
〇ツタンカーメン

タイトル 著者名 出版社 出版年 資料コード

図説ツタンカーメン王 仁田三夫／著 河出書房新社 2021 1111223796

ツタンカーメン黄金の秘宝 ザヒ・ハワス／著 河出書房新社 2020 1111076061

ツタンカーメン死後の奇妙な物語 ジョー・マーチャント／著 文藝春秋 2014 1110393574

ツタンカーメン 大城 道則／著 中央公論新社 2013 1110335351

図説ツタンカーメン発掘秘史 レナード・コットレル／著 原書房 2012 1110064456

ツタンカーメン少年王の謎 河合 望／著 集英社 2012 1110032453

ツタンカーメンと出エジプトの謎 アンドルー・コリンズ／著 原書房 2004 1108052018

少年王ツタンカーメンの謎 P.ファンデンベルク／著 アリアドネ企画 2001 1105993925

誰がツタンカーメンを殺したか ボブ・ブライアー／著 原書房 1999 1106877903

ツタンカーメン秘話 トマス・ホーヴィング／著 白水社 1995 1106907718

図説黄金のツタンカーメン ニコラス・リーヴス／著 原書房 1993 1100171915

エジプト5000年をゆく 4 日本テレビ 1984 1100171857

ツタンカーメンの謎 吉村 作治／著 講談社 1984 1100171956

黄金の仮面 Michael Carter／著 潮出版社 1981 1107857250

ツタンカ-メン展 朝日新聞東京本社 1965 1107203844

ツタンカーメンの秘宝 池田 宣政／著 クサナギ教育出版 1965 1107491274

〇ファラオと女王たち

タイトル 著者名 出版社 出版年 資料コード

異民族ファラオたちの古代エジプト 大城道則／著 ミネルヴァ書房 2022 1111279848

悠久のナイル 山花 京子／監修 東海大学出版部 2015 1110415559

ファラオの生活文化図鑑 ギャリー・J.ショー／著 原書房 2014 1110355086

ファラオと女王 マーセル・マレー／著 學藝書林 2011 1108697994

古代エジプト女王・王妃歴代誌 ジョイス・ティルディスレイ／著 創元社 2008 1108553858

消されたファラオ グレアム・フィリップス／著 朝日新聞社 1999 1101893939

図説王家の谷百科 ニコラス・リーヴス／著 原書房 1998 1101893855

NEWTONアーキオ　Vol 1 吉村 作治／[ほか]編集 ニュートンプレス 1998 1101812764

〇ピラミッドの謎を探る

タイトル 著者名 出版社 出版年 資料コード

河江肖剰の最新ピラミッド入門 河江肖剰／著 日経ナショナルジオグラフィック社 2016 1110838867

ピラミッド・タウンを発掘する 河江 肖剰／著 新潮社 2015 1110544234

図説ピラミッドの歴史 大城 道則／著 河出書房新社 2014 1110170113

ピラミッドへの道 大城 道則／著 講談社 2010 1108644939

ピラミッド事典 ジェームズ・パトナム／著 あすなろ書房 2005 1108304740

図説大ピラミッドのすべて ケヴィン・ジャクソン／著 創元社 2004 1108069186

ピラミッド大全 ミロスラフ・ヴェルナー／著 法政大学出版局 2003 1108040088

ピラミッド秘密の地下室 倉橋 日出夫／著 学研 2003 1108285030

図説ピラミッド大百科 マーク・レーナー／著 東洋書林 2001 1105953614

ピラミッド文明・ナイルの旅 吉村 作治／著 日本放送出版協会 2000 1105936866

ピラミッドはなぜつくられたか 高津 道昭／著 新潮社 1992 1100171949
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〇古代エジプトを知る

タイトル 著者名 出版社 出版年 資料コード

古代エジプト全史 河合望／著 雄山閣 2021 1111225551

古代エジプト人の24時間 ドナルド・P.ライアン／著 河出書房新社 2020 1111077119

古代エジプト解剖図鑑 近藤二郎／著 エクスナレッジ 2020 1111070304

発見!古代エジプト 大阪府立弥生文化博物館 2018 1110687710

太陽の船復活 吉村作治／著 太陽の船復原研究所 2018 1110768395

古代エジプトを学ぶ 馬場匡浩／著 六一書房 2017 1110854765

古代エジプト都市百科 スティーヴン・スネイプ／著 柊風舎 2015 1110564240

古代エジプト三〇〇〇年史 吉成 薫／著 新人物往来社 2012 1110027487

知られざる大英博物館古代エジプト NHK「知られざる大英博物館」プロジェクト／編著 NHK出版 2012 1110027305

エジプトの考古学　改訂版 近藤 二郎／著 同成社 2012 1110103676

古代エジプト王国トラベルガイド シャーロット・ブース／著 創元社 2010 1108923663

古代エジプトの歴史 山花 京子／著 慶應義塾大学出版会 2010 1108652924

大英博物館図説古代エジプト史 A.J.スペンサー／編 原書房 2009 1108596659

ピラミッド以前の古代エジプト文明 大城 道則／著 創元社 2009 1108597509

ヒエログリフ解読史 ジョン・レイ／著 原書房 2008 1108568047

古代エジプト 文明社会の形成 高宮 いづみ／著 京都大学学術出版会 2006 1108366988

古代エジプトを知る事典 吉村 作治／編著 東京堂出版 2005 1108270008

ヒエログリフがわかる絵本 大英博物館／編 創元社 2005 1108287960

古代エジプト入門 ジョージ・ハート／著 あすなろ書房 2004 1108220755

ヒエログリフで学ぼう！ 吉村 作治／著 荒地出版社 2004 1108217132

古代エジプト文化とヒエログリフ ブリジット・マクダーモット／著 産調出版 2003 1108114966

エジプト文明の誕生 高宮 いづみ／著 同成社 2003 1108005339

古代エジプト文化の形成と拡散 大城 道則／著 ミネルヴァ書房 2003 1108120609

イシスの娘 ティルディスレイ／著 新書館 2002 1107037242

古代エジプト探検百科 ニコラス・リーヴス／著 原書房 2002 1107045740

古代エジプトなるほど事典 吉村 作治／監修 実業之日本社 2001 1105915597

船とナイル ディルウィン・ジョーンズ／著 学芸書林 1999 1106118308

シリウス・コネクション マリー・ホープ／著 徳間書店 1998 1106022005

図説古代エジプト生活誌　下巻 エヴジェン・ストロウハル／著 原書房 1998 1106123647

図説古代エジプトの女性たち ザヒ・ハワス／著 原書房 1998 1106035833

古代エジプト ビル・マンリー／著 河出書房新社 1998 1106265455

図説古代エジプト生活誌　上巻 エヴジェン・ストロウハル／著 原書房 1997 1106123001

古代エジプト ルチーア・マンフレーディ／著 教育社 1996 1101893582

〇神話・死生観

タイトル 著者名 出版社 出版年 資料コード

神々と人間のエジプト神話 大城道則／著 吉川弘文館 2021 1111080287

古代エジプト死者からの声 大城 道則／著 河出書房新社 2015 1110436993

エジプトの神々 ジョージ・ハート／著 學藝書林 2011 1108685288

古代エジプト神殿大百科 リチャード・H.ウィルキンソン／著 東洋書林 2002 1108014844

エジプトミイラの話 M・M・ペイス／著 弥呂久 1993 1100171907

死者の書 矢島 文夫／文 社会思想社 1986 1100230224
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