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出版物情報

.凡例・
館園名

出版物名 出版年月 有償阻布の有無と定価

.川崎。

川崎市市民ミュージアム

企画展パンフレット『生きるアート 折元立身』

2016.4￥500 

企画展図録『旅する人びと ~東海道五十三次か

ら世界へ，，-，j 2016.10 ￥ 1 ， 500 

『川崎市市民ミュージアム紀要第29集j 2017.3 

￥1，028 

明治大学平和教育登戸研究所資料館

『明治大学平和教育登戸研究所資料館館報』第

2号 2016.9 関係機関、希望者のみに頒布

『明治大学平和教育登戸研究所資料館だより』第

13号 2016 .4 無料

『明治大学平和教育登戸研究所資料館だより』第

14号 2017.1 無料

川崎市立日本民家園

『日本民家園だより vo1.85j 2016.7 無料

『日本民家園だより vo1.86j 2017.3 無料

企画展示図録『ふしぎ古民具 大集合!一不思

議な形には理由(ワケ)がある一 j 2016.7 

￥600 (税込)

『シリーズ暮らしと家1 中原海道の醤油屋一川

崎市中原区小杉陣屋町・原家j 2017.3刊行予

定価格未定

『日本民家園叢書13 合掌造りはいつ建てられた

のか? -14C年代調査の意外な発見一(仮)j

2017.3刊行予定価格未定

.横浜・

横浜市歴史博物館

企画展図録『大昔のくらしをさぐるj 2016.4 

￥ 500 

企画展図録『楽しい浮世絵ヒストリー 丹波コレ

クションの世界j 2016.6 ￥850 

企画展図録『よみがえる学校の文化財一地域の

“かがみ"学校内歴史資料室-j 2016.7 無料

絵本『よこはまのうらしまたろう j 2016.7 

￥850 

企画展図録『杉原千畝と命のビザ シベリアを越

えてj 2016.10 ￥ 500 

企画展図録『和船と海運一一和船の和船の構造・

技術と近世横浜をめぐる海運j (仮題) 2017.1 

￥1，500 (予価)

『横浜市歴史博物館紀要第21号j 2017.3 

￥ 1 ，000 (予価)

『横浜市歴史博物館調査研究報告第13号』

2017.3 価格未定

『横浜市歴史博物館資料目録第25集j 2017.3 

非売

『横浜市歴史博物館Newsj No.41 2016.10 

無料

『横浜市歴史博物館Newsj No.42 2017.1 

無料

*いずれも税込み価格

横浜美術館

平成27年度横浜美術館年報 2016.6 (館HPで

も公開)

横浜美術館収蔵品目録2015 2016.11 

横浜美術館研究紀要第四号 2017.3 (予定)

横浜みなと博物館

企画展『柳原良平海と船と港のギャラリー』図

録 2016.8 ￥ 1 ， 200

企画展『海難と救助一信仰からSOSへ一』図録

2017.3 価格未定

神奈川県立歴史博物館

特別展図録『まぼろしの紙幣 横浜正金銀行券』

2016.4￥ 1 ，000 

『神奈川県立博物館研究報告一人文科学-j 第43

号 2016.12 非売品

『神奈川県立歴史博物館だより j Vo1.22 NO.1 
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(No.202) 2016.6 無料(館HPでも公開)

『神奈川県立歴史博物館だより~ Vo1.22 NO.2 

(No.203) 2016.12 無料(館HPでも公開)

『神奈川県立歴史博物館だより~ Vo1.22 NO.3 

(No.204) 2017.3 無料(館HPでも公開)

JICA横浜海外移住資料館

『海外移住資料館だより 2015 6月号』 無料

『海外移住資料館だより 2015 7月号』 無料

『海外移住資料館だより 2015 10月号』 無料

『海外移住資料館だより 2016 3月号』 無料

UICA横浜海外移住資料館館報 (2014年度H

2015.7 無料

UICA横浜海外移住資料館研究紀要10~

2016.3 無料

シルク博物館

特別展図録『第24回全国染織作品展~ 2016.10 

￥ 1 ，000 

神奈川県立神奈川近代文学館

機関紙『神奈川近代文学館~ 132""135号(季刊)

￥ 100有償頒布あり

『神奈川近代文学館年報~ 2015年度版 2016.7 無

料(頒布可)

特別展図録 uOO年目に出会う夏目激石』

2016.3""4 ￥ 1 ， 000完売

企画展図録『絵本作家・西村繁男の世界展やこう

れっしゃで出発! ~ 2016.7 ￥ 700有償頒布あ

り

特別展図録『安岡章太郎展一(私〉から(歴史)

へ~ 2016.10 ￥ 900有償頒布あり

特別展図録『生誕 150年正岡子規展一病林六尺

の宇宙~ 2017.3 (予定)頒価未定

企画展リーフレット『没後 30年鮎川信夫と「荒

地J 展~ 2016.5 無償配布在庫あり

企画展リーフレット『全身小説家・井上光晴展』

2017.1 (予定)無償配布

日本郵船歴史博物館・日本郵船氷川丸

企画展図録『重要文化財指定記念まるごと氷川

丸展~ 2016.7 ￥1，000 

『氷川丸ガイドブック』改訂版 2016.6 ￥500 

出版物情報

横浜開港資料館

企画展開連出版物『ハマの大地を創る一吉田新田

から近代都市へ~ 2016.4￥432 

企画展開連出版物『明治のクールジャパンー横浜

芝山漆器の世界~ 2016.7 ￥ 500 

企画展図録『明治天皇、横漬へ~ (横浜開港資料

館・宮内公文書館編、横浜市ふるさと歴史居財

団発行) 2016.10 ￥ 1 ， 000 

館報『開港のひろば』第132号~第135号無料

(館HPでも公開)

『横浜開港資料館紀要』第35号 2017.3 ￥ 1 ， 620

(予価)

横浜都市発展記念館

特別展・企画展図録

『横浜・山下公園一海辺に刻まれた街の記憶-~

2016.4￥ 880 (税抜き)

『焼け跡に手を差しのべて一戦後復興と救済の軌

跡-~ 2016.10 ￥ 1 ， 000 (税抜き)

『横浜都市発展記念館紀要』第13号 2017.3

(予定)館報『ハマ発Newsletted 第26号

2016.4無料

同第27号 2016.10 無料

-三浦.
観音ミュージアム(鎌倉文化研究会)

『鎌倉』第119号 2015.8 ￥ 1 ， 500 (税込)

『鎌倉』第120号 2016.2 ￥1，500 (税込)

横須賀市自然・人文博物館

『館報63号~ 2016.8 無料

『研究報告(自然科学) 64号~ 2017.3 価格未定

『研究報告(人文科学) 61号~ 2016.12 価格未

定

『資料集41号~ 2016.3 価格未定

『特別展示図録14 天神島冒険図鑑~ 2016.7 

￥50 

『自然教育園だより第9巻2号(夏号)~ 2016.8 

無料

『自然教育園だより第9巻3号(秋・冬号H

2016.12 無料

『自然教育園だより第10巻1号(春号H 2017.3 

無料
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.湘南。

平塚市博物館

夏期特別展図録『レンズが見たひらつか2

1976ー 2016Jl 2016.7 ￥ 700 

秋期特別展図録『知られざる平塚のロケット開

発Jl 2016.10 ￥ 700 

春期特別展図録『女の子と男の子のお雛さま』

2016.2 未定

『平塚市博物館研究報告 自然と文化Jl 40号

2016.3 未定

.西湘.

小田原市郷土文化館

『小田原市郷土文化館研究報告Jl NO.53 2017.3 

(予定)

神奈川県立生命の星・地球博物館

『神奈川県立生命の星・地球博物館年報第21

号Jl 2016.11 一般頒布なし

『神奈川県立博物館研究報告(自然科学) 第46

号Jl 2017.2 一般頒布なし

『神奈川自然誌資料第38号Jl 2017.2 一般頒

布なし

『自然科学のとびら Vo1.22 No.2Jl 2016.6 

一般頒布なし

『自然科学のとびら Vo1.22 No.3Jl 2016.9 

一般頒布なし

『自然科学のとびら Vo1.22 No.4Jl 2016.12 

一般頒布なし

『自然科学のとびら Vo1.23 No.lJl 2017.3 

一般頒布なし

特別展図録 WMinerals in the Earth -大地から

の贈り物-Jl 2016.7 ￥900 

箱根町立郷土資料館

『館報第33号Jl 2016.6 無料(町HPにて公開)

OneCoin シリーズ(発行予定) 有料

『箱根の歴史と文化 ⑫道祖神』 ￥ 100 

『箱根探訪ハンドブック ⑬温泉地域コース』

￥ 100 

彫刻の森美術館

写真集『篠山紀信写真展 KISHIN meets ARTJl 

2016.9 ￥ 1 ，620 

。県央.

厚木市郷土資料館

-特別展図録『あつぎと酒Jl 2016.11 、 470円

・『資料館newsJl 206-217 2016.4-、無料 (HP

でも公開)

相模原市立博物館

『研究報告24集Jl 2017.3 無料(博物館ホーム

ページで公開)

『さがみはら市史ノート 12号Jl 2017.3 価格未定

大磯町郷土資料館

図録『遺跡からみる近代別荘地の形成と展開』

2016.11 ￥ 500 

図録『吉田茂展(仮)Jl 2017.3 価格未定

『年報一平成27年度一Jl 2016.10 無料

『資料館だよりJl 2016.12 無料

大和市つる舞の里歴史資料館

平成28年度企画展パンフレット『鉄道と駅とわ

たしたちの100年Jl 2016.10 無料
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