
      明治のこころ　モースが見た庶民のくらし
関連図書

　　　　　　　　江戸東京博物館７階図書室（入室無料）
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日本の時代史 29 日本史の環境
(鳥越けい子「音の風景 モースが聴いた日本の音」)

井上勲 編 吉川弘文館 2004 2101/263/29

日本人種論争の幕あけ モースと大森貝塚 吉岡郁夫 著 共立出版 1977 2102/78/87

海を渡った生き人形 ペリー以前以後の日米 小林淳一 著 朝日新聞社 1999 2105/1055/99

江戸の助け合い
(谷田部隆博「モースの見た日本の子ども」)

芳賀登 他著 つくばね舎 2004 2105/1239/4

ザ・ヤトイ お雇い外国人の総合的研究 嶋田正 他編 思文閣出版 1990 2106/21/90

モースの発堀 日本に魅せられたナチュラリスト 椎名仙卓 著 恒和出版 1988 2890/35/88

エドワード・シルベスター・モース 上・下
D.G.ウェイマン 著
蜷川親正 訳

中央公論
美術出版

1976 2890/16/1

モースの贈り物 甦る100年前の日本
ジョン・セイヤー,
守屋毅 著

小学館 1997 2893/B36/97

日本その日その日 1-3 E.S.モース 著 平凡社 1970 2910/275/1-3

フェノロサ夫人の日本日記 村形明子 編訳 ミネルヴァ書房 2008 2910/374/8

百年前の日本 モース・コレクション写真編 小西四郎 他編 小学館 1988 2910/L12/88

モースの見た日本展
セイラム・ピーボディー博物館モース・コレクション

小西四郎,
J.セイヤー 監修

小学館 1989 3821/L232/89

日本人の住まい
E.S.モース 著
斎藤正二 他訳

八坂書房 1991 3839/21/91

モースの見た日本 セイラム・ピーボディー博
物館モース・コレクション 日本民具編

小西四郎,
田辺悟 構成

小学館 1989 3839/L23/89

日本水上交通史論集 5 九州水上交通史
(出口晶子「モースの見た船-九州本島の刳船術」)

柚木学 編 文献出版 1993 6832/6/005

幕末・明治KANBAN展
セイラム・ピーボディー博物館蔵モース・コレクション

小学館美術編集部
編

日本テレビ放送網 1984 6748/L12/84

奈良の筋道
蜷川式胤 原著
米崎清実 著

中央公論
美術出版

2005 7021/197/5

フェノロサと明治文化
栗原信一 著
倉田文作 監修

六芸書房 1968 7025/1/68

世界の美術館 15 ボストン美術館東洋
ジャン・フォンテーン
編著 講談社 1968 7080/L19/15

在外日本の至宝 別冊 解説資料編 毎日新聞社 1983 7080/L9/11

ボストン美術館日本美術調査図録 第1次調査
図版・解説編

アン・ニシムラ・
モース 他編著

講談社 1997 7080/L98/1-2

西洋人の歌舞伎発見 中村哲郎 著 劇書房 1982 7740/240/82

明治文學全集 49
ベルツ・モース・モラエス・ケーベル・ウォシュバン集

E.ベルツ 他著
唐木順三 編

筑摩書房 1989 9186/10/49-S0

史誌 大田区史研究 9・10・22・24・25･29
(加藤緑「セーラム・ピーボディー博物館の
モース・レコクション」他)

大田区史編纂室
編

大田区史編纂室 1978 C3652/2136/14-9-

Kimono Beauty
-シックでモダンな装いの美 江戸から昭和-

長崎巖 監修 東京美術 2012 M35/CH-18/57

「日米交流のあけぼの」 黒船きたる
全米最古ピーボディー・エセックス博物館の
日本コレクションから

東京都江戸東京
博物館 他編

東京都江戸東
京博物館

1999 M3624/TO-3/123

江戸の誘惑 ボストン美術館所蔵肉筆浮世絵 辻惟雄 他監修 朝日新聞社 2006 M3624/TO-3/191

江戸東京博物館 総合案内
東京都江戸東京
博物館 他編

江戸東京
歴史財団

1993 M3624/TO-3/89

ボストン美術館 日本美術の至宝
東京国立博物館
他編

NHK,NHKプロ
モーション

2012 M3631/TO-2/446-S0
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日本における外来美術の受容に関する
調査・研究報告書

東京文化財研究所
美術部 編

東京文化財
研究所

2006 M3631/TO-5/81

大見世物 江戸・明治の庶民娯楽
たばこと塩の博物館
編

たばこと塩の
博物館

2003 M3648/TA-1/88

品川歴史館紀要 2･12･23
(坂詰秀一「特別展「日本考古学は品川から始
まった‐大森貝塚と東京の貝塚‐」の開催 他)

品川歴史館 編 品川歴史館 1987 M3651/SH-1/2-2-

大森貝塚ガイドブック モース博士と大森貝塚 品川歴史館 編 品川歴史館 2001 M3651/SH-1/71-S0

品川鉄道事始 -陸蒸気が品川を走る- 品川歴史館 編 品川歴史館 2012 M3651/SH-1/82-S0

セーラム・ピーボディー博物館収蔵根付展
大田区立
郷土博物館 編

大田区立
郷土博物館

1989 M3652/OT-1/15

私たちのモース 日本を愛した大森貝塚の父
大田区立
郷土博物館 編

大田区立
郷土博物館

1990 M3652/OT-1/21

大田区立郷土博物館紀要 創刊号･15
(佐原眞「モース先生に学ぶこと」 他)

大田区立
郷土博物館 編

大田区立
郷土博物館

1991 M3652/OT-1/9-1･15

民具マンスリー 24-2,278
(角山幸洋「モースの写した紡織作業」)

神奈川大学日本常
民文化研究所 編

神奈川大学日本
常民文化研究所

1991 M37/KA-20/8-278

皇學館大学神道博物館館報 10
(山田蓉「わが国の海外流出文化財と蜷川式胤」)

皇學館大学神道
博物館 編

皇學館大学
神道博物館

2000 M56/KO-2/1-10

研究紀要 四日市市立博物館 第12号
（岡村奉一郎「モースコレクションのなかの萬古焼」)

四日市
市立博物館 編

四日市
市立博物館

2005 M56/YO-1/5-12

同志社大学歴史資料館館報 12
(大本朋弥「E.S.モース著『Japan Day By Day』初版本)

同志社大学
歴史資料館

2009 M62/DO-1/2-12

モース・コレクション
国立民族学博物館
編

国立民族学
博物館

1990 M63/KO-3

研究報告(合本) 12-1～4
(守屋毅「ピーボディー科学アカデミーの成立
-モース研究の一環として-」)

国立民族学
博物館 編

国立民族学
博物館

1988 M63/KO-3/1-12

生人形と松本喜三郎 百物天真創業工
熊本市現代美術館
他編

「生人形と松本喜三
郎」展実行委員会

2004 M94/KU-8/2

谷中・根津・千駄木 地域雑誌 92
(森まゆみ「モースと松浦佐用彦」)

谷根千工房 2009

美術フォーラム21 VOL.5(2001)
海外から日本の美術を見る。

醍醐書房編集部
編

醍醐書房 2001

史學 81-1・2
(牧野久実「モースが見た丸子船」)

三田史学会 2012

日本歴史 512
 (小木新造「現代人へのメッセージ‐E.S.モース博士-」)

日本歴史学会 編 吉川弘文館 1991
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