
岐阜県博物館ｵﾘｼﾞﾅﾙ図録一覧表

飛騨の匠 Ｓ６２、B5版 64頁
Ⅰ 匠のおこり Ⅱ 建築 Ⅲ 一位細工と一刀彫 Ⅳ 飛騨春慶 Ⅴ 高山祭屋台
山王祭屋台 八幡祭屋台Ⅵ 古川祭屋台 Ⅶ 松田亮長と付知の田口家＜一刀彫りと手紙＞

300円（税込）

輪中と治水 Ｈ２、B5版 49頁
＜特別寄稿＞ 伊藤安男氏 Ⅰ 西南濃地方の自然 Ⅱ 輪中への歩み Ⅲ 輪中の成立と発展
Ⅳ 輪中の近代化 ・木曽三川分流への動き・デレーケと木曽三川下流改修工事 Ⅴ 輪中の生活

400円（税込）

白山の自然 Ｈ２、B5版 36頁
白山地域の地形・地質、白山火山の生い立ち、 大窪沼の不思議、白山山系にみられる二重山稜
と沼、白山の化石、漣痕上に残された恐竜足跡化石、白山の気象、動物相からみた白山の特徴

400円（税込）

岐阜県の仏像 Ｈ２、B5 版 96 頁
１ 乾漆十一面観音立像 ２ 木造 薬師如来立像 ３ 木造 観世音菩薩立像４ 木造 薬師如来坐像及び両脇侍像

５ 木造 四天王立像 ６ 木造 阿弥陀如来立像 ７ 木造 阿弥陀如来坐像 以下略

1500円（税込）

土と炎の芸術～ふるさとに息づく技と心～ Ｈ５、B5版 69頁
Ⅰ美濃の焼き物の流れ (1)美濃の野須恵器 (2)白瓷 (３)白瓷系陶器 (４)古瀬戸系陶器 以下略

Ⅱふるさとの焼き物 (1)今に息づく技と心(2) 甦らせたい技と心 ＜特別寄稿＞矢部良明氏他２名

500円（税込）

失われゆく植物 Ｈ５、B5版 63頁
Ⅰ植物の声が聞こえますか？ Ⅱこれらの植物の絶滅はいつ？ Ⅲ自然との共存をめざして
◇井波一雄氏の植物画 岐阜県の希少植物４０＜特別寄稿＞矢原徹一氏、高橋弘氏、田中俊弘氏

400円（税込）

川に生きる～水運と漁労～ Ｈ６、B5 版 46 頁
Ⅰ 筏を流す １ 筏木と造材 ２ 山落とし (以下略）Ⅱ 川を渡る １ 船橋 ２籠の渡し
３渡し船と舟運 Ⅲ 魚をとる １ さまざまな漁 すば網漁 他 ２ さまざまな漁具

800円（税込）

美濃山地の自然 Ｈ６、B5版 43頁
１能郷白山の哺乳動物 ２キノコを食べる甲虫 ３植物相と好石灰岩植物 ４地質とその生い立ち
５活断層と濃尾地震 ６鉱物資源と鉱山 ◇特別寄稿 水野瑞夫氏,佐藤正孝氏,小井土由光氏他３名

500円（税込）

岐阜の淡水魚 Ｈ７、B5版 65頁
１岐阜県の川や池にすむ魚とその仲間 ２ 外来魚 ３ 滅びゆく淡水魚 ４ 生息環境としての植物
５ エサとなる昆虫 ６ 化石になる魚類 ＜特別寄稿＞駒田格知氏、前畑政善氏、加藤悟氏

500円（税込）

花と鳥のイリュ－ジョン―江戸の学問と芸術― Ｈ９、A4版 71頁
原色図版 円山応挙と美濃 岸派と美濃 馬場大助と赤者鞭会 伝統芸能と花鳥
単色図版 赤者鞭会品物論定纂 資生圃草木末詳品図説 以下略

1100円 （税込）



薬草のふるさと伊吹 Ｈ９、A4版 62頁
Ⅰ伊吹フィールドの空中散歩 Ⅱ伊吹の植物の世界をのぞく・伊吹のみに自生する代表的な植物
Ⅲ伊吹の薬草とそのルーツをたずねて ◇特別寄稿 井波一雄氏 水野瑞夫氏

500 円（税込）

能面へのいざない―白山山麓からー Ｈ 10、A4版 76頁
Ⅰ白山山麓の能面 Ⅱ能郷白山山麓の能面 Ⅲ大和地方の能面及び関連能面 Ⅳ祭礼と能面
Ⅴ謡曲の舞台美濃とその使用能面 Ⅵ白山信仰関連資料 Ⅶ能装束・能楽関連資料以下略

500円（税込）

すばらしき東濃の自然～巨大ヒノキが見てきた生き物たち～ Ｈ 12、A4版 47頁
Ⅰ 巨大ヒノキを育んだ東濃の自然環境 Ⅱ 注目したい植物 Ⅲ 恵那山の植物 Ⅳ 湿地の植物
Ⅴ 多様な生き物 Ⅵ 人と植物とのかかわり ◇特別寄稿 高橋弘氏 太田敬久氏他１名

500円（税込）

あのころいた鳥 (赤版）―柳原さんがあつめた鳥― Ｈ 13 、 A4版 69頁
長與鼎 小笠原母島 天売島 籾山徳太郎 三宅島 折居彪二郎 台湾 与那国島 旧満州

八重山大東 西表島等の各島の鳥標本 鳥標本目録

350円（税込）

あのころいた鳥・解説書 (紺版)―絶滅のおそれのある鳥ー Ｈ 13,,A4版 26頁
絶滅のおそれのある鳥 絶滅種の鳥たち 野生絶滅の鳥たち 絶滅危惧Ⅰ類の鳥たち
絶滅危惧ⅠＡ類の鳥たち 絶滅危惧ⅠＢ類の鳥たち絶滅 危惧Ⅱ類の鳥たち

150円（税込）

七代目団十郎と国貞国芳 芝居・錦絵・中山道 Ｈ 13、A4版 64頁
市川團十郎と江戸歌舞伎 三代歌川豊国の木曽六十九駅 歌川国芳の木曽街道六十九次
美濃の歌舞伎絵馬 いなばの芝居 ・浮世絵等資料各種

1300円（税込）

昭和三Ｏ年代暮らしの道具と 郷土の写真 Ｈ 15、A5版 63頁
吉田次郎氏のスライド作品について くらしの道具たち ・テレビ受像機 ・五球ラジオ・トラン

ジスタラジオ 電気炊飯器 トースター 電気コンロ以下略 昭和三○年代の郷土

500円（税込）

野の幸・山の幸、岐阜～発見！キノコと山菜、薬草の魅力～ Ｈ 15、A4版 90頁
Ⅰキノコって何？ Ⅱ食べられるキノコたち Ⅲちょっと変わったキノコたち Ⅳ香りいっぱいの
山菜（薬草）たち Ⅴ 毒キノコと毒草 ◇特別寄稿 田中俊弘氏、酒井英二氏、金古弘之氏他３名

500円（税込）

岐阜県百年公園の自然 Ｈ 16、A5版 117頁
百年公園の地図 公園の四季 花 チョウ 鳥 哺乳類 ＜コラム＞里山の定義
百年公園の植生 シデコブシ ヒトクチタケに集まる甲虫 公園のドングリの木以下略

500円（税込）

水と大地のハーモニー名水･温泉･名称へのいざない Ｈ 17、A4版横 87頁
１章 名水へのいざない 名水とは ２章 温泉へのいざない 温泉とは
３章 名勝へのいざない 名勝とは エピローグ 水と大地のハーモニー

500円 （税込）

※これより上の図録は発売当時の価格を改定しています。あしからずご了承ください。



緑いきいき 岐阜の森その多様な世界 Ｈ 18、A4版 64頁
１ようこそ！森の世界へ ２ほおっておいても森ができる ３森をながめる 森を読む ４さまざまな
岐阜の森 ５日本を代表する森 ６森のはたらき ７岐阜の森の歴史 森のこれから 以下略

1200円（税込）

錦絵が語る美濃と飛騨 Ｈ 18、A4版 79頁
美濃と飛驒に関係した錦絵 ＜総説＞錦絵が語る美濃と飛驒＜図版＞第一部 岐阜ゆかりの戦国武将
第二章 美濃・飛騨 出身の相撲取り 第三部 美濃と飛騨の産業・物産 第四部 中山道等以下略

1000円（税込）

山の国､水の国岐阜（展示案内） Ｈ 21、B5 版 56 頁
山と水の国のものがたり・山に生きる・水とのたたかい・山のめぐみ以下略 岐阜の自然・岐阜の
大地のおいたち以下略 岐阜の歴史と文化 マイ・ミュージアム 各施設紹介

500円（税込）

岐阜の文楽 Ｈ 22、A4 版 47 頁
１ 文楽の歴史 ２ 三番叟 幸を願う ３ 三業 三位一体の技 ４ 岐阜の文楽①先駆者たち以下略
＜トピック＞片手遣いの人形芝居について ＜講演会記録＞安田 文吉氏

700円（税込）

里山いま昔 ― 人と自然 あらたな“絆”を求めて ― Ｈ 26、A4 版 64 頁
１やまの記憶―里山の暮らしと景観― 1-1里山って何？ 1-2植生遷移と里山の景観 1-3草山の風景以

下略 ２山の息吹―里山のいきものたちー ３あらたな“絆”をー里山と人との絆ものがたりー

1000円（税込）

兼定 刀都・関の名工 Ｈ 30、A4 版 120 頁
図版（写真・押形・解説） 関住兼定 参考出品 会津兼定

論考 篠田幸次氏 鈴木卓夫氏 以下略

2000円（税込） 在庫あと僅か

理科室からふるさとの自然を見つめて～知れば知るほど面白い標本の世界～ Ｈ 30、A4版 60頁
第１章 標本とは 第２章 標本の種類とつくり方

第３章 理科室の標本 第４章 博物館の標本を使う

800円（税込）

信長・秀吉・家康と美濃池田家－大御乳・池田恒興・輝政の戦い－ Ｈ 30 A4 版 95 頁
第１章 織田信長と美濃 第２章 豊臣秀吉と美濃 第３徳川家康と美濃

第４章 近世大名池田家の誕生 論考 谷口央氏 倉地克直氏 高橋修氏 斎藤夏来氏

1500円（税込）

剣精霊貫白虹 －幕末美濃の剣豪と名刀－ R1 A4版 86頁

特別寄稿 あさくらゆう

１横井喜三次と近藤勇の死 ２美濃の幕末群像 無名の先駆者たち ３幕末新々刀の名刀

1200円（税込）



岐阜は日本のど真ん中 ｰ岐阜県植物誌は語るｰ R1.9 A4版 62頁

第１章その理由は植物にあり 第２章ど真ん中岐阜の植物 第３章岐阜のど真ん中を語った岐阜県

植物誌とは 特別寄稿 ・髙橋 弘氏 「植物誌・・植物分布」 ・須山 知香氏「・・植物標本庫」

1000円（税込）

光秀が駆けぬけた戦国の岐阜 R2.9 A4版 88頁
1 戦国の岐阜ゆかりの武将 ２ 戦国の文化と岐阜 ３ 描かれた戦国の岐阜

特別寄稿 内池英樹氏 福田千鶴氏 山田昭彦氏

1500円（税込）

みんなの恐竜学 R2.12 A4版 92頁
プロローグ 地球と生命の歴史 第一章 “恐竜”を知る 第二章 多様な恐竜たち 第三章 モン

ゴルの恐竜足跡化石産地 第四章 岐阜と恐竜化石 エピローグ タイ王国の恐竜足跡化石産地

1200円（税込）

岐阜･鹿児島姉妹県盟約 50 周年記念 薩摩の陶と刀－響きあう美濃との歴史と文化－ R3.7 A4版 頁数未定

価格未定 円（税込）

POTTERY AND SWORDS OF SATSUMA

【通信販売にて購入する方法】

１ ＦＡＸ用紙に①購入希望の図録名と冊数、②送付先住所、③お名前、④電話番号
をご記入のうえ、岐阜県博物館友の会宛（ＦＡＸ：０５７５－２８－３１１０）送信してください。
ＦＡＸが使えない場合は、はがき、eメール、電話 でも可です。

２ 図録とともに、郵便振込用紙（図録代金＋郵送料等を記載してある）をお送りします。
３ お手元に図録が届いてから、最寄りの郵便局で振り込んでいただければ結構です。
なお、郵送料等をご負担いただきますので、ご承知おきください。

岐阜県博物館ｵﾘｼﾞﾅﾙｸﾞｯｽﾞ紹介
錦絵ポストカード ９枚セット ４００円
歌川国芳 木曽海道六拾九次之内

中津川、大井、御嶽、伏見、美江寺
歌川広重 木曽海道六拾九次之内 落合
渓斎英泉 河渡 長柄川鵜飼船
歌川広重 六十余州名所図会 養老ノ瀧
二代歌川広重 諸国名所百景 飛騨篭わたし

懐紙
「濃州関住人兼定作」 ５００円
他に「鵜飼」もあります

只今

印刷中

ＮＯＷ

ＰＲＩＮＴＩＮＧ



刀剣ポストカード ５枚セット ５００円
槍 銘赤穂住則之五拾一歳鍛焉 【十文字槍（人間無骨写し）】
短刀 銘 兼定 附 合口拵
小太刀 銘 濃州関住人兼定
玉鋼（黒）
玉鋼（白）

刀剣クリアファイル A4 各４００円
槍 銘赤穂住則之五拾一歳鍛焉【十文字槍（人間無骨写し】
短刀 銘 兼定 附 合口拵

刀剣ポスター 各５００円
小太刀（銘 濃州関住人兼定）B1半切
槍 銘赤穂住則之五拾一歳鍛焉【十文字槍
（人間無骨写し）】B3

恐竜クリアファイルA4 ２枚セット ５００円
（左）水面を渡るイグアノドン
（右）アロサウルスvsステゴサウルス

恐竜クリアファイルA4 1枚 3００円
（左）オルニトミモサウルス類の群れ

（表カラー、裏モノクロ）

恐竜クリアファイルA4 3種 各250円
モノクロ
（左上）デイノニクス・アンティロプス
（右下）コンコラプトル・グラシリス
（右下）ティラノサウルス・レックス

『戦国無双５』×岐阜県博物館
明智光秀コラボデザインクリアファイルA4 440円
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