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岡野武雄･正井義郎(1981):秋田県目三市鉱山産ブ

ロシアソ銅鉱(GSJM140).地質ニュｰス,323,

表紙,5.
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(木の葉石)の収蔵･展示方法.博物館学雑誌,14,

9～19.

尾上亨･佐藤喜男･神戸信和(1989):地質標本館だ
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索システム(GEMS-n)概説書,地質調査所地質

標本課.
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