
　ミニ展示「『埃及紀行』でたどるエジプトモロモロ」　展示資料リスト 展示期間：2020年6月27日（土）～7月26日（日）　展示場所：埼玉県立熊谷図書館2階閲覧室

キーワード No. タイトル 著者 出版者（発行） 刊行年 請求記号 資料番号 所蔵館

岩波書店 ﾀ/294/A43 館内利用
田中重之文
庫

111354924 外部書庫

国会図書館デジタ
ルコレクション

Web

2 ある「大正」の精神 天沼香緒著 吉川弘文館 1982 289.1/ｱ 117417238 熊谷

長谷部言人 3 日本人の祖先 長谷部言人著 築地書館 1983 38/ﾆ 児童書 211402615 久喜

立命館出版部 ﾀ/523/A43 館内利用
田中重之文
庫

111358636 外部書庫

国会図書館デジタ
ルコレクション

Web

5 世界紀行文学全集 １６ ギリシア・エジプト・アフリカ ほるぷ出版 1979 915.6/ｾ 117792648 久喜

南部憲一 6 欧州航路の文化誌　寄港地を読み解く
橋本順光［ほか］
編著

青弓社 2017 915.6/ｵｳ 103059580 久喜

7 スエズ運河 ( 新潮選書 ) 酒井傳六著 新潮社 1976 242.8/ｻ 114775620 外部書庫

8
主要運輸事情調査報告書「エジプトの運輸事情　平成18年9月
12日」

Web

鉄道 9 世界の鉄道
海外鉄道技術協力
協会編

ダイヤモンド・
ビック社

2005 686.2/ｻｲ 102934213 熊谷

10 調査・研究「ヒジュラ（イスラーム）暦・西暦換算表」 Web

11 図説イスラーム百科
キャロル・ヒレン
ブランド著

原書房 2016 167/ｽｾ 103004321 熊谷

12 現代エジプトにおけるイスラームと大衆運動 横田貴之著 ナカニシヤ出版 2006 302.42/ｹﾝ 101834737 熊谷

13 「アラブの春」以後のイスラーム主義運動 髙岡豊編著 ミネルヴァ書房 2019 312.27/ｱﾗ 103189684 熊谷

14
世界の美術館データベース「エジプト考古学博物館（カイロ
博物館）」

Web

15 古代エジプトを発掘する (岩波新書) 高宮いづみ著 岩波書店 1999 242.03/ｺﾀ 100543925 熊谷

16
カイロ・エジプト博物館ルクソール美術館への招待 ( Ｙａｒ
ｏｋｕ　ｂｏｏｋｓ )

松本弥編著 弥呂久 1997 242.03/ｶｲ 100077890 熊谷

17 蠅たちの隠された生活 ( 大英自然史博物館シリーズ )
エリカ・マカリス
ター著

エクスナレッジ 2018 486.9/ﾊｴ 103151692 久喜

18 〈図説〉ハエ全書
マルタン・モネス
ティエ著

原書房 2000 486.9/ｽｾ 100797992 久喜

19 大英博物館古代エジプト百科事典 イアン・ショー著 原書房 1997 R242.03/ﾀﾞｲ 館内利用 参考図書 100200229 熊谷

20 世界コイン図鑑 平石国雄〔ほか〕 日本専門図書出版 2002 R337.2/ｾｶ 館内利用 参考図書 101058782 熊谷

21
レファレンス協同データベース「昭和初期の10円が現在の価
値でどのくらいになるか知りたい」

県立久喜図書館 国立国会図書館 2014 Web

22 中世エジプトの土地制度とナイル灌漑 熊倉和歌子著 東京大学出版会 2019 611.2242/ﾁｭ 103200275 熊谷

23 エジプト近代灌漑史研究 ( 研究双書 ３４３ ) 鈴木弘明著 アジア経済研究所 1986 517.2/ｽ 116125915 久喜

24 現代エジプト政治 西舘康平著 秀麗出版 2017 312.42/ｹﾝ 103078747 熊谷

25 白ナイル物語 ( 少年少女学研文庫 ４０８ ) アラン・ムアヘッド著 学習研究社 1971 90/ｼ 児童書
210791646
210217188

外部書庫
久喜

26 アラブのなりわい生態系 第２巻 ナツメヤシ 臨川書店 2013 602.27/ｱﾗ 102769510 熊谷

27
「栽培技術の基礎（インドナツメ）」（米本仁巳/石畑清武
4p）

農山漁村文化協会
オンライン
データベース

28 ピラミッドの謎 吉村作治著 岩波書店 2006 242/ﾋﾗ 児童書 200463826 久喜

29 ピラミッドの謎
クルト・メンデル
スゾーン著

文化放送開発セン
ター出版部

1976 242/ﾋﾟ 117328286 外部書庫

30 エジプトの考古学 ( 世界の考古学 ４ ) 近藤二郎著 同成社 2012 242.03/ｴｼ 102636503 熊谷

31 イスラーム入門シリーズ ３ ザカート　喜捨 1975 167.6/ｲ 112740022 外部書庫

32 大学生・社会人のためのイスラーム講座 小杉泰編 ナカニシヤ出版 2018 167/ﾀｲ 103178588 熊谷

リビア砂漠 33 リビア砂漠探検記 ( 講談社文庫 ) 石毛直道〔著〕 講談社 1979 B294.3/ﾘ 116520461 熊谷

34 ラクダの文化誌 堀内勝著 リブロポート 1986 645.9/ﾗ 115850000 外部書庫

35 エジプト風俗誌
ウィリアム・レイ
ン著

桃源社 1977 382/L23 111871810 外部書庫

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
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https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1085887

　◇　「＊館内利用」とある資料は、貸出できません。
　◇　No.1、4、8、10、14、21　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.27　で紹介しているオンラインデータベースは、埼玉県熊谷・久喜立図書館でご利用いただけます。浦和分室では職員による代行検索を承ります。

天沼俊一

1 埃及紀行 天沼俊一著 1927

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1170575

坡西土（ポー
ト・サイド）

4 坡西土（ポートサイド）から坡西土（ポートサイド）へ 天沼俊一著 1943

https://crd.ndl.go.jp/reference/detail?page=re
f_view&id=1000156795

内流（ナイ
ル）河

蘇西（スエ
ズ）運河

国土交通省
http://www.mlit.go.jp/kokusai/kokusai_mn2_0000
06.html

イスラーム

日本貿易振興機構（ｼﾞｪﾄﾛ）アジア
経済研究所

https://www.ide.go.jp/Japanese/Research/Region
/Mid_e/koyomi.html

埃及博物館

MMM（メゾン・デ・ミュゼ・デュモ
ンド）

蠅（ハエ）

通貨

https://artscape.jp/mmm/contents/c_00093.html

駱駝（ラク
ダ）

棗の木

ルーラル電子図書館

ピラミッド

心附
（Bakshish）

イスラミックセンター・ジャパン
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