館園だより／出版物情報

〜ふれて感じるいろんなこと〜」を実

館30周年を祝うイベントとして「開

ミの木のイルミネーション点灯式を行

施し、期間中約7万人ものお客様にご

館30周年記念イベント」を実施しま

い、多くのご来館者に開館30周年を

来館頂きました。生き物のさわり方は

した。新江ノ島水族館とコラボレー

周知する事が出来ました。

もちろん、実際に生き物とふれあうこ

ションし、館内では海の生き物のタッ

日頃よりご支援、ご愛顧頂いている

とで、温かさや柔らかさなど、命の大

チング水槽や、海の材料でつくるワー

皆様に感謝するとともに、これからも

切さやぬくもりを体感できる催事とな

クショップ、屋外の広場では、麻溝公

多くの方に愛される施設を目指して活

りました。

園ふれあい動物広場の出張ポニー乗馬

動していきたいと思います。

また、平成29年ll月18日には開

体験やミニコンサート、約10mのモ

出版物情報
た!?｣2017.9

無料（館HPでも公開）

＊その他の出版物は、当館HPhttp://

◆凡例◆

www.kaikou.city.yokohama.jp/

館園名
出版物名

books‑gifts/index.htmlをご覧く

出版年月

ださい。

￥1,300 （予価）

『横浜市歴史博物館紀要」第22号
2018.3

¥価格未定

『横浜市歴史博物館調査研究報告』

有償配布の有無と定価

馬の博物館

第14号2018.3

企画展図録『馬の博物館開館40周年
記念所蔵名品展馬の美術150選
◆横浜◆

横浜美術館
2017.6

同『馬をめでる武将たち』2017. 10

横浜美術館研究紀要第19号2018.3

2017.7無料
2018. 1

無料

＊いずれも税込み価格

￥500

横浜美術館収蔵品目20162017. 10

集2018.3非売

『横浜市歴史博物館News｣No.44

¥1,200

（美術館HPでも公開）

¥価格未定

『横浜市歴史博物館資料目録」第26
『横浜市歴史博物館News｣No.43

−山口晃

｢厩図2016」完成披露一』2017.9
平成28年度横浜美術館年報

¥1,500

企画展図録「銭湯と横浜」2017. 1

紀要『馬の博物館研究紀要第20号」

JICA横浜海外移住資料館

2017.12無償頒布

（予定）

『海外移住資料館だより2017年夏号」
金沢文庫

横浜みなと美術館

2017.6無料

特別展図録「国宝金沢文庫展」 2017.4

『帆船日本丸Sail TrainingShip
NIPPONMARU｣2017.4¥500
港ふ頭」展図録2017.3価格未定

法師」 2017.6

日本郵船歴史博物館

¥1,500

客船時代のメニューデザインー」

浜船渠のひみつ〜』2017.7¥300

県立神奈川近代文学館

¥1,500

特別展図録｢十二神将｣2018.3

¥(*

定）

機関紙「神奈川近代文学館」 136
139号（季刊) ¥100有償頒布あ

「金沢文庫研究」 340号2018.3

企画展関連出版物「横浜・地図にな

『JICA横浜海外移住資料館研究紀

特別展図録「運慶〜鎌倉幕府と霊験伝

｢金沢文庫研究」 339号2017.11¥500

横浜開港資料館

『JICA横浜海外移住資料館館報

要12｣2018.3無料

¥1,800

説」 2018.1

2017.4¥1,000

企画展図録「ハマの石造りドック〜横

2017年冬号』

無料

(2016年度)｣2017.7無料

¥1,500

特別展図録「唐物KARA‑MONO｣ 2017.ll

企画展図録『日本が運んだニッポンー

『海外移住資料館だより
2018. 1

特別展図録「横浜の元祖宝生寺」
2017.9

2017年秋号」

2017.9無料

¥1,300 (売切）
特別展図録「アンニョンハセヨ1元暁

展覧会『ずっと港のまんなかに新

『海外移住資料館だより

り

｢神奈j￨ ￨近代文学館年報」 2016年度版
(2017.7)

￥500（予定）

無料（頒布可）

特別展「生誕150年正岡子規展一病

い場所一消えたものから見えてく

る、ハマの近代』2017.4￥432品

横浜市歴史博物館

躰六尺の宇宙」図録(2017.3)

切れ

企画展図録『江戸時代の三浦半島をゆ

¥1,000完売

企画展関連出版物『開港場横浜の原
風景−350年の歴史を探る−』

Ⅱ歴史・妖・芳年

2017. 10¥432

企画展図録「銭湯と横浜一

ゆ

をめ

ぐる人びと−』2018.1¥1,300
館報「開港のひろば』第136〜139号

企画展「生誕120年宇野千代展一華

く』2017.6¥500
企画展図録『丹波コレクションの世界
絵師

最後の浮世

が描いた江戸文化」2017.7

麗なる女の物語」図録(2017.5)
￥600有償頒布あり

企画展「角野栄子『魔女の宅急便」展」
図録(2017.7）

￥1,200

企画展図録『横浜に稲作がやってき
‑51‑

￥700有償頒布あり

神奈川県博物館協会会報第89号

特別展「没後50年山本周五郎展」図
録(2017.9)

¥900有償頒布あり

特別展「生誕140年与謝野晶子展一
こよひ逢ふ人みなうつくしき」図
録(2018.3予定）

布なし，

当館ウェブページで公開

『明治大学平和教育登戸研究所資料館
だより』第15号2017.4無料

｢明治大学平和教育登戸研究所資料館
だより』第16号2018. 1無料

観音ミュージアム（鎌倉文化研究会）

『鎌倉」第121号2016.8

¥l.500

（税込）

『鎌倉」第122号2017. 1

¥l.500

（税込）

頒価未定

企画展｢山川方夫と｢三田文学』展｣リー
フレット (2018. 1予定）無償配布

川崎市立日本民家園
−』2017.4

横浜ユーラシア文化館

¥1,000 (税込）

『日本民家園だより

報告『シュリーマン直筆幕末日記一
1865年の横浜と江戸一』2017.3

◆湘南◆

『開園50周年記念写真集家‑home
vol.87開園50

周年特別号」2017.4無料
「日本民家園だより

vol.88｣2018. 1

無料

￥1,296

英文図録YokohamaMuseumof
EurAsian

Cultures

Handbook

藤沢市湘南台文センターこども館
『宇宙劇場YEARBOOK2017｣ (内部
文書）

『こども館ニュースNo.108号〜111号』
各28,000部発行。藤沢市内小学校(39

企画展示図録『結び展一むかしのべん

りな結び30‑｣2018. 1価格未定

校）に無料配布。館内にも設置(無
料)。

『シリーズ暮らしと家2民家の年中

2017．3¥864

企画展図録『タイ・山の民を訪ねて

行事』2018.3価格未定

◆西湘◆

1969〜1974｣2017.7¥1,080
企画展図録『魅惑のランプ」2017.7

◆

■■■■■

■■■■
Ⅱ■■■■■

浦◆

小田原市郷土文化館

｢特別展益田鈍翁と横井夜雨」

￥970

紀要「横浜ユーラシア文化館紀要第

『館報64号』2017.8無料

6号』2018.3¥1,296 (予価）
館報『News fromEurAsia横浜ユー
ラシア文化館ニュース』No.

27

『研究報告（自然科学） 65号」2018.3

28

2017． 12

『資料集42号』2017. 11

¥200

｢自然教育園だより第10巻2号（秋

◆川崎◆

『自然教育園だより第10巻3号（冬

号)｣2017.9無料
号)｣2018.3無料
『明治大学平和教育登戸研究所資料館

2018. 1

『自然教育園だより第10巻4号（最
終号)｣2018.3無料

館報』第3号2017.9一般配

−52−

報徳博物館
『国際二宮尊徳思想学会第7回学術大

¥250

2017. 12無料（館HPでも公開）

明治大学平和教育登戸研究所資料館

2017． 10

『小田原市郷士文化館研究報告』NO.54

価格未定

『研究報告（人文科学） 62号」

2017.8無料（館HPでも公開）
館報『NewsfromEurAsia横浜ユー
ラシア文化館ニュース』No.

横須賀市自然・人文博物館

会報告書』2017.5一般頒布なし
彫刻の森美術館
図録「鈴木康広脚
始まりの庭』
2017. 11

¥1,000‑

