受贈資料一覧（書籍・雑誌）

（2003 年 8月〜2004 年 3月）

タイトル

発行所

阮 儀三『江南六鎮』

河北教育出版社（同済大学 寄贈）

路 秉傑編『天安門』

同済大学出版社（同済大学 寄贈）

同済大学建築与城市規劃学院編『除従周記念文集』

上海科学技術出版社（同済大学 寄贈）

徐 芸乙編『民間年画』

湖北美術出版社

高 有鵬『民間廟会』

海燕出版社

高 有鵬『民間百神』

海燕出版社

高 有鵬『中国民間文学史』

河南大学出版社
山東画報出版社

徐 芸乙『身辺的芸術』

2003』No.2、4、6、8、10

東南文化編集委員会編『東南文化

南京博物院（徐芸乙氏 寄贈）
中国文学出版社（河南大学中文学部 寄贈）

韓 順友『古 散記』

中国県鎮年鑑社（河南大学中文学部 寄贈）

開封族游管理委員会編『開封族游大観』

（河南大学中文学部 寄贈）

『清明上河図』（複製）
趙 玉安主編『青龍山慈云寺』

（河南大学中文学部 寄贈）

劉 衛学『全真探秘 開封延慶観』

河南大学出版社（河南大学中文学部 寄贈）

劉 衛学『関帝神工 開封山陜甘会館』

河南大学出版社（河南大学中文学部 寄贈）

王 瑞安主編『山陜甘会館』

中州古籍出版社（河南大学中文学部 寄贈）

上海図書館近代文献部『清末年画―上海図書館館蔵精逸―』

人民美術出版社（沈麗雲氏 寄贈）

小谷 凱宣編『在外アイヌ関係資料にもとづくアイヌ文化の再構築』

南山大学人類学研究所

クバプロ 海外のアイヌ文化財事務局
『海外のアイヌ文化財 現状と歴史―第17回「大学と科学」公開シンポジウム予稿集―』

海外のアイヌ文化財事務局（小谷凱宣氏 寄贈）

沖縄県立芸術大学附属研究所編『沖縄県立芸術大学附属図書・芸術資料館所蔵
鎌倉芳太郎資料目録』

沖縄県立芸術大学附属研究所

沖縄県立芸術大学附属研究所編『鎌倉芳太郎資料集第一巻 紅型型紙（一）
・
（二）
』

沖縄県立芸術大学附属研究所

大和村志編纂会編『大和村の近現代―大和村志資料集1―』

大和村

『名護博物館紀要・10 あじまぁ』

名護博物館

『沖縄県立博物館紀要』第25号・第27号

沖縄県立博物館

宮城村落民俗調査報告書編集委員会編『みんぞく』第15号

沖縄国際大学総合文化学部社会文化学科アジア文化ゼミ

浦添市美術館編『浦添市美術館所蔵品総目録』

浦添市美術館

沖縄県公文書管理部史料編集室『沖縄県史ビジュアル版』1、3〜12

沖縄県教育委員会

沖縄県公文書管理部史料編集室『唐船図―進貢船図―』（複製）
沖縄県公文書管理部史料編集室『那覇絵図―友寄筑登之親雲上喜恒筆―』（複製）
日本浮世絵協会編『浮世絵名作選集』全 20巻

山田書院（井川政己氏 寄贈）

暮らしの手帖編集部編『戦争中の暮らしの記録』

暮らしの手帖社（井川政己氏 寄贈）

後藤 和雄ほか編『写真集甦る幕末―ライデン大学写真コレクションより―』

朝日新聞社（井川政己氏 寄贈）

比較民俗學会編『比較民俗學』
比較民俗學会編『民俗

比較民俗學会

経済 ― 2003

編『

』

編『

』

―』

（韓国比較民俗學会 寄贈）
（韓国比較民俗學会 寄贈）

編『
編『

』

（延世大学博物館 寄贈）
（韓国民俗博物館 寄贈）

』

編『
編『

比較民俗學会

』

,

（延世大学博物館 寄贈）

』

.

（延世大学校 寄贈）

ベトナム考古研究所・ベトナム社会科学委員会国際協力部
『DONG SON DRUMS IN VIET NAM』
（ベトナム銅鼓図録）

六興出版（萩原金美氏 寄贈）

門別町教育委員会編
『コムカラ遺跡―日高自動車道厚真門別道路工事用地内埋蔵文化財調査―』

門別町教育委員会（街道重昭氏 寄贈）

民俗芸能学会編集委員会編『民俗芸能研究』創刊号〜35号

民俗芸能学会

―Seoul heaven･earth･man―』

『

（延世大学博物館 寄贈）

.

佐賀県立名護屋城博物館編『日韓交流の窓―釜山・蔚山・慶尚南道歴史と風土の旅―』

佐賀県立名護屋城博物館（釜山市立博物館 寄贈）

延世大学校博物館編『延世大学校博物館展示品図録』Ⅰ・Ⅱ

延世大学校出版部

『2002

』

（釜山博物館 寄贈）

『所蔵品図録』

東亜大学校博物館

『博物館研究論集』10

釜山博物館
― Selected items from the kyujaggak collections ―』

『
『
『

』

（釜山直轄市立博物館 寄贈）

大学博物館所蔵 韓国伝統繪畫』
『

大学校博物館
』
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ICCSニューズレター No.2、No.3

愛知大学ICCS（国際中国学研究センター）事務室

国際中国学研究センター発足記念講演会『21世紀日中経済関係のゆくえ』
大阪大学21世紀COEプログラム『インターフェイスの人文学』
ニューズレター No.1、No.2

「インターフェイスの人文学」研究開発委員会

『21世紀COEプログラム 疾患関連糖鎖・タンパク質の統合的機能解析』

大阪大学大学院医学系研究科 生化学・分子生物学講座

『21世紀COEプログラム 感染症学・免疫学融合プログラム』

大阪大学 微生物病研究所

『平成14年度セミナー報告書』

お茶の水女子大学大学院人間文化研究科
人間発達科学専攻・COE事務局

『環日本海域の環境計測と長期・短期変動予測―モニタリングネットワークの構築と
人為的影響の評価―』

金沢大学21世紀COEプログラム事務局

『関西学院大学 21世紀COEプログラム「人類の幸福に資する社会調査」の研究』
『第1回国際シンポジウム 記録報告書』
『第1回国際シンポジウム 成果報告書』

関西学院大学大学院 社会学研究科

『21世紀COEプログラム 天然素材による抗感染症薬の創製と基盤研究』
英文紀要『Interaction and Transformations;Bulletin of Japan Society
for the Promotion of Science 21st Century COE Program（Humanities）,
East Asia and Japan : Interaction and Transformations, Volume1』
『NEWS LETTER』No.1、No.2

COE研究推進室

北里大学生命科学研究所 大学院感染制御科学府

21世紀COEプログラム 九州大学「東アジアと日本：交流と変容」

京都大学大学院法学研究科21世紀COE事務局

『漢字と文化』No.1、No.2

京都大学人文学研究所 文部科学省21世紀COEプログラム
「東アジア世界の人文情報学研究教育拠点―漢字文化の全き継承と
発展のために―」

岐阜大学21世紀COEプログラム『野生動物の生態と病態から見た環境評価』
『Newsletter 』No.3、No.4
『平成14年度成果報告書』

COE「野生動物の生態と病態から見た環境評価」事務局
慶応義塾大学21世紀COE人文科学研究拠点
心の統合的研究センター

『Newsletter 』2003. No.1

慶応義塾大学21世紀COEプログラム
「多文化多世代交差世界の政治社会秩序形成―多文化世界における
市民意識の動態」21COE多文化市民意識研究センター

『2002年度研究拠点形成成果報告書』

慶應義塾大学21世紀COEプログラム「次世代メディア・知的社会基盤」

『21世紀COEプログラム 神道・日本文化の国学的研究発信の拠点形成
「日本における神観念の形成とその比較文化論的研究」研究報告』
『神道・日本文化研究国際シンポジウム（第2回）
＜神道＞はどう翻訳されているか』
『Japanese College Students Attitudes Towards Religion』

國學院大學21世紀COEプログラム

『21世紀COEプログラム 健康・スポーツ科学研究の推進』

筑波大学大学院博士課程・人間総合科学研究科
体育科学専攻・スポーツ医学専攻

『21世紀COEプログラム「歯と骨の分子破壊と再構築のフロンティア」
ゲノム歯骨科学とナノサイエンスの研究教育拠点』
第4回シンポジウム抄録、第5回シンポジウム抄録

東京医科歯科大学21世紀COEプログラム
「歯と骨の分子破壊と再構築のフロンティア」

『史資料ハブ―地域文化研究』No.1、No.2

東京外国語大学大学院地域文化研究科
21世紀COEプログラム「史資料ハブ地域文化研究拠点」

『Wind Effects News』No.1、No.2
『21世紀COEプログラム 都市・建築物へのウィンド・イフェクト』

東京工芸大学工学研究科風工学研究センター

『バイオ科学とナノテクノロジーの融合に向けて』
『First International Symposium on Bioscience and Nanotechnology』

東洋大学21世紀COEプログラム
「バイオ・ナノエレクトロニクス研究センター」

『21世紀COEプログラム UTCP』

東京大学教養学部 共生のための国際哲学交流センター（UTCP）

『NEWS LETTER』No.1、No.2
『21世紀COEプログラム ジェンダー法・政策研究センター』

東北大学大学院法学研究科COE支援室
21世紀COEジェンダー法・政策研究センター

『21世紀COEプログラム
『外部評価報告書』

東北大学大学院工学研究科バイオロボティクス専攻内

バイオ･ナノテクノロジー基盤未来医工学』
（日・英版）

『Radiation and Humankind』

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科
「放射線医療科学国際コンソーシアム」

『統合テクスト科学研究 2003』
（日・英版）
『統合テクスト科学の構築』討議資料No.1、No.2、No.3
『Creation and Practical Use of Language Texts 2003』

名古屋大学大学院文学研究科

『21世紀COEプログラム 日本大学 生物資源科学部』

日本大学 生物資源科学部

『現代経済システムの規範的評価と社会的選択』

一橋大学21世紀COEプログラム

『21世紀COEプログラム 社会的環境管理能力の形成と国際協力拠点』

広島大学大学院国際協力研究科
広島大学国際環境協力プロジェクト研究センター

『法政大学国際日本学研究所研究報告』No.1、No.2
『年報2002』
文部科学省21世紀COEプログラム採択 日本発信の国際日本学の構築
研究成果報告集 『国際日本学』No.1

法政大学国際日本学研究所

『北大時報号外 特集 平成15年度

北海道大学

『スラブ研究センターニュース 季刊

21世紀COEプログラム』
2003年秋号』

『21世紀COEプログラム 生物・生態環境リスクマネジメント』
『中世の密教世界〜修法の覇者が夢のあと。』
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北海道大学スラブ研究センター
横浜国立大学大学院 環境情報研究院
立命館大学21世紀COEプログラム
「京都アート・エンタテイメント創成研究」

