
タイトル サブタイトル

1 天草版平家物語 大英図書館所蔵本影印

2 どちりいなきりしたん バチカン本影印

3 巨大古墳 日本人はどのように建造物をつくってきたか

4 日本の女性風俗史 The History of Women's Costume in Japan 
5 図説日本刀大全Ⅰ

【2019年5月に寄贈する予定図書】

6 楊枝から世界が見える 楊枝文化と産業史

7 図説日本刀大全Ⅱ 名刀・拵・刀装具総覧

8 お札の文化史 Pictorial Encyclopedia of Paper Currencies
9 日本のお金 近代通貨ハンドブック

10 世界大風呂敷展 布で包むものと心

11 ふろしき包み 和を楽しむ・和を贈る

12 図解日本の装束

13 世界装飾図 マールカラー文庫２

14 文様博物館 マールカラー文庫15
15 民族衣装 マールカラー文庫１

16 百人一首 マールカラー文庫７

17 色の歴史手帳 日本の伝統色十二ヶ月

18 奈良の大仏 世界最大の鋳造物

19 幕末明治の浮世絵 青木コレクションによる

20 華　HANA 大阪城天守閣名品集

21 穴太の石積

22 日本名宝事典 御物・国宝・重要文化財

23 日本の心　料理 別冊太陽

24 HOKUSAI　北斎 富士を超えて

25 江戸切絵図 古地図ライブラリー１

26 幕末人物事件散歩 古地図ライブラリー２

27 広重の大江戸名所百景散歩 古地図ライブラリー３

28 江戸から東京へ　明治の東京 古地図ライブラリー４

29 広重の東海道五拾三次旅景色 古地図ライブラリー５

30 幕末諸州最後の藩主たち　西日本編 古地図ライブラリー６

31 幕末諸州最後の藩主たち　東日本編 古地図ライブラリー７

32 日本大地図 日本文献地図／日本名所大地図１，２

33 スタジオジブリ・レイアウト展 Studio Ghibli layout Design
34 Pure Heart vol.1 エッセーとイラストでつづる101×2の心の風景

35 Pure Heart vol.2 ニッケPure Heartエッセー大賞・イラスト大賞

36 Pure Heart vol.3 ニッケPure Heartエッセー大賞・イラスト大賞

37 Maiko's World オフルームビーズワーク・コレクション＆レ

38 Maiko's World vol.2 オフルームビーズワーク・コレクション＆レ

39 サンドブラスト竹内洪作品集 ガラスのキャンバスに永遠の生命を彫刻する

40 孤児たちのルネサンス トマスの物語

41 時を超えて伝えたいこと かつて日本に生きたものから未来の自分に宛

42 僕のナゼ、私のナゼ わたしたちは　なぜ　うまれてきたの？

43 Why was I born ? Question asked by Children in Japan
44 古事記のものがたり 稗田阿礼が語るゆかいな「日本の神話」

自由空間ゼロからの寄贈図書リスト　2019年5月20日現在



著者 出版社 発行年月日 分野

福島邦道 解説 勉誠社 6/1/1996 文化史

勉誠社 1/1/1979 文化史

森 浩一 草思社 11/20/2014 文化史

切畑 健 紫紅社 9/1/2003 文化史

歴史群像編集部 学研プラス 3/3/2006 文化史

稲葉　修 冬青社 9/1/1998 文化史

歴史群像編集部 学研プラス 5/10/2007 文化史

植村　峻 NTT出版 6/27/1994 文化史

大蔵省理財局　松尾義彦 大倉署印刷局 6/24/1994 文化史

国立民族学博物館 財団法人千里文化財団 9/30/2002 図録

宮井株式会社 雄鶏者 12/30/2003 文化史

池上　良太 新紀元社 12/4/2008 文化史

オーギュスト・ラシネ マール社 11/1/1994 文化史

H・ドルメッチュ マール社 5/20/1995 文化史

オーギュスト・ラシネ マール社 11/1/1994 文化史

マール編集部 マール社 11/20/1994 文化史

吉岡　幸雄 ＰＨＰ研究所 9/22/2003 文化史

香取　忠彦 草思社 4/15/1981 文化史

千葉市美術館 千葉市美術館 9/30/2005 図録

大阪城天守閣 大阪観光協会 1/25/1991 文化史

平野　隆彰／穴太衆石積み研究所かんぽう 2/17/2007 文化史

小学館 5/30/1971 文化史

太陽編集部 平凡社 3/25/1976 文化史

あべのハルカス美術館 朝日新聞社 10/6/2018 図録

日本古地図学会・師橋辰夫 人文社 4/20/1995 古地図

人文社第一編集部 人文社 10/20/1995 古地図

堀　晃明 人文社 4/1/1996 古地図

人文社第一編集部 人文社 9/20/1996 古地図

堀　晃明 人文社 4/1/1997 古地図

人文社第一編集部 人文社 11/1/1997 古地図

人文社第一編集部 人文社 11/1/1997 古地図

平凡社地図出版 ユーキャン 2/2/2015 地図

スタジオジブリ 日本テレビ放送網 7/25/2008 図録

全国の高校性・大学生 かんぽう 3/31/2007 エッセー

全国の中学生・高校性・大学生 かんぽう 3/15/2008 エッセー

全国の中学生・高校性・大学生 かんぽう 3/1/2009 エッセー

鹿毛麻衣子 かんぽう 5/19/2006 ビーズ

鹿毛麻衣子 かんぽう 4/30/2008 ビーズ

竹内　洪 かんぽう 5/31/2005 ガラス彫刻

秋篠川漫歩（桐生敏明） シルクふぁみりぃ 2/24/2010 小説

桐生敏明 かんぽう 6/30/2007 エッセー

自遊空間ＺＥＲＯ編 編集工房ＤＥＰ 5/5/2017 絵本

自遊空間ＺＥＲＯ編 編集工房ＤＥＰ 5/5/2017 絵本

小林晴明+宮﨑みどり サングリーン出版 5/5/2019 伝承

　



内容 寄贈年月

天正遣欧使節が、ヨーロッパか 4/1/2019
ヨーロッパの宣教師たちが、そ 4/1/2019
日本の豪族や天皇の墳墓「古墳 4/1/2019
日本の女性の服装を、古代から 4/1/2019
古代の装飾剣から中世の太刀か 5/1/2019

普段はあまり注目されない爪楊 5/1/2019
日本刀大全のⅠに続き、鞘や鍔 4/1/2019
世界各国の銀行券、政府紙幣な 5/1/2019
日本の紙幣の発行元である大蔵 5/1/2019
ものを包む文化、日本の風呂敷 5/1/2019
風呂敷の使い方を写真版で紹介 5/1/2019
日本人の衣装を時代別、男女別 5/1/2019

5/1/2019
5/1/2019
5/1/2019
5/1/2019
5/1/2019

奈良の大仏は、どのようにして 5/1/2019
5/1/2019

大阪城天守閣を保存する団体が 5/1/2019
日本の城郭、寺院の石垣を野面 5/1/2019

5/1/2019
古代から近世に至る日本の料理 5/1/2019
画狂人と言われた北斎の作品と 5/1/2019
江戸の古地図集成。 5/1/2019
幕末に活躍した人物を中心にそ 5/1/2019
浮世絵師・広重の大江戸名所図 5/1/2019
江戸から明治への移り変わりを 5/1/2019
浮世絵師・広重の大江戸名所図 5/1/2019
幕末の藩（現代の県）の古地図 5/1/2019
幕末の藩（現代の県）の古地図 5/1/2019

5/1/2019
スタジオ・ジブリのアニメ映画 5/1/2019
僕（桐生）も審査員を務めまし 5/1/2019
僕（桐生）も審査員を務めまし 5/1/2019
僕（桐生）も審査員を務めまし 5/1/2019
僕（桐生）が編集した忘れがた 5/1/2019
僕（桐生）が編集した忘れがた 5/1/2019
僕（桐生）が編集した忘れがた 5/1/2019
めぐるカタリ派の物語（僕の処 5/1/2019
知ろうとする人たちに取材した 5/1/2019
遊空間ゼロで初めて手掛けた絵 5/1/2019
上記絵本と同時発売した英訳版 5/1/2019

個人出版で20刷り6万部を発行した 5/1/2019
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