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明日への文化財 30-58,60-64,67- 文化財保存全国協議 1991+

博物館学雑誌 Vol.39- 全日本博物館学会
2013-17,2018以降

は人文図

博物館研究
538-545,547-
555,557-

日本博物館協会
2013-17,2018以降

は人文図

Musée 70,80- アム・プロモーション
2013-17,2018以降

は人文図
海事博物館研究年報2013 41 神戸大学大学院海事科学研究科 2014

考古学ジャーナル 2015年5月号- ニュー・サイエンス社
2015-17,2018以降

は人文図
学会ニュースNo.106-110 全日本博物館学会事 2013+
文全協ニュースNo.193-202 文化財保存全国協議 2012+
MUSEUM　STUDY　明治大学学
芸員養成課程年報

23,25,26,28,29
明治大学学芸員養成
課程

2011～2013

国立歴史民俗博物館研究報告
74,88,153-
154,156,163,172,17

国立歴史民俗博物館 1997～2012

ムゼイオン　立教大学博物館研
究

55-59,記念特集号
立教大学　学校・社会
教育講座

2009～2014

新潟市歴史博物館研究紀要 4,7-10 新潟市歴史博物館 2009-2015

Cultivate
2,3,5,12,20-
24,29,31,33,35-42

文化観光研究所 1996～2014休刊

会報　文化財保存新潟県協議 文化財保存新潟県協 2012-2013

世界遺産年報
2004,2008,2014,201
7年度

日本ユネスコ協会連
盟

2004～2014

Newton 2005年6月号 ニュートンプレス 2005
埋蔵文化財ニュース 110,111,119,130 奈良文化財研究所 2002～2008
情報考古学 Vol.5 No.1 日本情報考古学会 1999
文環研レポート 30-32号 文化環境研究所 2010-2013

文化遺産の世界 10,15,17,19-26 国際航業株式会社
2003～2007休刊、
2016復刊(電子版）

有年考古　創刊号－赤穂市立
有年考古館年報(平成23・24年

1- 赤穂市教育委員会 2013

第四紀研究 Vol.32-（欠号あり） 日本第四紀学会 1993+
第四紀学会講演要旨集　2006
年

日本第四紀学会 2006

第四紀学会講演要旨集　2008
年大会

日本第四紀学会 2008

学芸員資格取得のＱ＆Ａ　資格
認定試験問題
人文系　博物館資料論 青木豊 雄山閣 2012
集客力を高める　博物館展示論 青木豊 雄山閣 2013
みんなで楽しむ　新しい博物館
のこころみ

岩槻邦夫 研成社 2012

博物館教育の原理と活動ーす
べての人の学びのためにー

駒見和夫 学文社 2014

だれもが学べる博物館へー公
教育の博物館学

駒見和夫 学文社 2008

さわって楽しむ博物館　ユニ
バーサル・ミュージアムの可能

広瀬浩二郎 青弓社 2012

没後三十年　湖北の画人　沢宏
靱

長浜市長浜城歴史
博物館

長浜市長浜城歴史博
物館

2011

美術を書くー美術について語る
ための文章読本ー

シルヴァン・バー
ネット；竹内順一
日本語監訳

東京美術 2014

※以下の資料は、神戸大学文学部の地理学教室・文化財学講座が管理しています。利用に
ついては研究室までお問い合わせください。<mkikuchiｱｯﾄlit.kobe-u.ac.jp>

博物館学全般

雑誌類



松浦武四郎コレクション : 静嘉
堂蔵

静嘉堂編 静嘉堂 2013

産業文化博物館 : 広がる、重な
る、繋がる (別冊Muse ; 2013)

帝国データバンク
史料館

帝国データバンク史料
館

2013

情報と資料 : 越える、渡る、広
がる (別冊Muse ; 2014)

帝国データバンク
史料館

帝国データバンク史料
館

2014

記憶と記録 : 紡ぐ、結ぶ、伝え
る (別冊Muse ; 2015)

帝国データバンク
史料館

帝国データバンク史料
館

2015

荒俣宏旧蔵博物誌コレクション
目録 (文献シリーズ ; no. 33).

慶應義塾大学三田
メディアセンター編

慶應義塾大学三田メ
ディアセンター

2016

絵本美術館のある旅 MOE編集部編 白泉社 2011
The frugal librarian : thriving in
tough economic times

edited by Carol
Smallwood

Chicago : American Library Association2011

アートアーカイブの便利帖 :
アート・プロジェクトをアーカイブ
するために知りたいこと（附：便
利帖のしおり）

井出竜郎 [ほか] 編 アーツカウンシル東京 2016

日本とクジラ　福岡市博物館特
別企画展

日本とクジラ展実行
委員会編

日本とクジラ展実行委
員会

2011

博物館のひみつ : 保管・展示方
法から学芸員の仕事まで  (楽し
い調べ学習シリーズ)

斎藤靖二監修 PHP研究所 2016

美術館のひみつ : 展覧会の準
備・開催から学芸員の仕事まで
(楽しい調べ学習シリーズ)

草薙奈津子監修 PHP研究所 2017

P+ARCHIVE アート・アーカイブ
ガイドブック　β版；　PDF

アート＆ソサイエ
ティ研究センター編

アート＆ソサイエティ
研究センター

2011

アート・レファレンスツール；
JAL2016招へい者向けテキス
ト：アート・レファレンス・ツールを
中心に；　PDF

橘川英規、大橋直
美、水谷長志編

JAL2016；　海外の日
本美術研究のための
レファレンスガイド

2016

記録集　アーカイブ／ドキュメン
テーション（記憶の劇場_大学博
物館を活用する文化芸術ファシ
リテーター育成講座_活動７）

大阪大学総合学術博
物館

2017

記憶の劇場　展覧会（資料）
大阪大学総合学術博
物館

2017

博物館の政治学 金子　淳 青弓社 2001
超・美術館革命－金沢21世紀
美術館の挑戦

蓑　豊
角川書店（新書　one
ﾃｰﾏ21)

2008

史料の整理と管理
国文学研究資料館
史料館

岩波書店 1988

博物館学を学ぶ人のための
ミュージアムスタディガイド：学
習目標と学芸員試験問題

水嶋英治 アム・プロモーション 2002

博物館学基礎資料 廣瀬隆人ほか 樹村房 2001
ART BRUT　生の芸術 vol.3　人
間の本質にせまるアート

滋賀県 2013

海事博物館企画展　図録　2009 神戸大学大学院海事科学研究科 2010
海事博物館企画展　図録　2013 神戸大学大学院海事科学研究科 2013
全国博物館園職員録（平成27 日本博物館協会 2015
平成26年度　会員名簿 日本博物館協会 2014
平成27年度　会員名簿 日本博物館協会 2015
平成28年度　会員名簿 日本博物館協会 2016
全日本博物館学会　第40回研
究大会　発表要旨集

全日本博物館学会 2014

全日本博物館学会　第41回研
究大会　発表要旨集

全日本博物館学会 2015



全日本博物館学会　第42回研
究大会　発表要旨集

全日本博物館学会 2016

学芸員　2001　No.5 学習院大学学芸員資格取得事務室 2001
文部科学省　情報ひろば 文部科学省
明治大学博物館　2004～2014
10年のあゆみ

明治大学博物館 2014

平成25年度　国立美術館 国立美術館本部
第61回全国博物館大会記念
棚橋源太郎先生の生涯

岐阜県博物館協会 2013

博物館の運営－指定管理者制
度　平成28年度研究協議会

日本博物館協会 2017

北大阪ミュージアムネットワーク
シンポジウム「これから売り出す
わが館の一手・一品」

北大阪ミュージアム
ネットワーク

2014

京都・大学ミュージアム連携
京都・大学ミュージ
アム連携

京都・大学ミュージア
ム連携

2016

考古もいっぱい！大学は宝
箱！京都・大学ミュージアム連
携合同展

京都・大学ミュージア
ム連携

2016

京都府内の学校所蔵考古・歴
史資料展

京都府、京都文化博
物館

2016

DNP　京都太秦文化遺産ギャラ
リー

DNP大日本印刷 (2015)

埋蔵文化財の保存・活用におけ
る遺構露出展示の成果と課題

奈良文化財研究所 2009

地域における遺跡の総合的マ
ネジメント（遺跡整備・活用研究
集会(第5回)報告書；平成22年

奈良文化財研究所 2011

自然的文化財のマネジメント
（遺跡等マネジメント研究集会
（第1回）報告書；平成23年度）

奈良文化財研究所 2012

遺構露出展示に関する調査研
究（平成19年度～平成24年
度）：日本における遺構露出展
示に関するデータベース（α版

奈良文化財研究所 文
化遺産部遺跡整備研
究室

2013

遺構露出展示に関する調査研
究報告書

奈良文化財研究所 2013

文化的景観の使い方（奈良文
化財研究所研究報告　第13冊；
文化的景観研究集会（第5回）

奈良文化財研究所 2014

計画の意義と方法～計画は何
のために策定し、どのように実
施するのか？～：遺跡整備・景
観合同研究集会報告書　平成

奈良文化財研究所 2014

パブリックな存在としての遺跡・
遺産：遺跡等マネジメント研究
集会（第2回）報告書　平成24年

奈良文化財研究所 2013

市町村埋蔵文化財行政巡検会
の記録

市町村埋蔵文化財行
政巡検会

2012

史跡保存の軌跡 : その苦闘の
記録

平野邦雄 吉川弘文館 2004

史跡等の整備・活用の長期的な
展開 : 経年によるソフト・ハード
の変化と再生 (遺跡整備・活用
研究集会報告書; 平成26年度)

奈良文化財研究所
文化遺産部遺跡整
備研究室編

奈良文化財研究所 2015

遺跡保存を考える 椎名慎太郎 岩波書店 1994

現地保存／遺跡



遺跡の教育面に関する活用（遺
跡整備・活用研究集会(第1回)
報告書；平成18年度）

奈良文化財研究所 2007

遺跡の保存管理・公開活用と指
定管理者制度（遺跡整備・活用
研究集会(第2回)報告書；平成

奈良文化財研究所 2008

計画の意義と方法～計画は何
のために策定し、どのように実
践するのか～（遺跡整備・景観
合同研究集会；平成25年度）

奈良文化財研究所 2013

史跡等の整備・活用の長期的な
展開－経年によるソフト・ハード
の変化と再生（遺跡整備に関す
る研究集会；平成26年度）

奈良文化財研究所 2015

近世城跡の近現代（遺跡整備・
活用研究集会；平成28年度）

奈良文化財研究所 2016

京都市の埋蔵文化財行政
京都市文化財保護
課

京都市文化財保護課 2016

石造文化財の劣化と保存に関
する新たな展開 (保存科学研究
集会 ; [2014])

国立文化財機構奈
良文化財研究所編

国立文化財機構奈良
文化財研究所埋蔵文
化財センター保存修
復科学研究室

2015

出土木製遺物の保存に関する
最近の動向 (保存科学研究集
会 ; [2015])

国立文化財機構奈
良文化財研究所編

国立文化財機構奈良
文化財研究所埋蔵文
化財センター保存修
復科学研究室

2016

安定化処理　大津波被災文化
財保存修復技術連携プロジェク
ト

津波により被災した文
化財の保存修復技術
の構築と専門機関の
連携に関するプロジェ
クト実行委員会，日本
博物館協会，ICOM日

2014

From Dust to Digital: Ten Years
of the Endangered Archives
Programme；　PDF

Maja Kominko Open Book Publishers 2015

A Guide to Risk Management of
Cultural Heritage；　PDF

ICCROM ICCROM 2016

The ABC Method: a risk
management approach to the
preservation of cultural
heritage；　PDF

CCI，ICCROM Canada 2016

見てわかる文化財のIPM
（附：主な害虫・カビカレンダー）

文化財虫菌害研究所

考古学のための化学10章
馬淵久夫、富永健
編

東京大学出版会 1981

海洋　No.899_2016.10月号「海
から空へ、そして絵画修復家

海洋会 2016

大規模災害と博物館－阪神・淡
路大震災から20年を迎えて：平
成26年度研究協議会

日本博物館協会 2015

災害と歴史遺産－被災文化財
等レスキュー活動の20年，兵庫
県域関係展示分図録

兵庫県立歴史博物
館

兵庫県立歴史博物館 2015

文化財防災体制についての国
際比較研究：公開フォーラム（当
日配布資料）

科研費S「災害文化形
成を担う地域歴史資
料学の確立－東日本
大震災を踏まえて－」

2015

保存科学／博物館資料保存



東日本大震災と文化遺産－学
生と市民が守ったふるさとの記
憶－（茨城大学図書館2015年
度後学期企画展・展示図録）

茨城大学

科研費S「災害文化形
成を担う地域歴史資
料学の確立－東日本
大震災を踏まえて－」

2015

よみがえる国宝　守り伝える日
本の美

九州国立博物館 2011

まねる・まねぶ・まなぶ　複製に
見る教育と保存

京都工芸繊維大学
アートマネージャー
養成講座企画

京都工芸繊維大学美
術工芸資料館

2015

公益財団法人元興寺文化財研
究所要覧

元興寺文化財研究
所

元興寺文化財研究所 2014

季刊まちづくり　25巻「地域の文
化財を総合的に把握する」

学芸出版社 2009

季刊まちづくり　24巻「歴史まち
づくり計画の徹底検証|地域SNS
とまちづくり」

学芸出版社 2009

季刊まちづくり　11巻「文化的景
観って何だ? ; 都市計画決定道
路の変更とまちづくり」

学芸出版社 2006

棚田の自然景観と文化景観 春山成子 農林統計協会 2004
歴史的遺産の保存・活用とまち
づくり　改訂版

大河直躬・三船康
道

学芸出版社 2006

文化財の価値を評価する 垣内恵美子編著 水曜社 2011
文化的景観を評価する : 世界
遺産富山県五箇山合掌造り集
落の事例

垣内恵美子 水曜社 2012

改訂版　世界遺産と地域再生－
問われるまちづくり

毛利和雄 新泉社 2011

阪神・淡路大震災と歴史的建造物加藤邦男編 思文閣出版 1998
心斎橋大丸原図展 : 壮麗なる
文化遺産 : 百貨店建築の精華-
改訂増補版

青井弘之本文 ; 北
夙川不可止編集

銀聲舎出版会 2016

IUP : Ibaraki University press = アイアップ : 茨城大学広報誌 vol.2 2012
IUP : Ibaraki University press = アイアップ : 茨城大学広報誌 vol.3 2013
IUP : Ibaraki University press = アイアップ : 茨城大学広報誌 vol.4 2014
IUP : Ibaraki University press =
アイアップ : 茨城大学広報誌
vol.1-5

茨城大学 2011-2014

日本の文化・真壁の雛祭り : 酒
寄健治・豊子写真集

酒寄健治, 酒寄豊
子

文芸社 2005

天心・六角堂復興プロジェクト-
改訂版

天心・六角堂復興
プロジェクト

茨城大学 2012

天心・六角堂復興プロジェクト-
改訂版

天心・六角堂復興
プロジェクト

茨城大学 2012

文化財は守れるのか？　「阪
神・淡路大震災の検証」

文化財保存修復学
会編

クバプロ 2005

Landscape archaeology and GIS Henry Chapman Tempus Pub. 2006
世界の野外博物館：環境との共
生をめざして

杉本尚次 学芸出版社 2000

エコミュージアムへの旅 大原一興 鹿島出版会 1999

景観生態学: 生態学からの新し
い景観理論とその応用

Turner,Gardner,One
il／中越信和・原慶
太郎監訳

文一総合出版 2004

Tourism and archaeology :
sustainable meeting grounds

Cameron Walker,
Neil Carr

Walnut Creek,
California : Left Coast
Press

2013

Global heritage : a reader Lynn Meskell
Chichester : Wiley
Blackwell

2015

景観文化財学／歴史まちづくり、文化的景観・伝建など



外国人居留地と神戸 田井玲子
神戸新聞総合出版セ
ンター

2013

異人館復興ー神戸市伝統的建
造物修復記録

神戸市教育委員会 星雲社 1998

異人館のある町並み北野・山本
神戸市教育委員会
事務局社会教育部
文化財課編

神戸市教育委員会 2000

異人館のあるまち　神戸：北野・
山本地区伝統的建造物群調査

神戸市 1982

異人館のあるまち　神戸：北野・
山本地区伝統的建造物群調査

神戸市 1982

清水建設研究報告　No.94（小
特集　歴史的建造物）

清水建設株式会社技
術研究所

2017

世界遺産の文化的景観　保全
管理のためのハンドブック

NoraMitchell,Mechti
ldRossler,Pierre-
MarieTricaud編著；
奈良文化財研究所
訳
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