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岩波書店 ﾀ/294/A43 田中文庫 111354924 外部書庫

国会図書館デジタルコレク
ション

Web

スフィンクス 2
太陽と巨石の考古学
ピラミッド・スフィンクス・ストーンヘンジ

ジョン・アイヴィミ著
酒井伝六訳

文化放送関発センター出版部 1976 202.5/ｱ 114930795 外部書庫

3 超古代ピラミッドとスフィンクス 吉村作治著 平凡社 1997 BM242 190536870 外部書庫

4＊ 「大スフィンクス　隠された叡智」（ムー　No.208　1998年3月） 中野雄司文 学習研究社 1998 禁帯出雑誌 501140370 外部書庫

5 図説古代エジプトの動物 黒川哲朗著 六興出版 1987 242/ｽﾞ 113133813 外部書庫

6＊
エジプトギザ大地のスフィンクス　―始新世モカッタム層群の石灰質堆積岩の露
頭彫刻―　(地学雑誌120巻6号）

丸山茂徳　写真・解説 東京地学協会 2011 禁帯出雑誌 515290278 久喜

サッカラ墓地 7＊
「世界遺産古代エジプト王家の墓所サッカラ」（National geographic ＝ ナ
ショナルジオグラフィック　2002年10月号）

-
日経ナショナルジオグラ
フィック社

2002 禁帯出雑誌 511788689 外部書庫

メレルカ 8＊ 「サッカラ村の生活と古代遺跡」（Semawy menu　vol.1（2009年）） 岡絵理子[ほか]著 2010 禁帯出雑誌 515005072 外部書庫

9＊
「臨遺跡集落・サッカラ村の生活と空間構造（その4）」（Semawy　menu
vol.4（2012年））

岡絵理子著 2013 禁帯出雑誌 515429330 外部書庫

10 図説古代エジプト人物列伝
トビー・ウィルキンソン著
内田杉彦訳

悠書館 2015 242.03/ｽｾ 102854924 熊谷

マリエット 11 スカラベ　ツタンカアモンの宝庫 宮田文子著 中央公論社 1960 294/Mi84 111697280 外部書庫

12 図説王家の谷百科　ファラオたちの栄華と墓と財宝
ニコラス・リーヴス[ほか]著
近藤二郎訳

原書房 1998 242.03/ｽｾ 100361088 熊谷

13 古代エジプト動物記 酒井伝六著 文藝春秋 1984 242/ｺ 117232827 外部書庫

牛 Apis 14 ウシの動物学　第2版 遠藤秀紀著 東京大学出版 2019 645.3/ｳｼ 103273868 熊谷

15 エジプト神話
ヴェロニカ・イオンズ著
酒井伝六訳

青土社 1991 162.4/ｴ 112728225 外部書庫

16
聖牛アピス（古代エジプトの首都メンフィスで崇められた聖牛）の地下埋葬所の玄室＜マリエッ
トより＞/(Sepulchral chamber of an Apis bull. (From Mariette.))

国際日本文化研究センター
日文研データベース 外像
Overseas Images of
Japan Database

1894 Web

Abu Serga 17＊
「イスラーム期エジプトにおけるコプト・キリスト教徒の参詣・巡礼」（歴史学研究
2001年10月増刊号）

大稔哲也著 青木書店 2001 禁帯出雑誌 510668387 外部書庫

イブン・トゥー
ルーン

18 イスラーム基礎講座 渥美堅持著 東京堂出版 2015 167/ｲｽ 102907839 熊谷

アズハル大学 19＊ 「アズハル大学の学生生活」（海外事情　1977年5月号） 1977 禁帯出雑誌 513123745 外部書庫

20＊ 「アズハル大学」（海外事情　1978年5月号） 1978 禁帯出雑誌 513123869 外部書庫

21＊ 「オスマン朝支配下のアズハル大学」（現代思想　1980年2月） 青土社 1980 禁帯出雑誌 510326473 外部書庫

結婚式 22＊
「下エジプトのムスリムにおける結婚の成立過程」（国立民族学博物館研究報告
10巻2号）

大塚和夫著 国立民族学博物館 1985 禁帯出雑誌 510660970 外部書庫

23 世界・ブライダルの基本 日本ホテル教育センター編 日本ホテル教育センター 2008 385.4/ｾｶ 102066289 熊谷

24 比較生活文化事典　３　イギリス・エジプト・インドネシア 金山宣夫著 大修館書店 1979 361.6/Ka47 110582244 熊谷

ヘリオポリス 25
古代エジプトにおける創造神話について - メンフィスとヘリオポリスにおける -
（基督教研究38）

山崎亨著 同志社大学学術リポジトリ 1974 Web

トウモロコシ 26 トウモロコシの世界史　神となった作物の９０００年 鵜飼保雄著 悠書館 2015 616.61/ﾄｳ 102868510 熊谷

エジプト・イチ
ジク

27 イチジク　栽培から加工・売り方まで 株本暉久編著 農山漁村文化協会 1996 625.6/ｶ 115099574 外部書庫

28 ファラオの秘薬　古代エジプト植物誌
リズ・マニカ著
八坂書房編集部訳

八坂書房 1994 242/ﾏ 115651671 外部書庫

葬儀 29＊
「III．アジア諸民族の生活・文化誌 葬儀 10．エジプト」（Asia 21(3)基礎教材
編）

小笠原良治著
国会図書館デジタルコレク
ション

1993 図書館内

30 死の考古学　古代エジプトの神と墓　新装版
Ａ．Ｊ．スペンサー著
酒井傳六[ほか]訳

法政大学出版局 2009 242.03/ｼﾉ 102211356 熊谷

アラビア語 31 言葉から文化を読む　アラビアンナイトの言語世界 西尾哲夫著 臨川書店 2015 302.27/ｺﾄ 102920824 熊谷

32 ニューエクスプレスエジプトアラビア語 長渡陽一著 白水社 2011 829.76/ﾆﾕ 102817111 熊谷

33
TUFS言語モジュール（東京外国語大学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」）

21世紀COE「言語運用を基盤と
する言語情報学拠点事務局」

東京外国語大学 2004- Web

バルクーク 34 エジプトマムルーク王朝 大原与一郎著 近藤出版社 1976 242/ｴ 117328146 外部書庫

カーイトベイ 35 中世イスラーム国家の財政と寄進 五十嵐大介著 刀水書房 2011 227/ﾁﾕ 103090320 熊谷

36 イスラムの建築文化
アンリ・スチールラン著
神谷武夫訳

原書房 1987 D522.8/ｲ 117268854 久喜

37 歴史序説　第１巻 1979 116202599

38 歴史序説　第２巻 1980 116202607

39 歴史序説　第３巻 1987 115829368

40 キリスト教史　３　東方キリスト教 - 山川出版社 1978 190.2/ｷ 114572308 外部書庫

41 大旅行記　1
イブン・バットゥータ〔著〕
イブン・ジュザイイ編
家島彦一訳注

平凡社 1996 292.09/ﾀｲ 113235931 熊谷

ミニ展示・リストに関するお問い合わせ先：埼玉県立熊谷図書館　人文・社会科学資料担当　 Tel:048-523-6291　Fax:048-523-6468　Mail:lib-jinbun＠pref.saitama.lg.jp

　◇　No.に「＊」とある資料は、館内利用の資料です。
　◇　No.1、16、22、25、33　で紹介しているWeb資料は、いずれもインターネットで閲覧できます。
　◇　No.29の資料は熊谷または久喜図書館で閲覧できます。
　◇　禁帯出雑誌は、熊谷・久喜・浦和分室のいずれかへ取り寄せて閲覧できます。

1＊ 埃及紀行 天沼俊一著 1927

イブン・ハルドゥーン著
森本公誠訳

岩波書店 201.1/ｲ

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1170575?t
ocOpened=1

外部書庫

関西大学文化財保存修復研
究拠点

https://sekiei.nichibun.ac.jp/GAI/ja/detail/?
gid=GH014071&hid=1266

飯森嘉助著

拓殖大学海外事情研究所

http://doi.org/10.14988/pa.2017.0000004002

図書館送信参加館内公開

http://www.coelang.tufs.ac.jp/mt/
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