受贈資料一覧（書籍・雑誌）
タイトル

発行所

陳 勤建著『生肖趣淡』

上海古籍出版社

華東師範大学学報期刊社編輯『華東師範大学大学報 哲学社会科学版』
2005年度第1期（第37巻 177〜180期）

華東師範大学学報期刊社（陳 勤建氏 寄贈）

陳 勤建主編『東方的羅密欧与朱麗叶』

黒

陳 勤建著『中国烏信仰』

学苑出版社

遼寧省博物館資料室編『遼寧考古学、博物館学文献目録』

遼寧省博物館資料室（載 立強氏 寄贈）

江人民出版社

『中国書画鑑定』
編『

（載 立強氏 寄贈）
』

（載 立強氏 寄贈）

白 庚勝主編『中国民間故事全書』全9巻

知識産權出版社

白 庚勝主編『東巴神話研究』

社会科学文献出版社

Sebastian Dobsonほか著『A Much Recorded War』

Museum of Fine Arts

安室 知著『餅と日本人』

雄山閣

安室 知編『環境史研究の課題』

総合研究大学大学院 日本歴史研究専攻・国立歴史民俗博物館

肥田 喜左衛門著『下田の歴史と史蹟』

下田開国博物館（芳野 才利氏 寄贈）

高 福民主編『百俗図』

上海人民美術出版社（馮 豪氏 寄贈）

馬 漢民著『常徳盛』

人民文学出版社（馬 漢民氏 寄贈）

Institut national du patrimoine編『Architecture Coloniale et Patrimoine』

Somogy Editions D’art（Genevieve Gallot氏 寄贈）

国立歴史民俗博物館編『国立歴史民俗博物館国際研究集会』

国立歴史民俗博物館（張 長植氏 寄贈）

『

』Ⅰ

Kaupatez Diogo著『Ryunosuke Akutagawa Contos Fantasticos』

（張 長植氏 寄贈）

Editora Z

黄 行主編『民族語文』No.1〜6

中国社会科学院

川上 誠太著『ゲンかつぎ考』

新風書房（田中 英之氏 寄贈）

宋 俊華著『中国古代戯劇服飾研究』

広東高等教育出版社

下関市立美術館編『小田海僊展』

下関市立美術館

下関市立美術館編『下関市立美術館所蔵品目録』Ⅰ

下関市立美術館

萩博物館編『萩博物館展示案内』

萩博物館

The Institute of Cetacean Research and Japan Whaling Association編
『第1回長門開催の記録 日本伝統捕鯨地域サミット』

Nagato City and Institute of Cetacean Research
（長門市くじら資料館 寄贈）

青丘文化ホール編『李朝の屏風絵』

青丘文化ホール（下関市立長府博物館 寄贈）

下関市立長府博物館編『海港都市下関─海峡・海道・街道』

下関市立長府博物館

下関市立長府博物館編『三吉慎蔵と坂本竜馬』

下関市立長府博物館

下関市立長府博物館編『白石正一郎と幕末の下関』

下関市立長府博物館

下関市立長府博物館編『東アジアのなかの下関』

下関市立長府博物館

長門市郷土文化研究会編『郷土文化 ながと』

長門市郷土文化研究会（長門市くじら資料館 寄贈）

ニューズレター

No.7、8

愛知学院大学文学部紀要 第35号
『F-GENSジャーナル』No.4
研究雑誌『先端社会研究』No.3
ニューズレター

No.1、2

『Adornments of The Samburu in Northern Kenya』

ニューズレター

No.9、10

ニューズレター『漢字と文化』No.6
オープン・フォーラム『「漢字文化の今2」報告書―東アジアの人名・地名と漢字―』
『Frontier News』No.11
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愛知大学21世紀COEプログラム「国際中国学研究センター」
愛知大学文学会
お茶の水女子大学21世紀COEプログラム「ジェンダー研究のフロンティア」
関西大学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
九州産業大学柿右衛門様式陶芸研究センター
京都大学21世紀COEプログラム
「世界を先導する総合的研究拠点の形成―フィールド・ステーションを
活用した臨地教育・研究体制の確立」
京都大学大学院法学研究科21世紀COEプログラム
「21世紀型法秩序形成プログラム」
京都大学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─」
京都薬科大学創薬科学フロンティア研究センター

（2005年 10月〜2006年2月）

タイトル

発行所

ニューズレター No.5
国際シンポジウム「Stock Enhancement and Aquaculture Technology」

近畿大学21世紀COEプログラム
「クロマグロ等の魚類養殖産業支援型研究拠点」

proceedings
欧文紀要 No.4
ニューズレター No.5
ニューズレター

No.11、12

第2回KU-UW 国際シンポジウム報告書
ニューズレター

No.3、4

『脱帝国と多言語化社会のゆくえ』
『Creating an Archive Today』
『Katalog Naskah Palembang』
『視覚のジオポリティクス―メディアウォールを突き崩す』
『モリスコ史資料研究文献目録Ⅱ―アルハミアを中心に―』
『The Catalogue of Masterials on Myanmar History in Microfilms Deposited
in the Centre for East Asian Cultural Studies』No.2
「史資料ハブ 地域文化研究」No.6
言語情報学研究報告

No.7、8

News Letter No.2〜5
『SIMOT Research Center NEWS LETTER』
『Wind and Effect News』No.8、9
『死生学研究』No.6
『DALSニューズレター』No.11、12

慶應義塾大学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─」
慶應義塾大学21世紀COEプログラム「心の統合的研究センター」
神戸大学21世紀COEプログラム
「安全と共生のための都市空間デザイン戦略」
静岡大学21世紀COEプログラム「ナノビジョンサイエンスの拠点創成」
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」

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
「言語運用を基盤とする言語情報学拠点」
東京工業大学21世紀COEプログラム
「インスティテューショナル技術経営学」
（SIMOT）
東京工芸大学工学研究科 風工学研究センター
東京大学大学院人文社会系研究科21世紀COEプログラム
「生命の文化・価値をめぐる死生学の構築」

News Letter No.6、7

東京大学21世紀COEプログラム「心とことば―進化認知科学的展開」

2004年度研究成果報告書

同志社大学21世紀COEプログラム「一神教の学際的研究」
（CISMOR）

『一神教学際研究』 別冊（英語版）

2004年度年次報告書
2004年度ITECセミナー報告書
2004年度ITEC国際フォーラム報告書
国際Ph. D Workshop on TIM報告書
ニューズレター No.4、5

同志社大学21世紀COEプログラム
「技術・企業・国際競争力の総合研究」
（ITEC）

『研究教育活動の概要 ローテート研修制度のための研究室ガイド』

東北大学21世紀COEプログラム「言語・認知総合科学戦略研究教育拠点」

「若手研究者のためのCOE国際セミナー」報告書
「第3回国際シンポジウム」報告書

東洋大学21世紀COE

国際シンポジウム「ストレス制御のメカニズム」プロシーディング

徳島大学21世紀COEプログラム「ストレス制御をめざす栄養科学」

FCS年次報告書『平成16〜17年におけるプログラムの展開』

名古屋大学21世紀COEプログラム「計算科学フロンティア」

国際シンポジウム「古代日本の言語文化」配布資料
ニューズレター『奈良と古代』No.4、5
COE報告集 No.2『南都炎上とその再建をめぐって』
ニューズレター

No.6、7

『外国人研究者による研究評価』
『研究中心大学・大学院における広報の現状と研究知見発信のあり方』
<調査結果>、<事例集>
第1回研究会報告書
紀要『国際日本学研究』
年報2004
『HOSEI I.J.S.The Newsletter』No.1、2
21世紀COE国際日本学研究叢書2『国史日本学の構築に向けて』
研究成果報告集『国際日本学』No.3
『ポスト・ソヴィエト期（1991〜2004）のロシアにおける日本研究』
『日中文化関係を考える─日中相互認識の「ずれ」を中心に─』
法政大学国際日本学シンポジウム報告書『日中の文化関係を考える（その2）
─文化摩擦（ずれ）から文化交流（相互理解）へ─』

News Letter No.2

奈良女子大学21世紀COEプログラム
「古代日本形成の特質解明の研究教育拠点」
一橋大学21世紀COEプログラム
「現代経済システムの規範的評価と社会的選択」
兵庫県立大学大学院21世紀COEプログラム拠点形成計画
「構造生物学を軸とした分子生命科学の展開」
平成17年度文部科学省科学研究費補助金
萌芽研究「大学から社会への情報発信の研究」
名古屋大学大学院理学研究科天体物理学研究室
法政大学21世紀COEプログラム
「日本発信の国際日本学の構築」

早稲田大学21世紀COEプログラム「演劇の総合的研究と演劇学の確立」
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