５ 調査研究 ･ 収集
（１） 美術工芸資料等購入事業
平成２
７年度

なし

平成２
８年度

なし

（２） 寄贈資料
７年度
平成２
・張手

２点

・森春濤「七言絶句」１点、森春濤「七言絶句

高山竹枝」１点、森春濤「七言絶句」１枚（未表装）
、森槐南「七言律詩」

１点、森槐南「詩稿」３点
・鈴鎌毛織資料のうち集団就職関係資料 ２
７点
・ミス織物審査風景写真４点、ミス ･ 準ミス織物入選者写真３点、ミス・準ミス織物パレード風景写真６点、準ミス織物当選
表彰状１点
・村上尭紅「源氏物語の歌」折帖１点
・旧大尉所蔵

部隊行動略図１点、香港島上陸作戦攻略線（歩兵第２
２
８連隊木村部隊足立隊戦闘経過要図）１点、アンボン島

戦略戦（歩兵第２
２
８連隊五中隊足立隊

戦闘経過略図）１点、ガダルカナル島戦略戦図１点

・海軍省教育局「趣味ノ暗号」１冊、昭和二年度練習艦隊司令部編「実用英語文例」１冊、絵入愛国百人一首１点
・北方村青年団々旗（本郷分団） 一式
・浄土宗勤行式版木（北田院版） ５点
・馬見塚遺跡出土遺物（コンテナ大・小
・火鉢（昭和十年国勢調査記念
・森春涛短冊

計２箱）

千秋村） 一対

一葉、佐藤一英自筆原稿「英遠の浦に」
「つるぎとともに」
「その太刀や」３点、我妻碧宇書簡１点、高木市之

助ハガキ（一宮市役所教育委員会一宮万葉大学係宛）１点、荻須高徳自筆サイン１点
・火鉢（昭和１
０年度国勢調査記念
・白装束

冬物

千秋村） 一対

男女各一式、着物

８着、はかま

２着、襦袢

１着、綿入

１着

・漢籍９冊（論語４冊、孟子４冊（天保１
１年版）、中庸１冊）
・番手測定器（木製）１台
・和傘

１本

・一宮耕地整理組合確定図及各筆調書

昭和１
５年

２部

・上皿手動棹秤（SHIRAI SEIKO 製）１台、上皿手動棹秤（MURAKAMI 製）１台、上皿手動棹秤（Shirai Seiko 製）１台、
携帯用棹秤

１点、そろばん（裏に丸「は」の刻印あり）
、服部服装品店経営、ペンとペン立て

※体験用として
・いずみ（一宮市丹陽町九日市場で使用） １点
・真空管 ３
５本
・浴衣（昭和３
８年頃、七夕まつりの盆踊りにて、今伊勢婦人会が揃いで着用。
）
・南朝遺裔適否照査之請願書

１冊

・江崎梅渓収集書跡等 １
８
１点ほか
・森槐南

七言絶句二種（軸装） １点

・土田麦僊「野村一志あて書簡」
（大正３年４月１
６日付、額装） １点

−５６−

１式、分度器

１点

平成２
８年度
・山茶碗

皿

・山茶碗片

１点
１点、灰釉陶器片

１点（ともに大平遺跡近接地出土）

・佐藤一英（１
８
９
９〜１
９
７
９）愛用の書籍等

一式 （ 『萬葉集大成』２
２冊（１〜２
２巻）
、「萬葉集大成月報」１
４部（３〜５、

９、１
０、１
３〜２
０、２
２）、
『萬葉集古義』１
２冊（１〜１
２巻）
、
『萬葉集總釋』第五、
『日本国民文学全集２ 万葉集』
、
『少年少
女日本名作物語全集２ 万葉物語』（佐藤一英訳著）
、織都一宮市産業案内図（昭和３
３年１
０月発行）
）
・刀剣（太刀） 銘
・山茶碗

椀

・永坂石 
作

兼音

長さ弐尺弐寸参分四厘（拵え付） １点

１点
書画軸「萬物静観皆自得四時佳興与人同」
（１
９
１
９年）

１点

・日本画１
０点（山口華楊「立葵」８号、森田曠平「洛北おとめ」６号、森田曠平、
「泰西美人」１
０×１
０ｃｍ、吉田善彦「柿
若葉の頃」１
０号、吉田善彦「戒壇院路」８号、上村淳之「紅ヒワ」１
０号、上村松篁「駒どり」６号、福井爽人「山椒薔薇」
４号、福井爽人「黄昏」１
２号、社本我泉「万里長城」１
０号）
・トンビ（マント） 昭和２
０〜５
０年頃
・手作りの綿入れ着物
物

昭和４
０年頃

昭和３
９年頃

１点、襟巻

１点

１点、真綿の帽子

１点、ねんねこはんてん

よそいき

昭和３
９年頃

１点、白毛糸ケープ

昭和３
９年頃

昭和３
９年頃

１点、ねんねこはんてん

普段着

１点、赤の着
昭和３
９年頃

１点
・トップ

メリノ６
０s

１点、梳毛糸

２点

（３） 寄託資料
７年度
平成２

なし

平成２
８年度

なし

（４） 収蔵品

修復・修繕

平成２
７年度
No.

作家名

作品名

サイズ cm

1

大澤鉦一郎

リンゴと柿

21.8 × 27.1

既存額の加工（塗り直し、仕上げ直し、アク
リル、裏板、箱袋一式）

2

横井

礼以

安藤秋三郎氏肖像

40.0 × 31.0

既存額の加工（清掃、アクリル、裏面加工、
ヒートン、紐、箱袋一式）

3

横井

礼以

安藤夫人肖像

40.5 × 31.0

既存額の加工（清掃、アクリル、裏面加工、
ヒートン、紐、箱袋一式）

4

森

馨之助

若き日の父

21.0 × 16.0

新規額装

5

森

馨之助

K 子像

26.2 × 16.0

新規額装

6

藤井外喜雄

ニューヨーク

6F

新規額装

7

藤井外喜雄

犬を連れる少女

6F

新規額装

8

藤井外喜雄

ベンチに座る女

6F

新規額装

9

藤井外喜雄

孫娘の晴れの日

10F

新規額装

10

藤井外喜雄

セーヌ川より望む

10F

新規額装

11

藤井外喜雄

袋田の滝

10F

新規額装

−５７−

内容

12

藤井外喜雄

出雲大社

10F

新規額装

13

藤井外喜雄

水上スキー場

10F

新規額装

14

藤井外喜雄

ダム

10F

木枠張り込み、新規額装

15

藤井外喜雄

草原

8F

木枠張り込み、新規額装

16

藤井外喜雄

子供二人

6F

木枠張り込み、新規額装

17

藤井外喜雄

ピアノ弾く恩案

4F

木枠張り込み、新規額装

18

藤井外喜雄

永薫（子ども）

4F

木枠張り込み、新規額装

19

佐 分

眞

婦人像（青い服）

22.6 × 15.6

新規額装

20

佐 分

眞

裸婦

45.2 × 37.5

既存額の加工

21

佐 分

眞

婦人像（黄色い服）

45.3 × 37.6

既存額の加工

22

佐 分

眞

風景（パリ近郊）

37.8 × 45.5

新規額装

23

佐 分

眞

花（ばら）

33.0 × 23.5

既存額の加工

24

佐 分

眞

フランス冬景色

27.0 × 24.0

既存額の加工

25

佐 分

眞

サイゴンの子供

26.7 × 21.0

既存額の加工

26

半切（545 × 424） 汎用額縁作成 11 点

平成２
８年度
No.

作家名

作品名（材質）

サイズ cm

内容

1

八木

茂雄

横たわる女

45.5 × 53.2

新規額装（UV カットアクリル付き）
、
作品修復

2

八木

茂雄

尾鷲湾

33.3 × 24.0

既存額修繕、作品修復

3

八木

茂雄

十和田湖

38.0 × 45.7

既存額修繕、作品修復

4

八木

茂雄

印度更紗と裸婦

72.7 × 50.0

新規額装（UV カットアクリル付き）

5

八木

茂雄

腰かける女

53.0 × 45.5

新規額装（UV カットアクリル付き）

6

八木

茂雄

白い開門

45.5 × 53.3

既存額修繕

7

八木

茂雄

石灰工場

45.5 × 53.3

既存額修繕

8

八木

茂雄

海辺の工場（板）

24.3 × 33.2

既存額修繕

9

八木

茂雄

波切灯台

38.3 × 45.5

既存額修繕

10

八木

茂雄

飛騨の里（ボード）

32.0 × 40.8

既存額修繕

11

八木

茂雄

若狭船小屋

45.5 × 38.0

既存額修繕

−５８−

（５） 受贈図書等
０音順とした）
都道府県の配列順（寄贈者の配列は都道府県の中の５
０
１北海道 ０
２青森県 ０
３岩手県 ０
４宮城県 ０
５秋田県 ０
６山形県
１
１埼玉県

１
２千葉県

１
３東京都

１
４神奈川県

２
１岐阜県

２
２静岡県

２
３愛知県

２
４三重県

３
１鳥取県

３
２島根県

３
３岡山県

３
４広島県

３
５山口県

４
１佐賀県

４
２長崎県

４
３熊本県

４
４大分県

４
７沖縄県

No. 受入先
01 北海道埋蔵文化財センター
北海道立北方民族博物館
アイヌ文化振興研究推進機構
根室市歴史と自然の資料館
小樽市総合博物館
苫小牧市美術博物館
02 棟方志功記念館
03 岩手県立博物館
大船渡市教育委員会

北上市教育委員会
04 仙台市博物館
仙台市歴史民俗資料館

05 秋田県立博物館
07 会津若松市教育委員会
福島県文化財センター
福島市教育委員会
福島県文化財センター白河館
08 日立市郷土博物館
鹿嶋市文化スポーツ振興事業団
小美玉市玉里史料館
09 栃木県立文書館
10 伊勢崎市教育委員会

群馬県埋蔵文化財調査事業団
群馬県立歴史博物館
前橋市教育委員会

１
５新潟県
２
５滋賀県

１
６富山県
２
６京都府
３
６徳島県

０
７福島県
１
７石川県
２
７大阪府
３
７香川県

０
８茨城県
１
８福井県
２
８兵庫県
３
８愛媛県

０
９栃木県
１
９山梨県
２
９奈良県
３
９高知県

１
０群馬県
２
０長野県
３
０和歌山県
４
０福岡県

書名
調査年報 28,29
「森と川の精霊とともに〜ロシア・アムール地方のアート＆クラフト」 資料目録 11
民族資料目録 5 研究紀要第 24,25 号 年報平成 26,27 年度 たより No.96 〜 102
アイヌ工芸品展「木と生きる〜アイヌのくらしと木の造形」 助成事業案内 平成 28,29
年度版 イカラカラ−アイヌ刺繍の世界
紀要第 27 号 ,28 号 「くるまいし」No.30・31
紀要第 29 号
紀要第 1,2 号 館報第 11 号 年報第 1,2 号 ニューズレター No.3
40 年のあゆみ
たより No.145 〜 152
宮野貝塚平成 23 〜 25 年度緊急発掘調査報告書 冶沢遺跡平成 24 年度緊急発掘調査報
告書 船造遺跡中村遺跡平成 24,25 年度緊急発掘調査報告書 中井貝塚平成 22 年度緊
急発掘調査報告書 田代遺跡平成 21 年度緊急発掘調査報告書 小出館遺跡平成 25 年
度緊急発掘調査報告書 大洞貝塚長洞遺跡平成 27 年度緊急発掘調査報告書
埋蔵文化財調査報告書第 6 集 ,114 〜 123 集 紀要第 5 号 年報 2013,2014 年度
「仙台市史編さん事業報告−仙台市制百周年記念事業」
「いっきに見る仙台市史」 年
報 42，43 号
特別展「仙台のまちと近代交」
「仙台・昔と今のくらし」 企画展「学都仙台と杜の都
−仙台文化を訪ねて」
「仙台の祭りと年中行事」 調査報告書第 33,34 集 年報 2015,2016
資料集第 13,14 冊 たより No.47・48
年報平成 27,28 年度 ニュース No.160 〜 163
文化財調査報告書第 139,141 〜 144,146 〜 148
「まほろん通信」vol.55・56
埋蔵文化財報告書第 223 〜 231 集 史跡・宮畑遺跡環境整備事業報告書
企画展「縄文土器の年代−その古さを読み解く」
特別展「増田聡子展−色彩と形象の交響詩」 紀要 9,10 「市民と博物館」第 111 〜 113・
115 〜 117 号
鹿嶋市の文化財第 153 〜 157 集
史料館報 vol.8
研究紀要第 19,20 号 たより第 57・58 号
埋蔵文化財展「古墳発掘」 下触鷹巣遺跡 4 事務所及び倉庫建設に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書 南原遺跡〜分譲地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 建売分譲地
造成に伴う埋蔵文化財調査報告書南原遺跡１
１ 安堀町西太田遺跡 4 小規模多機能居宅
介護施設及び住宅型有料老人ホーム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 文化財調
査報告書群馬県伊勢崎市今泉町二丁目大谷戸遺跡−分譲住宅造成に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書 天人前Ⅱ遺跡−建売分譲地造成に伴う埋蔵文化財調査報告書 文化財
調査報告書群馬県伊勢崎市下触（赤堀地区）所在石山南古墳群−多数の人物埴輪を出
土した大型円墳と集楽墳の調査 文化財調査報告書第 111,114,116 〜 119 集
研究紀要 34,35
群馬県立歴史博物館紀要第 36,37 号
元総社蒼海遺跡群 (56)・(61) 〜（65)・(72)・(73)・（81）〜（85）・
（88）〜（91)・（95)
〜（98）・(100) 〜 (103)・(117)・
（118)・(120)・
（121) 元総社中学校遺跡 元総社蒼
海遺跡群 (17 街区）JX 日鉱日石エネルギ株式会社店舗建設に伴う埋蔵文化財発掘調査
報告 元総社蒼海遺跡群 (93 街区）店舗建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 上
野国府範囲内容確認調査報告書Ⅲ , Ⅳ 朝倉・後閑水田遺跡 総社町向畑遺跡 No. 川
曲地蔵前遺跡 No.4,31 大渡道場遺跡 No.2 東国の雄総社古墳群 大室古墳の教室考
古学講演会講座の記録 1、2 〜裾野は長し赤城山〜南城山南麓の古墳 〜 1946 年、こ
こで旧石器が発見された〜赤城山南麓の旧石器 赤城山南麓の中世史跡女堀 五代東
田遺跡五代南部工業団地（拡張）土地区画整理事業に伴う埋蔵文化調査報告書 赤城
山南麓の縄文 Part1 移りゆく縄文土器 平成 26 年度国宝重要文化財等保存整備費補助
金史跡前二子古墳等地域の特性を活かした史跡等総合活用支援推進事業大室古墳の教
室古代東国文化シンポジュウム東アジアからみた前二子古墳記録・資料集 年報第 45
集
−５９−

No. 受入先
山下工業株式会社
大閑堂書店
11 入間市博物館
川越市立博物館

書名
南原遺跡 10 −倉庫建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
保永堂版広重東海道五拾三次
紀要第 11 号
特別展「小堀遠州と川越藩主−遠州と酒井忠勝の交流を中心に」 企画展「妖怪−闇
にひそむ不可思議なるもの」
「妖怪−闇にひそむ不可思議なるもの」 たより第 74 号〜
79 号
全国歴史資料保存利用機関連絡協議会 会誌記録と史料第 25 号 ,26 号 「会報」No.98 〜 100
遠山記念館
たより第 49 号〜 52 号
特別展「戸田ボートコース物語〜オリンピックがやってきた！」「埴輪が語る戸田市
戸田市立郷土博物館
の古墳時代」 企画展「戦争と人々の暮らし〜戦後 120 年・110 年・70 年」
「今昔写真
帳ー戸田市の歩み」 博物館・自然学習センターを活用した事例集･ 研究紀要第
25,26 号 たより vol.43・44
ふじみ野市立大井郷土資料館
「資料館通信」第 68 号
税務大学校税務情報租税史料室
租税史料叢書第八巻国税徴収関係史料集〜直接税を中心に
朝霞市博物館
企画展「小さな銅鐸を追って〜銅鐸形製品と小銅鐸」
ふじみ野市立上福岡歴史民俗資料館 特別展「戦後のあゆみ〜ふじみ野市誕生までの軌跡」
12 印旛郡市文化財センター
企画展「鏡の向こう−神を視る人を見る」 発掘調査報告書第 338 〜 343,345 〜 347 集
年報 30,31 「フィールドブック」vol.37・138
特別展「伝統の古典菊」
「台湾と日本震災史とともにたどる近現代」 企画展「大久保
国立歴史民俗博物館
利通とその時代」「ドイツと日本を結ぶもの−日独修好 150 年の歴史」「よみがえれ !
シーボルトの日本博物館」
「万年筆の生活感−筆記の近代」
「夷酋列像〜蝦夷地イメー
ジをめぐる人・物・世界」 研究報告第 191,194 〜 204 集 資料図鑑 11 要覧平成 28
年度
千葉県文書館
「皇室画ふれた千葉×千葉がふれた皇室」 収蔵文書目録第 29,30 集 千葉県の文書館
第 21,22 号
千葉市立郷土博物館
研究紀要第 21,22 号
野田市郷土博物館
特別展「生誕−八〇年押絵師勝文斎−野田にやってきた江戸・東文化」「生誕−四〇年
染谷亮作と川間村−農業と教育の理念を目指して」 埋蔵文化財調査報告第 43 冊 平
成 26，27 年度野田市内遺跡発掘調査報告 東亀山遺跡−第 3 次発掘調査 年報・紀
要第 7，8 号
船橋市郷土資料館
平成 25 〜 27 年度年報 「みゅーじあむ・船橋」Vol.3 〜 7
企画展「石斧と人− 3 万年のあゆみ」 資料展「松戸市平和祈念展」 市史上巻（改訂
松戸市立博物館
版）原始・古代・中世 文化財調査報告第 57 〜 61 集 牧之内遺跡 , 中芝遺跡 , 八ヶ崎
遺跡 , 東平賀遺跡 紀要第 22,23 号 年報第 22,23 号 「まつどミュージアム」No.23
東邦考古学研究会
東邦考古 40
13 朝日新聞社
おしごと年鑑 2016
東京都江戸東京たてもの園
下布田遺跡
特別展「レオナルド・ダ・ヴィンチ〜天才の挑戦」
「浮世絵から写真へ〜視覚の文明
東京都江戸東京博物館
開化」
「徳川の城〜天守と御殿」
「花燃ゆ」
「大関ヶ原」
「軍市官兵衛」
「東京オリンピッ
クと新幹線」「大江戸と洛中−アジアのなかの都市景観」「真田丸」 企画展「徳川将
軍の書画」「徳川将軍家の婚礼」「大妖怪展−土偶から妖怪ウオッチまで」「戦国時代
展− A Century of Dreamas」「江戸と北京− 18 世紀の都市と暮らし」 調査報告
書第 29 〜 31 集 紀要第 5,６号 「NEWS」vol.89 〜 96
お茶の水女子大学
博物館実習報告第 31 号
国書刊行会
被災写真救済の手引き〜津波・洪水などで永損した写真の対応マニュアル
品川区立品川歴史館
特別展「品川産業事始〜日本を支えた近代産業群」
「東海道品川宿」 紀要第 30,31 号
特別展「夢の配達人森林桂〜『天国に一番近い島』からはじまるものがたり」
「祭り
杉並区立郷土博物館
ばやしのひびき−杉並の祭礼と郷土芸能」「『荻外荘』と近衛文麿」 企画展「杉並に
あった映画館」「中西悟堂生誕 120 年野鳥の父、中西悟堂をめぐる人々」 常設展示図
録
世田谷区立郷土資料館
特別展「世田谷の土地−絵図と図面を読み解く」「国重要文化財指定記念野毛大塚古
墳展」 世田谷叢書第九 , 十集 たより No.62 〜 65
たばこと塩の博物館
記念展「浮世絵と喫煙具−世界に誇るジャパンアート」「隅田川をめぐる文化と産業
浮世絵と写真でみる江戸・東京」 常設展示解説ガイドブック 年報第 30,31 号
地方行財政調査会
地方行財政調査資料ー都市版
調布市郷土博物館
「ろくろからコマ−木地挽物と伝統こけし」 考古資料でたどる調布の三万年 調布
の文化財第 51 号〜 53 号 たより No.76・77
東京国立博物館
ニュース第 730 号〜 742 号
東京大学史料編纂所画像史料解析センター 「センター通信」第 69 号〜 76 号
東京都埋蔵文化財センター
「南多摩発見伝丘陵人の宝もの〜遺跡からみた多摩丘陵の歴史〜」
「たまのよこやま」
No.97 〜 104
徳川林政史研究所
史学美術史論文集金鯱書第四十二輯 ( 徳川林政史研究所研究紀要第四十九号 ) 金鯱
叢書第四十三輯〜史学美術史論文集
−６０−

No. 受入先No. 受入先
日本博物館協会
日本ユネスコ協会
府中市郷土の森博物館
文化庁
法政考古学会
港区教育委員会
港区立港郷土資料館
葛飾区教育委員会
青山学院大学史学研究室
文京ふるさと歴史館
明治大学博物館
昭和館
明治大学学芸員養成課程
美術出版社
美術年鑑社
学習院大学
大田区立郷土博物館
文部科学省
首都大学東京考古学研究室
日本文化財保護協会
慶應義塾大学文学部
文化庁文化財部記念物課
株式会社吉川弘文館
八王子市

学習院大学大学院
明治大学校地内遺跡調査団
葛飾区郷土と天文の博物館

國學院大學
明治大学
早稲田大学會津八一記念博物館
国分寺市教育委員会
慶應義塾福沢研究センター
株式会社リクルートホールディングス
六一書房
株式会社岩崎書店
NHK 放送博物館
美術史學會
14 小田原市郷土文化館
神奈川大学日本常民文化研究所
川崎市市民ミュージアム
茅ヶ崎市教育委員会
東海大学
平塚市博物館
藤沢市文書館
横浜市歴史博物館

書名
書名
企画展「ずっとずっとふるさと陸前高田〜心に生きるたからもの」 安定化処理大津波
被災文化財保存修復技術提携プロジェクト 「博物館研究」第 562 号〜 585 号
世界遺産年報 No.21,22
紀要第 29 号 2016 「あるむぜお」No.112 〜 118
変容の危機にある無形の民俗文化財の記録作成の推進事業尾張・三河の花のとう 『日
本における水中遺跡保護の在り方について』
（中間まとめ）
法政考古学第 41・42 集
港区内近世都市江戸関連遺跡発掘調査報告 57,58,61 但馬出石藩仙石家屋敷跡〜虎ノ
門・六本木地区市街地再開発事業地遺跡の発掘調査 埋蔵文化財調査年報 13
平成 26 〜 28 年度港区指定文化財 研究紀要 17,18 館報 33,34 たより No.75 〜 79
鬼塚確認調査報告書 葛飾区遺跡調査会調査報告第 60 集 埋蔵文化財調査年報
日本歴史学会編集日本歴史第 804,809 号
たより第 23 号
研究報告第 20 号 ,21 号 年報 2014 年度
特別企画展「もっと知りたい・戦中・戦後のくらし」 昭和のくらし研究 No.13,14
戦後 70 年特集
館報第 16,17 号
紀要 26,27 年報 30,31
美術手帖 /No.1030
新美術新聞 No.1372
「ミュージアム・レター」第 28 号〜 32 号
特別展「土器から見た大田区の弥生時代久ヶ原遺跡発見、90 年」
科研費 NEWS2014 年度 vol.4 〜 2016 年度 vol.3
人類誌集報 2015 − 4 遺跡誌情報・民俗誌情報・実験誌情報による人類誌
埋蔵文化財調査要覧平成 27,28 年度 平成 27・28 年会報「飛天」
東京都新宿区信濃町南遺跡Ⅵ 慶應義塾大学病院 1 号館（新病院棟）新築工事に伴う
埋蔵文化財発掘調査報告書
平成 26 年度「記念物・文化財景観」マネジメント支援事業−史跡等重要文化的景観マ
ネジメント支援事業報告書
日本生活史辞典 日本歴史学会編集日本歴史第 804,809 号
新八王子市史通史編１原始・古代 新八王子市史民俗調査報告書第 4,5 集 新八王子市
史近現代統計資料集数字が語る八王子の現代 新八王子市史自然調査報告書−八王子
市動植物目録 市史民俗調査報告書第 3 集 八王子市史叢書 5 八王子写真民俗誌
年報第 4,5 号
明治大学校地内遺跡調査団調査研究報告書 5 〜 6 下原・富士見町遺跡｣
後期旧石器
時代の発掘調査∏ 石器群の概要と出土状況
特別展「平成かつしか風土記〜地域の継承と文化財」
「セルロイドの町かつしか」 企
画展「葛飾・柴又の宝物−知られざる歴史・文化的魅力」 発掘された古代の葛飾ー
柴又地区の集楽 たより第 113 〜 115 号
紀要第 40,41 輯 学術資料センター研究報告第 31 〜 33 輯 院友学芸員 No.10
ことわざを楽しく学ぼう、社会・文化・人生−ことわざの魅力と威力の再発見
勝家伝来文書−旧富岡美術館蔵 所蔵陶磁器目録
全国史跡整備市町村協議会 50 周年記念誌全史協 50 年のあゆみ
「福澤研究センター通信」第 24,25 号
「20 年 30 話〜クリエイタ− 30 組の対話によるデザインの過去・現在・未来」
静岡県考古学会シンポジウム 1996 年度静岡県における中世墓
賢治童話ビジュアル事典
放送博物館の 60 年
美術史第 179 冊
研究報告 No.51,52
歴史と民俗 32,33 神奈川大学日本常民文化研究所 2015 〜 2017 年度 「民具マンス
リー」第 48 巻 1 〜 12 号第 49 巻 1 〜 12 号
紀要第 27 〜 29 集
埋蔵文化財調査報告 47
学園史ニュース No.10,11 「七十五年史編纂だより」第 3 号
特別展「女の子と男の子のお雛さま〜桃と丹後の節句人形」 研究報告自然と文化第
38,39 号 年報 No.38,39
市史料集（39,40） 歴史をひもとく藤沢の資料 1 紀要第 34 号
企画展「古代の仏教−博物館収集資料を中心に」
「君も今日から考古学者！横浜発掘
物語 2015」
「鶴見川流域のくらし−生業・水運・信仰」
「大おにぎり展−出土資料から
みた穀物の歴史」
「蒔田の吉良氏−戦国の蒔田城と姫君」
「楽しい浮世絵ヒストリー〜
−６１−

No. 受入先

大磯町郷土資料館
寒川文書館
綾瀬市教育委員会
横浜みなと博物館
四門
15 十日町市博物館
新潟市総務局国際文化部歴史文化課
新潟市歴史博物館

新潟県教育庁
16 富山市郷土博物館
17 石川県立美術館
石川県立歴史博物館
18 福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館
福井県立若狭歴史民俗資料館
福井県教育庁埋蔵文化財調査センター
福井県立こども歴史文化館
福井県立若狭歴史博物館
19 南アルプス市教育委員会
山梨県考古学協会
20 飯田市美術博物館

岡谷市教育委員会
諏訪市教育委員会
長野県埋蔵文化財センター
長野県立歴史館
松本市教育委員会
松本市立博物館

塩尻市立平出博物館
飯田市教育委員会

21 恵那市教育委員会
大垣市教育委員会
各務原市埋蔵文化財調査センター
各務原市歴史民俗資料館
各務原市教育委員会
可児市教育委員会
岐阜県博物館
岐阜県美術館
岐阜県文化財保護センター
岐阜市教育委員会

書名
丹波コレクションの世界」
「大昔のくらしをさぐる」
「称名寺貝塚〜土器とイルカと縄
文人」
「横浜のあゆみ〜ヒト・モノ・マチ」「すくすく育てみんなの願い〜出産と育児
をめぐるモノがたり」 歩いた・見た・調べた横浜歴史博物館−民俗に親しむ会鶴見川
流域 ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ 調査報告 写真集「鶴見川流域の狛犬百態」 紀要第 19,20 号 調査研究
報告第 11,12 号 資料目録第 23,24 集 平成 26,27 年度「学校内歴史資料室を活用した博
物館デビュー支援事業」年報 NEWS38 〜 40
企画展「遺跡からみる近代別荘地の形成と展開」「用田村伊東宗兵衛家文書の世界−
古文書が結ぶ二つの地域」 資料 15,16 年報平成 26,27 年度 たより No.36,37
町史調査報告書 20,21 町史研究第 27,28 号
埋蔵文化財調査報告 10
企画展「愛すべき海辺の観光の今昔」
「日本の海の玄関」
神奈川県茅ケ崎市西久保大町 B 遺跡西久保大町 B 遺跡・第 4 次調査報告
「縄文後期の墓栗ノ木田遺跡〜縄文人の死と弔い」 埋蔵文化財発掘調査報告書第 49
集土器づくりの考古学 年報第 1,2 号
新潟市のあゆみ ( 増補改訂版 )
企画展「田んぼで魚とり」
「古墳ワールド蒲浦の古墳」
「近世黎明〜堀直寄と新潟」
「新
潟まつりの歴史をさぐる」
「第四国立銀行展」
「お菓子と新潟」 研究紀要第 11,16,17 号
年報第 15,16 号 「帆檣成林」vol.34 〜 139
「新潟まいぶんナビ」増刊号
特別展「戦国の強者津田遠江守重久」
「都市 富山 の四〇〇年」 館報平成 25,26 年度
たより第 369・380 〜 402 号
「れきはく」No.117 〜 119
紀要 2014,2015
特別展「若狭武田氏の誇り」
福井県埋蔵文化財調査報告第 159 〜 164 集 所報 6 年報 30,31
これき人物シリーズ 6,7,8
館報平成 26,27 年度
埋蔵文化財調査報告書第 3,39,40,42,43,45 〜 49 集 文化財年報−平成 25,27 年度 遺跡
で散歩 Vol.5
山梨考古第 134 号
特別展「信州の祈りと美−善光寺から白陰、春草まで」
「創造の源泉菱田春草のスケッ
チ」「日本の近代化に挑んだ人びと」−田中芳男と南信州の偉人たち− 収蔵品図録
城田孝一郎の木彫 日夏耿之介コレクション目録｣ 自筆の書画編 飯田お練り祭り本
屋台調査報告書 研究紀要第 25,26 号 年報第 24 〜 26 号
岡谷市内遺跡発掘調査報告書平成 26,27 年度
諏訪市埋蔵文化財調査報告第 75,76 集
年報 31,32 「信州の遺跡」第 7・8・10 号 「ジュニアこうこがく」第 4・5 号
企画展「山と海の廻廊をゆく−信濃と北陸をつなぐ道」 研究紀要第 21,22 号 たより
vol.83 〜 90
松本城三の丸跡を掘る 松本市文化財調査報告 No.174,214,216 〜 219
特別展 ｢ 博物館がみつめる松本−収蔵品からよみがえる記憶 ｣「第 6 回戦争と平和展
−戦争の記憶と記録から平和を考える」 年報 2013 〜 2015 「あなたと博物館」No.198
〜 209
紀要第 32 集 博物館ノート No.19
黒田八幡原遺跡 飯田市史跡座光寺の石川除確認調査報告書 磐座
（富士浅間神社）
化石遺跡・化石 1 号古墳 別府中島遺跡 大休下遺跡 上山遺跡群 飯田城跡 ( 桜丸）
谷川窯跡
文化財調査報告書第 44 集
ミズクマおおがき 2015Starting Point −大垣の新進美術家たち 埋蔵文化財調査報告
書第 25 集
年報第 23・24 号［轍］
木曽川流域の自然と歴史−木曽川学論集 2 たより第 34 号
各務原市の文化財
可児市埋文調査報告書 48 大萱窯跡群発掘調査報告書Ⅰ〜牟田洞古窯跡・大萱窯下古窯
跡 史跡美濃金山城跡保存活用計画書
特別展「天下人の時代−信長・秀吉・家康と美濃」
「東海地方の円空仏その造形と足
跡をたどる」 調査研究報告第 36 号 館報第 38,39 号
年報 No.32,33
調査報告書第 135 〜 138 集
平成 25,26 年度岐阜市市内遺跡発掘調査報告書 岐阜城跡 4 −織田信長居館伝承地の
確認調査
−６２−

No. 受入先
岐阜市歴史博物館

関市教育委員会
多治見市教育委員会
多治見市文化財保護センター
土岐市教育委員会
土岐市美濃陶磁歴史館

内藤記念くすり博物館
美濃市教育委員会
美濃加茂市民ミュージアム
みのかも文化の森

富加町教育委員会
養老町教育委員会
海津市歴史民俗資料館
瑞浪市陶磁資料館
本巣市教育委員会
荒川豊蔵資料館
岐阜県立加納高校
株式会社上智
多治見市美濃焼ミュージアム
22 新居関所史料館
磐田市教育委員会

静岡県立美術館
静岡市立芹沢
介美術館
静岡市立登呂博物館
島田市博物館
駿府博物館
沼津市歴史民俗資料館
菊川市教育委員会
浜松市博物館
浜松市
浜松市教育委員会

焼津市歴史民俗資料館
島田市教育委員会
菊川市教育委員会
静岡市東海道広重美術館
御前崎市教育委員会
湖西市教育委員会

書名
特別展「豊臣から徳川へー徳川美術館の名品で綴る」
「先人からのギフト」 館蔵品図
録「復興への道−占領下の日本」 信長史料集第一集天文三年〜永禄六年 研究紀要第
22 号 年報 No.30 たより No.89 〜 94
文化財調査報告第 32 〜 37 号 長良川の鵜飼−関市小瀬鵜飼習俗調査報告書
西浦家文書目録 多治見市埋蔵文化財発掘調査報告書第 91 〜 94 号 研究紀要第 13 号
「自然と人の文化」No.45 〜 49
平成 25・26 年度土岐市市内遺跡発掘調査報告書 史跡乙塚古墳附段尻巻古墳第 5 次・
第 6 次発掘調査報告書
特別展「元屋敷発掘史−美濃桃山陶の再発見と古窯あと発掘ブームの中で」「美濃陶
祖伝〜信長の朱印状と桃山陶」 企画展「塚本司郎の陶芸−白磁・彩磁」 資料集第
1集
認知症〜ともに生きる 「感染症の世界〜顧みられない熱帯病を中心として」
美濃市文化財調査報告書第 36 〜 38 号
企画展「ラインの風景展− めぐる人々とその歴史」
平成 27,28 年度の活用にむけて−みのかも文化の森・美濃加茂市民ミュージアム活用の
手引き・活用実践集 紀要第 14 集 年報 VOL15,16 「MUSEUM NEWS」vol.79 〜
85
織田信長の東美濃攻略「夕雲の城」
埋蔵文化財調査報告書第 8 集
館報平成 26,27 年度
特別展「人間国宝加藤孝造展」 瑞浪市歴史資料第 3 集 研究紀要第 16 号 年報第 34
号
古代と未来のかけ橋船来山古墳群 2 席田郡建郡 1300 年記念船来山古墳群報告会資料集
本巣市文化財調査報告書第 3,4 集
展示・収蔵品図録｣ 人間国宝認定 60 年記念展「豊蔵黒の世界」 収蔵品図録､ 「美濃
桃山陶の再興−大萱牟田洞〜孤高の陶芸家・荒川豊蔵」
Art Festa in Gifu
笠谷石塚遺跡〜クスリのアオキ鋳物師屋店建設に伴う埋蔵文化財調査報告
「天国へのやきもの−美濃の蔵骨器と、骨壷のいま」
企画展「新居絵図−絵地図で探る古里の昔」
「海と新居関所」解説図録 館蔵品展「漆
工芸」図録 年報平成 24 〜 27 年度
平成 25,26 年度国庫及び県費補助事業に伴う市内遺跡発掘調査等事業−静岡県磐田市
市内遺跡確認調査報告書 松林山 1 号墳−発掘調査報告書 五反田古墳群発掘調査報
告書 平成 26 年度特別史跡遠江国分寺跡発掘調査概報 特別史跡遠江国分寺跡−本
編−
「アマリリス」No.117 〜 124
介の作品」
「芹沢
介の収集１−やきもの〜西アジアとヨーロッパ」 館所蔵「芹沢
「芹沢
介の収集 2,3,4,5」
館報 20 〜 22
年報・紀要第 13 号 たより vol.21
企画展「日本画近代化への道橋本雅邦と門人たち〜大観、観山、春草、玉堂ほか〜」
生誕ー四〇年記念「KANZAN 第三の男・下村観山」
「江梨歳時記〜写された海辺のくらし」 資料集 28,29 紀要 39,40 「資料館だより」
Vol,39 〜 41
どきどき通信 No.1 〜 3
特別展「徳川家康公顕彰四百年記念事業−徳川家康天下取りへの道〜家康と遠江の国
家」 テーマ展浜松オートバイ列伝Ⅱ「ライラックの軌跡」 館報第 27,28 号
戦国期の国衆井伊氏ゆかりの石塔
平成 26,27 年度浜松市文化財調査報告 ヒラシロ遺跡ー発掘調査と保存整備事業のあ
らまし 浜松市文化財ブックレット 9 −はままつの渡来文化と埴輪群像 浜松城跡
10,11 郡田山十六遺跡 2 梶子遺跡 21 浜松の遺跡 3 梶子遺跡 16 鳥居松遺跡 7
万斛西遺跡 梶子遺跡 18 高塚遺跡 3 梶子遺跡 17
年報 29
国指定史跡島田宿大井川川越遺跡保存管理計画 静岡県島田市埋蔵文化財報告第 49
集
菊川市埋蔵文化財調査報告書第 16 年報−第 8 号
年報 26,27 年度
御前崎市指定史跡薩田ヶ谷横穴群御前崎市の横穴墓を代表する遺跡
市内遺跡発掘調査報告書−平成 23・24 年度 市内窯跡分布調査報告書市内遺跡確認調
査報告書〜平成 25.26 年度 スズキ工場内第 3 地点古窯跡発掘調査報告書 元新居Ⅰ
−元新居遺跡・大元屋敷遺跡の発掘調査 新居関跡〜第 12 次〜第 15 次調査・遺構
よみがえる新居関所〜特別史跡新居関跡保存整備事業
−６３−

No. 受入先
伊豆の国市
23 一宮市国際化推進研究会
一宮市商工会議所

書名
文化財年報 1,2
商工組合中央金庫三十年史
67 国鉄の現状
10 年のあゆみ
21 世紀の中部ビジョン
40 年のあゆみ 豊田
商工会議所 JETRO − 50 年の歩み
50 年の記録東海地方の日中友好と貿易のあゆ
み DISCOVER100 清 水 建 設 株 式 会 社 名 古 屋 支 店 100 年 の 歩 み
FASHION
PROMENADE セ ン ト ラ ル パ ー ク 10 周 年 記 念 internationaltextilesNr．261.266
OMRON
Leading Executives in Mid − Japan −中部経済圏に活躍する人々−
アセテート繊維紡織および染色整理
NIKKEN SEKKEI Building Future
Japan 1900 〜 2000 NTT の 10 年 1985 → 1995, サービス・技術編 , 資料編 , 通史編
いちのみや GUIDÈ88,̀89,̀92 いちのみや消防史 クリーン・ジャパン・センター
20 年の歩み レオロジー入門
スポーツ八十年史付アジアのオリンピック ワー
ルド・インポート・フェア・ナゴヤ '85 公式記録 愛知の伝説
テレビ愛知 15 年史
びしん 50 年の歩み びしん 50 年の歩み フードラマなごや 92 公式記録 愛知日
野のあゆみ
愛知県社会保険労務士会 20,30 年のあゆみ 愛知県信用保証協会
20,30,40 年のあゆみ バガス繊維及其利用
愛知県新地方計画主要事業計画図（昭
和 36 〜昭和 45 年） 愛知県地方労働委員会五十年史労働委員会の課題
愛知県注文
洋服協同組合温故録 愛知陸上競技協会尾張支部 40 周年記念誌 愛知大学五十年史
通史編
伊勢崎商工会議所 50 年史 伊勢商工会議所史 伊勢神宮 伊勢町物語
伊予三島商工会議所創立 50 周年記念誌
維新革命史 一宮市教育委員会 60 年史
一宮市西部終末処理場通水記念 一宮市体育協会 60 年史 TOYOTA
一宮市中小
企業福祉センター組合創立 10 周年を語る 宇都宮商工会議所七十 , 百年史 永野重雄
追想集
炎の軌跡−薦田國雄と東邦ガス 丸万証券八十年史 輝ける年輪−岐阜商
工会議所百周年記念誌
岡崎商工会議所百年史 岡崎信用金庫五十年史 岡谷商工
会議所五十年史 化学・工業セルロースハンドブック
化学繊維 化繊便覧 我が
社の歴史と夢 画集ボルドー美術館 解説染色の化学 回想の与良工
蒲郡商工会
議所五十年史 海外経済協力基金史 感動は世紀を越えて「川越物語」川越商工会議
所 100 周年記念誌
宮田用水史上、中、下巻 宮田用水史附図 共同組合一宮繊維
卸センター・15、20 年のあゆみ
桐生商工会議所五十年史−しらたき 金沢商工会
議所創立 120 周年記念誌 桑原幹根回顧録知事二十五年
句集花冠・句集風祭 句
集四季 句集冬霧 経済団体物語 五十年のあゆみ 一宮市立市民病院 50 年史
公害健康被害補償予防協会 20 年のあゆみ 公木萬紀（第 11 集）史話群像 工業所有
権制度この 10 年の歩み
合成繊維 国史大観 国民金融公庫二十 , 三十 , 五十年史
今治商工会議所百年史 混紡品の染色
財団法人流通システム開発センター 25
年史 山一證券史 山下病院八十年の歩み 設立記念誌
産業教育 100 年記念会誌
産業教育 100 年記念会実施委員会 産業教育振興中央会五十年の歩み
暫遊荘
四十年史愛知県経営者協会 四日市商工会議所百年史 思い出の新古二道 資料が語
る租税 100 年
暫遊荘 四十年史愛知県経営者協会 四日市商工会議所百年史 思
い出の新古二道 資料が語る租税 100 年
写真集富山 美しき自然と人との交歓
社史 1962 社史東邦瓦斯株式会社 社団法人日本 DIY 協会 20 年の歩み
住宅資材
ひとすじに 45 年 十年の歩み 十六銀行史 西三河地域総合計画構想図 川柳合同
句集「満寿美」
諸国一宮記 商工行政史上 , 下巻 商工中金二十 , 五十年史 小樽
商工会議所百年史 織物デザイン入門
昭 和 36 年 度 版 国 会 年 鑑 1961 昭 和
9,10,11,14,16 年版内外綿業年鑑 松阪商工会議所四十年記念史
織物の樹脂加工
新訂毛織物仕上法 新編一宮市史資料編二 酢酸繊維ならびに合成繊維用染料
（上 , 下
巻）
新編紋織法 森 傅吉翁 図解服飾事典 図説逢佐風土記誌−名古屋三百五
十年の歩み 図説広告変遷史
数字でみた国鉄昭和 42 年版 世界の貨幣 世界発
明年表 清水建設二百年 西宮神社震災復興誌 赤城おろし
戦後二十五年の歩み
染色の物理化学 染色加工講座 1 〜 7 染色整理技術講座第 1,2 集 染料染色年報第
1〜3巻
繊維講座第 13 集 繊維染色加工辞典 蘇東興業 40 年 創造限りなくトヨ
タ自動車 50 年史 創立記念画集
創立 30 周年記念鐡工連 30 年を歩む 創立 50 周
年記念誌 , 創立 50 周年記念誌道程 倉庫業中央団体 80 年の歩み
創立 50 周年記念
誌 , 創立 50 周年記念誌道程 双獅庵茶話 倉敷紡績百年史 続東海銀行史 大垣信用
金庫 70 年史
大和ハウス工業の 40 年 大和銀行四十年史 第 19 回発明と産業近代
化展覧会 第一銀行史（下巻） 第六歌集黄落
第 3 回アジア協議大会記念アジアの
オリンピック 中京財界史 中京相互銀行史 中小企業支援育成便覧
中央会
20,40 年史 中央信託銀行 30 年史 中央新幹線沿線学者会議 10 年の歩み（1992 〜夏
〜 2001 春）
中小企業信用保険公庫三十年史 中日新聞三十年史創業 85 年の記録
中部圏 1985 計画とその事業
中部地建の 50 年 中部地方電気事業史下巻 中部電
力 20,30 年史 中部電力の概況昭和 43 年版 中部配電社史
中部日本新聞二十年史
中部羊毛工業の実態と諸問題 中和羊毛工業 20 年のあゆみ 追想小川四郎兵衛
通商産業調査会 30 年史 電熱組合 40 年史 海の電信電話− 90 年のあゆみ− 東海
の虹中部日本放送十年史
東海銀行史 東海十六史第 7 版 東海証券株式会社五十
年史 東海繊維機械工業会 50 年概史
東京総会始末記下巻資料編 , 上巻記録編 , 中
巻感想編 東邦瓦斯 50 年史 同朋学園七五年史 特許制度 70 年史
栃木商工会議
所九十年史並びに商工会議所会館建設記念誌 二十年のあゆみ 尼崎商工会議所創立
90 周年記念
日建設計工務株式会社経歴書 日光川改修誌 日本 DIY 協会 10 年の
歩み 日本スポーツ百年 日本の繊維工業
日本の河川日本の文明を育んだ河川
日本の地場産業 < 伝統的工芸編 > 日本の歴代知事第二巻（上）
（下）
日本火災海
０年史 日本勧業銀行七十年史 日本興業銀行五十年史 日本興業
上保険株式会社７
銀行五十年史
日本工業倶楽部 25 年史上 , 下巻 日本実業商工信用録 日本毛織百
年史 日本毛製品の現状 日本毛麻輸出史
日本電信電話ユーザー協会 20 年史コ
−６４−

No. 受入先

名古屋画廊
名古屋港水族館
名古屋市教育委員会

名古屋市市政資料館
名古屋市博物館

名古屋市秀吉清正記念館
名古屋市蓬左文庫
名古屋市見晴台考古資料館
名古屋大学文学部考古学研究室
愛知学院大学文学会
愛知県
愛知県教育委員会

愛知県公文書館
愛知県総務部法務文書課史編さん室

愛知県埋蔵文化財センター
愛知大学綜合郷土研究所
愛知大学博物館学芸員課程
愛知県教育委員会文化財課
愛知県美術館
愛知学院大学
愛甲昇寛

書名
ミュニケーションを支えて 7305 日 日本服地卸業界史 日本綿業労働論
日本毛
麻輸出史 ( 続） 日本羊毛産業略史 日本六十余州伝説 ̲ 物語 八王子商工会議所百年
史 美浜町の植生
発明協会 70 周年愛知県支部記念誌 発明協会 70 年史 半田商
工会議所創立 100 周年記念誌 紡績と製織
尾州商人のど根性−タマコシ五十年の
歩み 尾西地方特定公共下水道事業施設改良史 浜松商工会議所百年史
尾西地方
特別都市下水路事業史 姫路商工会議所七十七年史 舞鶴商工会議所五十年史 紡績
計算風格を求めて五十年ー橋本毛織創業五十年史ー 物流に生きる−東陽倉庫九十年
の歩み
名古屋築港誌全一巻
平成 16 年国府宮裸祭大鏡餅奉納江南市奉賛会 片
岡毛織創業九十年史 ,（二） 墨敏夫知と技の軌跡 100 年
保健所のあゆみ保健所法
施行 30 周年記念 毎日新聞百年史 1872 〜 1972 名鉄局のあらまし昭和 43 年度
名古
屋空港ビルディング株式会社創立 30 周年記念誌 飛翔 明日をひらく東海テレビ放
送 10 周年記念出版
名古屋商工会議所百年史 名古屋相互銀行 20,30 年史 名古屋鉄
道社史 名美百年史 毛糸紡績汎論 毛織物事典
毛織のメッカ尾州−尾西毛織工業九
十年のあゆみ 問屋街の歴史と四十年のあゆみ 労働基準法十年の歩み
靖國 輸出振
興から国際協調へージェトロの 30 年 力織機構学 歴史・伝承の旅 絆−豊田業団からト
ヨタグループへ
翔け世界にトーメン 70 年のあゆみ
横井礼以画集 愛知県洋画壇物語ＰＡＲＴⅡ
「さかなかな」vol.85 〜 92
名古屋市中区富士見町遺跡第 8 次発掘調査報告書 名古屋城三の丸遺跡第 12 次発掘調
査〜調査成果の概要 名古屋市中区尾張元興寺跡第 15 次発掘調査報告書 史跡志段
味考古群保存管理計画 瑞穂遺跡第 10 次発掘調査報告書 若葉通遺跡第 3 次発掘調査
報告書 名古屋市Ｈ− 108 号窯発掘調査報告書 天白元屋敷遺跡平成 25 年度発掘調査
報告書 見晴台考遺跡第 44・45・46・47・48 次発掘調査の記録 名古屋市文化財調査
報告 88 〜 90,92 特別史跡名古屋城跡発掘調査報告書（名古屋城西之丸発掘調査） H
− G − 18 号窯発掘調査報告書 玉ノ井遺跡第 13 次発掘調査報告書 天白元屋敷遺跡・
平成 26 年度・第 7 次発掘調査報告書 名古屋市北区若葉通遺跡第 4 次発掘調査報告書
朝日遺跡第 23 次発掘調査報告書−公共下水道雨水管整備工事に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書 楠町遺跡第 2 次発掘調査報告書
「新修名古屋市史だより」第 33 号
特別展「名古屋めしのもと」 特別展「禅の心とかたちー總持寺の至宝」 企画展「エ
ピソー ﾄﾞ でたどる書の散歩道」
「いつだって猫展」図録 「アンコール・ワットへのみ
ち展」図録 資料図版目録 10 横井庄一生活資料 「魔女の秘密展」 ギリシア考古学の
父シュリーマン ティリンス遺跡原画の全貌 「採録 名古屋の衣生活 伝えたい記
憶・残したい心」 資料叢書 3,3 − 22 研究紀要第 38,39 巻 「アートペーパー」第 98
〜 103 号 たより第 213 〜 221 号
特別陳列解説目録「浮世絵にみる秀吉清正」
「秀吉伝説ーその真実を問う」
「蓬左」No.90 〜 93
見晴台遺跡ガイドブック第 2 版 研究紀要第 16 号 2014 年報 31,32
研究論集 185,188 東山 72 号窯発掘調査報告書
愛知学院大学論叢文学部紀要第 45,46 号
第 31 回国民文化祭あいち 2016 公式ガイドブック愛故知新伝統を「愛」しみ、新しき
を、「知」り、文化は動く Eyes on Aichi
あいち山車図鑑 あいち山車図鑑（第 2 版） ふりかえれば未来日本の祭シンポジウム
報告書 史跡貝殻山貝塚保存管理計画 愛知県清洲貝殻山貝塚資料館拡充整備基本構
想 < 概要版 >
たより第 20 〜 21 号
愛知県史通史編 1,6,7 愛知県史別冊文化財 4 典籍 , 窯業Ⅰ古代猿投系 愛知県史研究
第 19 〜 21 号 愛知県史資料編 5,22,23,36 ［DVD］一宮市博物館所蔵資料妙興寺文書
101 − 106
調査報告書第 189 〜 192,194,197,199,200,202 〜 208 集 【CD − ROM】調査報告書第
189 〜 192,194,197,199,200,202 〜 208 集 研究紀要第 16,17 号 平成 27,28 年度年報
紀要第 60,61 輯 ブックレット 24,25
博物館学芸員課程年報第 20,21 号
日本遺産
「生誕 110 年片岡球子展」「ゴッホとゴーギャン展」
考古学発掘調査報告 19 〜 22 図書館情報センター貴重資料目録［西洋編］
「一四〇〇年の謎にせまる法隆寺秘宝展」
「史迹と美術」総合目録 「史迹と美術」総
合目録追録その１（第 451 号〜第 500 号） 「史迹と美術」総合目録追録その１（第
451 号〜第 500 号） 「正倉院展目録 1965,1973,1975,1978」 「国宝醍醐寺のすべて〜
密教のほとけと聖教」
「東京国立博物館名品図録」
「東大寺」
「磬」
「発掘された古代の
「中国王朝の至宝」 「新編知立市
在銘遺宝」
「法隆寺昭和資材帳調査秘宝展図録１」
史別巻文化財編」遍照院大般若波羅蜜多経調査目録 「新潟知立市史別巻文化財編」抜
刷遍照院大般若波羅蜜多経調書目録 「新編知立市史別巻文化財編」抜刷工芸 「飛鳥
の 
仏と塑像〜川原寺裏山出土品を中心として」
「ブッダ釈尊−その生涯造形」
「ブッ
ダ展〜おおいなる旅路」
「みほとけのかたち〜仏教に会う」 奈良国立博物館「春日
西塔・東塔跡の発掘〜殿下の御塔・院の御塔」
「天平」
「山岳信仰の遺宝」「西大寺展」
−６５−

No. 受入先

熱田神宮宝物館
安城市教育委員会
安城市歴史博物館

稲沢市荻須記念美術館
稲沢市教育委員会
犬山市教育委員会
大口町教育委員会
大府市教育委員会
大府市歴史民俗資料館
岡崎市教育委員会
岡崎市美術博物館

春日井市教育委員会

春日井市道風記念館
蟹江町歴史民俗資料館
蒲郡市教育委員会
刈谷市教育委員会
刈谷市美術館
幸田町教育委員会
小牧市教育委員会
産業技術記念館
新城市教育委員会
杉本美術館
瀬戸市埋蔵文化財センター
知多市教育委員会
知立市歴史民俗資料館

書名
「仏像と像内納入品展」
「館蔵の経塚遺物」
「古地図」
「慈恩大師」「大和額安寺・鎌倉
極楽寺五重塔の納入品〜鎌倉時代の高僧・忍性菩薩をしのぶ」
「中将姫絵伝」
「能楽面」
「仏教版画」
「まぼろしの久能寺経に出会う平安古経展」
「国分寺」
「女人高野室生寺
のみ仏たち」
「仏教工芸の美目録」
「平安鎌倉の金銅仏」
「菩薩」
「大和の古代美術〜渡
来文化受容のかたち」
「奈良国立博物館名品図録」
「資財帳」「鎮壇具」
「東国の古瓦〜
原田良雄氏コレクション」
「東大寺の伎樂面」
「仏教版画」
「矢田丘陵周辺の仏教美術」
稲沢市の梵音具 河内飛鳥古寺名寳 画像不動明王 解説版新指定重要文化財 1
〜 3,7,8,10 〜 13 観音菩薩 根来
観音菩薩目録 韓国美術五千年展 岩波講座日
本歴史 1 〜 12,14 〜 23 季刊考古学第 46,76 号群書解題第一〜十一巻 群書類從続正分
類総目録・文献年表 群書類從第一〜二十九輯 慶長以前鰐口・雲版年表稿 経塚遺
宝
吾妻鏡人名索引 弘法大師と密教美術 高野山の梵鐘 高野山町石の研究 大
安寺の美術 大陸伝来仏教美術展
史迹と美術（復刻版）1 〜 19 史迹と美術
193,203 〜 236,242 〜 260,262,264,266 〜 269,271 〜 273,275,277 〜 279,282,283,285 〜
308,310 〜 321,325 〜 327,329 〜 332,334 〜 340,366 〜 380,382 〜 608,610 〜 859,863 〜
868 号
史迹美術同攷会最近のあゆみ−本会創立六十五周年記念 史迹美術同攷会
創立七十周年 , 八十周年を迎えて
正倉院展目録 1997,2013 檀像−白檀仏から日本
の木古彫仏へ 抽出物と仏像型 日本の書 日本の仏教を築いた人びと−その肖像と
書 尾張宝印塔拓影集 武家のみやこ鎌倉の仏像〜迫真とエキソチシズム 日本仏教
美術名宝展
仏教芸術 9,10,12,13,19,22,30,33,35,45,49,53,56 〜 321 仏教説話の美術
仏像のあらわした金剛鈴 法隆寺献納金銅仏 平安仏画−日本美の創成 仏像東漸
−伊勢・伊賀・そして東へ 法隆寺展−聖徳太子と平和への祈り 密教工芸−神秘の
かたち 滿蒙喇嘛教美術圖版 當麻寺〜極楽浄土へのあこがれ 平成 9 〜 15 年度指定
神戸市文化財調査報告書 續群書類從第一輯〜第三十七輯 續群書類從補遺一〜三
特別展「太陽のちから−信仰とみなぎる生命力」 企画展「神さまのお召しもの」「熱
田神宮名宝図録−宝物から見る歴史と信仰」 たより No.205 〜 216
文化財調査報告書第 5,6,34 〜 38 集
特別展「台地を拓く都築弥厚の夢」
「三河真宗の名刹本證寺」
「安城ゆかりの大名家康
の名参謀本多正信」「まねるうつすつたえる」 企画展「時代を彩った美女たち」「わ
たしたちの見た戦争−戦時下のこどもたち」
「安城の文化財一モノ語り名品展｣ 指定文
化財がつむぐ 7 つの「モノ語り」
「そうだ！旅に出ようー収蔵資料から見る昔の旅行」
歴史研究第 40 〜 42 号年報第 24,25 号 れきしみち No.100 〜 104 ニュース No.96
〜 99
年報平成 27 年度
市内遺跡発掘調査概要報告書Ⅳ , Ⅴ 史跡尾張国分寺跡 史跡尾張国分寺跡保存管理
計画書 歴史年表 文化財ノート 文化財愛護少年団活動記録第 36 集
犬山たび 巻之一〜七
研究紀要ⅩⅡ , ⅩⅢ
文化財調査報告書第 11 集 鴨池東古窯
年報第 25 〜 27 号
市史研究第 35 号 岡崎城跡Ⅲ−三の丸
企画展
「藤井達吉の全貌−野に咲く工芸・宙を見る絵画」
「浮世絵の美−平木コレクショ
ンの名品」
「法隆寺展−聖徳太子と平和への祈り」
「古文書みりょく発見 !」
「暮らしの
うつりかわりわくわくシート」 収蔵品展「そこに在るということ−歴史・美術にみ
る存在の印」 史料叢書大樹寺文書下 研究紀要第六号 「アルカディア」vol.64 〜 69
年報平成 25・26 年度
特別展「古窯のまち春日井〜その歴史的起源を探る」 常設展示図録（考古編）かす
がい古代史 発掘遺跡発掘調査報告第 14 集 平成 25 〜 27 年度市内遺跡調査概要報告
書 遺跡解説パンフレットその 2 「郷土誌かすがい」第 74 〜 76 号
特別展「八代集の古筆」
「陽明文庫の名品にみる近衛家の美意識」
「道風記念館だより」
第 49・50 号
年報第 35,36 冊
埋蔵文化財発掘調査報告書
中条遺跡発掘調査報告書 国指定天然記念物小堤西池カキツバタ群落調査報告書 14
平成 26,27 年度刈谷市美術館年報
民俗文化財調査報告第 1 集 国史跡島原藩主深溝松平家墓所保存管理計画
小牧の寺院
館報 vol.71,72 「赤れんが便り」vol.69・70
新城城跡発掘調査報告書Ⅳ 名勝・天然記念物鳳来寺山石垣等保存修理計画書 名勝・
天然記念物鳳来寺山鳳来寺山石積保存整備事業報告書
たより第 112 〜 119 号
企画展「戦国時代の瀬戸窯−古瀬戸から大窯へ」
文化財資料第 43,44 集
企画展「描かれた八橋」
「知立にあった商売やさん」
「戦争を忘れない−知立市民の記
憶」 私の戦争体験 1,2 −知立市民の証言 年報平成 26,27 年
−６６−

No. 受入先
東海市教育委員会
徳川美術館
豊川市地域文化広場桜ヶ丘ミュー
ジアム

書名
平成 25,26 年度畑間・東畑・郷中遺跡発掘調査報告書
北広遺跡範囲確認調査報告
「葵」No.95 〜 101
企画展「こだいトリエンナーレ〜古代の人びとの心象風景を表象するー鳥のつまみを
頂く器」 豊川海軍工廠展「豊川海軍工廠の絵作品集」 「森羅万象〜大小島真木＋津
田隆志〜現代美術 in 豊川」 日本画家岩原良仁画集 年報平成 26,27 年度
平成 25,26 年度市内遺跡発掘調査事業概要報告書 豊田市埋蔵文化財発掘調査報告書
豊田市教育委員会
第 62 〜 70 集 とよたデカスプロジェクト 2014,2015
豊田市史研究第 6,7 号 豊田
市指定有形民俗文化財莨屋岡本家住宅（塩座・土蔵・離れ座敷 ) 保存修理工事報告書
名勝龍性院庭園総合調査報告書平成 23 〜 27 年度の調査結果 新修豊田市史 8,10,22,
資料編−考古Ⅱ弥生・古墳 , 資料編−現代Ⅰ , 別冊−民俗Ⅱ平和のくらし 「新修豊田
市史だより」第 16 〜 19 号
豊田市郷土資料館
特別展「旧家の蔵から〜足助の町を彩った商人文化〜」 とよたの祭事記録藤沢・押
沢松嶺地区の棒の手 たより No.92 〜 97 こどもしりょうかんだより No.32・33
豊田市民芸館
愛知陶磁美術館所蔵本多静雄コレクション「陶磁のこま犬」 たより第 18 〜 21 号
トヨタ博物館
紀要 No.22,23 たより No.94 〜 97
豊橋市ナガバノイシモチソウ自生地群落調査及び回復実験報告書Ⅳ 愛知県豊橋市葦
豊橋市教育委員会
毛湿原・ナガバノイシモチソウ自生地大規模植生回復作業報告書Ⅰ 2013 〜 2014 年
葦毛湿原調査報告書Ⅴ 史跡瓜郷遺跡保存管理計画書 国指定瓜郷遺跡 豊橋市指定
有形文化財浄慈院地蔵堂保存修理報告書 豊橋市指定有形文化財愛知大学公館 ( 旧陸
軍 第 十 五 師 団 長 官 舎）建 築 調 査 報 告 書 豊 橋 市 埋 蔵 文 化 財 調 査 報 告 書 第 128 〜
138,140,141 集
豊橋市自然史博物館
特別展「天空を制した巨大翼竜と鳥たち」 企画展「メガ恐竜展 in 豊橋」 資料集第
25 号
研究報告第 25,26 号
年報第 27,28 号
豊橋市地下資源館
年報平成 26,27 年度
特別企画展「近代の日本画の名作−描かれた日本の美」 収蔵品展「墨のいろ−モノ
豊橋市美術博物館
クロームの世界に遊ぶ」 石巻神社所蔵「大般若経」調査報告書 研究紀要 2013 年 18
号 年報平成 24 〜 26 年度 「風伯」第 92 〜 96 号
「本陣に泊った大名たちⅡ−讃岐高松藩松平家と阿波徳島藩蜂須賀家」 「伊豆守が
豊橋市二川宿本陣資料館
行く吉田藩の大名行列と松平信明」 豊橋市指定有形文化財商家「駒屋」（主屋・脇
門・離れ座敷・渡り廊下・茶室・南土蔵・中土蔵・北土蔵・北倉）保存修理報告書
豊橋市二川町の醸造施設建物調査報告書−東駒屋と西駒屋を中心に
南山大学人類学博物館
紀要第 34,35 号
西尾市
新編西尾市史研究第 1,2 号
西尾市教育委員会
板倉家菩提寺万灯山長圓寺文化財総合調査報告書 < 目録編 > 上 , 下 < 解説編 >〔建造物
編〕 だより第 2・3 号
日本モンキーセンター
年報平成 26,27 年度 モンキー」1 巻 1 号 「NEWS LETTER」vol.2 − 1,2 − 2,3 − 1
博物館明治村
たより vol.79 〜 86
半田市立博物館
年報・紀要平成 26 年度 友の会だより第 31,32 号
一宮地場産業ファッションデザイセンタ− 糸がつむぐお話Ⅱ−尾州ツィード
古橋懐古館
特別展「古橋家中興の祖古橋源六郎暉皃」 企画展「稲武をこよなく愛した芳賀登と
古橋家文書研究会の五十年」
「仰ぎ見る富士山」
「奥三河の祭りごと」
碧南海浜水族館
年報第 27,28 号 「マリンドリーム」No.76 〜 81
碧南市教育委員会
市史第 71 集
鳳来寺山自然科学博物館
館報第 44,45 号
美和町歴史民俗資料館
尾張西部のオコワ祭調査報告書
東車維持財団
叢書 10 尾張一宮の桃花祭と車楽−尾張平野の山車文化を巡って
特別展「馬たてまつる〜埴輪からおまんと、競馬まで」
「安土・桃山の城郭革命〜信
かわら美術館
長・秀吉・家康と金箔瓦」 収蔵資料伊藤圭介旧蔵瓦コレクション 収蔵作品坂本万
七
亀山雪峰
自分史 亀の歩み
田中三郎
続いちのみや街の彫刻オブジェモニュメント
日進市教育委員会
市史自然編 , 目録民俗編 , 自然編
真宗大谷派名古屋教区教化センター 「親鸞聖人と尾張門徒〜その信仰のすがた」
INAX ライブミュージアム
「NEWS LETTER」vol.35 〜 42
知多市歴史民俗博物館
年報第 16,17 号
岡崎市美術館
岡崎市美術館年報平成 25・26 年度
中京大学
文学会論叢第一 , 二号
椙山女学園大学学芸員委員会
BSM(Bulletion of Sugiyama Museology) 第 22,21 号
企画展「戦前の未年年賀状展」
「昭和の時代と風景（2）−記念・観光たばこの図柄か
江南市歴史民俗資料館
ら」「60 年を振り返る−新聞と写真から−」「日本の凧−東日本を中心にして」「戦前
の暑中見舞絵はがき展」
「江南の文学碑」 年報平成 26,27 年度
清須市はるひ美術館
巡回展「北海道立近代美術館・札幌芸術の森美術館コレクションによるエコール・ド
−６７−

No. 受入先
大口町歴史民俗資料館
西尾市岩瀬文庫

瀬戸市美術館
田原市教育委員会
田原市博物館

名古屋大学大学院文学研究科
光村印刷

熱田神宮宮庁
愛知県生涯学習推進センター
瀬戸市文化振興財団
犬山城白帝文庫
愛知学院大学大学院
同朋大学仏教文化研究所
愛知淑徳大学
一宮市芸術文化協会
碧南市藤井達吉現代美術館

清須市教育委員会
荒木集成館
愛西市教育委員会
瀬戸蔵ミュージアム
あいちトリエンナーレ

高橋記念美術文化振興財団
古代邇波の里
愛知県立芸術大学
みよし市立歴史民俗資料館
中部大学民俗資料館博物館
奥井鉄工株式会社
愛知登文会
愛知県陶磁美術館

書名
・パリに咲いた異邦人の夢」 第 8 回はるひ絵画トリエンナーレ
図鑑 No.14,15 年報 17,18
特別展「茨木のり子没 10 周年詩人茨木のり子とふるさと西尾」「新発見。新知見。−
新編西尾市史中間報告展Ⅰ」 企画展
「こんな本があった！〜岩瀬文庫平成悉皆調査中
間報告展 13」
「こんな本があった！岩瀬文庫平成悉皆調査中間報告展 14」
「山田満寛氏
記念虫愛づる人々」
「How to? 岩瀬文庫の指南書たち」
「江戸の美味しさ召し上がれ
〜素晴らしき料理本の世界」
「越境する絵ものがたり」
「火事〜火事と日本人のかわり
1000 年」
「江戸きゃらくたあ図鑑ー岩瀬文庫資料にみる Cawaii オモシロ キャラ
たちー」 たより No.46・47・49 〜 53
「没後 100 年宮川香山」
田原の文化財ガイドⅣ , Ⅴ 埋蔵文化財調査報告書第 8 〜 10 集 田原藩日記第十一巻
企画展「帰ってきた国指定重要文化財渡辺崋山筆千山万水図−初公開奈良岩雄氏寄贈
資料」「戦後 70 年渥美半島と戦争」
「田原の美術道家珍彦展〜シルクロードと渥美」
「万葉千首完成 50 年鈴木翠軒の書−万葉の世界」
「写楽と豊国−役者絵と美人画の流
れ」
「川崎のぼる汗と涙と笑いと」
「姫路市立美術館所蔵ポール・デルヴォー版画展−
幻想のヴィーナスたち」 日本芸術院所蔵鈴木翠軒筆「万葉千首」作品集 研究紀要
第 7,8 号 「崋山会報」第 34 〜 37 号
名研究論集 182 −史学 61［考古学抜刷第 30 集］
歌川広重・渓斎英泉木曽海道六拾九次之内（増補版） 歌川広重不二三十六景富士三十
六景富士見百図 及川正通特大号展−時代を駆けむけて「ぴあ」がうまれた。そして、
これから….
「あつた」第 246 〜 249 号
「まなびいあいち」No.43 〜 55
企画展「織豊期の瀬戸窯と美濃窯」 調査報告第 56,58 集 研究紀要第 19 輯
特別展「城主の装い」 「犬山・名古屋・江戸ー城主の見た絵図」 研究紀要第 9,10
号 「歴史文化館だより」vol.12・13
紀要第 27 号
2015（平成 27）年度前期展示三河土呂の蓮如忌（本願寺蓮如生誕 600 年記念） 紀要
第三十四 , 三十五号 所報第 29 号
ラブレミューズへのみちー第 4,5 号ー 学芸員課程 2015,2016MUSE の窓
いちのみや文芸 2016・2017
企画展「記憶のモニュメントその軌跡の展開石黒将二展」「没後一三〇年山中信天翁
と幕末維新」
「メタルズ！変容する金属の美」 「鬼才河鍋暁斎展−幕末と明治を生き
た絵師」 「時空を超えてつむぐ〜多和英子 VS 放菴・達吉・鉄五郎」 〔記録集〕時
空を超えてつむぐ〜多和英子 VS 放菴・達吉・鉄五郎年報平成 24・25 年度 / 研究紀要
No.3
埋蔵文化財調査報告Ⅷ , Ⅸ
きりん第 19・20 号 パンフレット No.220 〜 225
文化財調査報告書第 2 集 八竜遺跡
企画展「明治に生まれた美麗なるやきもの〜石目焼」 「陶磁器図案家馬渕利貞〜昭
和初期の産業デザイン」
あいちトリエンナーレ アーツ・チャレンジ 2015/ あいちアートプログラム実施報告
書 アーツ・チャレンジ 2016/ あいちアートプログラム−虹のキャラヴァンサライに向
けて 虹のキャラヴァンサライあいちトリエンナーレ 2016 開催概要 あいちトリエン
ナーレ 2016 虹のキャラヴァンサライ創造する人間の旅 あいちトリエンナーレ 2016
ダイジェスト あいちトリエンナーレ 2016 公式ガイドブック
「VOICE」Vol.16
研究紀要第 2,3 号
ニュース No.62・63
特別展「南画家伊豆原麻谷とその時代」
「NEWS LETTER」vol.7 〜 9
一宮商工会議所五十年史 第 18 回発明と産業近代化展覧会 写真紳士録第二集
ニュース第 12,13,16 号
あいちトリエンナーレ 2016 特別連携事業 / 企画展 / 埋蔵文化財展「弥生への旅朝日
遺跡〜 2000 年前のキャラバァンサライ」 あいちトリエンナーレ 2016 特別連携事業
第二展示部門「弥生古物を旅する〜美術館の中の弥生」 特別企画展「人が大地と出
会うとき」 企画展「くらしをうつすー郷土の土人形展ー」 「愛知ノート〜土・陶・
風土・記憶」 「魅惑の陶製人形〜ノベルティ、人物俑、はにわ、土人形、フィギュ
リン」 「タイル〜近代都市の表面」 寄贈記念「世界をみる眼〜古陶磁とガラス西垣
千代子コレクション」 「古唐津桃山・江戸の華やぎ古武雄」 「川喜田半泥子物語〜
その芸術的生涯」 「煎茶〜山本梅逸と尾張・三河の文人文化」 「常滑〜古常滑・
急須・陶彫」 「鯉江良二展〜土に還るそれ以前・それ以後」 「ギリシャ陶器『古典』
の誕生〜アッティカ、ローマからセーヴル、ピカソまで」 建築装飾としてのタイル・
−６８−

No. 受入先

ナカシャクリエイテブ株式会社
江崎武
原誠
佐藤金吾

土本

典生

梅村孝之
熊澤潔
田中佐知男
愛知県下水道科学館
本地宗治

書名
陶壁が生きる街を記録と記憶に残すプロジェクト事業報告書 沖縄の工芸−琉球ガラ
ス・陶磁器・染織・琉球漆器 館報第 22,23 号
加納城跡−岐阜市加納丸之内地内における緊急発掘調査 笠屋石塚遺跡−スーパーセ
ンターオ−クワ関笠屋店建設工事に伴う埋蔵文化財調査報告
擔風詩集
将棋ペン倶楽部 2015 年秋
「墨蹟」第 13,15,19,21,23,24,29 〜 32 回現代名僧墨蹟展図録 現代名僧墨蹟展 15 周年
記念遺墨展図録 「道」本当の幸福とは何であるか 「大宝輪」まんだら−創刊 60
年秀作選秀作選第 2 集
NHK ブックス 58,281 ＳＵＮＭＯＯＫ No.１微笑の円空仏
を訪ねる旅 かみなり雪潭 これで大丈夫禅語百科
たくあん石の悟り ドタン場
で実力を発揮する本続・不動心大死一番 ほんまもんでいきなはれ まあ坐れ
も
う死んでもいいのですか . ありがとう ゆっくりしいや〜百年に人生を語る ヨー
ロッパ狂雲記 よくわかる茶席の禅語
わが師を語る名僧たちの人づくり わたし
の航跡 遺偈・遺誠−迷いを超えた名僧最期のことば 一口説法心を練る
一禅僧
の自伝 逸外老師随聞記底なし釣瓶で水を汲む 雲開窟鉄翁遺芳躅 永平寺の聯と額
越後獅子禅話
歌集龍珠 回想山本玄峰 各宗各派高僧名士墨跡集 覚の宗教
観音信仰入門 季刊禅画報第 20,21 号
久松真−著作集第 4 巻「茶道の哲学」 求道
の人びと−近代仏教百年の歩み 教育社歴史新書 < 日本史 >113 神仏分離
金剛窟の
風香 金剛老大師遺墨 激動期明治の高僧今川洪川 剣と禅 賢者の条件−禅僧は時
代をどう生きたか
現代語訳臨済録 光インド仏跡めぐり 坐禅 < いま、ここ、自
分 > を生きる 坐禅入門 坐禅話讃法話 山岡鉄舟
山下清東海道五十三次 山田
恵諦 100 歳を生きる 慈眼堂歌日記 自己を見つめる−本当の自分とは何か
若い
人々へのメッセージ関山嶺の風光 珠玉人生法話集 宗門葛藤集 十牛図 書と禅
床の間の禅語 , 続
昭和・平成禅僧伝臨済・黄檗編 昭和新修無門関 心の杖こと
０日 > 親鸞と真宗
心眼−悟りの目付け 人間、考
ば 366 日上 <1 月１日〜６月３
えすぎるから不自由になる「思い込み」にとらわれない生き方 吹毛軒
人生、あ
わてることはない−心のゆとり十三説法 人生、それでよろしいのか 人生・心がけ
人生しっかり生きなされよ
瑞鹿山円覚寺 瑞法の尼寺日記 瑞龍鐡眼禪師遺録
世界の名著続 3 禅語録 精神的スタミナをつくる本不動心
生きる喜び 誠満豪支
犒軍遺霊の旅和中支その他犒軍遺霊の旅 仙  仙 
和尚逸話選
青山俊董「摂心
日めくり法話」悲しみはあした花咲く 雪月花つれづれ 禅からの発想−自由自在に
生きる
禅と思想 禅に聞け〜澤木興道老師の言葉 禅のし於り 禅の極意今すぐ
幸福になる方法 禅の思想 禅の心
禅の世界−道元禅師と永平寺 禅をＺＥＮを
伝えた明治の高僧釈宗演伝 禅語にしたしむ 禅語の四季
禅語の茶掛を読む辞典
禅語百景 禅僧が医師をめざす理由 禅僧の逸話 禅入門 禅無所得を生きる
禅門逸話選上 , 下 禅林偈頌選 禅瞑想〜ピラミッド式座禅のやさしい実践法と効果
の科学的究明
素浪人塚本竹甫−尺八に生き、酒を愛した男の生涯 創業 70 周年記
念刊行鎌倉室町の美術 足立美術館大観選
村瀬太己その生涯と作品 太陽シリー
ズ 35 太陽仏の美と心シリーズ｣ 絢爛たる経典 待つことを知るものは勝つ
大淵
窟遺墨集 大菩薩禅堂金剛寺を訪ねる会と大接心の記録 卓州禅師遺芳 歎異抄 法
句経のこころ
茶席の禅語（上 , 下） 茶道誌淡交 2002 年増刊号近代の禅僧と茶の
湯 中国名勝古墳
定本山岡鉄舟 佛心
提唱碧巖集全 唐木順三文庫 5 −千利
休 東洋の心 燈影撰書 28 −松本省念老師 < 下回想篇 > 碧巖物語
毒語心經 独
楽熊谷守一の世界
汝自らに問え〜迷いを取り払う禅の教え 二百年遠諱記念東嶺
の禅と書
日本の寺院を知る事典 日本の信仰仏神と習俗 日本仏教宗派事典コン
パクト版 日本仏教人名事典コンパクト版
白隠禅師息耕録開筵普説講話 日々
清々 般若心経の心 煩悩人の心のさとり方−生を味わいつつ大道を歩む知恵
美
濃路の石仏 不二の妙道を行く 布袋の袋俳禅余話 仏教聖典 仏教名句揮毫手帖
法然と浄土信仰
別冊墨第 8 号禅の書−高僧墨蹟の系譜 鵬雲斎千宗室好物聚成第
一〜三巻 本当の自己に生きる無門閑提唱
墨三十八号九月号−特集慈雲尊者 墨
四十八号五月号−特集澤庵宗彭 墨−日本高僧遺墨全 3 巻 魔禅
夢窓国師の風光
無為室遺墨集 無門関提唱 名僧いんたびゅう 名僧百言 名僧百人一話Ⅰ 夜船
閑話講話
李刊禅画報第 5 〜 10,13,15,18 号 裏千家茶道教科教養論 4 −百人の禅僧
臨済録提唱 臨済録物語 歴史・伝説の旅
鈴木大拙の人と学問 鷲峯餘光−興
國寺開山法燈國師七百年遠諱 佛のこころ詩の心
「考古学研究」復刻版第 6 巻〜第 10 巻 「私たちの考古学」復刻版第 1 巻〜第 5 巻
遺跡学研究第 1 〜 10 号
季刊考古学別冊 2,4 〜 20 見瀬丸山古墳と天皇陵 季刊考
古学第 1,10,14,16,18 〜 20,24,26,28,31,34,39,40,42 〜 126
古代学研究第 35 〜 59,129
号〜 162,167 号〜第 207 号 古代文化第 45,52,53,57,58,60 巻
考古学雑誌第 73 〜第
89 巻 佐織町史資料編二 展望考古学−考古学研究会 40 周年記念論集
日本考古
学第 1 〜 40 号 日本考古学年報 11,29,32,37 〜 40 公木萬記（第 8,9 集）
画業 60 年の軌跡梅村孝夫作品集
南朝遺裔適否照査之請願書
SACHIO TANAKA Art Works 2015
「ぐるぐる」vol10
いい伝え三百六話 おやじ聞き書 ガ島血戰盡忠録 ザ・尾張シリーズ第 4 集尾張の
女性 われらの平野 流石遺稿
濃尾の自然と人 愛知郷土文化史談紙魚
（全） 愛
知県教育史第一〜四巻・別冊愛知県寺小屋一覧 温故百話
一宮の民話第九集 一
−６９−

No. 受入先

名古屋城総合事務所
馬引馬子の会
妙楽賢俊
原信一
愛知県撚糸工業組合
24 海の博物館
桑名市博物館
斎宮歴史博物館
鈴屋学会
本居宣長記念館
津市埋蔵文化財センター
三重県埋蔵文化財センター

三重県県立美術館
四日市市教育委員会
桑名市教育委員会

鈴鹿市考古博物館

松阪市文化財センター
明和町
三重県総合博物館

書名
宮史談会叢書 3,15 〜 17,19 〜 21 一宮市史巻之上 一宮市史全 一宮市内の円空仏
一宮市内に郷土史関連取材記事抄 一宮市文化財私見 一宮市北方町加藤家文書そ
の三 一宮八景
我が祖父坪内廣三郎が奉持した『勅語・令旨』集 関ケ原合戰大
繪巻 岐阜落城軍配と慶長記 吉田家本
「長久手記」 旧明力坊前田速念寺史稿江戸
０周年記念 愛知縣丹羽郡小學校冩真帖 三八市場
時代編 教育勅語御下賜二１
郷土かるたわたしたちの尾張 郷土史 234 珍 近世なごやの裏話 近世尾張平野の変
遷史全二編 犬山こぼれ話
犬山御城初築由來 古文書研究資料編「亜墨利加人デ
大騒ぎ」 古文書研究資料編Ⅰ , Ⅱ 江戸時代賃金物価史
江南郷土研究会々報 江
南郷土史研究会−会報二百号記念集冊版巻の一 , 二 三陽長篠合戦日記写
車車維
持財団叢書−日本文化の特色を考える− 小牧付近図他（長久手・清須）
［小牧陣始
末記 1989/10 複製地図］
少年倶楽部第十八巻第一号附録 國史に輝く英傑集 昭
和三十一年十月 五十年の歩み 松雨雑纂
信長公書状集 森徳一郎先生著書竝発
表記録 西成の英霊 西大海道土地改良史 節操夜話
前野文書が語る戦国史の展
開 全面移転を記念して〜 110 年のあゆみ 第拾九期上半季営業報告書 珍本駄本
探訪武功夜話のふるさと 坪内氏と高野島城付開明地名考 渡邉大將略奪 東海の
ロマン日清戦争功労抜書
探訪武功夜話のふるさと 坪内氏と高野島城付開明地名
考 渡邉大將略奪 東海のロマン 日清戦争功労抜書
日露戦争記録及び日露戦争
第三師団輜重兵記録 特別史跡名古屋城年表〜慶長の築城より 馬津新溝驛の解決
入鹿溜池由来始末誌 尾西の史蹟を訪ねて 尾張の土産話① , ③ 尾張一宮地方の
伊勢参宮
尾張国神社考 尾張国丹羽郡野村年表 尾張国丹羽郡浅野村災害年表
尾張国地図集成 尾張国冨田荘絵図
尾張史料の新研究 尾張衆と関ヶ原合戦 尾
張城址散策−尾張の城址を訪ねる（
（上 , 下巻） 尾張石文〜石造物の銘 尾張大根切
干發達史 尾張藩在郷名家録 尾張藩士録 尾張野風物詩資料篇その一 , 二
尾
濃切支丹年表・札所巡禮 尾藩知名人年譜抄八 尾北のロマン上 尾北ホームニュー
ス中日新聞連載の 50 話
彦根藩軍制秘録 武功夜話（全四巻） 武功夜話補巻 忘
れじの尾張本 名古屋の街道−道と文化
名古屋空襲誌全八冊名古屋空襲を記録す
る会（第 1 号〜 8 号） 名古屋城博記念名古屋城今昔写真集
明治三十一年特別大演
習實記 明治二十四年濃尾大震災寫眞帖 歴史写真集名古屋再発見
特別展「描かれた名古屋城写された名古屋城」
2 千年の遺跡 5 千人の町 ふるさと馬引のあゆみ
西萩原ものがたり
尾張いにしえ物語
撚糸
「浮世絵から見る海女」
特別企画展「大定信展−松平定信の軌跡」 桑名市博物館収蔵品図録
特別展「よみがえる斎宮」 「古代の出雲−その限りない魅力」 平成 24 〜 26 年度
発掘調査概報
発掘調査報告Ⅱ
東部整備事業報告 たより No.74 〜 77
第三十四回鈴屋学会大会要領 会報第三十二・三十三号
「ふみの森探検隊」No.15 〜 22
「まいぶん津」第 13 号
近畿自動車道名古屋神戸線（四日市 JCT 〜亀山西 JCT）建設に伴う埋蔵文化財発掘調
査概報Ⅳ , Ⅴ 埋蔵文化財調査報告 186 − 8,323 − 5,３64 〜 369,372,373 研究紀要第 24 号
一般国道 23 号中勢道路埋蔵文化財発掘調査概報 26（平成 26 年度調査） 平成 26,27
年度三重県埋蔵文化財年報
「HILL WIND」 36・40
一般国道 1 号北勢バイパス埋蔵文化財発掘調査概報ⅩⅡ 埋蔵文化財発掘調査報告書
50,52 「久留倍官衛遺跡整備ニュース」vol.4 〜 17
桑名市中央図書館開館 10 周年記念地域文庫コレクション〜秋山文庫・伊藤文庫・堀田
文庫・北村文庫・貝塚文庫 国指定天然記念物「多度のイヌナシ自生地」の現況に関
する総合調査報告書平成 25 〜 27 年度 多度村役場村会書類目録Ⅱ ,2 桑名市文化財調
査報告書−平成 24,25 年度
特別展「鹿〜『鹿と古代人』その後」 企画展「黄金に輝く〜信長・秀吉の民」 伊勢
国府跡 17,18 速報展発掘された鈴鹿 2014,2015 木曽田遺跡 ( 第 1・2 次 ) 〜平田野中学
校移転改築に伴う発掘調査報告書 磐城山遺跡（第 6・7 次）発掘調査報告書〜農地改
良工事に伴う緊急発掘調査 半田遺跡発掘調査報告書〜御門垣内地区の調査 年報第
16,17 号
平成 25,26 年度年報
三重県多気郡明和町斎宮跡埋蔵文化財調査報告 32 −史跡斎宮跡−平成 26 年度現状変
更緊急発掘調査
開館記念企画展「MieMu 発進！」 企画展第 1 弾「MieMu 誕生物語−三重県総合博物
館ができるまで」 第 3 弾「でかいぞミエゾウ！化石が語る巨大ゾウの世界」 第 4 弾
「祈りと癒しの地熊野」 第 5 弾「ふたりのウェディング事情」 「大変動の地ー三重
の三億年・変動に生きた巨大生物たち」 南北の共存東西の交流三重県総合博物館展
示案内 親鸞高田本山専修寺の至宝 くらしの道具〜いま・むかし あんな虫、こんな
虫、そんな虫−身近な小さな生きものたち SUZUKA 夢と挑戦のステージ ホンダの
F1 と鈴鹿サーキット 伊勢志摩常世の浪の重浪よする国へいざ Now! 国立公文書館共
−７０−

No. 受入先

書名
催明治の日本と三重〜近代日本の幕開けと鹿鳴館時代 交流展すばらしい三重の文化
財Ⅰ 資料叢書 No.1,2 研究紀要第 1,2 号 年報通巻 1 号 「みえしんす」4 〜 10・12 〜
15 号
皇學館大学研究開発推進センター 紀要第 2,3 号 年報第 2,3 号
鈴鹿市遺跡調査会
鈴鹿市郡山町郡山遺跡群発掘調査報告Ⅱ , Ⅲ , Ⅳ
諸戸財団
名勝諸戸氏庭園保存修理事業中間報告書
25 近江八幡市教育委員会
埋蔵文化財発掘調査報告書 51 〜 53 平成 25 年度文化財年報
大津市歴史博物館
たより No.98・100 〜 104
滋賀県立大学人間文化学部
学芸員課程報告書第 17,18 号
滋賀県立琵琶湖文化館
平成 27 年度マザーレイク滋賀応援基金活用事業「受け継がれゆく神と仏の美−文化財
修理の現場から」研究紀要第三十一 , 三十二号
長浜城歴史博物館
たより第 40 号
長浜市教育委員会
長浜市埋蔵文化財調査資料第 147,148,150,155,157,159 集大辰巳遺跡第 45 次調査報告書
彦根城博物館
たより No.109, 〜 111・113 〜 116
守山市埋蔵文化財センター ( 守山 下之郷遺跡第 93 次・酒寺遺跡発掘調査報告書 下之郷遺跡確認調査報告書Ⅹ , Ⅸ 下之
郷遺跡関連発掘調査報告書 文化財調査報告書平成 25 年度国庫補助対称遺跡発掘調査
市教育委員会 )
報告書
楽浪文化財修理所
文化財修理報告書 Vol.13,14
栗東市出土文化財センター
地のまつりと水のまつり〜古代の役所と祭祀〜 栗東発掘再発見 Vol.5,16 はっくつ
2014,2015 埋蔵文化財調査報告 2013,2014( 平成 25) 年度年報
国史跡指定・雪野山古墳発掘 25 周年記念事業雪野山古墳−過去・現在・未来−を語る
東近江市教育委員会
シンポジウム 東近江市の遺跡シリーズ 1,13,14,15,16 埋蔵文化財調査報告書第 26 〜
29 集
米原市教育委員会
「佐加太」第 42 〜 44 号
竜王町埋蔵文化財発掘調査報告書第 14 集竜王町内遺跡発掘調査概要報告書平成 24、
竜王町教育委員会
25 年度 竜王町文化財資料集第 4 集竜王町埋蔵文化財発掘調査資料集Ⅳ−山ノ上焼・
雨宮焼編
大津市教育委員会
大津市埋蔵文化財調査報告書 78,80 〜 89,91 〜 99,101 〜 103 大津市埋蔵文化財調査年
報−平成 24 〜 27
成安造形大学
紀要第 7,8 号
長浜市長浜城歴史博物館
「雨森芳州と挑戦通信史〜未来を照らす交流の遺産」
日野町教育委員会
ふるさと日野の歴史
大英博物館ゴーランド・コレクションの調査から 研究論集文学研究科第 13,14 号 歴
26 京都橘大学
史遺産調査報告 2014,2015 ゴーランド・コレクション総合研究の新知見に基づく日本
古墳時代・研究史の再構築ニュースレター 1,2 号
京都文化博物館
研究紀要朱雀第 27,28 集 2014,2015 年度年報
高麗美術館
「館報」第 102 〜 105 号
向日市文化資料館
特別展示図録「乙訓の四国街道と向日町」
立命館大学文学部
「学芸員 NEWS LETTER」第 28,29 号
京都大学総合博物館
挑戦する大学博物館−学術標本・人・情報をつなげる博物館科学の創成にむけて 年
報平成 26,27 年度 「ニュースレター」No.34 〜 38
同志社大学歴史資料館
館報第 18,19 号
美術院
美術院紀要第八号
宇治市歴史資料館
「宇治−トップブランドの成立と展開」 JR 奈良線 120 年進め！！奈良鉄道 収蔵資
料調査報告書 17,18 年報平成 25,26
京丹後市教育委員会
平成 26 年度丹後・東海地方の文化方言等調査事業報告書「丹後・東海地方のことばと
文化」〜兄弟のようなことばを持つ両地方
持田武夫
文化財選定保存技術「規矩術（近世規矩）
」伝承事業出版木工技能者研修（普通コー
ス）規矩術 建築規矩術（扇椽） 折り紙で学習する規矩街
アートワン
「微笑みに込められた祈り円空・木喰展」
企画展「木簡紀行−安堂遺跡の木簡」
「江戸時代の国分村」
「まじなう−古代の祈りの
27 柏原市立歴史資料館
道具たち」「大和・河内をつなぐ道−亀の瀬の歴史」 柏原市古文書調査報告書第十 ,
十一集 館報第 27,28 号 「ゴンドラ」No12・13
河内長野市文化財調査報告書第 58 〜 61
河内長野市教育委員会
国立民族学博物館
「みんぱく」第 451 〜 461・463 〜 475 号・総索引四〇巻 「友の会ニュース」第 226
〜 233・235 〜 237 号
垂水南遺跡発掘調査報告書Ⅱ〜垂水南遺跡第 57 次発掘調査 吹田市佐井寺一丁目所
吹田市教育委員会
在佐井寺護摩堂および鐘楼建築調査報告書 五反島遺跡発掘調査報告書−吹田市南吹
田下水処理場雨水滞水池設置工事に伴う発掘調査 平成 26,27 年度埋蔵文化財緊急発
掘調査概報
吹田市立博物館
特別展「生誕 100 年西村公朝展−ほとけの姿を求めて」
「絵図っておもしろい〜国絵図
と村絵図」
「田園都市千里山〜大正時代の理想郷」
「古代の港か？五反島遺跡の謎
−７１−

No. 受入先
高槻市教育委員会
千里文化財団
枚方市教育委員会
枚方市文化財研究調査会
寝屋川市教育委員会

大阪くらしの今昔館
大阪歴史博物館
大阪大学埋蔵文化財調査委員会
泉大津市教育委員会
大阪大谷大学博物館
大阪大谷大学文化財学科
大阪府立狭山池博物館
泉南市教育委員会
大阪大学大学院
大阪市立美術館
大阪文化財研究所
大阪市文化財研究所
大阪大谷大学
四條畷市教育委員会
28 明石市立文化博物館
赤穂市立歴史博物館
尼崎市教育委員会
小野市立好古館
神戸市立博物館
神戸深江生活文化資料館
竹中大工道具館
西宮市立郷土資料館

姫路市立美術館
たつの市立龍野歴史文化資料館
多可町教育委員会
兵庫県立考古博物館

29 飛鳥資料館
田原本町教育委員会

帝塚山大学考古学研究所
奈良県立民俗博物館
奈良文化財研究所
桜井市文化財協会

桜井市立埋蔵文化財センター

書名
に迫る」 館報 15,16 たより No.60 〜 63・65・66・68
年報平成 25 年度
季刊民族学 No.152 〜 159
枚方市文化財調査報告第 80 集−大阪府枚方市特別史跡百済寺跡−写真図版編 , 本文編
年報 36,37
文化と歴史のネットワークづくり事業歴史シンポジウム資料石宝殿古墳再考 , 緑立つ
道の遺跡たち〜第二京阪道路関連遺跡の調査を総括する 寝屋川市文化財資料 27,29
寝屋川のだんじり祭Ⅰ明和地区のだんじり祭 国史跡高宮廃寺跡内容確認発掘調査
概要Ⅱ
ニュース vol.55 〜 57
年報平成 26,27 年度
埋蔵文化財調査室年報 4
おほつ研究 VOL9,10
報告書第 62,63 冊 博物館だより No.117 〜 121
歴史文化学科第 16 号
特別展「近世狭山池絵図−水下農民の狭山池改修史」
文化財調査報告書第 55,56 集
西山 1 号窯−篠窯跡群における瓦陶兼業窯の調査
たより vol.184 〜 187
大阪市平野区加美遺跡発掘調査報告Ⅵ , Ⅶ 大阪市北区中之島蔵屋敷跡発掘調査報告
Ⅱ 大阪市北部遺跡群発掘調査報告 研究紀要第 17 号
「葦火」第 175 〜 184 号
歴史文化研究第 15 号 歴史文化学科調査研究報告書第 2 冊論集他界観 志学台考古第
15,16 号
文化財調査報告第 50 〜 53 集 市史第五巻（考古編）
企画展「くらしのうつりかわり展〜夏と冬のしたく」
特別展「源氏流いけばな」
「山鹿素行」
尼崎市埋蔵文化財遺跡分布地図及び手引き
特別展「江戸時代の産業経済の発達〜小野市市場地区」 たより No.80 〜 85
館蔵品目録美術の部 31 考古・歴史の部 31 研究紀要第 31 号 たより No.107 〜 111
「生活文化史」第 43・44 号
「NEWS」vol.33 〜 36
特別展「阪神沿線ごあんない−にしのみやの郊外生活」「西宮町人の生活と文化〜江
戸時代の日記を読み解く」 収蔵資料目録第七集 西宮歴史調査団年報 2013,2014 版
ニュース第 41 〜 45 号
たより vol.126 〜 133
特別展「秀吉からのたより〜よみがえる龍野神社の宝物」
「秀吉からのたより」展示
資料別冊「脇坂家文書集成」
「忠臣蔵から村文書まで−西播磨のアーカイブス」
多可町文化財報告 27 −清水・タカアビ遺跡
特別展「築城−職人たちの輝き」「国史跡多田銀銅山−銀山攻略第二巻役所関連遺跡
の調査」
「王墓の埴輪−池田古墳のすべて」「地震・噴火・洪水〜災害復興の 3 万年史」
企画展「ひょうごの遺跡 2015 −調査研究速報」
「ひょうごの遺跡 2016 −調査研究速
報」「千石コレクション古代中国鏡の至宝」 古代中国鏡の至宝解説シート 古代体験
交流事業全国古代体験フェスティバル 2015,2016 事業実施報告書 研究紀要第 8,9 号
館報 Vol.6 「NEWS」vol.16 〜 19 「ひょうごの遺跡」第 93 〜 95 号
特別展「はじまりの御仏たち」
「キトラ古墳と天の科学」
「文化財を撮る−写真が遺す
歴史」
「祈りをこめた小塔」
「弥生遺
企画展「たわらもと 2015 発掘速報展」「弥生遺産Ⅲ〜唐古・鍵遺跡の石器〜」
産Ⅳ〜唐古・鍵遺路の土製品・ガラス etc 〜」
「小林家文書展」 唐古・鍵遺跡考古資
料目録 1 土器編 1（絵画・紀号・文様 ）文化財調査年報 23,24
考古学研究所研究報告ⅩⅦ , ⅩⅧ シンポジウム報告書−最新研究行基の考古学
写真展「私がとらえた大和の民俗−衣−」
「私がとらえた大和の民俗−食−」 たより
第 106・107 合併号
企画展「飛鳥の考古学 2015 〜飛鳥の古墳調査最前線」
「早川和子が描く飛鳥むかしむ
かし」 紀要 2015,2016 概要 2015,2016 埋蔵文化財ニュース 158 〜 165
特別展「纒向」その後−大規模集落衰退後の纒向遺跡」
「拓かれた扉〜桜井市の郷土
史研究はいかにして始まったか」 企画展「埴輪があった！古墳もあった？」
「かわい
い遺物たち〜桜井市内出土遺物たち〜」「国家誕生の地、桜井を語る」埋蔵文化財
2003,2007 年度発掘調査報告書 桜井市内遺跡発掘調査報告書− 2013 年度 城島遺跡
０cm 下の桜井」
第 42 次発掘調査報告書 発掘速報展 21［５
纒向考古学通信 Vol7・8
−７２−

No. 受入先
天理大学附属天理参考館
奈良大学文化財学科
橿原市教育委員会
奈良県立橿原考古学研究所附属博
物館
宇陀市教育委員会
帝塚山大学附属博物館
桜井市教育委員会
桜井市纏向学研究 ｾﾝﾀｰ
豆谷和之さん追悼事業会事務局
30 紀伊風土記の丘
和歌山市立博物館

31 鳥取県埋蔵文化財センター

米子市美術館
32 島根県立古代出雲歴史博物館
出雲弥生の森博物館
八雲立つ風土記の丘
33 岡山市教育委員会

岡山市立オリエント美術館
倉敷市埋蔵文化財センター
津山郷土博物館

総社市教育委員会
井原市立田中美術館
34 広島県立文書館
広島県立歴史民俗資料館
広島大学考古学研究室
庄原市教育委員会
熊平製作所
奥田元宋・小由女美術館
35 下関市立考古博物館
山口県立山口博物館
山口県立美術館
土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム
36 徳島県立博物館

徳島県立文書館
徳島市立徳島城博物館

書名
天理参考館報第 28,29 号
文化財学報第三十三 , 三十四集 研究報告 2014,2015
文化財調査年報平成 23 〜 26 年度
特別展「継体大王とヤマト」
「人のかたちの埴輪はなぜ創られたのか」
「ヤマトの戦士
古墳時代の武器・武具」
「蘇我氏を掘る」
「やまとのみやけと女性司祭者〜史跡島の山
古墳発掘 20 年」 大和を掘る 33,34
「古文書の宝庫片岡家文書の世界」 文化財調査概要 11 〜 13
館報Ⅹ , ⅩⅠ
埋蔵文化財発掘調査報告書第 42 〜 45 集
研究紀要纏向学研究第 3,4 号 年報第 2,3 号
魂の考古学−豆谷和之さん遺作・追悼文編
特別展「紀伊の地大いに震う〜考古学から南海地震を追う」 年報第 41,42 号・研究紀
要第 3,4 号
和歌山市史第 1 〜 3,5 〜 10 巻 特別展「近代スポーツと国民体育大会−紀の国わかや
ま国体・わかやま大会への道」
「表千家と紀州徳川家」
「本居宣長と和歌山の人々 和
歌山国学人物誌」
「荘園絵図の世界−紀州流域を中心として」
「花ひらく紀州の文化−
紀州藩と茶道」
「朝鮮通信使と紀州」
「幕末の動乱と紀州」
「和歌山の仏教文化」
「城下
町和歌山の絵師たち−江戸時代の紀州画壇−」
「玉津島ー衣通姫と三十六歌仙」 企画
展「鷺森本願寺の歴史と寺宝」
「絵画にみる和歌祭」 南海沿線「泉州ミュージアムネッ
トワーク」
「中国済南歴史文物展」 東京大学コレクションⅩⅦ石の記憶−ヒロシマ・
ナガサキ被爆試料に注がれた科学者の目 和歌山市立博物館総合案内 研究紀要
13,30,31 たより No.21
青谷上寺地遺跡発掘調査研究年報 2014,2015 第 6 回青谷上寺地遺跡フォーラム「人・
もの・心を運ぶ船−青谷上寺地遺跡の交流をさぐる」 弥生の港湾集落−青谷上寺地
遺跡 調査報告 60,61
所蔵品目録Ⅲ
ニュース vol.34,36 〜 39
平成 26、27 年度年報
「八雲立つ風土記の丘」No.215 〜 No.219
南方遺跡−岡山済生会総合病院新病院建設に伴う発掘調査＜第 1 分冊＞
塚段古
墳・坂口古墳−銀層ガラス玉を出土した後期古墳の発掘調査報告
上伊福（済生会）
遺跡 2 −岡山済生会総合病院管理棟・立体駐車場建設に伴う発掘調査弥生時代編
岡山城三之外曲輪跡ー川崎医科大学総合医療センター建設に伴う埋蔵文化財発掘調査
報告
埋蔵文化財センター研究紀要第 8 号
埋蔵文化財センター年報 15
研究紀要 29,30
年報 15 平成 25・26 年度
特別展「佐平焼−結晶釉の美と特産品創出」 特別展 行列を組む武士たち−津山藩松
平家の行列図より− 江戸一目図を歩く−鍬形 
斎 の江戸名所めぐり− 学芸員が
作った津山城の本 年報平成 26,27 年度 「大博物館だより津博」No.83 〜 89 津山市
史だより創刊号・第 2・3・5・6 号
総社市埋蔵文化財発掘調査報告 23 〜 25 年報 23 〜 25
企画展「ジャパニーズ・ヴィーナスー彫刻家藤井浩祐の世界」
「平家物語を描くー近
代によみがえった古典」 棟方志功−平櫛田中を「先醒」と呼んだ板画家
資料集 9 −村上家乗安政五年・六年 館紀要第 13 号 たより No.40
年報第 32 号
紀要第 7,8 号
広島大学大学院文学研究科考古学研究室報告書第 3 冊 庄原市教育委員会発掘調査報
告書第 28 冊 佐田谷・佐田峠墳墓群発掘調査報告書調査編 (1) 「文化財だより」第 4 号
抜粋のつづりその七十五 , 七十六
開館 10 周年記念「川合玉堂展−日本の自然美を見つめて」
特別展「綾羅郷遺跡とその時代〜環濠集落事始め」 研究紀要 19,20 号 年報 20,21
「あやらぎ」No.26・27
館報 37,38 研究報告第 41,42 号
年報平成 25 〜 26 年度 「天花 ｣124 〜 126 号
研究紀要第 10,11 号
企画展「阿波木偶箱まわしの世界〜門付け、大道芸」
「瓦から見る古代の阿波−寺院
と役所」 「徳島藩絵師のすがお〜伝えられた絵手本や写しから」 みんなで創るユニ
バーサルミュージアム報告書 研究報告第 25,26 号 年報第 24,25 号 ニュース No.98 〜
105
特別展「終戦 70 周年記念民衆が見た戦争」 企画展「描かれた阿波の人物」 「写真
資料に見る学舎の面影」 たより第 36 号
特別展「中国国分 / 四国国分〜秀吉の天下取りと智将・蜂須賀正勝」 「坂東宗稜と
−７３−

No. 受入先

徳島県立鳥居龍蔵記念博物館

37 香川県立ミュージアム

瀬戸内海歴史民俗資料館
38 愛媛県歴史文化博物館

39 高知県立歴史民俗資料館

土佐山内家宝物資料館
高知県立高知城歴史博物館
40 九州歴史資料館
福岡市埋蔵文化財センター
柳川市
北九州市立自然史・歴史博物館
九州国立博物館

糸島市教育委員会
福岡県立美術館
43 熊本市立熊本博物館
44 大分県公文書館
大分県立歴史博物館
大分市歴史資料館
佐伯市教育委員会

書名
近代徳島の茶の湯」 企画展「最後の殿様〜蜂須賀茂韶」 「浄瑠璃本の阿波淡路」
「異界と幻想の美術〜美術のなかの不思議なものたち」 飯原一夫絵画展「記憶の昭
和徳島〜戦争の惨禍と戦後復興」「藍と薬のめぐりあい〜和漢薬『敬震丹』と阿波・
大坂」
「ひな人形の世界」「徳島歴史玉手箱新収蔵品展」「こども博物館江戸時代ブン
０年展〜武威の伝統と淡路の文化」 年報第 23,24
カイ大図鑑」
「大坂の陣・淡路加増四０
号
開館五周年記念企画展「鳥居龍蔵−世界に広がる知の遺産」 企画展「よみがえる縄
文世界−鳥居龍蔵の信州調査」 開館 5 周年記念講演会−鳥居龍蔵博士の思い出（複製
版） 図説鳥居龍蔵伝（複製版） 「鳥居龍蔵の再発見〜国内外の視点から」報告書
「鳥居龍蔵の再発見〜国内外の視点から」報告書 「鳥居龍蔵の再発見〜国内外の視点
から」講演会要旨集 徳島県立鳥居龍蔵記念博物館 新編みんなで学ぼう！鳥居龍蔵
Let s Learn Together about Torii Ryuzo ！ 研究報告第 2 号 年報第 5 号
「企画展示解説シート」Vol.69 〜 78, 特別号 「高松松平家歴史資料目録､ −能面・能
高松藩主松平家墓
楽器」 西日本の背負運搬コレクション目録 収蔵資料目録７,8
所調査報告書 調査研究報告第 6,7 号 年報第 7,8 号 「ニュース」vol.29 〜 36
「解説シート」Vol.H26 − 1 〜 3,H27 − 1 〜 5,H28 − 1,3
特別図録「弘法大師空海展」
「続・上黒岩岩陰遺跡とその時代−縄文時代早期の世界」
「四国遍路と巡礼」 テーマ展図録「松山城下図屏の世界」 企画展「むかしのごちそ
う」 資料目録第 23,24 集 研究紀要第 20,21 号 「歴博だより」No.81 〜 88
企画展「大坂夏の陣 400 年長宗我部遺臣それぞれの選択」
「小さいもの見〜つけた！海
洋堂のニッポン・ミニチュアカタログ」 コーナー展「干支の玩具酉」
「おさるの楽園」
研究紀要第 19,20 号 年報 No.24,25 「岡豊風日」第 89 〜 97 号
研究紀要第 13 号 年報第 13,14 号 「海南千里」第 46 〜 48 号
山内家資料生菓子図案集 プレ広報誌第 1 〜 3 号
「九歴だより」No.42 〜 44
収蔵資料目録第 2 集博多遺跡群 年報第 34,35 号
柳川文化資料集成第一 , 二 , 四集
「小倉織−江戸時代から愛された木綿織物」 研究報告 B 類歴史第 12,13 号 年報平成
25,26 年度
特別展「戦国大名−九州の群雄とアジアの波涛」
「海の道、アジアの路 KYUSHU
NATIONAL MUSEUM 2014] 博物館科学の設備 九博文化の力シンポジウム−文化
による地域社会の創造を目指して報告書−地域固有の文化の力と経済効果 開館 10
周年記念九州国立博物館史
九州国立博物館 10 年のあゆみ 「Asiage」vol.36 〜 43
糸島市文化財調査報告書第 13 集三雲・井原遺跡Ⅳ−三雲南小路・上覚・屋敷・ヤリミ
ゾ・井原ヤリミゾ地区の調査 紀要第 8 〜 10 号 年報 10,11
特別展「柳川・立花家の至宝」
館報 No.27,28
たより第 22 〜 24 号
研究紀要 16,17 年報 2014,2015
特別展「変幻自在を極める−縄文の弥生のかごと木工芸」「日本犬聞録−イヌと人の
歴史」「おおいた春夏秋冬くらしの行事」 ニュース No.106 〜 111
佐伯藩史料温故知新録十一
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