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図書室
『国立カイロ博物館展 古代エジプト文明と女王 女神イシスから

クレオパトラまで』東京ルネッサンス推進委員会, 1994
[会場：江戸東京博物館]（M3624 / TO-3 / 205-S0 ）

『芸術新潮 2009年9月号
これだけは見ておきたい
エジプト美術世界一周』
新潮社, 2009

『女王と女神 メトロポリタン美術館
古代エジプト展』朝日新聞社, 2014
[会場：東京都美術館ほか]（M3631 / TO-4 / 154-S0）

大貫良夫[ほか]編『世界の歴
史 1 人類の起原と古代オリ
エント』中央公論社, 1998
（2090 / 36 / 23-S0 ）

ヴィヴィアン・デイヴィズ著 塚本明広訳 『エジプト
聖刻文字 大英博物館双書 2 失われた文字を読む』
學藝書林, 1996 （8020 / 2 / 2）

『大英博物館 古代エジプト展』朝日新聞社,
NHK,NHKプロモーション, 2012［会場：森アーツセ
ンターギャラリーほか］（M91 / FU-4 / 18 ）

『世界遺産・博物館島 ベルリンの至宝展
よみがえる美の聖域』朝日新聞社,TBS,
東映, 2005 [会場：東京国立博物館ほか]
（M3631 / TO-2 / 398 ）

Christiane Ziegler. Queens of Egypt

『古代エジプト展 永遠の美 ドイツ・ヒル

from Hetepheres to Cleopatra.

デスハイム博物館所蔵』古代エジプト展

Grimaldi Forum Monaco, 2008

事務局, 2002 [会場：江戸東京博物館]

（MG920 / GR-1 / L1-E ）

（M3624 / TO-3 / 254-S0 ）

[ 入室無料 OPEN 9：30~17：30 ]

※2020年12月14日（月）~2021年1月4日（月）は、蔵書整理および年末年始につき休室します。

※現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、座席数や混雑時の利用時間など一部制限をしています。ご了承ください。

江戸東京博物館図書室

書名

作者名

発行所

請求記号

発行年

世界の歴史 1 人類の起原と古代オリエント

大貫良夫/他編

中央公論社

1998

2090

/

36

/ 23-S0

文明のあけぼの 古代オリエントの世界

三笠宮崇仁/著

集英社

2002

2093

/

2

/ 002

世界美術全集 4 古代エジプト

下中彌三郎/編

平凡社

1953

7080

/

60

/ 4-S0

大系世界の美術 第3巻 エジプト美術

杉勇/責任編集

学習研究社

1990

7080

/ L13

エジプト(イスラーム時代)のフィルター

川床睦夫/編集・執筆 三上次男
中近東文化センター
/執筆

1987

7512

/

17

/ 087

1996

8020

/

2

/2

エジプト聖刻文字 大英博物館双書 2 失われた文字を読 ヴィヴィアン・デイヴィズ/著
學藝書林
塚本明広/訳 矢島文夫/監修
む
早稲田大学會津八一記念博物
早稲田大学會津八一記
館,早稲田大学エジプト学研究
念博物館
所/編

早稲田大学エジプト調査50年のあゆみ

2015

/3

M3636 / WA-1 / 36

芸術新潮 第60巻第9号,通巻717号(2009.9) これだけは
見ておきたい エジプト美術 世界一周

新潮社

2009

09500224

古美術 86 エジプトの古代美術

三彩社

1988

96604097

古代エジプト関連の展覧会カタログ、コレクションガイド
世界の博物館 17 エジプト博物館

川村喜一/編

講談社

1980

カイロ博物館秘蔵 古代エジプト展 3000年の世界を行く

桜井清彦/監修・執筆 ムハマ
ド・サラハ/他執筆

西武美術館

1983

M3643 / SE-1 / 7

国立カイロ博物館展 古代エジプト文明と女王 女神イシ
吉村作治/監修 大広/編
スからクレオパトラまで
世界四大文明 エジプト文明展 2000年・NHK放送75周年 東京国立博物館,NHK,NHKプロ
モーション/編
事業

東京ルネッサンス推進
委員会

1994

M3624 / TO-3 / 205-S0

NHK,NHKプロモーション

2000

M3631 / TO-2 / 341

エジプト美術五千年展

新規矩男/他編

朝日新聞東京本社

[1963]

M3631 / TO-2 / 163

古代エジプト展

ディア・アブ・ガジ/他執筆

読売新聞社

1978

M3631 / TO-2 / L89

2005

M3631 / TO-2 / 398

2002

M3624 / TO-3 / 254

1999

M3631 / TO-4 / 56

2003

M3631 / TO-4 / 74

世界遺産・博物館島 ベルリンの至宝展 よみがえる美の
東京国立博物館,朝日新聞社/編 朝日新聞社,TBS,東映
聖域

0690

/ L15

/ 17

古代エジプト展事務局

古代エジプト展 永遠の美 ドイツ・ヒルデスハイム博物 吉村作治/監修,執筆 谷川泰宏,
(東映株式会社,読売広
菊地敬夫,岩田まゆみ/執筆
館所蔵
告社)
「大英博物館 古代エジプト展」図録

鈴木まどか/監修 朝日新聞
社,NHK/編

大英博物館の至宝展 創立250周年記念

朝日新聞社事業本部文化事業部
朝日新聞社
/編

大英博物館 古代エジプト展

近藤二郎/監修 朝日新聞社/編

古代エジプト展 オランダ国立ライデン古代博物館所蔵

東京新聞/編

トリノ・エジプト展 イタリアが愛した美の遺産

朝日新聞社,NHK

朝日新聞社,NHK,NHKプ
ロモーション
オランダ国立ライデン
古代博物館

2012

M91

1996

M77

近藤二郎/監修・翻訳 朝日新聞
社事業本部文化事業部,東映事 朝日新聞社,東映
業推進部/編

2009

M3631 / TO-4 / L96

ルーブル美術館所蔵 古代エジプト展

名古屋市博物館,NHK,NHKプロ
モーション/編

NHK,NHKプロモーション

2005

M55

ルーヴル作品案内 日本語版

ピエール・アミエ/他執筆

国立美術館連合出版

1990

MG909 / MU-4 / 1

女王と女神 メトロポリタン美術館古代エジプト展

東京都美術館,神戸市立博物館,
朝日新聞社
朝日新聞社/編

2014

M3631 / TO-4 / 154-S0

ボストン美術館ハンドブック 所蔵品ガイド 改訂版

マシュー・バトル/編集

2009

MG802 / MU-1 / 4

クレオパトラとエジプトの王妃展

クリスティアーヌ・ジェグレー
NHK,NHKプロモーショ
ル,近藤二郎/監修・執筆 東京
ン,朝日新聞社
国立博物館/他編

2015

M3631 / TO-2 / 479-S0

Queens of Egypt from Hetepheres to Cleopatra

by/Christiane Ziegler

2008

MG920 / GR-1 / L1-E

暮らしの考古学展 古代オリエントからのメッセージ

タオ・コミュニケーションズ/
古代オリエント博物館
編集

1994

M3643 / KO-1 / 2

古代オリエント世界

古代オリエント博物館/編

1997

M33

/ GU-3 / 54

遥かなるエジプト展 古代人の生活を探る

鈴木八司,西秋良宏/執筆 古代
オリエント博物館/監修 NHKプ NHKプロモーション
ロモーション/編

1997

M66

/ WA-4 / 10

古代エジプト文明3000年の世界

京都文化博物館学芸課/編 [南
京都文化博物館
博史,山花京子/執筆]

2005

M62

/ KY-9 / 42

[ 入室無料 OPEN 9：30~17：30 ]

MFA Publications

Grimaldi Forum Monaco

群馬県立歴史博物館

/ FU-4 / 18
/ YA-8

/2

/ NA-3 / 77

※2020年12月14日（月）~2021年1月4日（月）は、蔵書整理および年末年始につき休室します。

※現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、座席数や混雑時の利用時間など一部制限をしています。ご了承ください。

江戸東京博物館図書室

