
号数 内容 著者 価格 送料 合計 重量 冊子幅
第１号 創刊によせて 水野　正好
平成５年度 「三寅剣」剣名攷 水野　正好

四日市における「鳥縄猟」について 堀越　光信
研究ノート　藤原実重の素性と信仰 田中　伸一

研究ノート　木版「四日市諏訪明神御祭礼黎物」に
ついて

東條　寛

古天文学の調査と展示の試み―万葉集第一巻四
十八番目の歌をとりあげて―

岸本　茂

第２号 年中行事絵巻と騎馬の童 上井　久義
平成６年度 富田の鯨船行事について―調査のノートから― 東條　寛

津藩城和領二一箇条について 廣瀨　毅

四日市高等学校同窓会館所蔵資料目録（１）
秦　昌弘・森
昭宏

第３号 丹生祝と国造の浜降り 上井　久義
平成７年度 多度大社上げ馬神事の神児について 東條　寛

第20航空軍作戦の要約（翻訳及び解説） 奥住　喜重

第４号
四日市湊の灯明台―お蔭参りのもう一つのかたち
― 廣瀨　毅

平成８年度 神饌にみる古代の食文化―モチとシトギ― 上井　久義

資料紹介　市内寺院所蔵品銘文集（一）―四日市
市内寺院調査から―

田中　伸一

シリーズ　地域の民俗行事　鏡餅行事（三重地区生
桑町）

東條　寛

織姫（七夕）伝説譚 岸本　茂

移動天文車による天文普及―稼働８ヶ月の運行経
過―

鈴木　晴美

展覧会あれこれ 各担当者
第５号 神楽歌と細男舞の世界 上井　久義
平成９年度

資料紹介　市内寺院所蔵品銘文集（二）―平成８年
度四日市市内寺院調査から―

田中　伸一

資料翻刻　下海老原村野論万覚書
四博古文書会・
廣瀨　毅

展覧会から 各担当者
第６号 稲葉三右衛門による築港事業の起業と挫折 秦　昌弘
平成10年度 資料翻刻　四日市宿　清水本陣文書 四博古文書会

シンポジウム「復興にかけた夢～重源　東大寺復
興の歴史・美術・建築～」

上横手　雅敬・
水野　敬三郎
他

きらら号とともに 岩間　三有
移動天文車「きらら号」の活動実態について 加藤　誠一
ワークシートをてがかりにした学校見学の考察 井川　和道
展覧会から 各担当者

第７号 快慶と信西一門（快慶研究―その２） 赤川　一博
平成11年度

資料紹介　ＧＨＱによる掲載禁止作品　丹羽文雄
「對人間」

秦　昌弘

資料翻刻　四日市宿　清水本陣文書（二） 四博古文書会

博物館におけるパブリシティーとその分析―入館者
アンケートを読む―

井川　和道

研究ノート　北勢地方の茶陶文化　信行から弄山へ 赤川　一博

文化庁キューレーター上級研修をふりかえる 田中　伸一
展覧会から 各担当者

シリーズ・地域の民俗行事　山の神行事（水沢地区
水沢野田町）

東條　寛

800円 310円 1,110円 306g

800円 310円 1,110円 233g 5mm

品切れ

715円 155g 4mm

1,110円 275g 5mm

500円 215円

800円 310円

500円 215円

四日市市立博物館研究紀要
令和元年10月1日現在

7mm

800円 310円 1,110円 424g 8mm

※送料には封筒（約20g）の重量が加わっています。購入は、ホームページの「図録等の購入方法」をご確認下さい。

地方都市における都市祭礼の変遷―四日市祭の
場合―

東條　寛

715円 220g 5mm



号数 内容 著者 価格 送料 合計 重量 冊子幅
第８号 快慶工房の成立とその展開―快慶研究その３― 赤川　一博
平成12年度

資料翻刻　四日市宿　清水本陣文書（三） 四博古文書会

研究ノート　天聖院蔵阿弥陀如来坐像胎内文書に
ついて

田中　伸一

仏像調査報告（東海の仏像展予備調査ノートから） 赤川　一博

市内寺院宝物調査銘文集（三）―平成９・10年度調
査から

田中　伸一

研究ノート「博物館における体験」 井川　和道
展覧会から 各担当者

第９号
平成13年度

天智紀における二つの法隆寺火災記事について 赤川　一博

研究ノート　大山と練り物―近世四日市祭の民俗
的構造―

東條　寛

研究ノート　博物館におけるコミュニケーションの考
察

井川　和道

資料翻刻　四日市宿　清水本陣文書（四） 四博古文書会

資料紹介　仏像調査報告（東海の仏像予備調査
ノートから）

赤川　一博

資料紹介　二つの十王図について―岡崎市崇福寺
本と桑名市大圓寺本―

田中　伸一

新刊紹介　大石学監修『東海道四日市宿本陣の基
礎的研究』

上野　秀治

報告　13年度子ども博物館教室「米作りシリーズ」
より

中野　千幸

プラネタリウムの新しい試み 鈴木　晴美
展覧会から 各担当者

第10号 西大寺造営について 赤川　一博
平成14年度 四日市市磯津町の鯨船行事 東條　寛

資料翻刻　四日市宿　清水本陣文書（五） 四博古文書会

資料翻刻　長明寺文書翻刻
同志社大学町
触研究会

資料紹介　萬古焼三点について 田中　伸一
資料紹介　市内寺院調査報告（仏像） 田中　伸一　他

資料紹介　仏像調査報告（東海の仏像展予備調査
ノートから）（承前）

赤川　一博

教育普及活動のなかの博物館実習 中野　千幸
研究ノート　「柳田社会科と博物館」 井川　和道
「字幕付きプラネタリウム」の試み 浅井　晃
展覧会から 各担当者

第11号
平成15年度

かんこ踊りと太鼓踊り 東條　寛
資料翻刻　四日市宿　清水本陣文書（六） 四博古文書会
仏像調査報告 赤川　一博

資料管理システムの現状と将来像―新システム導
入にあたって―

赤川　一博

体験活動による試み　―土器と米― 中野　千幸
博物館創設前史・独り言 北野　保
展覧会から 各担当者

第12号 東大寺復興造営における仏師の動向 赤川　一博
平成16年度 市内寺院調査報告（絵画） 田中　伸一

仏像調査報告 赤川　一博
資料翻刻　四日市宿　清水本陣文書（七） 四博古文書会
モースコレクションのなかの萬古焼 岡村　奉一郎
萬古焼作品一覧（古萬古・有節萬古編） 岡村　奉一郎
展覧会から 各担当者

※送料には封筒（約20g）の重量が加わっています。購入は、ホームページの「図録等の購入方法」をご確認下さい。

800円 310円 1,110円 265g 5mm

1,000円 310円 1,310円 448g 8mm

1,110円 433g 9mm

800円 310円 1,110円 281g 6mm

北勢地方南部の鯨船行事について―「北勢鯨船行
事調査」から―

東條　寛

金剛峯寺孔雀明王坐像とその安置空間　―快慶研
究その５―

赤川　一博

伊賀別所創建と御影堂　―重源の釈迦信仰　その
一―

赤川　一博

800円 310円

1,110円 388g 7mm800円 310円



号数 内容 著者 価格 送料 合計 重量 冊子幅
第13号 聖武東遊の謎を巡って 赤川　一博
平成17年度 研究ノート　東大寺俊乗上人像についての覚書 赤川　一博

資料紹介　長明寺文書翻刻（二） 同志社大学町
触研究会及び
田中　伸一

資料紹介　仏像調査報告書 赤川　一博
資料翻刻　四日市宿　清水本陣文書（八） 四博古文書会
明治陶磁器コレクションのなかの萬古焼 岡村　奉一郎
企画展における地域・近隣館との協働について 岡村　奉一郎
研究ノート　大樹寺（市内市場町）の新規寄託資料 堀越　光信
研究ノート　萬古焼の文様について 岡村　奉一郎
研究ノート　刀剣展示の諸問題 赤川　一博
展覧会から 各担当者

第14号
平成18年度

論考　重源の法脈についての覚書 赤川　一博
論考　『日本書紀』における仏教受容史観と仏像観 赤川　一博

資料紹介　四日市市小山田安祥寺十一面観音菩
薩立像について

香樹院宣秀・赤
川　一博

資料紹介　山中忠左衛門と五主新田開発 岡村　奉一郎
資料紹介　四日市市市内寺院調査報告（書跡） 田中　伸一
資料紹介　鎌井松石関係資料について 武馬　利江
資料紹介　天狗党の乱関係資料 堀越　光信
資料翻刻　四日市宿　清水本陣文書（九） 四博古文書会
論考　色絵の系譜　－萬古の生まれた時代－ 岡村　奉一郎

論考　萬古印の基礎的研究（古萬古・有節萬古の
印について）

衣斐　唯子

展覧会から 各担当者
※送料には封筒（約20g）の重量が加わっています。購入は、ホームページの「図録等の購入方法」をご確認下さい。

800円 310円 1,110円

800円 310円 1,110円 344g 7mm

393g 7mm

論考　重源の示寂日についての覚書　－重源と葉
室家-

赤川　一博


