伝えるのか? : 写された幕末・明治の北区の名所 : 北区飛鳥山秋期
企画展 / 北区飛鳥山博物館編. -- 東京都北区教育委員会, 2019.10.

T2019-347
ジョン・グールドの鳥類図譜 : 19世紀描かれた世界の鳥とその時代 = John Gould's folio bird 
books : illustrated birds of the world in the 19th century / 玉川大学教育博物館編. -- 玉川大学
教育博物館, 2019.10.

資料館　新着カタログ展示リスト　2019年12月受入分

資料館では、前月の新着カタログの一部を、新着カタログコーナーに１ヶ月間配架しています。
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