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請求番号 簡易表示書誌

008-86
実躬卿記 / [藤原実躬著] ; 前田育徳会尊経閣文庫編 ; 2. -- 八木書店古書出版部, 2019.11. -- 
(尊経閣善本影印集成 ; 68).

106-694
刀剣 刀装具 / 徳川美術館編. -- 新版. -- 徳川美術館, 1998.5. -- (新版・徳川美術館蔵品抄 / 徳
川美術館編 ; 3).

106-845
東京国立近代美術館所蔵品目録補遺 : 工芸・デザイン = Supplement for collection catalogue of 
the National Museum of Modern Art, Tokyo : crafts/design / 東京国立近代美術館 [編]. -- 東京
国立近代美術館, 2019.3.

109-66-23
公益財団法人和歌山県文化財センター設立30周年記念誌 : 1987-2017. -- 和歌山県文化財セン
ター, 2018.3.

109-712
奈良国立博物館文化財保存修理所修理報告書 / 奈良国立博物館編 ; 第1号. -- 奈良国立博物
館, 2019.6.

112-361
日本美術院彫刻等修理記録翻刻編 / 大手前大学史学研究所編. -- 大手前大学史学研究所, 
2019.3. -- (大手前大学史学研究所オープン・リサーチ・センター研究報告 ; 第18号 . 達身寺仏像
群調査報告書 ; 2).

112-422 論集日本の仮面 / 田邉三郎助著 ; 下巻. -- 中央公論美術出版, 2019.

131-563 復興熊本城 ; Vol.3. 天守復興編2 令和元年度上半期まで. -- 熊本市 : 熊本日日新聞社, 2019.10.

151-569
信州池田相道寺焼(あいどうじやき) : 古窯&新窯 / 北アルプス展望美術館(池田町立美術館)執筆. 
-- 北アルプス展望美術館(池田町立美術館), 2019.11.

155-80
重要刀剣等分類目録 / 日本美術刀剣保存協会編 ; 古刀の部 [2]. -- 日本美術刀剣保存協会, 
1989.9.

155-155
重要刀剣等図譜 / 日本美術刀剣保存協会編 ; 第16回, 第1輯. -- 日本美術刀剣保存協会, 
1968.5.

155-348
鐔・小道具画題事典 / 沼田鎌次著 ; : 新装版 : 上巻 : 日本・中国の故事編. -- 雄山閣出版, 
1998.7.

155-349 金工事典 / 若山泡沫著 ; 飯田一雄校訂. -- 刀剣春秋新聞社, 1999.5.

155-351 薩摩拵 / 調所一郎編著. -- 里文出版, 2003.6.

155-352 日本刀 : 日本の技と美と魂 / 小笠原信夫著. -- 文藝春秋, 2007.5. -- (文春新書 ; 571).

155-358 鉄と火と水と : 刀工宮入行平 / 宮入昭平[著] ; 宮入一門会編. -- 銀河書房, 1996.12.

156-55 金唐革 / 福島義郎, 福島粂子 [作] ; 福島粂子著. -- 求龍堂, 2003.3.

192-13 香木のきほん図鑑 : 種類と特徴がひと目でわかる / 山田英夫著. -- 世界文化社, 2019.10.

207-1984 考古学からみた北大キャンパスの5,000年 / 江田真毅, 小杉康編著. -- 中西出版, 2019.7.

資料館　新着図書展示リスト　2019年12月受入分

資料館では、前月の新着図書の一部を、新着図書コーナーに１ヶ月間配架しています。
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請求番号 簡易表示書誌

210-160
樂只堂年録 / [柳澤吉保著] ; 宮川葉子校訂 ; 第8. -- 八木書店古書出版部, 2019.2. -- (史料纂
集 ; 古記録編 [205]).

210-594 口語訳古事記 : 完全版 / 三浦佑之訳・注釈. -- 文藝春秋, 2002.6.

210-595 絵図に残された即位礼と大嘗祭. -- 生田神社, 2019.11.

281-513 明智光秀の生涯 / 諏訪勝則著. -- 吉川弘文館, 2019.12. -- (歴史文化ライブラリー ; 490).

281-514
佐治敬三“百面相"大阪が生んだ稀代の経営者 / 松永和浩著. -- 大阪大学出版会, 2019.10. -- 
(大阪大学総合学術博物館叢書 ; 17).

281-515 勝海舟 : 勝海舟記念館図録 / 大田区立勝海舟記念館編. -- 大田区立勝海舟記念館, 2019.9.

291-257
国営沖縄記念公園 海洋博公園 首里城公園 : 写真集 / 沖縄総合事務局国営沖縄記念公園事務
所編. -- 沖縄総合事務局国営沖縄記念公園事務所, 2000.3.

370-165 法律学の夜明けと法政大学 / 法政大学大学史資料委員会編. -- 法政大学出版局, 1993.3.

383-221
アイヌ衣服およびその文様に関する地域的比較研究 : 近世以降の北海道における樹皮衣・木綿
衣を中心に : 平成30年度博士論文 / 五関美里 [著]. -- [五関美里], [2019].

783-91
磧砂版大蔵経目録 : 杏雨書屋蔵 / 古泉圓順執筆 ; 武田科学振興財団杏雨書屋編集 ; 第7冊. -- 
武田科学振興財団, 2019.3.

785-159
戊戌開封法会 : 嵯峨天皇宸翰勅封般若心経一二〇〇年いけばな嵯峨御流創流一二〇〇年記念. 
-- [大本山大覚寺編集課], [2018].

788-305
園城寺の仏像 / 園城寺の仏像編纂委員会編 ; 第4巻. -- 思文閣出版, 2019.11. -- (天台寺門宗
教文化資料集成 ; 仏教美術・文化財編).

102-E439
Su-Mei Tse : nested = 謝素梅 : 安棲 / with texts by Doryun Chong … [et al.]. -- 2nd ed.. -- Yuz 
Museum Shanghai.

122-E133
ומלחמת הראשונה יפן-סין מלחמת בתקופת יפניים תעמולה הדפסי:  מלחמה רוחות  

2019, יפנית לאמנות טיקוטין מוזיאון. -- יפן-רוסיה .

151-E106
לאמנות טיקוטין מוזיאון. -- אירופה ומלכי השוגון עבור יפני פורצלן:  ולבן כחול  

2018, יפנית .

062-664
于彭 : 行者・天上・人間 = A wanderer between heaven and earth : Yu Peng and his life work / 余
思穎主編. -- 臺北市立美術館, 2019.5.

063-273 金沙玉器 / 成都文物考古研究所编. -- 科学出版社, 2006.5.

063-274
中華五千年文物集刊 / 呉哲夫總編輯 ; 錢伊平主編 ; 玉器篇(漢代). -- 中華五千年文物集刊編
輯委員會, 1991.7.

063-275
故宮玉噐選萃 = Masterworks of Chinese jade in the National Palace Museum / 故宮博物院編纂 ; 
[正輯]. -- 再版. -- 國立故宮博物院, 1973.6. -- (中華民國國立故宮博物院蔵品 / 國立故宮博物
院 [編]).

065-1139
二里头陶器集粹 / 中国社会科学院考古研究所编著. -- 中国社会科学出版社, 1995.5. -- (考古
学专刊 ; 乙种第30号).

065-1142
凌家滩文化研究 / 张敬国主编 ; 安徽省文物考古研究所编. -- 第1版. -- 文物出版社, 2006.9. -- 
(安徽省文物考古研究所专刊 ; 2).

065-1143 甲骨金文與古史研究 / 蔡运章著. -- 中州古籍出版社, 1993.12.

066-77
한글의 큰 스승 : 개관 5주년 기념 기획특별전 / 국립한글박물관 [편]. -- 국립한글박물관, 
2019.9.
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