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ZOOARCHAEOLOGY
OF THE EARLIEST
FARMING PERIOD

古書

山﨑 健 編
2019 年 4 月刊行
A5 判 上製 315 頁
978-4-86445-114-7

〇上半期に入荷した図書からの抜粋です
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※価格はすべて税込価格です

● 六一書房の最新刊

考古学の地平Ⅱ 縄文時代中期の土器論と生業研究の新視点
山本典幸・考古学の地平グループ 編
2019 年 5 月刊行
B5 判
158 頁 978-4-86445-116-1

並製

3,240 円

列島中央部の中期文化観を再検討する論攷集。
勝坂式・阿玉台式と加曽利 E 式・曽利式の「間」に
ついての土器論に新しい分析視座を提供するととも
に、中期と後期の境界の頃や後期以降において東京湾
岸に展開したイルカ漁の技術と社会編成を実証。
☞ 38ページで詳しく紹介しています。

増補 ガラス瓶の考古学

2006 年刊行『ガラス瓶の考古学』に、新稿「コー
ラ瓶の型式学」を加えた増補版。ガラス瓶の技術史的・
文化史的背景について触れながらガラス瓶の観察方法
や研究方法について解説する。

桜井準也 著

2019 年 5 月刊行
B5 判
185 頁 978-4-86445-118-5

並製

3,780 円

Decades in Deserts

Essays on Near Eastern Archaeology
in honour of Sumio Fujii

Shin-ichi Nakamura, Takuro Adachi and Masashi Abe 編
2019 年 2 月刊行
A4 判
362 頁 978-4-86445-111-6

並製

4,320 円

国内外研究者によるアジア・アフリカを主なフィール
ドとした論攷 25 本を収録。
※全文英文の論文集です。

磨斧作針 橋本博文先生退職記念論集
橋本博文先生退職記念事業実行委員会 編
2019 年 3 月刊行
A4 判
441 頁 978-4-86445-112-3

並製

8,640 円

考古学・文献史学・文化財保護・歴史教育など、
主に新潟県をフィールドとした多彩な分野・地域の論
考 29 編を収録。

ウズベキスタンの仏教文化遺産

ショキルジョン・ピダエフ 著／加藤九祚・今村栄一 訳
2019 年 3 月刊行
A5 判
95 頁 978-4-86445-113-0

並製

1,512 円

● 近刊

日本古代の窯業と社会
2019 年 7 月刊行予定
A5 判
364 頁 978-4-86445-119-2

上製

仏教の伝播過程の様相を明らかにする、ウズベキスタ
ンの仏教文化遺産ガイドブック。ショキルジョン・ピ
ダエフ氏による原著に加え、氏の最新論文を加藤九祚
氏・今村栄一氏が邦訳。本邦の書籍では初掲載となる
カラテパ遺跡の壁画写真は必見。

広く埴輪・土器研究者として知られた著者が発表した
論考のうち、埴輪と土器を扱った論文一二編と、これ
らと関係が深い論説七編を選出した著作集。

8,640 円

律令国家形成期の土器様相
鶴間正昭 著

2019 年 7 月刊行予定
B5 判
628 頁 978-4-86445-120-8

上製

15,120 円
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土器および土器様相を分析・検討することにより、中
央と地方の土器様相の実態を明らかにし、律令国家の
東国経営の特質の解明など、律令国家形成期の諸問題
を探る。

湾

《シンポジウム資料集・資料集》
78648
76498

論

タ
ピ
祚
る

た
れ

中
の
題

日本考古学協会 19/5 2,700
19/2 1,620

堤 隆 編 浅間縄文ミュージアム

堤 隆「宮平遺跡を掘る!」 堤 隆「釣手土器の発見!」 中村耕作「釣手土器の世界」
中村耕作「釣手土器その表情と広がり」 綿田弘実 「宮平遺跡の顔面装飾付釣手土器について」
米田 穣・尾㟢大真・大森貴之「宮平遺跡釣手土器の放射性炭素年代測定」
高橋龍三郎「民族誌から見た土器文様の機能と製作者の精神世界」
中村耕作「釣手土器の生成と展開」 綿田弘実「釣手土器の地域的展開」 長澤宏昌「酒造具としての有孔鍔付土器」
宮内信雄「化学分析から釣手土器を読む 長野県宮平遺跡の事例検討」 堤 隆「ある釣手土器のライフヒストリー」 他
78667

群馬県内の横穴式石室6(補遺編3)

群馬県古墳時代研究会資料集 第11集

76498

群馬県古墳時代研究会 19/5 2,268

※約11年ぶりの刊行となる本書は2004年4月1日～2019年3月31日までに公表されている資料を追加集成 A4判 167頁
〔各地の概要〕 大野義人「高崎市(3)旧高崎市」 三浦茂三郎「高崎市(4)旧榛名町・箕郷町・群馬町」 志村 哲「高崎市(5)旧吉井町」
菅原龍彦「安中市(2)」 菅原龍彦「富岡市・甘楽・多野郡(4)」 李スルチョロン「藤岡市(4)」 他
75595

太平洋を見下ろす大洗の王墓 講演会発表資料集

A4判 42頁

78661

月見野遺跡群 発掘調査から50年 平成30年度考古学講座

A4判 83頁

864

大洗町教育委員会 18/12

※12月16日(日)開催の講演資料集。これまで実施してきた磯浜古墳群の測量・発掘調査成果に触れながら,汎日本的に歴
史的位置を確認し,磯浜古墳群を築造した社会背景に迫った1冊
広瀬和雄「太平洋を見下ろす大洗の王墓」 田中裕「水上交通志向の社会と磯浜古墳群」
蓼沼香未由「磯浜古墳群の調査」 三井猛「磯浜古墳群の三次元計測」 大里明「大洗町におけるコンテンツツーリズム」
※大洗町第2回埋蔵文化財企画展「太平洋を見下ろす大洗の王墓」の展示解説パンフレット(A4判カラー7頁)も資料集ご購
入の方に同封いたします(なくなり次第終了です)

・
法

ル

日本考古学協会第85回総会 研究発表要旨 於 駒澤大学
異形の造形 釣手土器と有孔鍔付土器 A4判 72頁

75595

神奈川県考古学会 19/1 1,080

鈴木次郎「月見野遺跡群とその後の旧石器時代研究」 村澤正弘・須田英一「月見野遺跡群調査の時代とその背景」
安蒜政雄「月見野遺跡群の発掘調査とその意義」 諏訪間順「月見野遺跡群の発掘調査と旧石器時代研究のいま」
資料編※アルカ通信「月見野遺跡群の発掘」「相模考古学研究会の軌跡と月見野遺跡群」等、月見野遺跡群に関する記事などを収録
77162

横穴式石室と用石技法 付:山梨県の横穴式石室集成 2018年度研究集会

山梨県考古学協会 編 山梨県考古学協会

19/1 2,700

土生田純之「横穴式石室と指標石・調整区」 小林孝秀「「腰石」をもつ横穴式石室の諸相 東日本を中心として」
青木 弘「模様積石室の構築技術」 熊谷晋祐「立面形から探る山梨県の横穴式石室」
小森哲也「横穴式石室から読み解く地域間交流」 〔付編〕山梨県の横穴式石室集成(69頁～最終頁まで) A4判 １45頁
77352

九州における縄文時代草創期研究の到達点 各地の定住生活の様相

宮崎大会事務局 編 九州縄文研究会

19/3 3,780

※第29回九州縄文研究会宮崎大会。99頁までが当日の基調講演・研究発表要旨、以降各県ごとの資料集成 A4判 331頁
小林謙―「日本列島における縄紋時代草創期の年代」 杉山真二「九州における旧石器時代から縄文時代にかけての環境変遷」
乗畑光博「九州における草創期土器編年研究の現状と課題」 池田祐司「大原D遺跡」 綿貫俊一「森の木遺跡の調査概要J 他
76756

第16回土偶研究会 山形県大会

土偶研究会 19/3 2,160

Ａ４判 267頁

テーマ「国宝土偶 東北北海道からの視点 中期中葉～後葉」
阿部明彦「「西ノ前型土偶」と「続西ノ前型土偶」 米沢市台ノ上遺跡出土土偶を通して」 菅原哲文「上竹野遺跡出上の弥生時代土偶」
小林圭一「東北中部の縄文時代後・晩期の土偶について」 他 道府県土偶報告等掲載 ※第14回と第15回の在庫も有
76897

手工業生産と古墳時代社会 第24回東北・関東前方後円墳研究会大会

東北・関東前方後円墳研究会 19/3 2,160

大賀克彦「手工業生産の展開と古墳の築造 玉生産を中心として」 神野 信「房総半島における古墳時代鍛治関連遺跡」
加部二生「群馬県における古墳時代の製鉄関連遺跡」 篠原祐一「下毛野に於ける石製祭具生産について 石材からの視点」
小澤重雄「茨城の玉作と石製模造品」 山田琴子「手工業生産から見た埼玉県の古墳時代」 他
A4判 120頁
78663

南比企窯・東金子窯と武蔵国分寺の瓦2

武蔵国分寺瓦生産の解明に向けて

古代の入間を考える会 19/5 2,160

※本書では、小谷B窯跡群、広町B窯跡群、新沼窯跡で調査された窯跡を中心にそれぞれの窯構造と出土遺物について検討し、窯跡の操
業年代と瓦を焼成した時期について考察。 Ⅰ はじめに Ⅱ 南比企窯跡群の窯構造 Ⅲ 各窯跡の須恵器と瓦 (1)小谷B窯跡群
(2)小谷A遺跡 (3)広町B窯跡群 (4)新沼窯跡 Ⅳ 武蔵国分寺の瓦の生産 V まとめ A4判 77頁
77387

復元!興道寺廃寺をとりまく景色 古代寺院の景観を考える

A4判 112頁

美浜町教育委員会 19/3 1,836

※シンポジウム記録集13 松葉竜司「興道寺廃寺をとりまく景観」 海野 聡「7・8世紀の金堂からみた興道寺廃寺の建築的特徴」
三舟隆之「伽藍配置から見た興道寺」 梶原義実「ラグーンの寺々」 門井直哉「興道寺廃寺と三方郡家」
腰地孝大「末松廃寺跡、発掘最前線」中野知幸「柳田シャコデ廃寺跡、発掘最前線」 トークセッション「北陸の古代寺院、発掘最前線」 他
77067

近世の酒と宴 「近世考古学の提唱」50周年記念大会資料集

「近世考古学の提唱」50周年記念大会実行委員会

※近世考古学関連三研究会(江戸遺跡研究会、関西近世考古学研究会、近世陶磁研究会)が共同開催の記念大会
「醸造・輸送」「流通容器(徳利を含む容器すべて)」「飲酒文化(儀礼・遊興等)」「酒器」の４つのセッションテーマごとに発表
要旨及びその他関連の紙上発表を10本掲載。 〔記念請演〕古泉弘「近世考古学の提唱」から50年 近世考古学のあゆみ
赤松和佳「近世酒造遺構の特徴」 杉本厚典「近世から近代の大坂の酒造業とその関連産業の分布について」
水本和美「江戸の「徳利」にみる酒類の流通と消費」 中野雄二「近世波佐見諸窯における酒に関する磁器製品」
岩淵令治「江戸の小売酒」 原田信男「近世における酒宴」 関根達人「アイヌ民族と酒 漆器>陶磁器の価値観」 他
75652
75714

平成30年度 宮城県遺跡調査成果発表会発表要旨
A4判 88頁
第32回東北日本の旧石器文化を語る会 予稿集
A4判 49頁

19/2 4,050

77067

宮城県考古学会 18/12 1,080
東北日本の旧石器文化を語る会 18/12

鹿又喜隆「グローバルな視座からみた旧石器/縄文時代の境界」 沢田敦「技術組織研究小考 研究史と展望」
光石鳴巳「新たな日本旧石器時代遺跡データベースの構築に向けて」 会田容弘「福島県笹山原遺跡No.16第18次調査」
佐藤巧庸 他「青森県尻労安部洞窟」 他 ※第30回「東北日本の旧石器時代研究 回顧と展望」（2016/12）も再入荷しております
【品切】第19回播磨考古学研究集会の記録、第20回播磨考古学研究集会資料集、第45回古代城柵官衙遺跡検討会資料集
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1,620

《論 集》
78793

和の考古学 藤田和尊さん追悼論文集 ナベの会考古学論集 第1集 ※未刊 木許 守・金澤雄太 編 ナベの会 19/7 5,400
※19年7月7日刊行予定。考古学を中心とする41編の論攷および追悼文、藤田さん著作目録等収録。
森岡秀人「日本考古学の時代区分論理・時期区分原理と暦年代論」 合田茂伸「コーヒーカップの型式論」
山下大輔「南九州における円筒形押型文土器の編年的位置づけについて」 小泉翔太「縄文土器の型式と様式構造についての一試論」
伊藤雅文「玉作り集落の墳墓に副葬された玉類」 西原雄大「弥生漆塗短剣飾鞘の源流」 木沢直子「古墳時代の連結櫛」
佐々木憲一「古墳時代信濃の首長」 細川晋太郎「三国時代 金海・釜山地域出土の銅製品について」
井上主税「大和地域における朝鮮半島三国時代玉類を副葬した古墳の諸様相」 村瀨陸「宝来山古墳をめぐる陪塚成立論」
太田宏明「古墳時代中期における首長墓群の検討」 阪口英毅「短甲編年と頸甲編年」 初村武寛「頸甲と小札肩甲」
内山敏行「衝角付冑と2列小札甲」 岡田圭司「初現期須恵器杯の型式変化」 冨田尚夫「装飾付須恵器と葬送儀礼」
濱口芳郎「京田辺市興戸遺跡の古墳群」 木許守「古墳時代の須恵器流通についての一考察(3)」 河内一浩「紀伊型円筒形埴輪の拡散」
小栗明彦「物部氏の古墳6基の詳細検討」 鐘方正樹「奈良市中山横穴墓出土陶棺の検討」
大谷宏治「鉸具造立聞環状鏡板付轡の成立について(試論)」 合田幸美「小型炊飯具の分布と消長」 他

78751

論集 葬送・墓・石塔 狭川真一さん還暦記念論文集 Ａ4判 767頁
狭川真一さん還暦記念会 19/5 5,400
※石造物・葬制墓制をはじめ、関連分野に関わる献呈論文を81本所収。 藤間温子「陵戸の法制的身分について」
稲田奈津子「武寧王妃墓誌の「改葬」」 杉崎貴英「中世の宗教彫像における骨・身片の像内納入をめぐって」 鈴木弘太「鎌倉の墳墓堂」
三浦浩樹「鎌倉長谷寺の板碑と火葬骨」 葛本隆将「中世都市奈良の「無常堂」」 吉田和彦「大分県国東半島の経塚の特徴」
船築紀子「副葬品からみた近世喫煙習慣」 関口慶久「早桶成立考」 佐伯信之「「福地家文書」にみる厨子の移転」
伊藤敬太郎「陵墓参考地制度の成立について」 山崎頼人「弥生/古墳の境界(素描)」 渡辺和仁「横穴系埋葬施設における須恵器」
加藤和歳「X線CTを利用した棺墓の副葬品埋納に関する研究」 和氣清章「古墳時代葬墓制の展開」 」
小田裕樹「古代火葬墓造営の一様相」 村山卓「蔵骨器からみた中世墓と石塔」 磯野治司「板碑を伴う中世火葬墓の構造」
河西克造「城郭と墓」 戸塚和美「東海における地下式坑の様相 その2」 松井一明「東海地域の中世墓の終末」
溝口彰啓「石塔を伴う中世墓について」 神谷真佐子「西三河における中世の火葬施設について」
赤澤徳明「越前国敦賀を中心とする花崗岩地帯の中世墓と石造物」 村上雅紀「福井県大飯郡おおい町山田中世墓群の再検討」
岩橋康子「松江市内の中世後半～近世初頭の墓制の様相」 古川登「越前地方における石造塔の型式論的検討」 他

75650

構築と交流の文化史 工楽善通先生傘寿記念論集 Ｂ５判 346頁
工楽善通先生の傘寿をお祝いする会 編 雄山閣 18/12 15,120
千種浩「六甲山南麓西端域における地形の変遷と遺跡の立地」 大野薫「兵庫県東南遺跡出土土偶の型式と系統」 高島徹「古墳周濠考」
田中清美「河内の方形周溝墓と墓制」 黒崎直「今城塚古墳の埴輪のまつり」 森田克行「倭王権と鵜飼儀礼・序論」
大庭重信「古墳時代における灌漑システムの進展と地域社会の形成」 木下亘「桜井谷窯跡群における陶棺の生産と流通」
西川寿勝「継体天皇大和入りの反対勢力を考える」 柳本照男「高句麗の南進と百済そして倭」 南秀雄「高句麗龕神塚の「天への階段」」
吉井秀夫「構築過程からみた三国時代墳墓の墳丘について」 植野浩三「日・韓前方後円墳築造方法の覚書」
小山田宏一「三国から朝鮮時代前期にかけての溜池の類型とその歴史的背景」
佐藤興治「渡来系氏族の動向」 森本徹「始まりの推古朝」 積山洋「貢納塩木簡の一試論」 趙現鐘「韓國先史時代の木製農具」 他

78665

東海窯業史研究論集2

東海窯業史研究会 19/5 4,860

Ａ４判 186頁

井上喜久男「猿投窯研究の歩み」 中里信之「東山61号窯期前後の杯身の再検討 尾張の古墳時代須恵器編年の再検討のために」
大西遼「古墳・飛鳥時代の猿投窯系須恵器工人の動向 猿投窯系窯の整理を通して」 立原遼平「房総地域における施釉陶器の受容」
安井俊則・増山禎之「渥美窯製品実測図紹介2 豊田市民芸館本多静雄コレクション2」
青木修「窯跡解説 常滑窯」※常滑窯に帰属する21か所の窯跡を紹介
78181

論集 富山城研究2

富山城研究会 18/11 1,080

Ａ４判 116頁

西井龍儀・野垣好史・田上和彦「呉羽丘陵明神山・五時谷付近の遺構調査」 古川知明「七面堂周辺の題目塔群」
武内淑子「長岡御廟の配置から見る歴代藩主の想い」 古川知明「富山藩期の石垣修理」
野垣好史「幕末から近代の富山城石垣改修「富山藩期の石垣改修」へのコメント」
古川知明「前田利長墓所築造にかかる富山藩石材運搬助役」 古川知明・野垣好史・萩原大輔「富山城・城下町関連文献目録」
77241

京都学研究と文化史の視座 ※芳井敬郎教授古稀を記念

77308

承久の乱の構造と展開 転換する朝廷と幕府の権力

芳井敬郎名誉教授古稀記念会 編 芙蓉書房出版

19/3 14,040

戎光祥中世史論集第8巻 戦国史研究会 編 戎光祥出版 19/3

4,104

【品切】先史学・考古学論究7 （熊本大学考古学研究室創設45周年記念論文集）

《発掘調査報告書・研究報告・県史・市史》
78979

桑野遺跡 あわら市埋蔵文化財調査報告第3集 ※残部僅少

福井県あわら市教育委員会 19/3 3,240

※縄文時代早期末から前期初頭頃と推定される石製装身具、特に玦状耳飾が多数出土。装身及び葬送儀礼を復元する上で注目の遺跡
A4判 220頁+図版108(カラー32白黒72)
78426

金井東裏遺跡 古墳時代編

5分冊・付図付・函入(分売不可) ※残部僅少

公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団

19/3 15,120

群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書第652集 ※本書は平成24～29年度に実施された金井東裏遺跡の発掘調査報告書（古墳時代
編）。「甲を着た古墳人」の出土で全国的な注目を集めた遺跡の報告。 〔主な構成〕 本文編1(268頁) 本文編2(960頁) 写真図版編(カ
ラー458頁) 観察表編(221頁) 理学分析編・考察編(497頁)
76361

礫群から見た岩宿時代集落の研究 古代学協会研究報告第14輯

鈴木忠司編 古代学協会 18/10 2,808

東京都法政大学多摩校地遺跡群Ⅰ A-0地点、千葉県鎌ケ谷市東林跡、同佐倉市西御門明神台の3集落遺跡の事例研究
78641

木器集成図録 飛鳥藤原篇1 奈良国立文化財研究所史料第92冊

Ｂ５判 268頁

奈良国立文化財研究所 19/3 5,400

※『木器集成図録古代篇/原始篇』の続篇で、約四半世紀ぶりに刊行。7世紀の木製楽器、遊戯具、祭祀具など全976点を収録
I章 本書の目的と構成 第1節 本書の視座と射程 第2節 木器研究の動向 Ⅱ章 遺物解説 第1節 各論 第2節 樹種の同定と分析
Ⅲ章 遺跡解説 第1節 飛鳥藤原地域の概要 第2節 藤原宮跡 第3節 藤原京跡 第4節 飛鳥地域の遺跡 第5節 平城宮・京跡
78976

方格規矩鏡集成分類データ 中国文献編その1 研究報告第1冊

徳富 孔一 著 野良考古学研究所

19/5 3,857

※著者が集成した中国書掲載の方格規矩鏡のデータをまとめた1冊。のべ1500面の方格規矩鏡のデータを掲載。6つの項目（A:発掘調査
報告書 B:出土鏡集成 C:雑誌 D:博物館蔵鏡 E:コレクション F:拓本集）に分け、集成資料のデータを掲載 A4判 194頁

－4－

78186

540

富山藩主前田家墓所 長岡御廟所 富山藩主十二代の墓所を探る 研究報告5 古川知明 著 富山石文化研究所 18/8
※長岡御廟所関連案内書。富山藩主前田家墓所のあらまし 古絵図・古写真に見る藩主墓所 墓所の全体構造 墓所の創定
墓所の変遷 藩主基 墓前燈籠 勝姫の供養塔 室子の基 家臣寄進燈籠 墓所の石材 墓所の歴史的意義 他 A5判 カラー40頁

78545

富山の石造物調査報告書3 富山石文化研究所調査研究報告6
富山市月岡山円城院住職墓石造物

77161

富山市岩瀬海蔵寺境内石造物

帝京大学文化財研究所 研究報告第17集

古川知明 編著 富山石文化研究所

富山市西番田近家墓地宝篋印塔

Ａ4判 168頁 ※既刊初入荷

他

19/5

864

A4判 80頁

帝京大学文化財研究所 18/3 2,160

平尾良光「日本の歴史における産地推定のための鉛同位体比値」 三浦麻衣子 他「鉛同位体比分析のための基礎的研究」
河西学「土器胎土からみた縄文土器の混和材」 藤澤明他「簗瀬二子塚古墳出土三連ガラス玉の自然科学的調査」
金井拓人「赤外分光分析に基づく石英石器産地分析の可能性」 山内和也 他「2017年度アク・ベシム遺跡発掘調査報告」 他
75651

宮城の旧石器時代遺跡

A4判 116頁（フルカラー）

宮城県考古学会旧石器部会 編 宮城県考古学会

18/2 1,080

発掘調査等で内容が把握されている主な遺跡を主要河川の流域ごとに解説。巻末に4 本の論考を所収。約200 件の県内旧石器関係文献
一覧付。小野章太郎「宮城県域の旧石器時代石器群の編年と石材利用」 大場正善「賀篭沢遺跡での石器づくり」
熊谷亮介「宮城山形県域の後期旧石器時代後半期における移動と居住」 他
73790

大地からの伝言 宮城の災害考古学

78669

平成30年度 考古学が語る古代オリエント 第26回西アジア発掘調査報告会報告集
国立歴史民俗博物館研究報告212集
春成秀爾「向木見系特殊器台の研究」他

76000
76493

※発掘で明かされた自然災害を解説 ※既刊初入荷 宮城県考古学会 16/5

日韓における青銅原料の産地の変遷に関する研究 研究報告213集

540

日本西アジア考古学会 19/3 1,080
歴史民俗博物館振興会 18/12 2,484
歴史民俗博物館振興会 19/1 1,404

土生田純之「古墳時代上毛野における青鋼製品の系譜」 齋藤努「鉛同位体比からみた日韓青銅資料の原料の産地」
澤田秀実・齋藤努・長柄毅―・持田大輔「中国四国地方で出土した銅婉からみた国産銅鉛原材料の産出地と使用開始時期」 他
78678

東日本大震災被災地域における生活文化研究の復興 研究報告214集

78679

保護地域制度が周辺地域の生業変化や資源化に及ぼす影響 研究報告215集

「1968年」社会運動の資料と展示に関する総合的研究 研究報告216集
広橋家旧蔵記録文書典籍類資料目録 国立歴史民俗博物館資料目録13
78538 石見銀山学ことはじめ2 水
A5判 220頁
78680
78681

川村清志編 歴史民俗博物館振興会

歴史民俗博物館振興会
歴史民俗博物館振興会
国立歴史民俗博物館
大田市教育委員会

19/3
19/2
19/3
19/3
19/3

2,376
1,620
2,700
2,160
1,080

※石見銀山と地域を「水」の視点から捉え、石見銀山と周辺地域にもたらした水の多様性について解説。自然環境と歴史的景観・石見銀山
の生成と開発、海辺の様相と水運による流通・水の恵みと災害等のテーマ内容を掲載。 〔既刊〕「石見銀山学ことはじめ1 始」1,200円
77506

松江市史 通史編3 近世1 ※城下町松江の構造や特徴など掲載
【品切】「島の山古墳」、「伯耆国分寺古墳の研究」、「下九沢山谷遺跡発掘調査報告書」

松江市史編集委員会 編 松江市(今井出版)

19/3 5,400

長井謙治 編 ジョウモン・アートプロジェクト実行委員会

19/3 2,700

《図 録》
78666

ジョウモン・アート 芸術の力で縄文を伝える

Ｂ５判 275頁

※2017～18年度に東北芸術工科大学で実施の学科横断型のプロジェクト「ジョウモン・アート」の関連書籍
2018年1月に「ジョウモン・アート展」を開催し、歴史遺産学科で行った山形県日向洞窟の発掘調査で出土した遺物をはじ
め、火焔型土器（新潟県魚沼市教育委員会蔵）の実物を展示すると共に、日向洞窟の発掘現場から採取した土を使用して
制作された版画や絵画作品、縄文時代をイメージして制作された工芸などの立体作品、文芸学科が展示情報等を編集し作
成したパンフレットなど、「縄文」をテーマにした多種多様な作品を展示。展示内容の他、発掘調査、個々の制作、展覧会実
施までの活動をカラー写真も交えてまとめられた1冊
78314
78472

縄文土器とその世界 兵庫の1万年
A4判 84頁
太子塚古墳を考える 第27回特別展 A4判 94頁

78666

兵庫県立考古博物館 19/4 1,620
かみつけの里博物館 19/1 1,512

〔論考〕塩谷 修「『盾持ち』人物埴輪から前方後円墳を考える」 田島桂男「若宮八幡北古墳の築造規格」 日高慎「帆立貝形古墳と埴輪配列」
78059
76186

継体大王と紀氏 今城塚と紀伊の古墳 平成31年春季特別展 A4判 55頁
飛鳥の考古学2018 飛鳥資料館カタログ第35冊 A4判 カラー21頁

今城塚古代歴史館 19/3
19/1

奈良文化財研究所 飛鳥資料館

864
500

※平成29年度に飛鳥・藤原地域で行われた発掘調査の成果を紹介。「四条遺跡・藤原京右京四条六坊」「小山田遺跡」「与楽イモリ1号墳」他
78280

76191

78419

骨ものがたり 環境考古学研究室のお仕事 飛鳥資料館図録第71冊
奈良文化財研究所 飛鳥資料館 19/4 1,200
奈良文化財研究所内の環境考古学研究室の骨に関する調査研究やその舞台裏をビジュアルでわかりやすく紹介！
1章 環境考古学研究室って、どんなところ? 2章 調査研究の過程
78280
3章 環境考古学研究室の研究員が語る 東日本大震災の復興支援 Ａ5判 横綴 143頁(カラー）
歴史発掘おおさか2017〜2018 大阪府発掘調査最新情報

大阪府立近つ飛鳥博物館 19/1

※大阪府内の最新の発掘調査成果を紹介する企画展図録。平成30年度冬季特別展

A4判 カラー64頁

ウィリアム・ガウランドと日本の古墳研究

忽那敬三 著 明治大学博物館 19/1

Ａ４判 80頁

※2018年12月2日(日)まで明治大学博物館で開催の展示図録。大英博物館所蔵の古墳出土資料やガウランドの調査記
録、国内関連資料から、「ガウランド」その人と、彼が手がけた先進的な古墳研究の調査手法の実像について紹介。
ウィリアム・ガウランドとは （1.生い立ちと生涯 2.造幣局での業績 3.登山 4.日本絵画の収集）
ガウランドの古墳研究（1.日本での調査と研究 2.鹿谷古墳群の調査 3.「天皇陵」古墳への関心 4.芝山古墳の発掘調査
5.横穴式石室の調査と研究 6.考古遺物の収集と研究 7.外国人研究者との交流）
帰国後の研究 ガウランドが残したもの
78473

1,944

78419

鉱物 石への探求がもたらす文明と文化の発展 大阪大学総合学術博物館叢書 16 石橋 隆 編集 大阪大学出版会 19/3 2,592
※大阪大学総合学術博物館第12回特別展「The Mineral World 人と鉱物のつむぐ物語」の関連書籍です

75802

648

隠岐の祭礼と芸能

A4判 98頁

A4判 144頁
島根県立古代出雲歴史博物館 編
【品切・入荷無】「寛弘寺古墳群と紺口県主」（近つ飛鳥博）、「古代東国の馬と牧」（横浜歴史博物館）
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今井出版

18/12

1,620

《雑誌・紀要》
75953

※目次はＨＰをご覧ください

斬新考古 第6号 ※今号は製本されておりません A4判 12頁

飯島義雄 編 北海道考古学研究所

540

18/3

シンポジウム「アイヌの畑作農耕を探る」4 土肥研晶「北海道森町と木古内町検出の畑跡新事例」青野友哉「作物痕跡の検出方法と実験考古学的研究」他
78657

青森県考古学 第27号 「北海道・北東北の縄文遺跡群」世界遺産登録応援号

青森県考古学会 19/3 2,160

高橋哲「円筒土器文化の石匙研究」 児玉大成「学史から見た七戸地方の考古学と環状列石」 工藤清泰「平山久夫先生と考古学研究」他
78658

DOGU 第2号

土偶研究会 19/4 2,160

A4判 76頁

大島直行「土偶の形に意味はあるのか 解釈の前提と根拠をめぐる課題」 金子昭彦「土偶用途論に対する疑問」 成田滋彦「手形・足形付土版考」 他
78672

宮城考古学 第21号

宮城県考古学会 19/5 2,700

櫻井友梓「多賀城の木製食器」

相澤清利「東北地方における北陛系弥生土器の模倣について」 齋藤和機「古代陸奥国府多賀城周辺の人々」 他
76629

福島考古 第60号記念号

菅原祥夫「郡山I期官衙と製鉄」

Ａ４判 207頁

福島県考古学会 18/12 3,240

大竹憲治「阿武隈高地における縄文時代後・晩期の配石墓研究序説」 河合嵩也「福島県における馬具副葬古墳の様相と被葬者」 他
78659

利根川 第41号 特集 栗原文蔵さんと小林茂さんを憶う

利根川同人 19/5 1,620

栗島義明「神子柴遺跡出土の黒躍石原石」 加部二生「群馬県地域における古墳時代製鉄関連遺構出土遺物の年代観」 他
78668

婆良岐考古 第41号

小澤清男他「江戸時代中期の版木の樹種調査」

婆良岐考古同人会 19/5 2,160

谷仲俊雄「茨城県舟塚山古墳の築造時期」黒澤彰哉「常陸国府系瓦の成立と展開 昼間・宮原論文の検証を中心として」 他
78644

千葉縄文研究 9

小林清隆「養安寺遺跡の性格を探る」

文挟健太郎「子母口式土器成立前夜の地域性」 橋本勝雄「神子柴型石斧への丹沢系緑色凝灰岩の使用とその背景」

房総の石仏 第28号
猪 武司「富津市飯野地区の知られぎる村境標と道標」他
78650 東京考古 第37号
湯瀬禎彦「古代武蔵国府成立以前の地域相」
78782

※残部僅少

千葉縄文研究会 19/4 1,620
A4判 122頁

房総石造文化財研究会 19/3 1,296
東京考古談話会 19/5 3,240

堀越正一「翡翠製大珠の真相とその社会背景」 金子昭彦「関東地方の亀ヶ岡式的な土偶」 中野光将「明治時代初期の耐火煉瓦の成形技法について」 他
78645

土曜考古 第41号

土曜考古学研究会 19/5 1,080

笹森健一「打製石斧と縄文農耕」

田中祐樹「中川低地周辺域における古墳時代中・後期の土器様相にかんする予察」 津野仁「古代城柵の鉄鏃系譜と兵士発遣」
78662

考古論叢神奈河 第25集

岡本孝之「高座郡海老名条里の復元」

神奈川県考古学会 18/10 1,080

田尾誠敏「相模国の郡家と国府をめぐる諸問題」 三舟隆之「相模・南武蔵の古代寺院の成立 国造と地方寺院」 他
78642

神奈川考古 第55号

板垣優河「堅果類食料化の実験考古学」

神奈川考古同人会 19/5 2,160

山本暉久「貯蔵穴の廃棄と埋葬・儀礼行為」 渡辺千尋「神奈川県内出土の台状土製品について」 村松篤「弥生時代遺構出土の打製石鏃」 他
78671

西相模考古 第28号
伊丹徹「環濠について考える 補記」
西相模考古学研究会 19/5
岡本孝之「中部・関東の磨製石鏃(2) 分類と分布」 土屋了介「史跡下寺尾西方遺跡の鉄斧に関する覚書」 他

1,620

78660

三河考古 第29号
北島大輔「上条遺跡群のある風景」
三河考古刊行会 19/5
川添和暁「西尾市八王子貝塚出土土偶について」 鈴木とよ江「磨消縄文を施した弥生土器」 他 ※残部僅少

1,620

78647

伊勢湾考古 28
真田泰光「法海寺の文化財について」
知多古文化研究会 19/3
小栗康寛「中世常滑窯編年の再編に向けて」 立松彰「愛知県常滑市の狐塚遺跡と小倉天神社境内表採の製塩土器と土棒」 他

1,944

78779

Mie history vol.26
田中秀和「有階式石室考」
三重歴史文化研究会 19/5
中村岳彦「横瓶の型式論的検討 大西遼「古墳時代伊勢地域の須恵器生産の展開」 山田猛「伊賀国名張郡の条里と官道(下)」 他

古文化談叢 第82集 7〜8世紀の諸問題
※残部僅少
西アジア考古学 20
廣永尚子「西アジア後期新石器時代の火葬形態」他
78673 縄文時代 第30号
幸泉満夫「谷尻系土器群の研究(上)」
76327
78664

864

19/1 1,944
日本西アジア考古学会 19/3 2,700
縄文時代文化研究会 19/5 4,320

武末純一 編 九州古文化研究会

阿部昭典「環状列石の出現に関する研究(2)」 新津健「土偶付土器の実態と出現の背景」 大塚達郎「亀ヶ岡式土器理解のためのネガ紋様分析 」他
78750

東生 第8号

植松暁彦「東北地方南部の浅身鉢の様相について」

滝沢規朗 編 東日本古墳確立期土器検討会

19/5 1,620

田嶋明人「東日本域での弥生後半期～古墳前半期の土器編年をめぐって」 深澤敦仁「群馬県南西部における吉ヶ谷式系土器の様相」 他
78649

埴輪研究会誌 第23号

秋元陽光「栃木県における形象埴輪配置」

埴輪研究会 19/5 1,620

三辻利―・犬木 努「神奈川県・東京都の古墳出土埴輪の蛍光X線分析」 寺田良喜「南武蔵における埴輪の生産と流通(補足3)」 他
78986

埴輪論叢 第9号 白神典之さん還暦記念号

埴輪検討会 19/6 1,944

木村 理「馬見古墳群の埴輪生産からみた畿内大型古墳群の特質」 橘 泉「乳岡古墳出土衝立形埴輪について」 小嶋篤「肥後南部型埴輪の研究」他

異貌 36号
佐々木藤雄「北の環状列石、東の環状列石」他
玉文化 第15号 鈴木克彦「久慈琥珀産地の古代琥珀玉作集落」他
76328 出土銭貨 第39号
池上宥昭「石州銀と長州銀」 他
77984 文化財と技術 第9号
塩屋公寛 「考古資料のデジタル化と課題について」
78651
77633

共同体研究会
日本玉文化研究会
出土銭貨研究会
工芸文化研究所

上栫武「岡山県総社市こうもり塚古墳出土の単鳳環頭大刀」 金宇大「旋回式単龍環頭大刀の新例とその評価」 他
78656

駒澤考古 第44号 若手弥生時代研究者特集

19/5
18/3
19/2
19/3

2,160
2,160
2,700
2,700

Ａ４判 204頁

駒澤大学考古学研究室 19/5 1,080

細田健介「埼玉県妻沼低地における弥生時代中期の墓制と土器」 森本司「南関東の弥生中期後半における加工石斧に関する規格性」 他
78833

法政考古学 第45集

杉山祐一「千葉県新城遺跡出土の人面付壺形土器」

法政考古学会 19/3 1,080

鈴木忠司 他「法政大学多摩校地A-0地点の補論的検討」 小倉淳一「早渕川流域における弥生時代中期環濠集落の形成時期」
78981

考古学集刊 第15号

佐藤祐輔「縄文晩期末葉・大洞A2式土器の研究史を紐解く」

明治大学文学部考古学研究室 19/5

2,160

石川日出志「「漢委奴國王」金印と弥生時代年代論に関する研究史」 箕浦絢「古墳時代関東における集落竪穴建物跡出土鉄鏃の分布と組成」他
78983

古代 第143号 特集 旧石器時代

早稲田大学考古学会 18/12 2,484

B5判 142頁

鈴木美保「後期旧石器時代前半期出土の斧形石器の製作技術」 仲田大人「後期旧石器時代開始期における石器伝統とその意味」他

－6－

古代 第144号
板垣優河「打製石斧の機能分析」他
古代文化 第70巻 第3号 特輯 木簡研究の最前線と新展開
77511 古代文化 第70巻 第4号
大平理紗「中世漆器の漆絵意匠」他
78909 石造文化財11
大野哲二「鳥取藩着座家の墓所」他
77802 城郭史研究 38号
真鍋淳哉「北条・里見水軍の戦と玉縄城」他
77438 環太平洋文明研究 第3号 特集 自然災害と環境変化に学ぶ
76456 仏教芸術 第2号
松元章徳「筑紫観世音寺本尊考松」他
78061 書物学 第15巻
金属活字と近代 書物学
78685 日本考古学 48号
舟橋京子「東日本古墳時代抜歯風習の研究」他
78640 日本考古学年報 70 (2017年度版)
76631 考古学雑誌 第101巻第1号
相原淳―「多賀城と貞観津波」 他
75631 歴博
No.211 特集 中世の聖地
76489 歴博
No.212 特集 日本列島の先史・古代 総合展示第1室リニューアル
78677 歴博
No.213 特集 済州島をめぐる東アジアの海上交通
75951 季刊考古学 第146号 特集 火山災害考古学の展開
78168 季刊考古学 第147号 特集 板碑からみた神仏
78916 淡路島松帆銅鐸と弥生社会 季刊考古学 別冊28
考古学ジャーナル 2019年1月～6月（721～727） ※727号（臨時増刊号）は2,680円

早稲田大学考古学会
古代学協会
古代学協会
石造文化財調査研究所

78984
75654

19/5 2,484
18/12

2,700

19/3 2,700
19/5 2,700
日本城郭史学会(東京堂出版) 19/3 2,916
立命館大学環太平洋文明研究センター 編集 雄山閣 19/3 2,808
仏教芸術学会 編集 中央公論美術出版 19/3 3,240
編集部 編集 勉誠出版 19/4 1,620
日本考古学協会 編集 吉川弘文館 19/5 4,320
日本考古学協会 編集 日本考古学協会(吉川弘文館) 19/5 4,320
日本考古学会 18/12 3,240
国立歴史民俗博物館 18/11
579
国立歴史民俗博物館 19/1
579
国立歴史民俗博物館 19/3
579
桒畑 光博 編 雄山閣 19/1 2,592
時枝 務 磯野 治司 編 雄山閣 19/5 2,592
兵庫県立考古博物館 編 雄山閣 19/5 2,808
ニューサイエンス社 各 1,850
721号 弥生時代の石器研究の現在 722号 貿易陶磁研究の現在 723号 平野の地形と遺跡立地 724号 胎土分析の現状と展開
725号 対馬の考古学の最前線 726号 中世以降の「瓦」と社会 727号 2018年の考古学界の動向
日本陶磁協会 各 1,404
陶説 2019年1月～6月

790号（1月）柳宗悦の「直観」 791号（2月）備前焼 792号（3月）白磁の誕生と展開
794号（5月）北大路魯山人 古典復興 795号（6月）華めく洋食器 野蛮と洗練

793号（4月）超技の世界

【品切】唐澤考古38、地域考古学4、溯航37、東南アジア考古学38、新潟考古30、筑波大学考古学研究30、九州旧石器22、九州考古学93
中国考古学18、古代学研究219・220

《出版社新刊》
76335

※出版社刊行図書は会員割引で定価の1割引きとなります

ここが変わる! 日本の考古学 先史・古代史研究の最前線

藤尾 慎一郎 編集 吉川弘文館 19/2

2,160

※この30年で変化してきた日本の先史・古代史像を、各時代ごとに最新の研究成果を踏まえてわかりやすく解説！ A5判 210頁
77061

石器実測法 情報を描く技術 増補改訂版

田中 英司 著 雄山閣 19/3 3,024

※品切れとなっていた2004年刊行書籍の増補改訂版。実技面の部分を改訂した石器実測のための手引書！ B5判 104頁
78687

相模野台地の旧石器考古学

諏訪間 順 著 新泉社 19/5 9,720

Ｂ５判 296頁

※石器群の層位的出土事例に恵まれた相模野台地を対象に、その石器群の変遷から石器石材研究から当時の行動領域などを追究
序章 研究の背景と目的 第Ⅰ章 相模野台地の旧石器編年 第Ⅱ章 後期旧石器時代前半期の石器群
第Ⅲ章 AT降灰前後の石器群 第Ⅳ章 後期旧石器時代後半期の石器群 第Ⅴ章 石器石材研究と行動領域 終章 結語
78414

ホモ・サピエンスの15万年 連続体の人類生態史

76544

増補版 氷河期の極北に挑むホモ・サピエンス マンモスハンターたちの暮らしと技

78216

日本人はどこから来たのか? 文春文庫版

76300

人類と資源環境のダイナミクス1 旧石器時代

古澤拓郎 著 ミネルヴァ書房 19/4 2,592
G.A.フロパ-チェフ E.Ju.ギリヤ 木村 英明 雄山閣 19/2 5,184
海部陽介 著 文藝春秋 19/2
756
明治大学黒耀石研究センター叢書
小野 昭 著 雄山閣 19/2 3,240

自然環境と人類活動 後期旧石器時代の移り変わりと黒曜石資源の開発
中部高地の黒曜石原産地周辺における過去3万年間の景観変遷 中部高地にヒトは何を残したか 中部高地でヒトは何をしていたのか
気候変動のインパクトと人間適応のダイナミクス
晩氷期の温暖化と縄文文化への胎動 中部高地からユーラシアへ
78934
77515

74323

土器のはじまり 市民の考古学第16巻 ※19年6月末頃の刊行予定
環状列石ってなんだ 御所野遺跡と北海道・北東北の縄文遺跡群

小林 謙一 編集 同成社 19/6 予1,944
御所野縄文博物館 編集 新泉社 19/4

A5判 172頁

入門 縄文時代の考古学

谷口 康浩 著 同成社 19/1 2,592

Ｂ６判 292頁

※最新の研究成果から見出される縄文文化の実像を描いた1冊。各トピックごとに解説された縄文時代の入門書！
序章 縄文への関心 第１章 縄文時代の枠組み 第2章 進歩する研究法 第3章 縄文時代の日本列島と生態系
第4章 縄文人の生態 第5章 縄文人の技術力 第6章 縄文時代の社会 第7章 縄文人の心と世界観
第8章 縄文文化の終末 終章 縄文時代史と歴史観
〔シリーズ既刊〕 N72032 近江俊秀著「入門 歴史時代の考古学」（18/05） 2,376円
※「入門 弥生時代の考古学」刊行予定（刊行時期未定）
78163

1,944

※北海道・東北地方の考古学研究者を中心とした環状列石の最新の研究成果を紹介した1冊

縄紋時代の実年代講座 Ａ５判 272頁

74323

小林 謙一 著 同成社 19/5 2,160

※著者の前著『縄紋時代の実年代』を元に、最先端の縄紋実年代研究の理論を初学者に向けてまとめ直した1冊
1講 縄紋時代と年代 2講 炭素14年代測定の方法と較正年代 3講 炭素14年代測定法の検証とウイグルマッチング
4講 安定同位体比分析と年代値における海洋リザーバー効果の影響 5講 縄紋時代研究と炭素14年代の関わり
6講 縄紋時代前半期の実年代 7講 縄紋時代中期の実年代 8講 縄紋時代後期の実年代
9講 縄紋時代晩期の実年代 10講 縄紋文化の始まりの年代 11講 縄紋土器と住居の時間幅
12講 盛土遺構の年代研究 13講 縄紋文化から弥生文化の年代 14講 縄紋文化の年代的再構成
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78163

草地と日本人[増補版] 縄文人からつづく草地利用と生態系
縄文時代の歴史 講談社現代新書 ※最新の知見を元に、新しい縄文時代像を見出す
75685 縄文の布 日本列島布文化の起源と特質 増補版

須賀丈 著 築地書館 19/1 2,592
山田 康弘 著 講談社 19/1
993
尾関清子 著 雄山閣 18/12 9,720

76227
75988

※2013年1月に刊行された書籍(絶版)の増補版。84遺跡、429資料のデータを追加掲載。 B5判 388頁
76508

再考! 縄文と弥生 日本先史文化の再構築

国立歴史民俗博物館 編集 吉川弘文館

19/2 2,592

※沖縄や朝鮮半島との関係、英国のベイズ編年モデルなどを取り上げ、縄文・弥生文化を多角的な視点から再考する A5判 225頁
78912

農耕文化複合形成の考古学(上)

農耕のはじまり

設楽 博己 編 雄山閣 19/5 8,100

A5判 396頁

※2013～2015年度交付の科研費基盤研究（Ａ）「植物・土器・人骨の分析を中心とした日本列島農耕文化複合の形成に関
する基礎的研究」の成果をまとめたもの。上巻下巻の2冊の刊行予定。
上巻はレプリカ法をはじめとする分析によって日本列島び各地と海外の農耕開始期問題及び分析に関わる問題を取り扱う
（下巻は農耕開始期の土器組成の問題および自然科学的な分析結果で構成予定）
第1章 東アジア・ロシアの初期農耕 第2章 日本列島の農耕のはじまり 第3章 圧痕法の諸問題
第4章 日本列島における穀物栽培の起源を求めて 付表 植物種実圧痕の同定結果一覧(第4章提示資料を除く)
78911

再考「弥生時代」 農耕・海・集落

浜田晋介 中山誠二 杉山浩平 著 雄山閣

78912

19/5 6,264

※東日本の農耕・海・集落研究の最新成果から弥生時代像枠組みを見直す1冊 A5判 252頁
77765

農耕文化の形成と近畿弥生社会

禰冝田 佳男 著 同成社 19/4 11,880

Ｂ５判 370頁

※多面的な考察から農耕社会へと移り変わる近畿の弥生文化の特質を明らかにし、畿内の先進性や社会的政治的評価を再検証
１章 石器からみた弥生社会と鉄器化の進展 2章 環濠集落・高地性集落からみた弥生社会 3章 祭祀・墓制からみた弥生社会
4章 近畿弥生社会の歴史的評価 終章 課題と展望 付表 鉄器出土遺跡地名表
77508

東アジアの銅鏡と弥生社会

南 健太郎 著 同成社 19/4 7,020

A5判 290頁

※日中韓の銅鏡観察を元にその様相を解明し、弥生社会像を再検証する
序章 弥生時代の銅鏡研究と本書の課題 第１章 漢代の銅鏡と日本列島への拡散
第3章 漢代における銅鏡の保有とその意義 結章 銅鏡と弥生社会
77514

第2章 仿製鏡生産と破鏡利用の展開

邪馬台国時代の王国群と纒向王宮 A5判 272頁

石野 博信 著 新泉社 19/4 2,700

※ふたかみ邪馬台国シンポジウム(全17回)の資料集に寄稿した論考に加え、関連の講演録をまとめ、あらためて邪馬台国の問題に迫った１冊
77283

弥生文化の起源と東アジア金属器文化 B5判 函入 342頁

小林 青樹 著 塙書房 19/3 11,880

※遼寧青銅器文化、中国外郭圏の銅戈、燕国系初期鉄器などの青銅器や鉄器をめぐる問題に着目し、弥生文化の起源を東アジア全体の
なかで考察（版元案内文より） 1章 弥生文化の起源と東アジア金属器文化 2章 弥生青銅器の起源と遼寧青銅器文化
3章 中国外郭圏と弥生文化 4章 弥生鉄器の起源と燕国 5章 結論 附編 東アジアにおける金属器資料の調査と研究
78282

前方後円墳 巨大古墳はなぜ造られたか シリーズ古代史をひらく

吉村武彦 編 岩波書店 19/5 2,808

シリーズ「古代史をひらく」全6巻刊行開始（隔月刊行予定）
吉村武彦「〈前方後円墳〉への招待」 和田晴吾「前方後円墳とは何か」 下垣仁志「古墳と政治秩序」
松木武彦「国の形成と戦い」 吉村武彦「歴史学から見た古墳時代」 申敬澈「加耶の情勢変動と倭」
禹在柄「前方後円墳が語る古代の日韓関係」
座談会 いま〈古墳〉から何が見えるか（吉村武彦・和田晴吾・下垣仁志・松木武彦・川尻秋生）
[続刊予定] 「古代の都」(19年7月刊行予) 「古代寺院」(19年9月刊行予) 「渡来系移住民」 「文字とことば」 「国風文化」
78130

古墳人、現る 金井東裏遺跡の奇跡

Ａ5判 224頁

群馬県埋蔵文化財調査事業団 編 上毛新聞社事業局出版部

78282

19/4 1,620

※群馬県埋蔵文化財調査事業団創立四十周年記念出版。金井遺跡群の発掘調査から窺い知れる当時の生活や社会について最新成果をわかりやすく紹介
77222

黄泉国訪問神話と古墳時代出雲の葬制

山陰研究ブックレット8

A5判 152頁

岩本崇・高橋周・坂本豊治・亀井淳志・古谷毅 著 今井出版

※考古学・地質学・歴史学の各分野の研究者による「出雲」の研究によって古墳時代の墓制と他界観の実態に迫る
序 黄泉国訪問神話と古墳時代墓制をめぐって 1章 古墳時代墓制としての出雲型石棺式石室（岩本崇）
2章 古墳時代後期の出雲の再生阻止儀礼（坂本豊治）
3章 地球化学者は考古学試料をどのようにみているのか 嵩山・和久羅山の石材を用いた横穴式石室の特定（亀井淳志）
4章 黄泉国訪問神話と出雲（高橋周） 5章 考古資料から見た弥生古墳時代出雲地方の特質 形成と位置（古谷毅）
終章 課題と展望（岩本崇）
76289

古墳時代甲冑の技術と生産

19/3 1,080

77222

阪口 英毅 著 同成社 19/2 9,180

B5判 264頁

Ⅰ部 甲冑研究の枠組（第1章 甲冑副葬の意義 第2章 系譜論 第3章 型式論・編年論 第4章 製作工程論）
Ⅱ部 革綴短甲生産の展開（第5章 鉄製短甲の出現 第6章 帯金式短甲の成立 第7章 帯金革綴短甲の変遷と特質）
Ⅲ部 革綴短甲生産体制の評価（第8章 鋲留技法導入期の評価） 終章 革綴短甲生産の展開と特質
75644

古墳時代に魅せられて 阪大リーブル65

B6判 232頁

都出 比呂志 著 大阪大学出版会 18/12

1,836

※著者が考古学とりわけ古墳時代に興味を抱き、研究してきた跡をたどりながら、市民は何に関心を求めているのかを追求（版元案内文より抜粋）
75602

古墳時代棺槨の構造と系譜
岡林 孝作 著 同成社 18/12 15,120
【HPにて書評をご覧いただけます！】※墓としての古墳の中核たる棺槨について、東アジア世界における墓制の動向も
踏まえ、その構造の系譜と変遷過程および展開を精緻に分析。棺槨をとおして古墳時代社会における古墳の役割を究明
序章 本書のねらいと立場 第1章 古墳時代木棺の構造と形態 第2章 古墳時代木棺の用材選択
第3章 長大な木棺の機能 第4章 鎹の使用と中・後期古墳の木棺形態 第5章 釘付式木棺の系譜と機能
第6章 日本における棺槨の出現 第7章 古墳時代棺槨の展開 第8章 東アジア世界における棺槨
終章 古墳時代棺槨の系譜と展開
B5判 442頁

神功皇后と広開土王の激闘
説話の形成と周縁 古代篇
78128 古代地名の研究事始め 山城・丹後の伝承・文学地名を中心に
76859
78975
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75602

安本美典 著 勉誠出版 19/3 3,456
19/6 3,456
糸井 通浩 著 清文堂出版 19/4 9,288
倉本一宏・小峯和明・古橋信孝編 臨川書店

78915

北からみた倭国

福島 雅儀 著 雄山閣 19/5 15,120

B5判 函入 372頁

序章 舞台と考え方 第1章 倭国北辺の形成 第2章 寒冷期の集落と生活 第3章 寒冷期の古墳 第4章 豪族の復活
第5章 集住集落の編成 第6章 群集墳による支配の網 第7章 装飾付大刀の政治的役割 第8章 装飾古墳に描かれたもの
終章 北からみた倭国
78637

古代都城の空間操作と荘厳

岩永省三 著 すいれん舎 19/5 5,940

Ａ５判 480頁

第1章 大嘗宮移動論 幻想の議政官合議制 第2章 大嘗宮移動論補説 第3章 大嘗宮の付属施設
第4章 内裏改作論 第5章 二重権力空間構造論 並列御在所の歴史的評価
第6章 古代都城における帝回標章の浮沈 第7章 日本における都城制の受容と変容
第8章 老司式・鴻臚館式軒瓦出現の背景 第9章 正倉院正倉の奈良時代平瓦をめぐる諸問題
第10章 頭塔の系譜と造立事情 第11章 段台状仏塔の構造と系譜
第12章 蟹満寺本尊・ 薬師寺金堂本尊をめぐる諸問題
78165

古代東国の国分寺瓦窯 古代東国の考古学5

7,020

須田勉・河野一也編 高志書院 19/5

第1部 国分寺瓦窯の視点（梶原義実「国分寺瓦窯に関する諸問題」 木立雅朗「瓦窯の構造」 藤原学「有畦式平窯焼成
技術論」 大坪州一郎「奈良山窯跡から見た国分寺瓦窯」 高橋敦「瓦生産における燃料材の用材選択」）
第2部 東国の国分寺瓦窯（相模国：横須賀市 乗越瓦窯 町田市 瓦尾根瓦窯跡 上総国：市原市 川焼・神門・南田瓦窯
下総国：市川市 北下瓦窯 常陸国：松山瓦窯跡・瓦塚窯跡 信濃国：信濃国分寺瓦窯跡 上野国：上野国分寺の瓦窯
武蔵国：南多摩窯跡群の瓦窯 南比企窯跡群の瓦窯 東金子窯跡群の瓦窯 陸奥国：台原・小田原窯跡群 与兵衛沼窯
跡）
付 東国の国分寺瓦窯研究
Ａ5判 300頁
78639

78637

日本古代の輸送と道路 A5判 402頁

佐々木虔一・武廣亮平・森田喜久男編 八木書店

78165

19/5 9,720

※テーマごとの多角的な視点から古代の輸送・移動の実態に迫った論考をまとめた1冊
Ⅰ部 総論 Ⅱ部 移動する人々・輸送を支える人々 Ⅲ部 移動を支える施設 Ⅳ部 移動・輸送を支える道路
76479
76467

渡来人と帰化人 角川選書 B6判 320頁
列島の古代 日本古代の歴史6 ※日本古代の歴史シリーズ全6巻完結！

田中 史生 著 KADOKAWA 19/2 1,836

佐藤 信 著 吉川弘文館 19/2 3,024

1 倭国のなりたち（13/06） 2 飛鳥と古代国家（13/09） 3 奈良の都と天平文化（13/11） 4 平安京の時代（13/02） 5 摂関政治と地方社会（15/12） 各3,024
78015

地域に生きる人びと 甲斐国と古代国家 新しい古代史へ 1

平川 南 著 吉川弘文館 19/4 2,700

※『山梨日日新聞』文化欄の連載「古代史の窓」(2009年7月～2018年3月。全187回)を元に、原題、構成等を改めて再編集した書籍
シリーズ全3巻刊行予定。2巻「文字文化のひろがり」(19年夏頃刊行予) 3巻「交通・情報となりわい」

わくわく!探検 れきはく日本の歴史 1 先史・古代
※シリーズ全5巻完結！ 国立歴史民俗博物館 編集 吉川弘文館 19/3 1,080
考古学研究とその多様性 東北からの視座 ※著者の研究成果をまとめた1冊
利部 修 著 雄山閣 19/5 3,024
78583 藤原彰子 人物叢書(新装版)294
服藤 早苗 著 吉川弘文館 19/5 2,376
78496 蝦夷の古代史 読みなおす日本史
工藤 雅樹 著 吉川弘文館 19/6 2,376
76918 隼人の古代史 読みなおす日本史
中村 明蔵 著 吉川弘文館 19/3 2,376
78684 飛鳥宮跡出土木簡 ※飛鳥宮跡第10～147次までの調査で出土した木簡を掲載
奈良県立橿原考古学研究所 編集 吉川弘文館 19/5 3,888
78653 物部氏と石上神宮の古代史 ヤマト王権・天皇・神祇祭祀・仏教
平林章仁 著 和泉書院 19/5 2,916
78219 藤原宮木簡 四 ※藤原宮西半部から出土の木簡162 点を掲載
奈良文化財研究所 編集 八木書店 19/4 18,360
78129 古代東アジアの文字文化と社会
角谷常子 編集 臨川書店 19/4 4,860
77903 天皇制のデザイン
上山春平著 法蔵館 19/4 2,916
77649 大山と三徳 その信仰と行事
坂田友宏 編著 編集工房 遊(今井出版) 19/3 2,808
76558
78914

※鳥取県の霊峰・大山と山岳修験の霊場とされる三徳山。2つの山それぞれの信仰や神事を中心に、歴史をひもとく論文(大山5編、三徳山
3編)を収録。巻末資料には、大山の年中行事「大山西楽院年中行事」と三徳山の年中行事を編集者みずから翻刻した資料も掲載

海と神そして日本人
伊勢神宮と斎宮 新赤版 1767
77263 日本古代の氏と系譜 ※15本の論考を掲載
77234 倭建命物語論 古事記の抒情表現
77233 国家形成期の王宮と地域社会 記紀・風土記の再解釈
77133 平安前期対外姿勢の研究
76976 古代王権の史実と虚構 古代文学と隣接諸学3 ※シリーズ全10巻刊行予定
76833 古代東北の地域像と城柵
A5判 340頁
77264
77282

鈴木 啓輔 著 雄山閣
西宮 秀紀 著 岩波書店
篠川 賢 編 雄山閣
小野諒巳 著 花鳥社
古市 晃 著 塙書房
堀井 佳代子 著 臨川書店
仁藤敦史 編 竹林舎
熊谷公男 編集 高志書院

19/3
19/3
19/3
19/2
19/3
19/3
19/3
19/3

1,944
907
8,424
6,480
17,280

7,020
15,120

8,100

※古代東北の地域像を捉えなおす論文集 遠藤みどり「采女・兵衛貢進制度の一考察」
堀裕「天平十五年金光明最勝王経転読会と陸奥国」 鈴木琢郎「貞観震災の基礎的考察」 吉田歓「国庁・郡庁と城柵政庁」
樋口知志「古代東北の城柵について」 徳竹亜紀子「古代越後国の国府と城柵」 吉野武「八世紀鎮守府に関する覚書」 他

大嘗祭と古代の祭祀
古代東アジア世界史論考 改訂増補 隋唐の国際秩序と東アジア
76501 天皇はいかに受け継がれたか
天皇の身体と皇位継承
76180 平安時代の政治秩序 同成社古代史選書32
76326 古代日本の穢れ・死者・儀礼
76443 木簡・金石文と記紀の研究 小谷博泰著作集 第三巻
76116 続 白山信仰の研究 A5判 362頁
76920
76542

岡田 荘司 著 吉川弘文館 19/3 3,024
金子修一 著 八木書店 19/2 11,880
歴史学研究会編 績文堂出版 19/2 3,024
戸川 点 著 同成社 19/2 7,560
尾留川 方孝 著 ぺりかん社 19/2 7,560
小谷博泰 著 和泉書院 18/12 12,960
高橋教雄 著 名著出版 19/1 5,400

※『美濃馬場における白山信仰』(2000年刊）の続編。白山開山1300年祭を契機に、郡上のさまざまな白山信仰の地域史研究の一側面をまとめた1冊
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75934

北奥羽の古代社会 土器変容・竪穴建物と集落の動態

北東北古代集落遺跡研究会編 高志書院

19/2 5,940

第１部 社会と構造（宇部則保「古代都母の地域様相」 八木光則「北上盆地の古代村落」 船木義勝「古代秋田城と胡桃館遺跡」）
第2部 集落と建物（齋藤淳「集落・竪穴建物動態から見た北奥古代史」 高橋学「竪穴・掘立柱併用建物の成立と展開」
五十嵐祐介「竪穴建物の周堤」） 第3部 土器様相の変遷（福島正和「古代北東北における高台付供膳具」
村田淳「東北地方北部出土の須恵器壺・瓶類」 嶋影壮憲「比内地方における９～11世紀の土器様相と画期」）

皇位継承 歴史をふりかえり変化を見定める
東の飛鳥 新・下野風土記 ※『広報しもつけ』の連載を元にまとめられた書籍
76032 律令国家の祭祀と災異
76031 平安時代辞書論考 辞書と材料
76029 日本古代の地域社会と行政機構
75909 社をもたない神々 角川選書
75908 古代の星空を読み解く
キトラ古墳天文図とアジアの星図
75907 風土記と古代の神々 もうひとつの日本神話
75737 古事記と東アジアの神秘思想
75730 古代国造制と地域社会の研究
75728 日本の梵鐘(新装版)
75704 古代日本語と現実の諸様態
78497 たたら製鉄の歴史 歴史文化ライブラリー484
78777 予言文学の語る中世 聖徳太子未来記と野馬台詩
78745 今川義元とその時代 戦国大名の新研究1
※論文15本を収録
78686 賢者の王国 愚者の浄土 日本中世誓願の系譜
78584 中世日本を生きる 遍歴漂浪の人びと
78215 戦国大名武田氏の外交と戦争 戦国史研究叢書17
78214 中世のモノづくり 国立歴史民俗博物館研究叢書5
78166 中世瓦の考古学 B5判 340頁
77963

春名 宏昭 著 高橋典幸 著 村和明 著 西川誠 著

75943

下野市教育委員会事務局文化財課 著 随想舎

山川出版社

小林 宣彦 著 吉川弘文館
大槻 信 著 吉川弘文館
山口 英男 著 吉川弘文館
神崎 宣武 著 KADOKAWA
中村士 著 東京大学出版会
瀧音 能之 著 平凡社
王 小林 著 汲古書院
篠川 賢 著 吉川弘文館
坪井 良平 著 吉川弘文館
栗田 岳 著 清文堂出版
角田 徳幸 著 吉川弘文館
小峯 和明 著 吉川弘文館
黒田基樹 編著 戎光祥出版
工藤美和子 著 思文閣出版
新井 孝重 著 吉川弘文館
小笠原 春香 著 岩田書院
村木二郎 編 朝倉書店

19/4
19/1
19/1
19/1
19/1
19/1

1,296
1,620
11,880
10,800
10,800

1,836
3,780
19/1 2,592
18/12 9,720
18/12

19/1 11,880
19/1 27,000
18/12

19/5
19/5
19/5
19/5
19/5
19/4
19/3
中世瓦研究会 編集 高志書院 19/5

8,640
1,944
5,184
4,104
7,020
2,592
8,532
3,672
16,200

考古資料としての瓦は、その年代と葺いた建物の年代・消長(年代情報)、葺いた建物の屋根復元や施設の外観(景観情報)、瓦当文様や製
作技法から推定できる文化・技術系統(系譜情報)、消費遺跡の性格や分布にもとづく政治・経済背景(社会情報)、生産地と消費地の同定に
よる流通関係(流通情報)、生産工房の構成や管理運営形態(組織情報)などの歴史情報源である(本書上原眞人論文より)。本書は、上記の
瓦研究における到達点を可能な限り示し、今後なすべきことは何かを明らかにする（版元案内文より引用）

山陰・山陽の戦国史 毛利・宇喜多氏の台頭と銀山の争奪
皇位継承の中世史 血統をめぐる政治と内乱 歴史文化ライブラリー483
77182 中世石工の考古学
A5判 270頁
78105
78013

渡邊 大門 著 ミネルヴァ書房 19/5 4,104
佐伯 智広 著 吉川弘文館 19/4 1,836
佐藤亜聖編 高志書院 19/4 6,480

廣瀬覚「古代採石加工技術の諸相」 佐藤亜聖「中世採石・加工技術の諸相」
山口博之「中国の採石加工技術と石材利用(概報)」 松田朝由「四国の採石場遺跡と技術」 原田昭一「九州の採石場遺跡と技術」
高田祐一「矢穴研究の方法と可能性」 磯野治司「板碑の採石加工技術と矢穴技法」 村山卓「板碑の成形技法」 他
77801
77180

戦国大名の海外交易
国宝一遍聖絵の全貌

鹿毛敏夫 著 勉誠出版 19/4 9,180
19/4 2,700

五味文彦 編集 遊行寺宝物館監修 高志書院

※『一遍聖絵』に関して、美術史・建築史・中世史・考古学・仏教史・民俗学等の研究者による論考を掲載

摂関家領土佐国幡多荘再考 佛教大学研究叢書35
76234 北条氏政 シリーズ・中世関東武士の研究 24
77309 戦国大名伊達氏 シリーズ・中世関東武士の研究 25
77310 今川氏親 シリーズ・中世関東武士の研究 26
77039 戦国古文書入門 ※16名の戦国大名の書状をテキストにした入門書
77037 小早川隆景・秀秋
消え候わんとて、光増すと申す
76835 博多の考古学 中世の貿易都市を掘る Ａ５判 272頁
77505

Ａ５判 250頁

大利 恵子 著 清文堂 19/4 6,264
黒田基樹編著 戎光祥出版 19/2 7,020
遠藤ゆり子 編著 戎光祥出版 19/3 7,560
遠藤ゆり子 編著 戎光祥出版 19/3 7,560
渡邊大門 編 東京堂出版 19/2 2,160
光成 準治 著 ミネルヴァ書房 19/3 3,780
大庭康時 著 高志書院 19/3 5,940

〔Ⅰ〕 1章 集散地遺跡としての博多 2章 博多綱首の時代 3章 博多の都市空間と中国人居住区 4章 博多綱首殺人事件
〔Ⅱ〕 １章 中世都市博多の都市領域と境界 2章 聖福寺前一丁目2番地 3章 博多日記の考古学
4章 発掘調査からみた博多聖福寺と町場 5章 戦国時代の博多 6章 中世都市から近世都市へ

戦国・織豊期大坂の都市史的研究
和歌を読み解く 和歌を伝える 堂上の古典学と古今伝受
76506 日本中世の王朝・幕府と寺社
76477 よみがえる荘園 景観に刻まれた中世の記憶
76475 旧国中世重要論文集成 下総国
76474 筒井順慶 シリーズ 実像に迫る019
76473 中世の阿蘇社と阿蘇氏
謎多き大宮司一族 戎光祥選書ソレイユ4
76441 国書がむすぶ外交
76436 由緒・偽文書と地域社会 北河内を中心に
76332 大道 鎌倉時代の幹線道路 歴史文化ライブラリー481
76752
76541
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大澤研一 著 思文閣出版
海野圭介 著 勉誠出版
稲葉 伸道 著 吉川弘文館
海老澤衷 編 勉誠出版
石渡洋平 編著 戎光祥出版
金松誠 著 戎光祥出版
柳田快明 著 戎光祥出版

19/3
19/2
19/2
19/2
19/2
19/2
19/2
松方 冬子 編集 東京大学出版会 19/1
馬部隆弘 著 勉誠出版 19/2
岡 陽一郎 著 吉川弘文館 19/2

14,364
11,880
10,800
10,584

9,180
1,620
1,944
6,912
11,880

2,052

鎌倉幕府文書行政論
中世の東海道をゆく 京から鎌倉へ、旅路の風景 読みなおす日本史
75984 院政期武士社会と鎌倉幕府
75729 伝説の将軍 藤原秀郷〈新装版〉 ※2001年12月刊行の書籍の新装版
77041 戦国遺文 大内氏編 第3巻
78744 明智光秀 織豊大名の研究第8巻
76033 豊臣秀吉文書集 5 天正19年〜文禄元年
77833 現代語訳 小右記 8 摂政頼通 現代語訳 小右記
77141 近世長崎法制史料集2 寛永十二年〜安永九年 岩田書院史料叢刊12
78788 論集 近世の天皇と朝廷
78383 増補改訂版 江戸東京の下町と考古学 地域考古学のすすめ
78313 江戸三百藩の崩壊 版籍奉還と廃藩置県 シリーズ 実像に迫る020
78312 産業発展と石切場 全国の採石遺構を文化資産へ 戎光祥近代史論集 第2巻
76299
76013

佐藤 秀成
榎原 雅治
川合 康
野口 実

著
著
著
著

吉川弘文館
吉川弘文館
吉川弘文館
吉川弘文館

和田 秀作 編集 東京堂出版

柴裕之 編著 戎光祥出版
名古屋市博物館 編 吉川弘文館

倉本 一宏 編集 吉川弘文館
清水紘一・柳田光弘・氏家 毅・安高啓明 編 岩田書院

朝幕研究会 編 岩田書院
谷口 榮 著 雄山閣
勝田政治 著 戎光祥出版
日本遺跡学会 監修 高田祐一 編 戎光祥出版

19/2
19/1
19/1
19/1
19/2
19/5
19/1
19/4
19/2
19/5
19/4
19/4
19/4

11,880

2,376
9,180
2,484
18,360

7,560
8,640
3,240
19,440
10,800

2,592
1,620
4,320

※生産・流通の拡大、石のブランド化、職人・機械の技術革新など、豊富な写真・図版から石材産業の歴史を解明し、文化的活用への道を模索する
77542

名和 弓雄 著 雄山閣 19/3 6,264

77047

十手・捕縄事典 江戸町奉行所の装備と逮捕術 新装版
近世畿内の豪農経営と藩政
77046 近世畿内近国支配論
76970 徳川家康と武田氏 信玄・勝頼との十四年戦争 歴史文化ライブラリー482
76823 「神国」の正統論 『神皇正統記』受容の近世・近代
76820 近世甲斐国社家組織の研究
76710 琉球船と首里・那覇を描いた絵画史料研究
76627 切支丹信仰と佐賀藩武士道 筝曲「六段」の歴史的展開
76438 隠れキリシタンの布教用ノート 吉利支丹抄物 影印・翻刻・現代語訳
76333 近世駆込寺と紛争解決
76173 近世大名家臣団と知行制の研究
76115 近世京都二條城御門番組与力記録
76102 江戸の都市化と公共空間
75965 押送船 江戸時代の小型快速船
75957 鳥取藩の御蔵所 事件簿 藩政資料「御目付日記」より
77235 明君の時代
十八世紀中期〜十九世紀の藩主と藩政
76334 幕末維新期の日本と世界 外交経験と相互認識
77322 明治がつくった東京 近現代史叢書 14
77715 皇居明治宮殿の室内装飾
75955 日本の近代地形図の始まり 明治前期フランス地図測量技術の導入とその後
75983 近代東京の地政学 青山・渋谷・表参道の開発と軍用地
76921 女性労働の日本史 古代から現代まで
78832 日本のイネ品種考 木簡からDＮAまで
77311 資料が語る災害の記録と記憶 国立歴史民俗博物館研究叢書6
75739 動物と人間 関係史の生物学 ※動物と人間の歴史
76527 危機の都市史 災害・人口減少と都市・建築
77861 くずし字辞典を引いて古文書を読もう
77838 拓本入門 採拓の基礎から裏打まで
B5判 128頁

萬代 悠 著・文・その他 塙書房 19/3 12,960

村田 路人 著 塙書房
吉川弘文館
齋藤 公太 著 ぺりかん社
西田 かほる 著 山川出版社

19/2
19/3
19/3
19/3
19/2
19/2
19/1
19/2
19/2

10,260

1,944
6,912
7,560

琉球船と首里・那覇を描いた絵画史料研究会 編集 思文閣出版
19,980
伊藤 和雅 著 清文堂出版
8,640
大塚英二 編集 勉誠出版
10,800
佐藤 孝之 著 吉川弘文館
3,780
藤谷 彰 著 清文堂出版
8,100
渡邊 忠司 編 名著出版 18/12 6,480
松本 剣志郎 著 塙書房 19/1 7,560
胡桃沢 勘司 著 岩田書院 18/12 2,052
佐々木靖彦 著 佐々木靖彦(今井出版) 19/1 3,780
浪川健治編 清文堂 19/3 9,504
友田 昌宏 編集 吉川弘文館 19/2 9,180
伊藤 一美 編集 同成社 19/3 2,484
野中 和夫 著 同成社 19/4 27,000
細井將右 著 風間書房 18/12 1,944
武田 尚子 著 吉川弘文館 19/1 2,052
総合女性史学会 編集 勉誠出版 19/3 4,104
佐藤洋一郎 編 臨川書店 19/5 4,860
樋口 雄彦 編集 朝倉書店 19/3 3,672
三浦 慎悟 著 東京大学出版会 18/12 21,600
「都市の危機と再生」研究会 編集 吉川弘文館 19/2 11,880
油井 宏子 著 東京堂出版 19/4 1,728
藪田夏秋 著 淡交社 19/2 2,376

※拓本の歴史や種類について説明し、採拓の手順や準備、拓本を保管するための裏打ちの技法などを詳しく解説する入門書

発掘された日本列島2019 新発見考古速報
文化庁 著 共同通信社
地帯編3 品川区・大田区・目黒区・世田谷区 みる・よむ・あるく 東京の歴史 6
池享 編 吉川弘文館
76172 思想史で読む史学概論
桂島 宣弘著 文理閣
78281 近世城郭の謎を解く 歴史史料に学ぶ 2
城郭史料研究会 編 戎光祥出版
78220 近江の山城を歩く
※「近江の山城ベスト50を歩く」(06年)のリニューアル版
中井 均 著 サンライズ出版
77841 近世城下絵図の景観分析・GIS分析
平井 松午 編集 古今書院
76562 戦国和歌山の群雄と城館 図説日本の城郭シリーズ 12
和歌山城郭調査研究会 編 戎光祥出版
76468 沖縄の名城を歩く
上里 隆史 編集 吉川弘文館
75906 信濃上田城 徳川軍を撃退した不屈の堅城 シリーズ・城郭研究の新展開5
和根崎 剛 編 戎光祥出版
77062 明治期建築学史
角田真弓 著 中央公論美術出版
75985 地域のなかの建築と人々
妻木 宣嗣 著 清文堂出版
78794 ものの人類学2
床呂 郁哉 編集 京都大学学術出版会
新装版 京都の歴史を足元からさぐる 全6巻（1・2巻 2,376円 3～5巻 2，592円 6巻3，024円 森浩一 著
78781
76967

１ 洛東の巻

2 洛北・上京・山科の巻 3 北野・紫野・洛中の巻 4 嵯峨・嵐山・花園・松尾の巻
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5 宇治・筒木・相楽の巻

19/5
19/2
19/1
19/4
19/4
19/3
19/3
19/2
19/1
19/2
19/1
19/6

1,944
3,024
2,376
2,376
2,376
9,072
2,808
2,052
4,536
12,960

5,940
4,104
学生社

6 丹後・丹波・乙訓の巻

シリーズ 日本の食文化 （シリーズ全6巻刊行予） 既刊1・2・4・5巻
食事と作法 日本の食文化1 ※儀礼と日常の食の社会的な意味を解説
78980 米と餅 日本の食文化2
※日常の飯やハレの日のごちそうなど米の食に迫る
76303 魚と肉 日本の食文化4
※海の魚と淡水魚、クジラ･イルカ食などから魚食文化を概観
77546 酒と調味料、保存食 日本の食文化5 ※日本の味の文化的背景を探る
77860 飢えと食の日本史 読みなおす日本史
78171 共生と民際の歴史学 上田史学を継承する
77139 女講中の民俗誌 牡鹿半島における女性同士のつながり
76540 琉球諸島の動物儀礼 シマクサラシ儀礼の民俗学的研究
76442 琉球列島の里山誌
おじいとおばあの昔語り
76331 日本人のひるめし 読みなおす日本史
76088 諏訪信仰の歴史と伝承
78917 中近世陶磁器の考古学 第十巻 第1期:全6巻 第2期:第7巻～続刊 各7,344円
75495

小川 直之 編集

吉川弘文館 18/12

関沢 まゆみ 編集 吉川弘文館 19/6

藤井 弘章 編 吉川弘文館
石垣 悟 編集 吉川弘文館
菊池 勇夫 著 吉川弘文館
高麗美術館 編 雄山閣
戸邉 優美 著 岩田書院
宮平盛晃 著 勉誠出版
盛口満 著 東京大学出版会
酒井 伸雄 著 吉川弘文館
二本松康宏 著 三弥井書店
佐々木 達夫 編 雄山閣

19/2
19/4
19/4
19/4
19/2
19/2
19/1
19/2
19/1
19/5

2,916
2,916
2,916
2,916
2,376
7,344
7,992
6,696
4,320
2,376
3,024
7,344

※中近世の遺跡から出土する陶磁器を用いた研究の最新成果を紹介。各巻において研究の最前線に立つ執筆陣による論文を収載
75703

貿易陶磁器と東アジアの物流 平泉・博多・中国

藪 敏裕・森 達也・徳留大輔編

沈岳明「南宋時期の浙江窯業について」 栗建安「12世紀における白瓷の生産と海外交易」
田中克子「「博多」にもたらされた中国陶磁器」 森達也「大陸と列島をつなぐ陶瓷器流通ルートの様相」
鄭建明「生産区域の広がりから見る龍泉窯の対外輸出」 田上勇一郎「博多出土貿易陶磁の胎土分析」 他
78532

アイヌの漆器に関する学際的研究
Ⅰ 北海道から発信する漆文化

B５判 96頁
Ⅱ サハリンの漆器 Ⅲ 蝦夷地と漆器

近代京都の美術工芸 制作・流通・鑑賞
記憶の図像学 亡き人を想う美術の歴史
76437 日本刀の鑑賞基礎知識 復刻版
76015 庭と建築の煎茶文化 近代数寄空間をよみとく
76009 屏風と日本人
75986 描かれた能楽 芸能と絵画が織りなす文化史
77132 第二版 はじめての自然地理学
77131 改訂版 地球環境学 地球環境を調査・分析・診断する
75821 大学・地理教育巡検の創造
78913 中国博物館学序論 ※中国の博物館学に関する論考を掲載
78910 日本の神社博物館 ※日本全国の神社博物館・宝物館192館を紹介
78789 学校資料の未来 地域資料としての保存と活用
78172 奈良のミュージアム ※53館ある奈良県のミュージアムを紹介
77863 災害アーカイブ 資料の救出から地域への還元まで
77800 日本の文化財
守り、伝えていくための理念と実践
76966 新博物館園論 ※自然系館園の学芸員を目指す人のための指南書
78791 仏像の着衣と僧衣の研究 東洋美術史論考
78790 六朝隋唐仏教展開史
78104 相国寺史 史料編中世一 第一巻
77287 鎌倉新仏教論と叡尊教団
77286 清水寺 成就院日記第4巻
76929 アジア仏教美術論集 東南アジア
※全12巻刊行予定
76822 蔵俊撰『仏性論文集』の研究 龍谷大学アジア仏教文化研究叢書 7
76821 中国仏教美術の展開 唐代前期を中心に
76628 絶海中津研究 人と作品とその周辺
76472 東アジア仏教史 新赤版 1758
76439 茶の湯と仏教 僧侶の事跡から辿る
75954 〈文化〉としてのインド仏教史
75741 真宗教団と「家」制度
75738 日本仏教と修験道
77995 新装版 大嘗祭の世界
※1989年8月刊行書籍の新装版
76543 世界葬祭事典 普及版
76098 漢字くずし方辞典 新装版
76030 事典 古代の祭祀と年中行事
※60件の祭祀や行事を収載
77044 銀の流通と中国・東南アジア
学生社 日本の神社シリーズ ※オリジナル版を一部改訂し、新シリーズとして刊行
『伊勢神宮』（19/01）
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Ａ５判 ２４０頁

浅倉有子 編 北海道出版企画センター

76526

『生田神社』（19/03）

19/1 6,480

19/3 4,860

Ⅳ 南部椀と浄法寺塗

77664

『鹽竈神社』（19/04） 『水若酢神社』（19/02）

高志書院

並木誠士 編集 思文閣出版
加須屋 誠 著 吉川弘文館
小笠原 信夫 著 雄山閣
尼? 博正 著 思文閣出版
榊原 悟 著 敬文舎
小林 健二 著 吉川弘文館
吉田 英嗣 著 古今書院
松岡 憲知 編集 古今書院
中牧崇 著 古今書院
青木豊 編 雄山閣
青木豊 著 雄山閣
地方史研究協議会 編 岩田書院

松田 真一 著 雄山閣
白井哲哉 著 東京堂出版
池田寿 著 勉誠出版
小林 秀司 編集 同成社
吉村 怜 著 法藏館
船山 徹著 法蔵館
相国寺史編纂委員会 編集 法藏館

松尾剛次 著 法藏館
清水寺史編纂委員会 編集 法藏館

肥塚隆 編集 中央公論美術出版

楠 淳證 著 法藏館
八木春生 著 法藏館
朝倉 和 著 清文堂出版
石井 公成 著 岩波書店
筒井紘一 著 淡交社

19/4
19/2
19/1
19/1

著
著
著
著

法藏館
春秋社
学生社
雄山閣

2,700
3,888
5,940

16,200
19/1 8,640
19/2 2,592
19/3 3,024

18/12

18/12

19/5
19/5
19/5
19/4
19/3
19/3
19/3
19/5
19/6
19/4
19/3
19/3
19/2
19/2
19/3
19/2
19/2
19/2

奈良康明 著 大正大学出版会 18/12

森岡清美
宮家 準
真弓 常忠
松濤 弘道

11,880

18/12
18/12

4,104
9,288
3,024
3,024
2,160
3,456
3,456
3,240
19,440

8,640
9,720
12,960

9,720
6,264
16,200
21,600
21,600

950
4,320
2,700
18,360
12,960

2,592
4,320
3,780
4,104
2,916
各 2,592

19/4
19/2
児玉 幸多 編集 東京堂出版 19/1
岡田 荘司 編集 吉川弘文館 19/1
豊岡 康史 編集 山川出版社 19/2

学生社
『大神神社』（18/08）

『出雲大社』（18/08）

年号と東アジア 改元の思想と文化
目録学の誕生 劉向が生んだ書物文化 京大人文研東方学叢書 6
78831 仏教の聖者 史実と願望の記録 京大人文研東方学叢書 8
77507 西周王朝の形成と関中平原
※西周王朝成立の実態に迫る
77659
76905

76018

古代東アジアにおける法制度受容の研究 中国王朝と朝鮮三国の影響関係を中心に

顔真卿伝 時事はただ天のみぞ知る
75684 中国服飾史図鑑 第一巻
※シリーズ全4巻刊行予定
77063 明治大学図書館所蔵 高句麗広開土王碑拓本 ※史料編と論考編掲載
75766 百済王氏と古代日本 普及版
78170 テオティワカン 「神々の都」の誕生と衰退 環太平洋文明叢書 7
78546 アフロ・ユーラシアの考古植物学
A4判 262頁
75936

水上雅晴 編集 八木書店
古勝 隆一 著 臨川書店
船山 徹 著 臨川書店
西江 清高 著 同成社

19/4
19/3
19/5
19/3
鄭 東俊 著 早稲田大学出版部 19/1
吉川忠夫 著 法藏館 19/1
黄能馥 著 国書刊行会 18/12
明治大学広開土王碑拓本刊行委員会 編集 八木書店 19/3
大坪 秀敏 著 雄山閣 19/1
嘉幡 茂 編 雄山閣 19/4
庄田慎矢 編著・訳 クバプロ 19/5

12,960

3,240
3,240
14,040

4,320
2,484
30,240
16,200

5,400
2,808
3,456

※2018年1月27日・28日に開催された国際シンポジウムでの11の講演の内容とともに、関連する内容を扱う論文4編を増補し、まとめた書籍
第1章 アフロ・ユーラシアに展開する考古植物学 第2章 中国大陸における過去の植物利用への多角的アプローチ
第3章 日本における考古植物学の今 第4章 分子レベルの考古植物学
76229

世界の初期文明

Ｂ5判 602頁

19/2 19,440

B.G.トリッガー 著 下垣 仁志 訳 同成社

※B.G.トリッガーの単著“Understanding Early Civilizations;A Comparative Study "（2003年刊行）を全訳した書籍
エジプト、メソポタミア、殷周、ヨルバ、インカ、マヤ、アステカという７つの初期文明を、多様な側面から比較検討し、その本質
を分かりやすく解説した比較文明論の決定版
序論 初期文明の比較研究法 第Ⅰ部 社会政治組織 第Ⅱ部 経済 第Ⅲ部 認知的・象徴的側面
考察 初期文明の理解 参考文献 訳者解題 索引 訳者あとがき
〔関連書〕 N52583 B.G.トリッガー 著 下垣仁志 訳 「考古学的思考の歴史」（15/03） 12,960円

シリーズ 「遺跡を学ぶ」 第2ステージ(第101巻～200巻) ※太字が最新刊です

76229

各 1,728

新泉社

※第1ステージ（第1巻～100巻）（各1,620）もございます！
135 ヤマト王権誕生の礎となったムラ 唐古・鍵遺跡（藤田三郎） 134 装飾古墳と海の交流 虎塚古墳・十五郎穴横穴墓群（稲田健一 ）
133 縄文漆工芸のアトリエ 押出遺跡（水戸部秀樹） 132 戦国・江戸時代を支えた石 小田原の石切と生産遺跡（佐々木健策）

131 鳥羽離宮跡（鈴木久男） 130 東之宮古墳（赤塚次郎） 129 小竹貝塚（町田賢一） 128 カリンバ遺跡（木村英明・上屋眞一）
127 伊場遺跡（鈴木敏則） 126 岩橋千塚古墳群（丹野拓・米田文孝） 125 矢野遺跡(氏家敏之)

124 笹山遺跡(石原正敏)

123 西谷墳墓群(渡辺貞幸) 122 ホゲット石鍋製作遺跡（松尾秀昭） 121 西都原古墳群(東憲章) ※101～120巻も在庫ございます！
《出版社既刊》 ※刊行から時間が経っても売れている出版社刊行物（定価の1割引き）

考古調査ハンドブック ※太字が最新刊です

ニューサイエンス社
考古資料の自然科学調査法 3,024円 3．日本考古学文献ガイド 3,024円
4．近世大名墓所要覧 3,240円 5．石造文化財への招待 3,780円 6．山岳考古学 3,996円 7．観光考古学 3,240円
8．キリシタン考古学 3,024円 9．旧石器時代 3,240円 10．古墳の見方 3,240円 11．古代官衙 3,780円
12．弥生土器 4,968円 13．律令国家と斎宮 3,240円 14．朱丹の世界 3,024円 15．貨幣考古学の世界 3,240円
16．土器編年と集落構造 落川・一の宮遺跡の出自と生業を探る（2017/5) 3,564円 17.縄文文化（2017/10）3,240円
18．古瓦の考古学 （2018/3) 3,240円 Ⅰ.瓦の基礎知識 Ⅱ.古代の瓦作りと生産 Ⅲ.瓦の変遷と特徴 Ⅳ.瓦研究の課題と方法
縄文時代の考古学 ※全12巻 （2007年5月～2010年10月刊行） 2・6・7・11巻は6,480円 小杉康、谷口康浩 他 編 同成社 各 5,400
設楽博己 藤尾慎一郎 松木武彦 編 同成社
各 5,400
弥生時代の考古学 ※全9巻 （2008年4月～2011年11月刊行） 1巻は6,480円
古墳時代の考古学 ※全10巻 （2011年10月～2014年6月刊行） 2・6・7・11巻は6,480円 一瀬和夫 福永伸哉 北條芳隆 編 同成社 各 5,400
58060 遺跡保護の制度と行政
和田勝彦 著 同成社 16/12 12,960
55049 中国考古学のてびき
飯島 武次 著 同成社 16/7 2,052
51916 石垣整備のてびき 【HPにて書評ご覧いただけます！】
文化庁文化財部記念物課 監修 同成社 16/1 5,400
1．埋蔵文化財調査の基礎テクニック 3,240円 2．必携

62602

定本 発掘調査のてびき

文化庁文化財部記念物課 監 同成社 16/10

8,640

※既刊の発掘調査のてびき『集落遺跡発掘編』『整理・報告書編』『各種遺跡調査編』の3分冊をセットにした必携の手引書！

日本考古学・最前線 B5判 305頁
世界から見た北の縄文 御所野遺跡と北海道・北東北の縄文遺跡群
74141 増補改訂版 縄文の奇跡!東名遺跡 歴史をぬりかえた縄文のタイムカプセル
71472 縄文石器 その視角と方法 プリミエ・コレクション86
A5判 364頁
74850 弥生土器型式細別論
B5判 314頁
74446 初期農耕活動と近畿の弥生社会
B5判 304頁
65070 弥生時代人物造形品の研究
【HPにて書評をご覧いただけます！】
73613 日本列島における戦争と国家の起源
A5判 378頁
74385 古墳時代の王権と集団関係
A5判 404頁
75368 蕨手刀の考古学 ものが語る歴史39
73866 古墳時代のモノと墓
B5判 346頁
73162 黒塚古墳の研究 奈良県立橿原考古学研究所研究成果 第13冊
71831 モノと技術の古代史 木器編
※シリーズ全4冊刊行予定
74866
75312

【既刊】陶芸編 小林正史 編（2017/9刊） 6,480円

5,184
1,944
2,808
18/3 3,888

日本考古学協会 編 雄山閣 18/11
御所野縄文博物館 編 新泉社 18/12
佐賀市教育委員会 編 雄山閣 18/9
上峯 篤史 著 京都大学学術出版会

齋藤 瑞穂 著 同成社 18/11 10,800
12,960

森岡 秀人 古代学協会 編 雄山閣 18/10
設楽 博己 著 石川 岳彦 著 同成社

藤原 哲 著 同成社
和田 晴吾 著 吉川弘文館
黒済 和彦 著 同成社
秋山 浩三 著 新泉社

17/3 10,584
18/9 9,720
18/10
18/12

4,104
7,344

18/9 10,800
18/9 34,560
宇野 隆夫 編 吉川弘文館 18/4 6,480

奈良県立橿原考古学研究所 編 八木書店

金属編 村上恭通 編（2017/2刊） 6,480円 ※漆工編は2019年度以降刊行予定です
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オホーツク海南岸地域古代土器の研究 B5判 321頁
ムカシのミライ プロセス考古学とポストプロセス考古学の対話
74037 日本の陶磁器 茶道教養講座8
※原始～近世までの焼物作りの歴史を紹介
74036 中国朝鮮の陶磁器 茶道教養講座9 ※中国朝鮮の陶磁史とその特徴を紹介
72812 やきもの つくる・うごく・つかう
新書 308頁
73252
74768

18/7 9,936
阿子島 香 監修勁草書房 18/10 3,240
張替清司 著 淡交社 17/11 1,296
降矢哲男 著 淡交社 18/9 1,296
佐々木幹雄, 齋藤正憲 編 近代文藝社 18/5 1,296
熊木俊朗 著 北海道出版企画センター

齋藤正憲「ほうろく」 澤井計宏「美濃のやきもの」 進藤敏雄「益子のやきもの」 久野亘央「笠間のやきもの」
木立雅朗「京式登り窯の築造・修復・改造」 佐々木誉斗「薫陶成性のアートスクール」 桜岡正信「土師器の色」
久保田慎二「新彊ウイグル自治区の陶器づくり」 田中和彦「フイリピン、ルソン島北部・アトル村の土器づくり」
齋藤正憲「熱くて冷たい土器づくリ インドの民族誌」 小泉龍人「古代西アジアの彩文土器 復元実験と発掘調査」
渡辺芳郎「朝鮮陶器はどのようにして薩摩焼になったのか?」 佐々木幹雄「海をわたった日本の民芸」
田畑幸嗣「海をわたるやきもの」 馬場匡浩「ナイルをうごくワインの壺」 他
72813

境界の発見 土器とアジアとほんの少しの妄想と

B6判 160頁

72812

齋藤正憲 著 近代文藝社 15/12 1,620

《在庫目録》
《シンポジウム・資料集》
日本考古学協会2012年度福岡大会 研究発表資料集
福岡大会大会実行委員会 12/10 4,320
日本考古学協会2011年度栃木大会 研究発表資料集
栃木大会大会実行委員会 11/10 3,780
75102 土器・金属器の韓日交渉 新・韓日交渉の考古学 第2回共同研究会
A4判 192頁
18/10 1,620
75283 中期古墳研究の現状と課題2 古墳時代中期の交流 第21回研究集会資料集 中国四国前方後円墳研究会 18/11 5,400
75467 古墳時代中期の政権と朝鮮半島(韓半島) 第15回発表資料集 A4判 136頁 古代武器研究会 山口大学考古学研究室 18/12 1,404
74034 貿易陶磁器の格差を考える2 格差から何を読み取るか 第39回研資料集
日本貿易陶磁研究会 18/9 2,160
74301 紀州の近世城郭 発表要旨集
A4判 65頁
紀伊考古学研究会 18/10
756
73718 日本文化財科学会第35回大会 研究発表要旨集 A4判 441頁
日本文化財科学会 18/7 3,240
70213 古墳と『豪族居館』 第23回東北・関東前方後円墳研究会大会 ※バックナンバーもあり
東北・関東前方後円墳研究会 18/1 2,160
70696 琉球王国の近世陶磁器流通 第8回近世陶磁研究会 ※バックナンバーも有（第1・5回絶版）
近世陶磁研究会 18/2 2,030
7121
6123

李健茂 編 新・韓日交渉の考古学 初期鉄器・三国時代・弥生時代研究会

《報告書・その他》
概説 中世の土器・陶磁器 ※初版第7刷（2017年5月）
中世土器研究会 編 真陽社 95/12 4,320
王者のひつぎ 狭山池に運ばれた古墳石棺 A4判 95頁
大阪府立狭山池博物館 18/9
810
74513 キミそっくりな古代人がいたよ 原始・古代の人物表現 平成30年度秋季特別展
安土城考古博物館 18/10 1,836
71443 古代の日本海文化 大邇波の古墳時代 平成30年春季特別展
高槻市立今城塚古代歴史館 18/3
864
2221

74127

《論 集・県 史》
大宰府の研究 B5判 函入 740頁
橿原考古学研究所論集 第17 創立80周年記念論集
71569 松江市史 別編1 松江城
A4判 約1,000頁 函入
74504
73163

大宰府史跡発掘50周年記念論文集刊行会 編 集高志書院

A4判 280頁

18/11

橿原考古学研究所 編 八木書店 18/9
松江市史編集委員会 編 松江市(今井出版)

27,000
23,760

18/3 7,560

《雑 誌・紀 要》
遺跡学研究 第15号 ※バックナンバー在庫有（1号は絶版）
FUSUS 10号 ※バックナンバーの在庫もございます(4～9号)
73339 中世城郭研究 第32号 特集 幕末の城
※バックナンバーもございます
72483 鳥居龍蔵研究 第4号
※3号も再入荷いたしました！
75320
75435

日本遺跡学会
アジア鋳造技術史学会
中世城郭研究会
鳥居龍蔵を語る会

18/11

3,456

18/6 2,160
18/7 3,024
18/3 2,700

《小特集 中国書店さん刊行の書籍》
60169

考古学は科学か 田中良之先生追悼論文集 上下 ※66本の論文掲載

田中良之先生追悼論文集編集委員会編 中国書店

佐藤宏之「更新世の日本列島における自然・資源環境の変動と人類行動の応答」 武末純一「タタキ技法東へ、南へ」
杉本岳史「形態と配列から読み解く「おとし穴状遺構」による狩猟法」 白井久美子「列島の小銅鐸 青銅祭器としての使途
と意義」 谷澤亜里「古墳時代前期における玉類副葬の論理」 坂本豊治「出雲における再生阻止儀礼」
宇野愼敏「北九州市域における古代・中世墳墓にみる階層性と地域性」 李ハヤン「朝鮮時代灰槨墓に関する一考察」
辻田淳一郎 「同型鏡群と倭製鏡」 福田匡朗 「国越古墳の被葬者について」 梅崎惠司「弥生石器の層灰岩」
溝口孝司「過去の記憶とその動員:北部九州弥生時代Ⅴ期を事例として」 坂本豊治「出雲における再生阻止儀礼」 他

東アジア古文化論攷 ※高倉洋先生退官記念。68名の論考を掲載
行動する考古学
A5判 362頁
24592 中国新石器時代の生業と文化
A5判 401頁
43232
41839

16/5 17,280

60169

高倉 洋彰 編 中国書店 14/4 15,120
高倉 洋彰 著 中国書店 14/1 3,888
甲元 眞之 著 中国書店 05/6 6,048

※中国初期における長江と黄河流域の農耕文化を中心にした比較研究の集大成
7453

東チベットの先史社会 四川省チベット自治州における日中共同発掘調査の記録

宮本一夫 高大倫 編 中国書店 13/3

9,072

※ 東チベット先史社会の青銅器文化の年代や社会生活、文化交流の実態を初めて明らかにする。掲載図版500点。
4085

東アジアにおける犁耕発達史

487 西日本の終末期古墳

B5判 348頁

※第1回九州考古学会賞を受賞

武藤軍一郎 著 中国書店 09/9 12,960
下原幸裕 著 中国書店 05/6 14,040

研究の動向と課題 研究の方法と対象資料 終末期古墳の開始 終末期古墳の展開 古墳から古代墳墓へ 終章

図説中国古代銅鏡史(復刻) ※古鏡研究の概説書。91年刊の復刻
19753 中国古代北疆史の考古学的研究
A5判 348頁
74549

Ｂ５判 501頁

孔祥星, 劉一曼 著 中国書店 01/1 8,640

宮本一夫 中国書店 05/6 4,968

※考古資料から、中国先秦時代の北方地域と中原の地域的関係を対立的に復元し、匈奴と漢王朝にいたる歴史構図の前史を解明
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《特価コーナー 青木書店さんの本 2割引》
※青木書店さんの新本流通が4月末で終了となりました。在庫のうち弊社引き受け分（考古学・古代史関連）は2割引でご案内しております
4632

旧石器時代 上 講座日本の考古学1（定価7,560）

A5判 621頁

稲田孝司 佐藤宏之 編 青木書店

10/4 6,048

稲田孝司「旧石器時代の人類史と日本列島」 佐藤宏之「旧石器時代研究の歴史」 早田勉「更新世堆積物とテフラ」
趙哲済「旧石器時代遺跡の地層学」 工藤雄一郎「旧石器時代研究における年代・古環境論」 杉山真二「更新世の植生と環境」
河村善也「更新世の哺乳類」 小野昭「旧石器時代の動物骨・木の利用」 鈴木忠司「旧石器時代遺跡の立地」 他
4870

旧石器時代 下 講座日本の考古学2（定価7,560）

A5判 621頁

稲田孝司 佐藤宏之 編 青木書店

10/6 6,048

大沼克彦「石器の製作技術」 御堂島正「石器の用途」 黒坪一樹「礫石器」 安蒜政雄「石器石材原産地の遺跡」
田村隆「石器石材の需給と集団関係」 稲田孝司「建物遺構」 保坂康夫「礫群」 佐藤宏之「陥し穴猟」 長沼孝「装飾品と顔料」
鈴木次郎「ナイフ形石器文化前半期の居住様式」「ナイフ形石器文化後半期の居住様式」 白石浩之「尖頭器石器群」 他
7576

縄文時代 上 講座日本の考古学3（定価9,180）

泉拓良 今村啓爾 編 青木書店 13/6

A5判 702頁

7,344

泉拓良「縄文文化の展開と地域性」 今村啓爾 「縄文時代研究史」 辻誠一郎「縄文時代の年代と陸域の生態系史」
松島義章「沿岸部の環境変化 低地に記録されている縄文海進」 大塚達朗「縄紋時代のはじまり(草創期)そのアポリア」
勅使河原彰「縄文文化の高揚(前・中期)」 玉田芳英・庄田慎矢「縄文文化の停滞と変質」 他
44624

縄文時代 下 講座日本の考古学4（定価9,180）

泉拓良 今村啓爾 編 青木書店 14/5

A5判 669頁

7,344

松井章「狩猟の対象」 佐藤宏之「狩猟具と施設」 樋泉岳二「漁携の対象」 阿部芳郎「水産資源の利用形態と生業活動」
泉拓良「縄文人の食生活と植物利用」 南川雅男「縄文人の食生活復元」 前山精明「石器の材料・製作・使用」
山田昌久「「縄文時代」に人類は植物をどのように利用したか」 小杉康「葬墓祭制と大規模記念物」 他
3841 考古学からみた倭国 （定価7,560） ※1999年頃からの論文やコラムを1冊にまとめたもの
4570

倭の玉器 玉つくりと倭国の時代 （定価6,480）

A5判 339頁

白石太一郎 著 青木書店 09/6 6,048
河村 好光 著 青木書店 10/3 5,184

序 課題と方法 I部 玉からみた倭の形成 1 ヒスイ勾玉の誕生 2 玉つくりの定着と文化圏連鎖 3 出雲における玉つくり集団の成立
4 北陸西部における玉つくり集団の成立 5 一つの大きな倭の形成 Ⅱ部 倭国の成立展開と玉つくり集団 6 碧玉製品の成立
7 初期倭政権と玉つくり集団 8 転換期政権と朝鮮半島出土碧玉製品 9 王権と東国玉つくり集団 10 倭国と出雲の玉 終章
2226

埴輪群像の考古学 （定価3,024）

A5判 302頁

大阪府立近つ飛鳥博物館 編 青木書店

08/1 2,419

※大阪府立近つ飛鳥博物館で開催の特別展『王権と儀礼』（2005年）に伴って開催された講演会等の記録を書籍化

142 古墳時代の政治構造 前方後円墳からのアプローチ （定価4,104）

A5判 336頁 広瀬和雄ほか著

青木書店 05/6 3,283

広瀬和雄「畿内五大古墳群の特質」 岸本道昭「播磨の前方後円墳とヤマト政権」 宇垣区雅「吉備の首長墓系譜」
大久保徹也「讃岐の古墳時代政治秩序への試論」 中井正幸「濃尾の首長墓系譜の展開と特質」 藤沢敦「陸奥の首長墓系譜」
大久保徹也「前期前方後円墳の築造頻度と規模構成」 中井正幸「二つの前方後方墳 群構成からみた東海の前方後方墳」 他
19391

前方後円墳の起源を考える （定価3,780）

近藤義郎 青木書店 05/6 3,024

A5判 286頁

※前方後円墳に起源に関するここ2、3年（当時）の著者の講演や論考をまとめて書籍化したもの
3571

古代宮都形成過程の研究 （定価5,184）

林部 均 著 青木書店 01/3 4,147

A5判 378頁

※古代宮都の分析から古代における国家形成の大きな画期である律令制の形成を検討
序 古代宮都と考古学 第1部 飛鳥浄御原宮 第2部 藤原宮・藤原京 第3部 古代宮都の廃絶

837 身体表現の考古学 （定価4,320）

終章 古代宮都の成立

光本順 著

A5判 296頁

青木書店 06/7 3,456

※土器や銅鐸に描かれた人、人物埴輪、埋葬施設における副葬品配置などを、身体論的視点から再検証。新たな考古学の理論とケースス
タディから、弥生・古墳時代の人間像・社会像に迫る

655 古代東国の窯業生産の研究 （定価8,640）

渡辺一 著

A5判 550頁

青木書店 06/5 6,912

※東国の地方窯を事例に、その実体と特質を実証的に追求し、日本列島における須恵器生産に関する論をまとめた1冊
第1部 地方窯の成立と技術系譜論 第2部 古代地方窯の精算構造 第3部 古代地方窯の地域的課題
6436
24445

律令期陵墓の成立と都城 古墳文化の成立と社会 2冊組（定価15,120）
古代王権の空間支配（定価3,456） A5判 301頁

今尾文昭 著 青木書店 09/11 12,096
05/6 2,764

広瀬和雄 小路田泰直 編 青木書店

広瀬和雄「畿内五大古墳群の政治的配置」 大久保徹也「〈都市〉の断絶と古墳時代の政治構造」 林部均「飛鳥の諸宮と藤原京の成立」
阿部義平「藤原京・平城京の構造」 水林彪「平城宮=古事記神話世界の形成」 山中章「首都形成史読解への視座」
仁藤敦史「首都平城京 古代貴族の都部観念」 斉藤利男「平泉と鎌倉中世政治都市の形成と展開」 他
1454

日本古代社会と物質文化 （定価12,960）
1部 珠玉の性質

2225
2791
2421

2部 銭貨と腰帯具

秋山浩三 著 青木書店 05/6 10,368

A5判 668頁

3部 副葬・伴出品からみた墳墓

4部 都城・長岡京の土器

古代日本の構造と原理 （定価4,104） A5判 349頁
近藤義郎と学ぶ考古学通論 （定価3,024） A5判 244頁
道路誕生 考古学からみた道づくり （定価3,024）
A5判 230頁

5部 焼物からの視点

08/1 3,283
近藤 義郎 著 青木書店 08/7 2,419
近江俊秀 著 青木書店 08/3 2,419

舘野和巳 小路田泰直 編 青木書店

※著書『古代国家と道路』（2006年青木書店刊）の内容を一般向けに書き下ろした書籍
2103 鑑識眼の科学 認知心理学的アプローチによる考古学者の技能研究 （定価6,804）

銭貨 前近代日本の貨幣と国家 ものから見る日本史（定価3,240）
64825 雑穀 畑作農耕論の地平 ものから見る日本史（定価3,024）
776 雑穀2 粉食文化論の可能性 ものから見る日本史（定価3,240）
345 王統譜 （定価3,240）
1269
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時津裕子
池 享
木村茂光
木村茂光

著
編
編
編

青木書店
青木書店
青木書店
青木書店

07/12

5,443

05/6 2,592
05/6 2,419
05/6 2,592

小路田泰直 広瀬和雄 青木書店 05/10

2,592

古書 （2019 年 1 月以降入荷図書から抜粋）

古書

（2019年1月以降入荷図書から抜粋）

※半年間に商品登録した約2万冊から抜粋しております。
※在庫状況、サイズ・ページ数など詳細はHPをご覧ください。品切れの際は再入荷お知らせメール登録もご利用ください。

【論集】

06416-1

大塚初重先生頌寿記念 考古学論集
日本古代の王権と東アジア
日本古代の地域社会と周縁

36805-3

ヒト・モノ・コトバの人類学 国分直一博士米寿記念論文集

26292-3
06415-3

頌寿記念会 編 東京堂出版 2000 14,040

函表面ヤケによるシミ、本体美本

42885-24

考古聚英 梅澤重昭先生退官記念論文集
馬淵東一著作集 ※全4冊セット 函・本体天面に経年小シミ
論苑 考古学 箱が薄く汚れ 側面に経年による日焼けシミ
日本基層文化論叢 椙山林継先生古稀記念論集
東国古墳文化論攷 上野恵司先生著作集
戦国武将と城 小和田哲男先生古稀記念論集

43232-23

東アジア古文化論攷

45519-3
76184-1
16612-4
05082-2
02623-1

椙山林継先生古稀記念論集刊行会 編 雄山閣 2010/09

上野恵司 著 橘考古学会 編 橘考古学会 2008/05
小和田哲男先生古稀記念論集刊行会 編 サンライズ出版 2014/03

未使用品ですが輸送中に箱と表紙の角が若干潰れてしまっております

22858-6

堅田直先生古希記念論文集
日本の信仰遺跡 奈良国立文化財研究所学報第57冊
日本民族と南方文化 金関丈夫博士古稀記念論文集 箱日焼け
日本と世界の考古学 現代考古学の展開 岩崎卓也先生退官記念論文集

76256-1

講座・日本技術の社会史 本編 ※全8巻セット

22941-6
74135-2
19422-5

各巻本体天面経年による小シミ・薄い汚れ

55475-3

アイヌ文化の成立 宇田川洋先生華甲記念論文集
橿原考古学研究所論集 第十三 創立六十周年記念
橿原考古学研究所論集 第十 創立五十周年記念
物質文化史学論聚 加藤晋平先生喜寿記念論文集
研究論集15 中国古代の銅剣 奈良文化財研究所学報第75冊
吾々の考古学
北近畿の考古学 交流会発足15周年記念誌 天小シミ
先史学・考古学論究5 甲元眞之先生退任記念
東アジア考古学論叢 日中共同研究論文集
日韓文化財論集1 奈良文化財研究所学報第77冊
文化財論叢4 奈良文化財研究所学報第92冊

19830-3

文化財論叢3 奈良国立文化財研究所創立50周年 奈良文化財研究所学報第65冊

02211-3
20498-1
21590-2
03881-1
22671-5
02614-1
22962-3
04565-1
21472-3
55813-4

28804-3

研究論集13 中国古代の葬玉 奈良文化財研究所学報第64冊

15637-3

考古学論叢:藤井祐介君追悼記念

奈良文化財研究所

函一部小シミ、角に潰れ、本体図版頁ヤケによるシミ、うすヤケ等経年感

平井尚志先生古稀記念考古学論攷 第1・2集

15614-6
18580-7
15647-4
36657-3
23884-1

高倉 洋彰 編 中国書店 2014/04 10,260
堅田直先生古希記念論文集刊行会 編 真陽社 1997 7,020
金子裕之 編 奈良国立文化財研究所 1998 3,780
金関丈夫博士古稀記念委員会 編 平凡社 1968/02 5,400
岩崎卓也先生退官記念論文集編集委員会 編 雄山閣 1994/01 6,480
甘粕健ほか 編 日本評論社 1983 8,640
刊行実行委員会 北海道出版企画センター 2004 6,480
橿原考古学研究所 編 吉川弘文館 1998 8,640
橿原考古学研究所 編 吉川弘文館 1988/ 5,400

2001 5,400
龍田考古会 2010/02 12,960
遼寧省文物考古研究所 2006 9,720

奈良文化財研究所 大韓民国国立文化財研究所

32071-3

24158-3

5,400
6,480

両丹考古学研究会 但馬考古学研究会

中世土器研究論集 中世土器研究会20周年記念論集 扉にシャチハタ印跡あり
淡海文化財論叢 第2輯 長谷川嘉和・別所健二さん退任記念

22341-5

10,800

加藤晋平先生喜寿記念論文集刊行委員会 編 北海道出版企画センター 2009/06 10,800
(町田 章) 奈良文化財研究所 2006 10,800
和田晴吾先生還暦記念論集刊行会 2008/05 12,960

78930-1

17654-6

鈴木靖民 編 吉川弘文館 2012/03 9,180
鈴木靖民 編 吉川弘文館 2012/03 8,640
劉 茂源 編 慶友社 1996 5,940
梅澤重昭先生退官記念論文集(呼掛人代表 外山和夫) 2001/03 9,720
馬渕東一 社会思想社 1974/ 10,800
坪井清足さんの古稀を祝う会 編 天山舎 1993 8,640

奥付のページの余白に小さなシワあり

時の絆 石附喜三男先生を偲ぶ 函わずかに小シミ、うすヤケ
福岡大学考古学論集 小田富士雄先生退職記念
古文化論叢 児嶋隆人先生喜寿記念論集 函わずかに汚れ
考古学の諸相 坂詰秀一先生還暦記念論文集
向坂鋼二先生還暦記念論集 地域と考古学
考古論集 河瀬正利先生退官記念論文集 函わずかに汚れ
古文化論叢 伊達先生古稀記念論集

2008 12,960

奈良文化財研究所 2012/10
奈良文化財研究所 2002
奈良文化財研究所 2002
藤井祐介君を偲ぶ会 1980/
中世土器研究会 2001
淡海文化財論叢刊行会 2007
大阪 郵政考古学会 1992
石附喜三男先生を偲ぶ本刊行委員会

小田富士雄先生退職記念事業会

児嶋隆人先生喜寿記念事業会

坂詰秀一先生還暦記念会
向坂鋼二先生還暦記念論集刊行会

河瀬正利先生退官記念事業会
伊達先生古稀記念論集刊行会

16,200
12,960

8,640
5,400
3,780
5,400
7,020
5,400
7,020
7,020
5,400
9,180
9,720

1998
2004
1991
1996
1994
2004
1997 10,800

【単行本】
28229-3

文化財を探る科学の眼 第1期 1〜3巻 全3巻セット

箱のカバーに日焼けと3センチ程度の裂け

54952-24

考古学の方法 新装初版 カバーヤケ 底面マジックによる印消し跡
考古学における層位学入門 考古学選書 42
縄文土器大成 全5巻揃 段ボールの外箱はございません（箱はあり）
縄紋土器研究の新展開
火炎土器の研究 函小口側、本体角に潰れ等わずかに使用感あり。
土器製塩の研究 函経年ヤケ
骨角器集成 東京国立博物館所蔵

22349-2

縄文時代の植物採集活動 野生根茎類食料化の民俗考古学的研究

18944-5
02122-9
19111-4
03362-4
00217-8
18322-6

22715-2
03368-5

サヌカイトと先史社会
弥生変革期の考古学
－ 16 －

カバーの端小汚れ

平尾 良光 ・川岸 良二 国土社 1998
V・G・チャイルド著 近藤義郎訳 河出書房新社

エドワード・ハリス 著 小沢 一雅 訳

4,104

1994 2,700

雄山閣 1995/10

2,700

芹沢長介 坪井清足 監修 講談社 1981/ 35,640

大塚 達朗 著 同成社 2000/12 10,800
2004/05 8,640
近藤義郎 著 青木書店 1984/ 8,640
東京国立博物館 2009/03 3,780
山本 直人 著 溪水社 2002 2,160
竹広 文明 溪水社 2003 5,400
藤尾 慎一郎 著 同成社 2003/11 6,480

新潟県立歴史博物館 編 同成社

78935-1

弥生土器の様式と編年 東海編
弥生土器の様式と編年 近畿編1
石弾・土弾 人文学舎小品集 1 ホチキス部分錆によるシミ 表紙端部ヤケによる弱い退色
古鏡の研究 復刻版 函全面、本体天小口に小シミ、ヤケ等経年感
美濃・飛騨の古墳とその社会 東海の古代 1
増補 鑑鏡の研究
宇陀の古墳文化
大王のひつぎ海をゆく 謎に挑んだ古代船
古代東アジアの鉄と倭
古代馬具からみた韓半島と日本 ものが語る歴史15
古墳時代政治史序説
古代関東の須恵器と瓦
古代玉作形成史の研究 箱に経年による若干のヤケと小キズ、薄いシミ有
古墳時代の日朝関係 新羅・百済・大加耶と倭の交渉史
前方後円墳集成 東北・関東編
前方後円墳集成 中部編
前方後円墳集成 中国・四国編
弥生・古墳時代 埴輪 考古資料大観 第4巻
日本古玉器雑攷
日本古代の都城と建築 箱に経年による細かなシミ
古代日本の東アジア交流史
日本古代の運河と水上交通
古代山国の交通と社会
蘇我氏の研究 日本古代氏族研究叢書5
文字表現の獲得 文字と古代日本 5
東北「海道」の古代史
平城京1300年「全検証」 奈良の都を木簡からよみ解く
武蔵国分寺古瓦摶文字考 箱の端が若干傷み

25956-3

飛鳥時代寺院址の研究 復刻 全3冊揃

04599-10

06654-8
76887-1
55770-5
03374-3
18125-1
23791-5
00768-1
36806-4
02307-3
18170-8
03373-5
10103-3
42208-16

05995-6
05994-5
05996-4
02877-3
67839-2
78379-1
62903-30
53343-34
07679-11

62988-5
00465-2
38278-1
04627-1

64897-2
23609-1
39078-2
23604-3

復刻版2刷り。全冊函にヤケ、小汚れ、本体扉やカバーにヤケによるシミ等やや経年傷み

日本古代の村落と農民支配 箱に若干のヤケ有
日本古代国造制の研究
東北古代史の基礎的研究 天面に数点小さなシミ有 箱に経年によるヤケ有
古代地方官衙遺跡の研究 天面と小口、地に茶色いシミ有

22770-1

日本古代都城の研究 ポテンティア叢書 46 天面と小口に数点の茶シミ有 小口に汚れ有

04292-1

鉄と銅の生産の歴史 増補改訂版 古代から近世初頭にいたる 金・銀・鉛も含めて

31269-2
31268-2
50130-2
77981-1
76270-1
39128-5
06463-1
75970-1
52382-11

10211-2
76845-1
05873-4
07265-1
77584-1
07961-3
02602-1
05603-2
20874-1
78421-1
06233-1
77578-1
07662-10

古代出土文字資料の研究
古代東国地域史と出土文字資料
日本古代労働力編成の研究 箱に経年による薄いヤケ、シミ有
環オホーツク海古代文化の研究
日本古代音楽史論
考古資料にみる 古代と中世の歴史と社会 扉に寄贈サイン跡（宛名部分のみ消してあります）
日本古代の賤民 同成社古代史選書10
古代東アジアの文化交流 天小口小シミ

日本古代都城制と城柵の研究
鬼面紋瓦の研究 函経年ヤケ・小シミ・薄い汚れ
講座 日本の封建都市 全3巻揃 箱日焼け
戦国時代の考古学
海の豪族と湊と 田中久夫 歴史民俗学論集2
中世の〈遊女〉 : 生業と身分
荘園史研究ハンドブック
戦国大名北条氏 中世東国の世界3
仏教考古学と地域史研究 中世人の信仰生活
中世村落と地域性の考古学的研究
描かれたザビエルと戦国日本 : 西欧画家のアジア認識
アジアン戦国大名大友氏の研究
中世荘園制と鎌倉幕府
中世社会への視角
－ 17 －

加納俊介 石黒立人 編 木耳社

2002/06

4,320

寺沢薫 森岡秀人 編 木耳社 1989/ 3,780

八幡一郎 人文学舎 1979/
富岡謙蔵 臨川書店 1974/
八賀 晋 著 同成社 2001/07
梅原末治 臨川書店 1975/

2,700
12,960

4,104
16,200

1996 2,160
2006 2,160
溪水社 2001 10,800

楠元哲夫 楠元哲夫氏追悼著作集刊行会
読売新聞西部本社大王のひつぎ実験航海実行委員会 編

海鳥社

東 潮
張 允禎 著 同成社 2008/03 2,376
川西宏幸 塙書房 1988/ 6,480
酒井 清治 著 同成社 2002/04 10,800
寺原光晴 著 吉川弘文館 1980/ 7,560
高田
近藤
近藤
近藤

貫太
義郎
義郎
義郎

著
編
編
編

吉川弘文館
山川出版社
山川出版社
山川出版社

1992/02

12,960
17,280
15,120

1991/03

9,720

2014/03
1994/02

30,240
吉川弘文館 1971/ 15,120
澤村仁 著 中央公論美術出版 1995 4,104
一瀬和夫 車崎正彦 編 小学館

2004/05

鈴木靖民 著 勉誠出版 2016/11 5,940
6,480
鈴木靖民 吉村武彦 加藤友康 編 八木書店 2013/06 5,940
平林 章仁 著 雄山閣 2016/11 3,780
平川南 沖森卓也 栄原永遠男 編 吉川弘文館 2006/02 2,592
平川 南 著 岩波書店 2012/06 2,160
渡辺晃宏 著 柏書房 2010/04 2,376
大川清 小宮山書店 1958 19,440
石田茂作 著 第一書房 1977/ 12,960
小林昌二 著 塙書房 2000 4,320
篠川 賢 著 吉川弘文館 1996/05 6,480
氏家和典 東北プリント 1988/ 6,480
山中 敏史 著 塙書房 1994/03 4,320
山中 章 著 柏書房 1997 3,240
佐々木 稔 編著 赤沼 英男 (他)著 雄山閣 2009/11 2,484
高島 英之 著 東京堂出版 2000 7,560
高島 英之 著
東京堂出版 2006 5,400
櫛木謙周 塙書房 1996/10 4,320
菊池俊彦 著 北海道大学図書刊行会 2004/01 3,240
荻美津夫 著 吉川弘文館 1978 5,400
宇野隆夫 真陽社 1989/ 4,320
磯村 幸男 著 同成社 2012/03 3,456
井上秀雄 著 渓水社 1993/01 3,240
阿部 義平 著 吉川弘文館 2015/03 5,400
井内古文化研究室 1968/ 10,800
豊田武, 原田伴彦, 矢守一彦 編 文一総合出版 1981 3,780
鈴木靖民 川尻秋生 鐘江宏之 編 八木書店 2015/05

萩原三雄 小野正敏 編 高志書院

2003/05

12,960

田中 久夫 編 岩田書院 2013/01 6,480
辻浩和 著 京都大学学術出版会 2017/01 3,240
荘園史研究会 編 東京堂出版 2013/10 3,024
浅野晴樹 齋藤慎一 編 高志書院 2008/05 3,780
水澤幸一 著 高志書院 2011/04 4,860
鋤柄 俊夫 著 大巧社 1999 7,560
鹿毛敏夫 編 勉誠出版 2017/01 1,944
鹿毛 敏夫 著 吉川弘文館 2011/11 6,480
高橋一樹 著 塙書房 2004/01 9,180
橋口 定志 編 高志書院 2013/05 4,320

44564-4

東京国立博物館所蔵 板碑集成
近世日本の統治と改革
近世の朝廷制度と朝幕関係
近世百姓の印と村社会 近世史研究叢書 29
近世の領主支配と村落
戦国大名の外交と都市・流通 豊後大友氏と東アジア世界 思文閣史学叢書
近世飛騨林業の展開 : 生業・資源・環境の視点から
江戸文化の考古学 カバーの端に小さな傷 扉にシャチハタ印跡あり
キリシタン大名 布教・政策・信仰の実相
伝統都市・江戸
近世の出土銭1 論考篇

77969-1

予會々英國倫敦に在り 欧亜往還 西本願寺留学生・大谷探検隊の100年

55131-3
07808-1
77583-1
77646-1
77577-1
00554-2
58936-2
03122-3
68305-3
06943-1

01913-1
75884-1
71970-2
75793-1
06142-2
63167-4
00260-4
05443-2
75903-1

シルクロードの壁画 東西文化の交流を探る
石に刻まれた証言 柴田勝家顕彰碑と明治の群像
講座文明と環境 ※全15冊セット
志か(鹿) 増訂版 扉に著者の寄贈サイン
史料としての『日本書記』 津田左右吉を読みなおす
八幡一郎著作集 ※全6冊セット
日本原始古代の住居建築 表紙に細かな傷と背にシール跡
北東アジアの歴史と文化
日本原始織物の研究 天面と小口に若干の茶シミ有 箱背下部に若干の潰れ有

75785-1

日本思想大系 全67巻セット

43236-3

明治時代平城宮跡保存運動史料集 棚田嘉十郎聞書・溝辺文四郎日記 奈良文化財研究所史料第87冊

箱にヤケとシミ、イタミ有 表紙にシミ有 天面と小口に若干の茶シミ有

36653-2

埋蔵文化財の保存・活用における遺構露出展示の成果と課題

78530-1

文化的景観の持続可能性 生きた関係を継承するための整備と活用 奈良文化財研究所研究報告第7冊

57898-2

日本民俗大辞典 上巻、下巻 2巻セット
国別藩と城下町の事典 第3版
図説 中世城郭事典 第1〜3巻 ※3巻セット 箱若干経年汚れ
事典 人と動物の考古学
東アジア考古学辞典 箱やや日焼け
古墳文化基礎資料 日本横穴地名表 箱に経年によるヤケ有

26214-4

国史大辞典 全17冊揃

78283-1
77304-1
39138-1
05266-6
01600-4

02485-1
56986-2
00459-3

76611-1
59027-2
16780-3
29623-2
51943-5
18680-1
55067-3
76593-1
10288-11

51606-5
48780-5
30700-8
19855-4
20608-5
54848-2
76807-1
26375-6
37543-2
37542-2
16859-1
76834-1

東京国立博物館 2004/03 4,320
大石 学 著 吉川弘文館 2013/07 6,480
村和明 著 東京大学出版会 201301 4,320
千葉真由美 著 岩田書院 2012 4,860
松本寿三郎 著 清文堂出版 2004/01 7,020
鹿毛敏夫 著 思文閣出版 2006/02 2,268
高橋伸拓 著 岩田書院 2011 4,860
江戸遺跡研究会 編 吉川弘文館 2000/08 4,104
五野井隆史 監修 宮帯出版社 2017/09 3,240
吉田 伸之 著 東京大学出版会 2012/07 4,104
永井久美男 編 兵庫埋蔵銭調査会 1997/10 9,720
片山章雄編 大谷記念館 2004 3,780
文化遺産協力センター 編 言叢社 2007/03 4,104
菱谷全良 福井県教科書供給所 2004 1,620
梅原猛 他 編 1995 12,960
川瀬善太郎著 大日本山林会 1926/ 6,480
新川登亀男 早川万年 編 勉誠出版 2011/10 3,780
江上波夫ほか 編 雄山閣 1979/ 8,640
宮本長二郎

中央公論美術出版

菊池 俊彦 編 北海道大学出版会

1996 19,440
2011/01

岩波書店 1970/ 32,400
奈良文化財研究所 2011 4,320
奈良文化財研究所 2009 4,104
奈良文化財研究所 2011 2,700
福田アジオ [ほか]編 吉川弘文館 1999/01 9,720
二木 謙一 監修 東京堂出版 2009 3,780
村田 修三 編

新人物往来社 1987/ 21,600

2010/11 1,944
西谷正 編 東京堂 2007 14,040
斎藤忠・杉山博久編 吉川弘文館 1983/ 5,400

西本豊弘 新美倫子 編 吉川弘文館

全巻函に小シミ、小キズ、汚れ、本体天小口や図版頁一部に小シミ等経年感あり 国史大辞典編集委員会 編 吉川弘文館 1979/

事典 陵墓参考地 もうひとつの天皇陵
環境考古学ハンドブック
日本古代史大辞典 箱やや汚れ 見開きに古書店のシール
【資料集・研究報告】
日本刀大鑑 外装総論
梅原考古資料目録 朝鮮之部

15,120

外池 昇 著 吉川弘文館 2005/06 7,020
安田喜憲編 朝倉書店 2004/01 15,120
大和書房 2006 5,400
末永雅雄 末永雅雄
東洋学術協会 東洋文庫

1971/
1966/

勝坂式土器資料図 勝坂遺跡 勝坂遺跡を中心とした考古遺物 函角に小潰れ 江藤昭 編著 縄文文化研究会 1988/
韓国の倭城と大坂城 資料集 国際シンポジウム 数ページに黒ボールペンによる書き込み 倭城・大坂城国際シンポ実行委員会 2005
北陸の漆器考古学 中世とその前後 第10回北陸中世土器研究会記念特集号
北陸中世土器研究会 1997/11
中世北陸の石塔・石仏 第13回北陸中世土器研究会 背ヤケ
北陸中世土器研究会 2000
中世北陸の井戸 第14回北陸中世考古学研究会 資料集 背うすヤケ
北陸中世考古学研究会 2001
第10回全国城跡等石垣整備調査研究会 記録集
姫路市教育委員会 姫路市立城郭研究室 2013
シンポジウム2 東日本における古墳出現過程の再検討 日本考古学協会1993年度新潟大会 背や表裏表紙に小シミ、ヤケ
日本考古学協会新潟大会実行委員会 1993
古代庭園研究1 古墳時代以前〜奈良時代 奈良文化財研究所学報第74冊
奈良文化財研究所 2006
古代瓦研究2 山田寺式軒瓦の成立と展開 古代瓦研究会シンポジウム記録
奈良文化財研究所 2005
古代の官衙遺跡2 遺物・遺跡編
奈良文化財研究所 2004
郡衙周辺寺院の研究 因幡国気多郡衙と周辺寺院の分析を中心に
奈良文化財研究所 2006
古代の官衙遺跡1 遺構編
奈良文化財研究所 2003
北浦定政関係資料 松の落ち葉2 奈良文化財研究所史料第65冊
奈良文化財研究所 2004
北浦定政関係資料 奈良文化財研究所史料第45冊
奈良文化財研究所 1997
評制下荷札木簡集成 奈良文化財研究所史料第76冊
奈良文化財研究所 2006
黄冶唐三彩窯の考古新発見 奈良文化財研究所史料第73冊
奈良文化財研究所 2006
鞏義黄冶唐三彩 奈良文化財研究所史料第61冊
奈良文化財研究所 2003
法隆寺古絵図集 奈良文化財研究所史料第55冊
奈良文化財研究所 2001
北浦定政関係資料 松の落ち葉1 奈良文化財研究所史料第62冊
奈良文化財研究所 2003
－ 18 －

4,320

岡村吉右衛門 著 文化出版局 1973/ 12,960

5,400
5,400
7,560
4,104
8,640
4,320
5,400
3,024
6,480
16,200

8,640
5,940
5,400
5,400
4,860
4,860
4,320
4,320
4,320
4,320
3,780

28358-3

法隆寺考古資料 奈良文化財研究所史料第56冊
郡衙正倉の成立と変遷

10545-4

木器集成図録 近畿原始篇 奈良国立文化財研究所史料第36冊 解説冊子の側面に2か所小さな汚れがございます

55613-3

60520-3

発掘庭園資料 奈良国立文化財研究所史料第48冊

38348-2

律令国家の地方末端支配機構をめぐって 研究集会の記録

32974-4

村の城を考える

表紙の端に若干シワ

第12回全国城郭研究者セミナー 表紙日焼け 追加資料の端に経年シミ

44767-2

海と城の中世 小鹿嶋、脇本城

17990-14

古墳時代の豪族居館をめぐる諸問題

77686-1

江戸の地図 館蔵地図目録 1

東北中世考古学会第10回研究大会資料集 表紙の端と追加資料の端に経年シミ

第8回東日本埋蔵文化財研究会 背うすヤケ、天わずかに小シミ

東京都江戸東京博物館調査報告書第20集 増補改訂版

10323-7

断夫山古墳とその時代 第6回東海埋蔵文化財研究会

22035-6

土器・墓が語る 美濃の独自性 弥生から古墳へ 第6回東海考古学フォーラム 岐阜大会 背ヤケ、天わずかに小シミ

00446-3

表象としての鉄器副葬 第7回鉄器文化研究集会
中部高地の尖頭器文化 2冊セット
近世城下町の諸相 長浜町遺跡の調査成果から 発表資料
最北の前方後円墳 角塚古墳シンポジウム
第4回全国城跡等石垣整備調査研究会 資料集
第4回全国城跡等石垣整備調査研究会 記録集
第6回全国城跡等石垣整備調査研究会資料集
墓場の考古学 第13回東海考古学フォーラム

19637-10

東海の横穴墓

02121-4

静岡県の横穴式石室

21487-5

織豊期城郭の瓦

20407-1

桜町遺跡縄文土器検討会資料集 縄文時代中末期・後期初頭について

26907-3
77142-1
33366-2
47300-2
77220-1
77221-1
77165-1

静岡県考古学会2000年度シンポジウム 背ヤケ 表紙に若干経年シミ 当日の追加資料付き

豊織期城郭資料集成1 表紙にヒヤケと経年シミ 巻末に関連新聞記事糊付け

20574-6

移動を支えた人と場・道 古代交通研究会第19回大会資料集
古代の陶硯をめぐる諸問題

24121-1

前方後円墳を考える 研究発表要旨 古代学協会四国支部第14回大会 背わずかに小シミ、表紙角に小折れ跡

66784-84

19964-6

日本における洞穴遺跡の構造論的研究 背ヤケ、天小シミ
継体大王即位1500周年 公式記録
群馬県内の横穴式石室3(中毛編) 群馬県古墳時代研究会資料集第5集

01703-5

九州島における中期古墳の再検討 発表要旨・資料集

21423-2
75769-1

第10回九州前方後円墳研究会

追加資料付き

34713-4

前期古墳の再検討 発表要旨・資料集 第9回九州前方後円墳研究会 裏表紙わずかに汚れ
守屋孝蔵蒐集 漢鏡と隋唐鏡図録 函に小シミ、本体表裏表紙や扉にヤケによるシミ等経年感

53450-2

シンポジウム 美濃の後期古墳 岐阜県考古学会の現状を探る 企画展「美濃平野のあけぼの」関連イベント

00751-5

16830-2
21681-5
18921-5
28910-2
76177-1
04992-1
18587-5
76803-1
02217-5
35968-4
18779-3
02933-4
33687-3
77231-1
55987-5
77232-1
77230-1
29054-1
25877-2
20945-2
01773-4
51931-2
60184-3
17488-4

奈良文化財研究所 2002 3,780
2000 5,400
奈良国立文化財研究所 1993 21,600
奈良国立文化財研究所 1998 9,720
奈良国立文化財研究所 1998 4,860
同実行委員会 1995 1,944
東北中世考古学会 2004/09 2,700
1998 6,480
東京都江戸東京博物館 2009 3,024
東海埋蔵文化財研究会 1989/ 3,240
東海考古学フォーラム岐阜大会実行委員会 1998 4,860
鉄器文化研究会 2000 4,860
長野県考古学会旧石器研究部会 1989/ 5,400
長浜文化財シンポジウム実行委員会 2000/07 2,160
丹沢町教育委員会 1998 3,024
第6回全国城跡等石垣整備調査研究会実行委員会事務局 2007 3,240
第6回全国城跡等石垣整備調査研究会実行委員会事務局 2007 2,160
第6回全国城跡等石垣整備調査研究会開催地事務局 2009 3,240
第13回東海考古学フォーラム実行委員会 2006 5,400
静岡県考古学会シンポジウム実行委員会 2001 4,860
静岡県考古学会 2003 8,640
織豊期城郭研究会 1994 4,860
小矢部市教育委員会 2006 4,320
古代交通研究会 2017/06 2,160
古代官衙・集落研究会 2003 4,860
古代学協会四国支部 2000 2,592
研究代表 麻生優(愛知学院大学文学部) 1998 3,780
継体大王即位1500周年記念事業実行委員会 2008 2,592
群馬県古墳時代研究会 2000 3,024
九州前方後円墳研究会 2007 6,480
九州前方後円墳研究会 2006 5,400
京都国立博物館 1971/ 10,800
岐阜県歴史博物館 1991/01 3,240
関西縄文文化研究会 2000 7,020
関西縄文文化研究会 2001 6,480
関西縄文文化研究会 2002 5,400
茨城県考古学境界 1991 3,240
愛媛県歴史文化博物館 2005 2,376
奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター

関西の縄文墓地 葬り葬られた関西縄文人 第2回関西縄文文化研究会
関西縄文時代の生業関係遺溝 獲得・加工・貯蔵・廃棄の諸相 第3回関西縄文文化研究会
縄文時代の石器 関西の縄文草創期・早期 第4回関西縄文文化研究会

関東横穴墓遺跡検討会資料 表紙と扉の端日焼け
伊予陶磁器関係資料 三間焼窯道具 愛媛県歴史文化博物館資料目録第13集
須恵器集成 3 西日本編 箱の側面に細かなシミ
古代の土師器生産と焼成遺構
文化的資産としての名勝地

東日本埋蔵文化財研究会群馬県実行委員会 群馬県考古学研究所

東京国立博物館 編 便利堂 1998 10,800

9,720
3,240
8,640
3,024
6,480
5,400
4,104
3,024
4,860
4,104
4,860
2,700
4,104
3,780
5,400
木造建築研究フォラム 2000/01 4,104
内川隆志 2013 4,320
奈良文化財研究所埋蔵文化財センター 沢田正昭 2003 4,860

窯跡研究会 編 真陽社 1997
平澤毅 奈良文化財研究所 2010
古墳から見た列島東縁世界の形成 総武・常総の内海をめぐる古墳文化の相剋 千葉大学考古学研究叢書2
白井久美子 千葉大学考古学研究室 2002
古墳時代首長系譜変動パターンの比較研究
都出比呂志 大阪大学文学部考古学研究室 1999
青森県石亀遺跡における亀ヶ岡文化の研究 古代学研究所研究報告第5輯 渡辺誠 南博史共 編 古代學協會 1997
古代造瓦組織の研究 側面に細かなシミ 紙カバー欠 扉に著者寄贈紙糊付け 大川清 日本窯業史研究所 2002/11
韓国の竪穴住居とその集落 日本文化班資料集3
大貫静夫 編 国際日本文化センター千代田研究室 2001
環日本海北回廊の考古学的研究1 ヤミフタ遺跡発掘調査報告書 東京大学常呂実習施設研究報告 第11集
2014
東海地域における古代中世窯業生産史の研究 箱入りハードカバー版 箱に大きめの経年日焼けによる変色
柴垣勇夫 真陽社 2003
黒曜石の流通と消費からみた環日本海北部地域における更新世人類社会の形成と変容2
2014
黒曜石の流通と消費からみた環日本海北部地域における更新世人類社会の形成と変容3 吉井沢遺跡の研究
2014
日韓古代における埋葬法の比較研究
研究代表者 小林謙一 奈良国立文化財研究所 2000
間宮海峡先史文化の復元と日本列島への文化的影響 東京大学所実習施設研究報告第2集
2005
中国地方古代・中世村落の歴史的景観の復原的研究
河瀬正利編 安間拓巳 上栫武 大澤正己ほか 2004
渡来遺物からみた古代日韓交流の考古学的研究
和田晴吾 編 2007
大貫静夫 監修 福田正宏, シェフコムード, I. Ya., 森先一貴, 熊木俊朗 編 東京大学大学院人文社会系研究科附属北海文化研究常呂実習施設

佐藤宏之 出穂雅実 編 東京大学大学院人文社会系研究科附属北海文化研究常呂実習施設

佐藤宏之 山田哲 東京大学大学院人文社会系研究科附属北海文化研究常呂実習施設

熊木俊朗 福田正宏 編 東京大学大学院人文社会系研究科附属北海文化研究所実習施設

先史時代の木造建築技術 第37回公開フォラム
静嘉堂文庫蔵 松浦武四郎 蒐集古物目録
考古科学の総合的研究 研究成果報告書
－ 19 －

29649-2

古代東アジアの造瓦技術 奈良文化財研究所研究報告第3冊
古代東アジアの金属製容器2 (朝鮮・日本編) 奈良文化財研究所史料第71冊
古代東アジアの金属製容器1 (中国編) 奈良文化財研究所史料第68冊
平城京出土 古代官銭集成1
キトラ古墳天文図 星座写真資料 奈良文化財研究所研究報告第16冊
河南省鞏義市白河窯跡の発掘調査概報 奈良文化財研究所研究報告第11冊
古代都城の儀礼空間と構造 古代都城制研究集会第1回報告集
日本出土青銅器の材質分析による編年研究
遊牧騎馬民族文化の生成と発展過程の考古学的研究 表紙小シミ
わが国鋳銭技術の史的検討
古代東アジアにおける造瓦技術の変遷と伝播
大青山一帯の北魏城址の研究
漆工房と漆紙文書・木簡の研究

10059-3

大和宇陀地域における古墳の研究

48771-5
45517-4
52599-2
48779-3
59932-32

48612-4
10347-4
76902-1
56388-2
76819-1
48785-3
77965-1

表紙の端が部分的に日焼けにより退色 側面に小シミ

63161-2

【図録】
人の来た道 東アジアの旧石器時代と宮崎 国際交流展
岩宿時代の東西交流 瀬戸内技法と上白井西伊熊遺跡 第52回企画展
じょうもん天地人 やまがた前期縄文文化の考古学
西四国の縄文文化 平成13年度企画展
大地に刻まれた藤沢の歴史2 縄文時代

56361-43

綾羅木郷遺跡とその時代 環濠集落 事始め 平成27年度 開館20周年記念特別展

07094-1
44775-3
04178-14

27891-3

33129-1

新宮宮内遺跡の時代 たつの市立埋蔵文化財センター図録14
特別展 キトラ古墳壁画
鏡の時代 銅鏡百枚 平成7年度春季特別展
天理の古墳 100
倭五王海を渡る 平成27年秋季特別展
東アジア金属工芸史の研究8 貫前神社蔵鏡図録 飛鳥資料館研究図録第8冊
東アジア金属工芸史の研究5 対馬の鏡 飛鳥資料館研究図録第5冊

59933-123

やまとのみやけと女性司祭者 史跡 島の山古墳発掘20年 特別展図録第85冊 平成28年度春季特別展

78839-1
47740-21

10518-4
52388-33
57761-67

28842-3

05146-5

尾張の大型古墳群 国史跡 志段味古墳群の実像
豪族居館三ツ寺?遺跡のすべて 出土品を総覧する 第19回特別展

51899-4

玄界灘続倭人伝 末盧・伊都・奴の古墳文化

52138-240

平成24年度 伊都国歴史博物館秋季特別展

07937-13

木器集成図録 近畿古代篇 奈良国立文化財研究所史料第27冊
那須官衙の時代 律令期地域社会の移り変わり 第23回特別展図録
考古学からみた推古朝 平成25年度秋季特別展

79001-1

シンポジウム「武蔵武士と寺院」

10546-3
56720-43

埼玉県立嵐山史跡の博物館企画展関連事業資料集 記念講演と説経節上演

62482-91

近江三都物語 大津宮・紫香楽宮・保良宮 平成26年冬季特別展
蘇我氏を掘る 特別展図録第86冊 平成28年度秋季特別展

08026-6

考古学からみた日本の古代国家と古代文化 近つ飛鳥博物館展示ガイドブック もうひとつの飛鳥からみた日本の古代

78847-1

64695-3

古代出雲の壮大なる交流 神々の国を往来した人と文物
平泉 みちのくの浄土
大地に刻まれた藤沢の歴史5 古代

59066-6

玄界灘の波濤を越えて 海が結ぶ人と文化 平成27年度 伊都国歴史博物館秋季特別展

05555-3
78443-1

28714-6

出雲 聖地の至宝 特別展 古事記1300年 出雲大社遷宮
火の神生命の神 古代のカマド信仰をさぐる
平城京 奈良の都のまつりごととくらし

78455-1

印西市歴史読本 印西地域の歴史 中世・近世編 鎌倉時代から江戸時代まで

52774-7
06399-6

77493-1

戦国時代展 A Century of Dreams
南蛮美術の光と影 泰西王侯騎馬図屏風の謎
国宝 上杉家文書 図説 古文書が語りはじめた
天草・島原の乱 徳川幕府を震撼とさせた120日 八代の歴史と文化シリーズ12
徳川四天王の城 桑名城絵図展
戦国大名とナンバー2 : 直江兼続生誕450年 初夏の特別展

08190-22

よみがえる小田原城 史跡整備30年の歩み 平成25年度 小田原城天守閣特別展

78053-1
77551-1
51648-2
77538-1
76356-1

05201-1
15832-4
77517-1

室町最後の将軍 足利義昭と織田信長 平成22年度秋季特別展
掘り出された都市 江戸・長崎・アムステルダム・ロンドン・ニューヨーク
西条祭礼絵巻 : 近世伊予の祭礼風流
－ 20 －

奈良文化財研究所 2010
奈良文化財研究所 2005/03
奈良文化財研究所 2004/03
奈良文化財研究所 2004
奈良文化財研究所 2016/03
奈良文化財研究所 2013
奈良国立文化財研究所 1996
町田章(奈良国立文化財研究所) 1988/

大手前女子大学文学部 1998
松村恵司 栄原永遠男 2003
山崎信二 2009
2013
2006
宇陀古墳文化研究会 1993

佐川英治(東京大学大学院人文社会系)

研究代表者 名古屋大学大学院 古尾谷知浩

11,880
10,800
10,800

5,400
3,024
2,700
4,320
3,024
3,240
5,400
5,400
4,104
4,104
4,860

西都原考古博物館 2012/10 1,512
岩宿博物館 2011 1,080
うきたむ風土記の丘考古資料館 2009/10 2,160
愛媛県歴史文化博物館 2001 2,160
藤沢市教育委員会 2009 1,512
下関市立考古博物館 2015/09 1,296
たつの市立埋蔵文化財センター 2017 1,080
2014 2,700
大阪府立近つ飛鳥博物館 1995/04 2,700
天理市教育委員会 2015/01 2,160
安土城考古博物館 2015/10 1,620
奈良文化財研究所 飛鳥資料館 2006 1,620
奈良文化財研究所 飛鳥資料館 2004 1,620
橿原考古学研究所附属博物館 2016/04 1,512
深谷 淳 名古屋市教育委員会文化財保護室 六一書房 2015/03 1,512
かみつけの里博物館 2010/09 1,512
伊都国歴史資料館 2012/01 1,296
奈良国立文化財研究所 1985/ 8,100
2015/09 1,728
近つ飛鳥博物館 2013/10 1,728
「武蔵武士と寺院」シンポジウム実行委員会 2006 1,620
滋賀県立安土城考古博物館 2014 1,512
橿原考古学研究所附属博物館 2016/10 1,404
近つ飛鳥博物館 2013/09 1,296
島根県立古代出雲歴史博物館 2011/03 1,296
NHK仙台放送局 2008 1,296
藤沢市教育委員会 2015 1,188
伊都国歴史博物館 2015/10 1,080
島根県立古代出雲歴史博物館 2012/01 1,080
横浜市歴史博物館 2012/01 1,080
奈良文化財研究所 2010 1,080
印西市教育委員会 2011 1,080
2016 3,240
日本経済新聞社 2011 2,700
米沢市上杉博物館 2003 2,700
八代市立博物館未来の森ミュージアム 2002 2,700
桑名市博物館 2016 2,592
米沢市上杉博物館 2010 2,376
小田原城天守閣 2013/10 2,160
安土城考古博物館 2010/10 2,160
東京都江戸東京博物館 1996 2,160
福原敏男 著 西条市総合文化会館 2012 1,944
文化庁 東京国立博物館 奈良文化財研究所 朝日新聞社 編 朝日新聞社

栃木県立なす風土記の丘資料館 大田原市なす風土記の丘湯津上資料館

東京都江戸東京博物館 京都府京都文化博物館 他 編 読売新聞社

04245-2

肥前名護屋城と「天下人」秀吉の城 特別企画展 背ヤケ有

76387-1

再現 播磨の中世城郭 : 描かれた中世山城の世界

24413-2
77466-1
62481-22

44374-2
77045-1
74748-2
04312-1
01380-2
77557-1
77540-2

たつの市立埋蔵文化財センター図録3

是非に及ばず 本能寺の変を考える 平成13年度秋季特別展
江戸の旅 たどる道、えがかれる風景
江戸時代の兵庫津 兵庫県立考古博物館特別展図録
秀吉と城 2005年度特別企画展
今治城見聞録 : 四百年の歴史を紡ぐ海のお城の物語
秀吉・織部と上田宗箇 よみがえる桃山の茶
唐沢山城と佐野氏 佐野市制5周年記念 第52回企画展
戦国の城をさぐる 松戸市根木内歴史公園開園記念企画展 背に若干のヤケ有
南蛮 : 東西交流の精華 特別展
江戸の街道 絵図でたどる宿場と関所 特別展にっぽん歴史街道

04162-4

戦国の城 安土城への道 特別史跡安土城跡発掘調査20周年記念 平成21年度秋季特別展

77682-1

吉田城と城下町 : 豊橋市制施行100周年記念事業・築城500年記念展

30582-2

高崎藩の考古学 近世城郭、城下町を読み解く 第13回特別展

33154-1

よみがえる上杉文化 上杉謙信とその時代 新潟県立歴史博物館開館1周年記念展 表裏表紙擦れ

78192-1

二条城 黒書院障壁画と幕末の古写真

33158-2

描かれた郡山城展 絵図にみる戦国の城と城下町

77562-1
77570-1
06734-2
76977-1
76261-1
69050-6
50920-2
77537-1
76274-1
38435-13
38434-10
22762-12

54022-7
38414-16
43229-24

76273-1
76272-1
77568-1
77571-1
21668-2
77490-1

裏表紙端に若干の茶シミ有

天面と小口に若干のヤケ有
吉田町歴史民俗資料館秋の特別展図録6

徳川慶喜 没後100年
みゆきのあと 明治天皇と多摩
アルケオメトリア 考古遺物と美術工芸品を科学の眼で透かし見る
神々の国 悠久の遺産 古代出雲文化展 特別図録
先史・アフリカ・オセアニア美術 大系世界の美術 第1巻
魚沼地方の先史文化 津南学叢書第23輯
なにが分かるか、社寺境内図
石山寺縁起絵巻の全貌
野趣の美 古唐津の流れ 桃山から江戸
東京国立博物館図版目録 中国陶磁篇2
東京国立博物館図版目録 中国陶磁篇1
朝鮮陶磁篇 (土器・緑釉陶器) 東京国立博物館図版目録
大谷探検隊将来品篇 東京国立博物館図版目録 カバーに経年によるヤケと小破れ有
キリシタン関係遺品篇 増補改訂版 東京国立博物館図版目録
静嘉堂蔵 松浦武四郎コレクション
柿右衛門 その様式の全容 平成11年度特別企画展
福岡の陶磁展 平成4年度特別企画
桃山時代の狩野派 永徳の後継者たち
将軍家綱・綱吉と宮廷の美 元禄の世へ
桃山陶の華麗な世界 愛知万博記念特別企画展
天上の舞 飛天の美 平等院鳳凰堂平成修理完成記念

名護屋城博物館 2009/10 1,944
2007 1,944
安土城考古博物館 2001 1,944
仙台市博物館 2012 1,836
兵庫県立考古博物館 2016/10 1,620
名護屋城博物館 2005 1,620
今治城築城・開町400年祭実行委員会(アトラス出版) 2004 1,620
広島県立美術館 編 秀吉・織部と上田宗箇展実行委員会 2000 1,620
佐野市郷土博物館 2009/10 1,512
松戸市立博物館 2006 1,512
堺市博物館 2013 1,512
埼玉県立歴史と民俗の博物館 2014 1,296
安土城考古博物館 2009/07 1,296
豊橋市美術博物館 2005 1,296
かみつけの里博物館 2005 1,296
新潟県立歴史博物館 2001/10 1,296
松戸市戸定歴史館 1994 1,296
吉田町歴史民俗資料館 1993/10 1,296
松戸市戸定歴史館 静岡市美術館 2013 3,024
多摩市文化振興財団 2014 2,160
吉田邦夫 編 東京大学総合博物館 2012/03 4,860
島根県教育委員会 1998 4,860
木村重信 責任編集 学習研究社 1973/ 4,320
津南町教育委員会 2016/12 4,104
国立歴史民俗博物館 2001/10 2,160
2012 2,700
読売新聞西部本社 1993 2,160
東京国立博物館(東京美術) 1990 3,240
東京国立博物館(東京美術) 1988/ 3,240
東京国立博物館(中央公論美術出版) 2004 3,240
東京国立博物館 1971/03 5,940
東京国立博物館 2001 3,240
静嘉堂文庫美術館 2013/10 2,160
佐賀県立九州陶磁文化館 1999 2,160
佐賀県立九州陶磁文化館 1992 2,160
京都国立博物館 2015 2,700
霞会館 2000 2,160
愛知県陶磁資料館 2005 3,024
サントリー美術館 2013 2,700
たつの市立埋蔵文化財センター

滋賀県立近代美術館 石山寺縁起絵巻の全貌展実行委員会 京都新聞社

【県史・市史】

78222-1

仙台藩刑罰記
新編 八戸市史 通史編2 近世
郡山の歴史
図説藤枝市史

78227-1

近江八幡の歴史 第6巻 通史1 歴史のあけぼのから安土城まで

75924-1
68723-2
78221-1

78228-1
78226-1
01477-2
08139-12

00771-5

76068-1
76135-1
34862-2
76079-1
41036-4
11161-3

高倉淳 高倉淳 1988/ 14,040
八戸市史編纂委員会 八戸市 2013 3,240
郡山市編さん委員会 郡山市 2014 3,024
近江八幡市史編集委員会

三田市史 第1巻 通史編1
四條畷市史 第5巻 考古編
美作町史 資料編1 考古、古代・中世 扉にサイン跡
新修 福岡市史 特別編 福岡城 築城から現代まで
伊万里市史 陶磁器編 古唐津・鍋島
【報告書 北海道・東北】
北斗市 館野遺跡(2) 北海道埋蔵文化財センター調査報告書第282集
恵庭市 西島松2遺跡 北海道埋蔵文化財センター調査報告書第265集
柏木川4遺跡(4) 北海道埋蔵文化財センター調査報告書第264集
松前町 福山城下町遺跡 北海道埋蔵文化財センター調査報告書第290集
フゴッペ洞窟
是川遺跡 函ヤケ・小シミ
－ 21 －

静岡県藤枝市 2013 3,780
近江八幡市 2014 5,400
三田市まちづくり部生涯学習支援室 三田市(兵庫県) 2011 4,860
四條畷市編さん委員会編 四條畷市 2016 4,320
岡山県美作市 2006 3,780
福岡市史編集委員会 編 福岡市 2013/03 4,860
伊万里市 2006 4,320
北海道埋蔵文化財センター
北海道埋蔵文化財センター
北海道埋蔵文化財センター
北海道埋蔵文化財センター

2012
2010
2010
2012

ニュー・サイエンス社

1970/

保坂三郎 中央公論美術出版 1972/

10,800

8,640
4,320
3,780
4,860
6,480

77211-1

双葉 双葉町海岸部における原始・古代文化遺跡の学術調査

大竹憲治 編 福島県双葉町教育委員会

1997 21,600

10122-1

館址 東北地方における集落址の研究

函経年ヤケ 函表面に幅1cm程度の線状の剥がれ

江上波夫、關野雄、櫻井清彦 東京大學出版會

1958/

32185-2

福島縣發見石器時代土偶圖版三十九葉 福島縣史蹟名勝天然紀念物調査報告第3・第4 箱の紐が破損 解説冊子の表紙に折れ跡

福島縣

1927/

11442-5

岩代陣場遺跡の研究

78861-1

荒井猫田遺跡(2区) 第14次調査報告

17388-1

根岸遺跡 磐城郡衙跡の調査

双葉町史 別冊 段ボール外箱に1cm程度の小キズ

函全体的に小シミ、ヤケ、角に潰れ、本体天小口に小シミ、経年感あり
天面と表紙、付図封筒に経年によるシミ有 箱にヤケとシミ有

いわき市埋蔵文化財調査報告第72冊

函全面に小シミ、本体美本

福島県本宮町教育委員会 1971/
福島県郡山市教育委員会 2002
福島県いわき市教育委員会・いわき市教育文化事業団 2000
奈良文化財研究所 北秋田市教育委員会 2008
東北大学文学部考古学研究会 1995
大船渡市教育委員会 2000

34294-5

胡桃館遺跡埋没建物部材調査報告書
中沢目貝塚2 縄文時代晩期貝塚の研究2 表紙の広範囲に経年シミ
大洞貝塚 範囲確認調査報告書 表紙の端に折れ跡あり

17229-6

大平山元2遺跡発掘調査報告書 <2冊セット> 調査報告第8集 考古-4 背ヤケ天地面わずかに小シミ

青森県立郷土館

21463-5

柳之御所跡 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第228集 函欠、全冊背ヤケ、使用感

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター

1995

11186-3

駒板遺跡発掘調査報告書

函わずかに小シミ、全冊背や小口ヤケによるシミ

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター

1986/

46204-2

長倉1遺跡発掘調査報告書 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第336集 2冊共に背ヤケ

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター

2000

75980-1

【報告書 北関東・関東】
寂光沢窯跡 栃木県埋蔵文化財調査報告書第341集
浄法寺遺跡 栃木県埋蔵文化財調査報告書第196集

栃木県教育委員会 栃木県文化振興事業団

53896-5
18697-8

11579-3

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第98集

とちぎ生涯学習文化財団埋蔵文化財センター編 栃木県教育委員会 とちぎ生涯学習文化財団

函わずかに小シミ

78502-1

北ノ内遺跡・助五郎内遺跡・星ノ宮遺跡 2冊セット 栃木県埋蔵文化財調査報告第369集

11559-2

下野薬師寺跡発掘調査報告

42626-8
76604-1

栃木県教育委員会のソフトカバー版 表紙日焼け カバーの端が若干破損

上白井西伊熊遺跡 旧石器時代編 群馬県埋蔵文化財調査事業団報告第480集
丑子遺跡 上細井五十嵐遺跡 群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書第558集

17700-2

史跡瀧沢石器時代遺跡1、2 渋川市発掘発掘調査報告書第27集
御厨高松遺跡の研究 早稲田大学考古学研究室報告第9冊 箱日焼け

30559-3

上總金鈴塚古墳

45616-5

16684-6
12347-3
05344-6

早稲田大学考古学研究室報告第1冊 経年により製本がやや弱っています

祇園原貝塚 上総国分寺台遺跡調査報告5 各巻の見開きに正誤表糊付け
上総金鈴塚古墳 函にヤケ、わずかに小シミ
武射 経僧塚古墳 石棺篇 報告

77227-1

袖ヶ浦市上宮田台遺跡2(旧石器・縄文時代) 千葉県教育振興財団調査報告第638集

34367-4

流山市三輪野山貝塚・宮前・道六神・八幡前

調査報告第399集 背や表裏表紙わずかに小シミ、小汚れ

40701-3

柏市原山遺跡 旧石器時代編 千葉県教育振興財団調査報告第631集
市原市西広貝塚2 市原市文化財センター調査報告書第93集 背表紙に経年シミ
東京都北区 御殿前遺跡
東京大学構内遺跡調査研究年報 7 (2007・8年度)
文部科学省構内遺跡2 史跡江戸城外堀跡発掘調査報告 東京都千代田区

17266-5

柏ケ谷長ヲサ遺跡 相模野台地における後期旧石器時代遺跡の調査

19545-9

鎌倉の横穴墓 調査報告と資料集成 東国歴史考古学研究所調査研究報告第30集 天わずかに小シミ

77226-1
19259-8
61314-3
62230-3

76634-1

13529-2

カバー背ヤケ 本体天面わずかに小シミ

小田原城三の丸 大久保弥六郎邸跡第4地点
【報告書 中部】
九合洞窟遺跡

名古屋大学考古学研究室紀要第1 函経年によりやや破損 表紙の端が経年により変色

37906-7

伊場遺跡総括編(文字資料・時代別総括) 伊場遺跡発掘調査報告書第12冊
史跡 昼飯大塚古墳 大垣市埋蔵文化財調査報告書第12集
原分古墳 <2冊セット> 静岡県埋蔵文化財調査研究所調査報告第184集
一の谷中世墳墓群遺跡 函全体的に小汚れ
遠江 堂山古墳 扉に寄贈サイン消し跡あり

13804-5

城之越遺跡 三重県 上野市 比土 三重県埋蔵文化財調査報告99-3 背ヤケ 裏見返しに小さな経年シミ

02753-7
03722-3
23653-4
18124-6

38024-3

史跡 宝塚古墳 松阪市埋蔵文化財報告書1
前波の三ツ塚 可児市理文調査報告34
朝日遺跡8 愛知県埋蔵文化財センター調査報告書第154集

39593-3

井上1号墳 付載 井上2号墳 5世紀初頭における首長墓の調査 豊田市埋蔵文化財発掘調査報告書第30集 天小シミ

24522-6
48700-3

66044-3
13312-3

函角に小キズ

上ノ原遺跡(第5次・県道地点) ナイフ形石器・尖頭器石器群の遺跡 信濃町の埋蔵文化財
甲斐茶塚古墳 風土記の丘埋蔵文化財調査報告書第1集

13659-4

小瀬が沢洞窟 (復刻)
六呂瀬山古墳群 (一部改訂版) 福井県埋蔵文化財調査報告第4集

72850-2

上久津呂中屋遺跡発掘調査報告

19728-4

25047-3
66049-3
13649-3
78469-1

富山県文化振興財団埋蔵文化財発掘調査報告第55集 函角に潰れ、本体は綺麗です。

矢張下島遺跡調査報告 南砺市埋蔵文化財調査報告書18
堀切遺跡F区出土こけら経調査報告書
野々市町御経塚遺跡 うすヤケ、背や天面に小シミ、扉にマジックによるサイン
吉野谷の石器時代3
－ 22 －

栃木県教育委員会 とちぎ未来づくり財団

栃木県教育委員会

1980/

8,640
3,780
3,240
4,104
4,320
9,180
7,560
5,400
3,240
8,640
8,640
6,480

2011 4,320
1997 3,780
2014 4,860
1972/

5,400

2010 4,320
国土交通省 群馬県埋蔵文化財調査事業団 2013 3,240
群馬県渋川市教育委員会 2008 12,960
国土交通省 群馬県埋蔵文化財調査事業団

前沢輝政 足利市教育委員会 早稲田大学考古学研究室

早稲田大学考古学研究室

1963/

3,240

1952/ 11,880

市原市文化財センター 1999 10,476
滝口宏 編 臨川書店 1981/ 8,640
早稲田大学経僧塚古墳発掘調査団 編 土筆舎 2010/12 4,320
千葉県教育振興財団 2010 4,320
千葉県文化財センター 2001 4,320
千葉県県土整備部 千葉県教育振興財団 2009 3,780
市原市教育委員会 市原市文化財センター 2005 3,780
国立印刷局 2012 4,320
東京大学埋蔵文化財調査室 2008 3,024
文部科学省構内遺跡調査会 2005 3,024
柏ケ谷長ヲサ遺跡調査団 1997 5,400
東国歴史考古学研究所 2002 3,780
玉川文化財研究所編 小田原市 2012 3,024
名古屋大学文学部 1956/ 4,860
浜松市教育委員会 2008/03 5,400
大垣市教育委員会 2003/03 12,960
静岡県埋蔵文化財調査研究所 2008 8,640
静岡県磐田市教育委員会 1993 12,960
静岡県磐田市教育委員会 1995 7,020
三重県埋蔵文化財センター 1992 4,860
三重県松阪市教育委員会 2005/03 8,640
岐阜県可児市教育委員会 1999 9,720
愛知県埋蔵文化財センター 2009 4,860
愛知県豊田市教育委員会 2008 3,024
長野県信濃町教育委員会 2008 6,480

山梨県教育委員会
中村孝三郎 長岡市立科学博物館

福井県教育委員会

1979/

3,240

2001 4,320
1988/

7,560

2013 12,960
富山県南砺市教育委員会 2007 3,024
富山県黒部市教育委員会 2013 7,560

富山県文化振興財団埋蔵文化財調査事務所

石川県野々市町教育委員会 1983/ 8,640
石川県石川郡吉野谷村教育委員会

1997 4,104

40731-4

加賀 能美古墳群 函わずかに小シミ
黒姫洞窟遺跡 第1期発掘調査報告書 入広瀬村埋蔵文化財報告第1輯
【報告書 近畿】
大和山田寺跡 外箱背や角に一部破損。本体美本。
メスリ山古墳 奈良県史跡名勝天然記念物調査報告書第35冊
新沢千塚古墳群 奈良県史跡名勝天然記念物調査報告書第39冊
河内における古墳の調査 カバーの端が破損 箱とカバーが経年により変色

13776-6

ニゴレ古墳 京都府弥栄町文化財調査報告第5集 函全体的に小汚れ、ヤケ、本体わずかに小シミ等経年感

15915-8
24911-5

77902-1
13826-5
13828-5

79035-1

雪野山古墳の研究
井辺八幡山古墳 同志社大学文学部考古学調査報告第5冊 箱の背日焼け
史跡及び名勝:平等院庭園保存整備報告書

41434-7

布留遺跡 豊井(打破り)地区発掘調査報告書

16712-16

13940-9

考古学調査研究中間報告29 表紙・裏表紙とも薄く汚れ

00023-20

西求女塚古墳 発掘調査報告書

24155-3

新堂廃寺跡 オガンジ池瓦窯跡・お亀石古墳

17653-2

平城京条坊総合地図 創立50周年記念 奈良文化財研究所史料第60冊

55615-5

本体天面わずかに小シミ
富田林市埋蔵文化財調査報告35

平城宮発掘調査報告17 第1次大極殿院地区の調査2 奈良文化財研究所学報第84冊

43238-4

奈良山発掘調査報告1 石のカラト古墳・音乗谷古墳の調査 奈良文化財研究所学報72冊
平城京木簡3 二条大路木簡1 奈良文化財研究所史料第75冊
平城宮木簡 7 奈良文化財研究所史料第85冊

62339-3

平城宮跡整備報告書

29599-3

高所寺池発掘調査報告 藤原宮及び藤原京左京七条二坊の調査

21745-7
40714-3

カバーに若干擦れによる色移り

13855-5

飛鳥藤原京木簡二 藤原京木簡一 奈良文化財研究所史料第82冊
史跡頭塔発掘調査報告 奈良国立文化財研究所史料第62冊
平城宮朱雀門の復原的研究 奈良国立文化財研究所学報第53冊
史跡 牧野古墳 広陵町文化財調査報告第1冊 側面にマジック跡 背ヤケ
市尾墓山古墳 高取町文化財調査報告第5冊 赤色表紙の布装版

13819-3

平城京左京二条二坊・三条二坊発掘調査報告 長屋王邸・藤原麻呂邸の調査 本体の紙カバーの端が小裂け

24989-5
57536-9
22961-4
16721-4

06020-6

定納古墳群 近江町文化財調査報告書第28集 水色の表紙（大手前大学発行版）
百舌鳥古墳群の調査5 御廟山古墳(GBY-6)発掘調査報告書

68294-2

京都府文化財調査報告 第廿二冊(22冊)

20811-2

全体的にヤケ、表裏表紙や扉に小シミ、汚れ等経年傷み

石川県寺井町・寺井町教育委員会

1997 4,860

新潟県・入広瀬村教育委員会

2004/09

5,184

奈良文化財研究所 編 奈良文化財研究所 200201

34,560

奈良県立橿原考古学研究所 編 奈良県教育委員会

1977/ 16,200

奈良県立橿原考古学研究所 奈良県教育委員会

1981/ 19,440

藤直幹 井上薫 北野耕平 著 大阪大学

1964/

天理大学博物館学研究室編 京都府弥栄町教育委員会

1988/

3,240
8,100

雪野山古墳発掘調査団 編 八日市市教育委員会

1996 10,800

森浩一 同志社大学

1972/ 10,800

宇治市歴史資料館編集 平等院 2003

7,560

埋蔵文化財天理教調査団 2013 4,860
兵庫県神戸市教育委員会 2004 9,936
富田林市教育委員会 2003 9,720
奈良文化財研究所 2003 17,280
奈良文化財研究所 2011 10,800
奈良文化財研究所 2005 10,800
奈良文化財研究所 2006 9,720

奈良文化財研究所 2010/04
奈良文化財研究所 2016
奈良文化財研究所 2006
奈良文化財研究所 2009
奈良国立文化財研究所 2001
奈良国立文化財研究所 1994
奈良県北葛城郡広陵町教育委員会 1987/

奈良県高市郡高取町教育委員会 1984/

7,560
6,480
5,184
3,240
7,020
4,320
7,560
8,640

奈良県教育委員会 1995 15,120
2005 4,104
堺市教育委員会 2010 4,104
京都府教育委員会 1951/ 3,240

大手前大学史学研究所オープン・リサーチ・センター 近江町教育委員会

71896-2

湯舟坂2号墳 京都府久美浜町文化財調査報告第7集
日吉ヶ丘遺跡 加悦町文化財調査報告第33集
白川金色院跡発掘調査報告書 宇治市埋蔵文化財調査報告第6冊

京都府加悦町教育委員会 2005 4,320
京都府宇治市教育委員会 2003 4,320

41119-3

岩橋千塚

関西大学文学部考古学研究室 1967/ 19,440

13778-6
29007-5

関西大学文学部考古学研究室紀要第2冊 箱の背日焼け 見開きに細かな経年シミ

京都府久美浜町教育委員会 1983/ 10,800

30163-6

【報告書 中国・四国・九州・沖縄・海外】
出雲神庭荒神谷遺跡 外箱欠。函に小シミ、小汚れ

57430-18

土井ヶ浜遺跡 第1次調査〜第12次発掘調査報告書 下関市文化財調査報告書35

下関市教育委員会 土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム

14239-9

石棺式石室の研究 出雲地方を中心とする切石造り横穴式石室の検討 古代の出雲を考える6

出雲考古学研究会

01425-3

西谷墳墓群 平成14年〜16年度発掘調査報告書

32051-3

津山弥生住居址群の研究 西地区

津山郷土館考古学研究報告第2冊 表紙日焼け 扉に正誤表糊付け

近藤義郎 他編 津山市・津山郷土館 1957/

04719-1

大内氏館跡11 史跡南東部の発掘調査 山口市埋蔵文化財調査報告第101集 カバー背に若干のヤケ有

61016-2

遺跡と地域と考古学 実践30年の歩み、「石棺式石室の研究」補遺 古代の出雲を考える9・完結号

山口市教育委員会 2010/03
出雲考古学研究会 2007
香川県教育委員会 2016
高知県教育委員会 2014

78444-1
75868-1

島根県教育委員会 1995 17,280

讃岐国府跡1
弘人屋敷跡 高知県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第140集

14682-7

旧陸軍歩兵第44連隊弾薬庫等調査報告書 国立印刷局高地出張所跡地調査による
泉福寺洞穴の発掘記録 段ボール外箱擦れによる色落ち 本体図版頁経年小シミ
立岩遺蹟 函一部ヤケ、小シミ、本体ヤケによるやや強めのシミ等経年感

14832-2

大分県岩戸遺跡 大分県清川村岩戸における後期旧石器文化の研究

01264-3

平原弥生古墳 大日霎貴の墓

77826-1

ガサメキ古墳群2・3区 ; 皿山古墳群 : 福岡県築上郡上毛町所在古墳群の調査

77834-1

三雲・井原遺跡群3 八龍・三雲堺・宮ノ下・井原堺地区の調査

前原市文化財調査報告書第82集

56904-3

史跡 豊前国分寺跡 発掘調査及び環境整備事業実施報告書

全体的にうすヤケ、天わずかに小シミ

76220-1

大友府内10 第17次発掘調査報告

75869-1
10187-8

カバー擦れ、小シミ、天面扉に小シミ等経年感

セット全揃 段ボール外箱上下とも潰れ 本体箱経年小シミ
東九州自動車道関係埋蔵文化財調査報告23

大分市文化財調査報告書第72集 表紙の端日焼け

76223-1

大友府内8 大分市文化財調査報告書第65集
大友府内9 大分市文化財調査報告書第69集

56912-2

国指定史跡 相島積石塚群保存整備事業報告書1 新宮町埋蔵文化財発掘調査報告書 第21集

75856-1

田村遺跡群3 高知県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第142集

76196-1

－ 23 －

2014 14,040
1987/

8,640

島根県出雲市教育委員会 2006 7,560

4,320
3,024
3,024
5,400
4,104
高知大学弾薬庫調査班 高知市教育委員会 2016 3,024
麻生優 編著 築地書館 1985/ 15,120
福岡県飯塚市立岩遺蹟調査委員会編 河出書房新社 1977/ 5,400
坂田邦洋 著 広雅堂 1980/ 10,800
原田大六 著 葦書房 1991 21,600
福岡県立九州歴史資料館 2015 3,564
福岡県前原市教育委員会 2003 3,024
福岡県京都郡豊津町教育委員会 1995 5,940
大分市教育委員会 2007 3,240
大分市教育委員会 2006 3,240
大分市教育委員会 2007 2,808
新宮町教育委員会 2012/03 8,100
高知県教育委員会 2015 9,720

14787-4

熊本県装飾古墳総合調査報告書 熊本県文化財調査報告第68集 箱の表に4センチ程度の傷

76523-1

崩り遺跡1 喜界町埋蔵文化財発掘調査報告書16
沖縄県南城市サキタリ洞遺跡発掘調査概要報告書3
ザールデリー パキスタン古代仏教遺跡の発掘調査

50910-5

朝鮮古蹟研究會遺稿1 慶州皇吾里第16号墳 慶州路西里215番地古墳 発掘調査報告書 1932-1933

02046-4

朝鮮古蹟研究會遺稿3 平壌石巖里第218號墳 平壌貞柏里第24號墳 發掘調査報告 1943

78707-1

【城郭】
播州赤穂の城と町

天面と小口に経年によるシミ有 箱にヤケとスレ、

77421-1

ふるさと探訪 掛川の古城址

箱欠 正誤表付き 天面と小口に茶シミ有 表紙にヤケと経年感有 背に一部剥がれ有

75847-1
78121-1

表裏表紙わずかに擦れ

熊本県教育委員会 1984/ 16,200
喜界町教育委員会 2018/01 8,100
沖縄県立博物館・美術館 2016 3,024
東京国立博物館パキスタン調査隊 東京国立博物館

背ヤケ

2011 10,800

有光教一 藤井和夫 編著 ユネスコ東アジア文化研究センター 東洋文庫

2000/03

有光教一 藤井和夫 編著 ユネスコ東アジア文化研究センター 東洋文庫

2005/03

78633-1

城と館 復元日本大観1 天面と小口に若干のシミ有
城破りの考古学 天面と小口に若干の茶シミ有 カバーに経年によるヤケ有
讃岐の城跡
定本・信州上田城 小口と表紙にシミ有 箱に経年によるヤケとシミ有
写真集 岡山城 箱と背に経年によるヤケ有 表紙に若干のシミ有

4,104
5,184
1979/ 3,780
林春樹責任編集 郷土出版社 1992 4,104
矢守一彦編 名著出版 1974/ 10,800
野中和夫 編 同成社 2007/01 4,860
木村尚志 著 木村尚志 1999 4,860
木村尚志 著 木村尚志 2003 3,780
名古屋宇太郎, 名古屋經一 共著 名護屋城阯研究會 1930/ 3,024
本間嘉晴 編 両津市教育委員会 1983/ 3,240
北野 隆 編 至文堂 1993 16,200
平井聖, 小沢健志 監修 世界文化社 2000/01 3,240
福井健二 伊賀文化産業協会 2013 4,320
武内勇吉 武内勇吉 1976 6,480
伴三千雄 名著出版 1974/ 5,184
八木田謙 著 今井書店 2001 4,104
八上城研究会 編 和泉書院 2000/06 7,560
内藤昌 責任編集 世界文化社 1988/ 4,860
藤木久志, 伊藤正義 編 吉川弘文館 200101 3,132
藤堂久行 著 藤堂久行 1991 5,400
東信史学会 編 郷土出版社 1986/ 5,400
渡辺泰多 著 渡辺泰多 1993 3,780

78262-1

復元大系 日本の城 全9冊セット揃

坪井清足・吉田靖・平井聖 監修 ぎょうせい

14907-1

近世城郭史の研究 全

17206-3

長野県の中世城館跡:分布調査報告書(復刊)

78403-1

沖縄の城 表紙に経年による日焼けと細かなシミが多数
図説 美濃の城 箱と表紙に経年によるヤケ有
城郭図譜主図合結記 箱に経年による強いヤケ有 カバーにスレと子破れ有
石垣が語る江戸城 ものが語る歴史12
南北朝時代の山城の謎を解く カバーの背に数か所シミあり
山城は語る 天面とカバーに若干のシミとヤケ有

78761-1

名護屋城秘史

53724-2

真木城址 新潟県両津市真木城址発掘調査報告

76774-1
77369-1
73408-2
01431-1
77002-1

書籍全体にヤケと経年感有 天面と小口に経年によるヤケ有 表紙にヤケとシミ、破れと欠け有

表紙と天面、小口に経年によるヤケ有

78247-1

熊本城 城郭・侍屋敷古図集成 箱に経年による若干のシミ有 背にヤケ有
古写真で見る失われた城 : 保存版
上野城絵図集成
金城聞見録

73061-2

江戸城史 (増補 東京城史)

76697-1

門司・小倉の古城史 改訂企救郡古城址取調簿 カバーに経年によるヤケと茶シミ有 天面と小口に茶シミ有

02929-1

戦国・織豊期城郭論 丹波国八上城遺跡群に関する総合研究

02825-1
77074-1
76595-1

77358-1
74716-2
76932-1
78803-1

天面と小口に経年による茶シミ有 カバーに若干のイタミ有 箱に強いヤケ有

日本史研究叢刊12

※箱欠 カバーや小口にごくわずかなシミ有 背に若干のヤケ有

箱欠 側面に経年シミ 参考文献のページに○×の書き込み

78398-1

中世の武力と城郭

天面と小口、カバーに経年によるシミ有

76927-1

改訂 大塔宮之吉野城

改訂5版 箱欠 書籍全体に強いヤケと経年感有 表紙にスレと強いヤケ有

廣山尭道 編著 雄山閣
林隆平 著 林隆平
林春城 著 林春城

6,480
4,320

1982/
1979/

1992 48,600

鳥羽正雄 雄山閣

1982/

長野県教育委員会編 長野県文化財保護協会

1983/

中澤克昭 著 吉川弘文館 1999

中岡清一 著 積善館

1943/

77427-1

図解 近畿の城郭 2
図解 近畿の城郭 1
国宝松本城 解体と復元 箱が経年劣化 カバーと側面に経年によるシミ
古代高安城論 天面と表紙に経年によるヤケとシミ有 強い背ヤケ有
但馬の城 箱にヤケと経年感有

但馬の城編集委員会 編 但馬文化協会 1975/

78993-1

大越・深谷館跡の研究 大越町埋蔵文化財調査報告第6冊 天面と背に経年によるヤケ有

大竹憲治 編 福島県大越町教育委員会

76372-1

戦国の若狭 人と城

27433-1

備前三石城史の研究

大森宏著 大森睦子 1996
大餐利正 修学社 1942/
太田秀春 著 清文堂出版 2006

52651-15
47709-18

77454-1
78810-1

01150-1
78737-1
76661-1
76660-1
74731-3
76935-1
76674-1
76675-1
76486-2
69732-2
76672-1
77166-1
77072-1
76610-1
76656-1

カバーの端ヒヤケ カバー端に1センチほどの裂け 側面に経年による細かなシミ

見開きにラベル剥がし跡有 天面、小口、書籍内に強いヤケ有 箱と表紙にヤケとスレ、一部剥がれあり

朝鮮の役と日朝城郭史の研究 異文化の遭遇・受容・変容
江戸城 日本名城集成 小口と箱内側に経年による茶シミ有
改訂版 戦国古城鳥瞰図集 関西編 裏表紙小汚れ
イラスト日本の城 天守百景
東葛の中世城郭 : 千葉県北西部の城・館・城跡
中世の山城 細越城 背表紙日焼け （おそらく発行時に）数か所誤字訂正の書き込みあり
城郭古写真資料集成 西国編 カバー背に若干のヤケ有 箱に経年によるヤケとシミ有
城郭古写真資料集成 東国編 カバー背に若干のヤケ有 箱に経年によるヤケとシミ有

国別城郭・陣屋・要害・台場事典
日本城郭古写真集成 1983年第1版第1刷 箱とカバーに経年による若干のヤケ有
江戸期の主要城館を探る 第3巻 裏表紙と余白に折れ跡あり
土浦城東櫓復元工事報告書 茨城県指定史跡 土浦城跡内
図解 江戸城をよむ
豊後国国東郡 雄度牟礼城の研究 古文書・古記録研究叢書3
飛騨の城 記念号「金」編 カバーの背わずかに破損
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中井均 監修 城郭談話会 編 戎光祥出版 2015/03
中井均 監修 城郭談話会 編 戎光祥出版 2014/08

竹内力 竹内力

1979/

棚橋利光 著 高安城を探る会 1985/

1991

4,320
8,640
4,104
3,780
4,860
4,320
4,320
4,320
4,320
3,024
4,860
4,320
6,480

村井益男 責任編集 小学館 1986/ 10,800

川端義憲 川端義憲 2008 3,780
川端義憲 川端義憲 2008 3,780
千野原靖方 著 崙書房出版 2004/01 4,104
西須章 著・高橋克英 編 西須テル子 1995 5,400
西ヶ谷恭弘 編著 理工学社 1995 4,320
西ヶ谷恭弘 編著 理工学社 1995 4,320
西ケ谷恭弘 編 東京堂出版 2002 3,240
西ケ谷恭弘 編 小学館 1983/ 3,240
杉本幸雄 杉本幸雄 2005 3,780
神戸信俊編 土浦市教育委員会 2001 3,780
深井雅海 原書房 1997 3,240
森猛 宮園幸義 古文書古記録研究会 1998 3,240
森本一雄 濃飛展望社 1968/ 4,104

77367-1

明治維新・廃城一覧
新修 小松市史 資料編1 小松城
信州の山城 信州史学会研究叢書3 カバー裏面に薄く折れ跡
伊達諸城の研究 箱に経年による強いヤケ有
図説 遠江の城 箱と表紙に経年によるヤケ有
図説 駿河・伊豆の城 箱と表紙に経年によるヤケ有 箱背に小キズ有

78701-1

戦国城下町の研究

76923-1
77118-1
78031-1
76484-1
77370-1

73878-2
04460-2

小和田哲男著作集第7巻 小口に数点茶シミ有 カバーに経年による若干のヤケ有

仙台城と仙台領の城・要害 日本城郭史研究叢書2 箱に経年によるヤケと書籍側面にシミ有
中世城館跡の考古学的研究 小口に数点茶シミ有 箱に経年による若干のヤケと茶シミ有

78022-1

山梨県史跡 勝山城跡 勝山城跡学術調査報告書

78101-1

二〇世紀から二一世紀へのおくりもの : 国指定史跡篠山城跡大書院復元工事竣工記念誌

77887-1

史跡散策 愛知の城

77030-1

定本 鳥取城 その歴史と構造

カバーと天面に経年によるヤケ有
目次と巻末の余白に大きめの蔵書印と古書店シールあり

54267-8

小峰城石垣
三重の中世城館 箱日焼け
富崎城塁群の変遷 富崎城とその周辺の城
図説近畿中世城郭事典
定本 東三河の城 箱に経年によるヤケ有 天面にごくわずかなシミ有
富山城の縄張と城下町の構造
前橋城遺跡 2 背に若干経年シミ 巻末に関連新聞記事の糊付け
前橋城遺跡 1 背表紙やや日焼け
大窪城主とその一族 カバー無し 見開きに著者の寄贈サインあり
信濃をめぐる境目の山城と館 上野編

14918-3

岩手県中世城館跡分布調査報告書 天面と小口に茶シミ有 表紙に経年によるヤケ有

77991-1
17207-3
77941-1
76179-3
77357-1
43202-14

77179-1
77172-1
76801-1

48477-2

館林市史 特別編第4巻 館林城と中近世の遺跡
大和の近世城郭と陣屋 側面に小経年シミ
姫路城昭和の修理 カバー欠の裸本です 書籍全体にヤケとシミ、経年感有
姫路城 日本名城集成 小口と箱内側、書籍内一部に経年によるシミ有
大和 郡山城 背ヤケ有 天面に数点小さな茶シミ有

78811-1

丹後の山城 城譜篇 旧加佐郡の部

74521-2
78082-1
77418-1
78736-1

77362-1
77360-1
05877-1
68607-7
76937-1
77355-1
77356-1
77364-1

舞鶴地方史料集 第13輯 天面と小口、表紙に経年によるヤケとシミ有

名古屋城 日本名城集成 小口にごく薄いシミ有 箱に若干のヤケ有
大坂城 日本名城集成
中世出羽の領主と城館 奥羽史研究叢書2
三河岡崎城 家康が誕生した東海の名城 シリーズ・城郭研究の新展開3
中島城址と平胤方以後 箱に日焼けと細かなシミ
定本 西三河の城
定本 山梨県の城 箱にごく薄いヤケ有
定本 三重県の城 天面と小口に若干のシミ有 箱に経年によるヤケ有

77006-2

徳島城 徳島市民双書28 天面と小口に茶シミ有 カバーにヤケとスレによる汚れ、小破れ有
阿波一宮城 徳島市民双書27 天面と小口に茶シミ有 カバーに経年によるヤケと小破れ有

77730-1

篠原遺跡 戦国時代・田嶋氏の拠点を探る

77091-2

泗水町文化財調査報告第3集 商品ページの注意点の部分をご参照ください

32362-1

史跡 置塩城跡 調査報告書 天面に若干のシミ有 表紙に経年による薄いヤケ有
史跡松前氏城跡 福山城跡 2〜6 5冊セット

76428-1

御船城跡 中世末期の平城大手筋内の調査 豊田市埋蔵文化財発掘調査報告書第54集

78866-1

76590-1
76396-1
14943-1
24913-1

豊岡市の城郭集成2 日高町・出石町・但東町
国指定史跡 赤松氏城跡 白旗城跡 上郡町文化財調査報告2 背ヤケ 側面わずかに埃シミ
遺跡 梁川城本丸・庭園 奥付ページに欠け部分や穴有 天面と背、付図に経年によるヤケとシミ有
守山城跡 第2・3・4次調査報告 見開きに新聞記事の貼り付け有 表紙に若干のヤケとシミ有

18594-1

陣が峯城跡 会津坂下町文化財調査報告書第58集
陣が峯城跡 会津坂下町文化財調査報告書第60集 天面にわずかなシミ有
国見の文化財 山崎小舘跡調査報告書 国見町文化財調査報告第11集
福井県の中・近世城館跡 強い背ヤケ有 天面と表紙に経年によるヤケ有

18862-2

津軽唐川城跡 古代環濠集落の調査 表紙に経年による若干のシミ有 見開きに新聞記事の貼り付け有

74084-2
36263-2
77925-1

21469-1

富山県中世城館遺跡総合調査報告書

78596-1

鹿児島県姶良郡隼人町神宮六丁目 留守氏館跡2 第3・4次調査

52237-2

史跡八木城跡 国指定文化記念

74026-2

築城史料

表紙と天面に小さな汚れ
ごく薄い背ヤケ有

兵庫県八鹿町ふるさとシリーズ6 遊び紙に関連記事貼り付け有 表紙に若干のヤケ有

限定版 箱欠 天面と小口、書籍内一部に経年によるヤケと茶シミ有 表紙にシミ有
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森山英一 著 新人物往来社 1989/ 5,400
新修小松市史編集委員会 編 石川県小松市 1999 4,320
信濃史学会 小穴芳実 編著 信毎書籍出版センター 1993 3,240

沼館愛三編著 伊吉書院

1981 /

3,024

小和田哲男監修 郷土出版社 1994 5,184
小和田哲男監修 郷土出版社 1992 4,860
小和田哲男 著 清文堂出版 1981/ 6,480

小林清治編 名著出版 1982/ 4,320
小都 隆 著 溪水社 2006/01 7,020
勝山城跡学術調査会編 都留市教育委員会 2010 8,640
篠山市教育委員会地域文化課・大書院復元室編 篠山市 2000 3,024
山田柾之 著 山田柾之 1993 3,024
山根幸恵編著 渓水社 1983/ 4,860
山口喜一郎 山口喜一郎 1984/ 5,400
三重県教育委員会 三重県良書出版会 1978/ 5,400
佐伯哲也 著 富山の城を考える会 1990 4,860
高田徹 編 城郭談話会事務局 2004 8,640
高橋延年監修、『定本・東三河の城』刊行会 編 郷土出版社 1990 3,780
古川 知明 著 桂書房 2014/03 5,400
群馬県教育委員会文化財保護課 編 群馬県教育委員会 1999 5,400
群馬県教育委員会文化財保護課 編 群馬県教育委員会 1997 4,320
宮田実 編 大窪史料編纂所 1943/ 3,240
宮坂 武男 著 戎光祥出版 2015/06 4,320
岩手県教育委員会編 岩手県文化財愛護協会 1986/ 7,020
館林市史編さん委員会 編 館林市 2010 5,400
海津栄太郎 著 関西城郭研究会 1976/ 3,240
加藤得二 著 真陽社 1965/ 3,024
加藤得二 責任編集 小学館 1984/ 4,320
下高大輔 高田徹 城郭談話会 2009 7,020
岡野允 著 長谷山房 1979/ 4,320
岡本良一 責任編集 小学館 1985/ 5,940
岡本良一 責任編集 小学館 1985/ 4,320
伊藤清郎 山口博之 編 高志書院 2002/02 4,104
愛知中世城郭研究会編 戎光祥出版 2017/10 3,132
阿部明 岩崎功 伊藤信彦 著 秀英社 1997 5,400
『定本・西三河の城』刊行会 編 郷土出版社 1991 8,640
『定本・山梨県の城』刊行会 編 郷土出版社 1991 9,720
『定本・三重県の城』刊行会 編 郷土出版社 1991 7,020
「徳島城」編集委員会 編 徳島市立図書館 1994 3,024
「阿波一宮城」編集委員会 編 徳島市立図書館 1993 3,024
泗水町教育委員会 1999 4,104
夢前町教育委員会 1995 3,240
北海道松前町教育委員会 2005 5,400
豊田市教育委員会 2013 3,024
豊岡市歴史文化遺産活用活性化事業実行委員会 2013 4,320
兵庫県赤穂郡上郡町教育委員会 白旗城跡調査委員会 1998 4,104
福島市梁川町教育委員会 1986/ 3,780
福島県郡山市教育委員会 2004 3,240
福島県河沼郡会津坂下町教育委員会 2005 5,940
福島県河沼郡会津坂下町教育委員会 2008 4,860
福島県伊達郡国見町教育委員会 2006 4,104
福井県教育委員会 1987/ 4,104
富山大学人文学部考古学研究室 2002 4,320
富山県埋蔵文化財センター 2006 14,040

隼人町教育委員会 2005 3,240
八鹿町教育委員会 1994/01 4,320
日本城郭協会 1976/ 5,400

77788-1

古渡城遺跡 南山大学大学院先史考古学研究報告第1冊 巻末に関連新聞記事糊付けあり

77245-1

南九州の城郭 南九州城郭談話会会報 合本5号(第1〜20号)

78239-1

楢葉町城館址調査報告書

背ヤケ

天面と小口、表紙に経年によるヤケとシミ有 箱と付図封筒に経年によるヤケと多数茶シミ有

77781-1

栃木県の中世城館跡 刊行年並みの経年感
栃尾の城館
神原3遺跡・後平城跡 : 志津見ダム建設に伴う埋蔵文化財調査報告書

05030-1

増山城 増山城跡総合調査報告書

77262-1

鳥取城調査研究年報 第1号〜第6号 6冊セット

01473-2

城館からみた中世の播磨 城館の実年代と戦国時代研究の課題

77122-2

「城跡石垣」集成

76600-1

重要文化財大阪城一番櫓修理工事報告書

17203-2
76676-1

天面にわずかな茶シミ有 箱に経年によるシミと上部に歪み有

第8回播磨考古学研究集会 表紙角折れ有

第2回全国城跡等石垣整備調査研究会資料集 天面に若干の茶シミ有 背ヤケ有
表紙全体に経年による茶色のシミ 背焼けなど経年劣化

76653-1

小口城跡 大口町埋蔵文化財調査報告書第5集
わが町の文化遺産第2集 ※古城と砲台跡の特集号

77678-1

千葉県所在中近世城館跡詳細分布調査報告書1 旧下総国地域

75043-2

千葉県所在中近世城館跡詳細分布調査報告書2 旧上総・安房国地域

77680-1

33926-2
78261-1

表紙日焼け
側面に薄い経年シミ

天面と小口、表紙に経年による若干のヤケと多数シミ有

戸室石切丁場確認調査報告書1 金沢城史料叢書9
石川県中世城館跡調査報告書 全3冊揃

75981-1

重要文化財弘前城三の丸東門修理工事報告書

36325-2

三重県指定史跡 松阪城本丸跡上段発掘調査報告書 松阪市文化財報告 表紙に経年によるヤケとシミ有

全体的にヤケ、一部小シミ、経年感

17202-2

国指定史跡 勝連城跡 環境整備事業報告書3
秋田県の中世城館 角が若干潰れ 背表紙日焼け

77017-1

甦る首里城 : 歴史と復元

02011-2

新修七尾市史 7 七尾城編

77793-1

国指定史跡 知覧城跡3

77618-1

滋賀県中世城郭分布調査9(旧滋賀郡の城)

59245-2

滋賀県中世城郭分布調査10(別冊) 全県地名表・分布図・索引

15053-1

77619-1
77675-1

首里城正殿ポスター付 天面に若干のシミ有 箱に経年によるヤケとシミ有

知覧町埋蔵文化発掘調査報告書第12集 見開きに関連新聞記事糊付け

滋賀県中世城郭分布調査5(旧愛知・犬上郡の城)

73075-2

滋賀県中世城郭分布調査4(旧蒲生・神崎郡の城)

73241-2

滋賀県中世城郭分布調査3(旧野洲・栗太郡の城)

17237-1

滋賀県中世城郭分布調査1

15004-2

滋賀県中世城郭分布調査7(伊香郡・東浅井郡の城)

15005-2

滋賀県中世城郭分布調査8(高島郡の城)

36259-1
33539-1

天面と表紙に経年によるヤケとシミ有
天面と表紙に経年によるヤケとシミ有

滋賀県中世城郭分布調査6(旧坂田郡の城) 天面と表紙に経年によるヤケとシミ有 強い背ヤケ有
滋賀県中世城郭分布調査2(甲賀の城) 強い背ヤケ有 表紙と天面、小口に経年によるヤケとシミ有

58049-2

76346-1

表紙に経年によるヤケ有

強い背ヤケ有 表紙、天面、小口に経年によるヤケとシミ有

強い背ヤケ有 書籍内、表紙、天面、小口に経年によるヤケとシミ有

強い背ヤケ有 表紙と天面と小口に経年によるヤケとシミ有

天面と小口、書籍内一部にヤケ有 表紙にごく強い帯状のヤケ有
天面と表紙に経年によるヤケとシミ有 強い背ヤケ有

天面と表紙に経年によるヤケとシミ有 強い背ヤケ有

関津城遺跡
七戸城跡 北館曲輪発掘調査総まとめ報告書 北奥の南部氏中世城館跡(国史跡)
山梨県指定史跡 甲府城跡 山梨県埋蔵文化財センター調査報告書第222、223集

19240-1

萩城跡(外堀地区)2 山口県埋蔵文化財センター調査報告第46集

17666-2

萩城跡(外堀地区)1 山口県埋蔵文化財センター調査報告第27集 背表紙ヒヤケと小傷 巻末に関連新聞記事の糊付け

17166-1

三重の近世城郭 近世城郭遺跡ほか分布調査報告 光出版印刷の市販増刷 序文に1か所傾向マーカー線

35430-1

史跡 赤木城跡 保存整備事業報告 紀和町文化財調査報告10

35135-1

佐野城跡(春日岡城)

77169-1
76701-1
37907-2

佐野市埋蔵文化財調査報告書第18集 奥付ページ裏に新聞記事の貼り付け有

史跡 高知城跡 本丸石垣整備事業報告書
玉藻廂解体・記録保存調査報告書 史跡高松城跡整備報告書第3冊
高松城跡(西の丸地区)3 箱に経年によるヤケとシミ有 背上部にイタミ有

15029-1

高松城跡(丸の内地区) 高松家庭裁判所移転に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 表紙に小さな汚れ
三原城跡 広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第156集 背表紙に経年による細かなシミ多数

38185-2

芸備 第28集 広島県の中世城館

76577-1

岩村城跡基礎調査報告書 2 恵那市文化財調査報告書第44集

39278-2

見立二城遺跡 渋川市指定史跡「不動山城跡」周辺の発掘調査

73242-2

熊本県の中世城跡

77796-1

天面に若干のシミ有 表紙に経年による薄いヤケ有

渋川市埋蔵文化財発掘調査報告書第17集

熊本県文化財調査報告第30集 表紙の日焼け、扉に経年によるシミなど全体的にやや経年感あり

77699-1

棚底城跡3 大権寺遺跡 天草市文化財調査報告書第2集
富岡城跡2 苓北町文化財調査報告第5集 巻末に関連新聞記事糊付けあり

77931-1

富岡城跡

39282-1

77609-1
77736-1
22143-2

苓北町文化財調査報告第4集 天面と背にヤケ有 見開きに新聞記事の貼り付け有

富岡城跡3 苓北町文化財調査報告第6集 余白部分の角がわずかに破損
古麓城跡 熊本県文化財調査報告 第227集 表紙にわずかなヤケ有
山田城跡 2・3 熊本県文化財調査報告112 背表紙ヒヤケによりやや変色
－ 26 －

南山大学古渡城発掘調査会 1993 4,860

南九州城郭談話会 2005 3,780
楢葉町教育委員会 1987/ 4,104
栃木県教育委員会 1982/ 8,640
栃尾市教育委員会 1988/ 3,780
島根県飯石郡頓原町教育委員会 2004 4,320
砺波市教育委員会 2008/03 5,400
鳥取市教育委員会 2008 3,780
第8回播磨考古学研究集会実行委員会 2007 4,104
第2回全国城跡等石垣整備調査研究会事務局 2005 7,020
大阪市 1965/ 5,400
大口町教育委員会 2005 3,780
大月町教育委員会 1987/ 3,024
千葉県文化財保護協会 1995 10,800
千葉県教育委員会 1996 10,800
石川県金沢城調査研究所 2008 6,480
石川県教育委員会 2002 21,600
青森県弘前市 1970/ 7,020
松阪市 1993 3,780
勝連町教育委員会 1992 4,320
秋田県文化財保護協会 1981/ 12,960
首里城復元期成会 1993 3,240
七尾市教育委員会 2006/03 7,344
鹿児島県川辺郡知覧町教育委員会 2006 7,020
滋賀県教育委員会 1992 6,480
滋賀県教育委員会 1992 6,480
滋賀県教育委員会 1989/ 5,400
滋賀県教育委員会 1984/ 4,320
滋賀県教育委員会 1987/ 4,104
滋賀県教育委員会 1986/ 4,104
滋賀県教育委員会 1985/ 4,104
滋賀県教育委員会 1983/ 3,780
吉野ヶ里歴史公園 1990 3,240
滋賀県教育委員会 1991 3,240
滋賀県教育委員会 2016 3,564
史跡七戸城跡調査研究会 2006 5,400
山梨県教育委員会 2005 9,720
山口県埋蔵文化財センター 2004 5,400
山口県埋蔵文化財センター 2002 5,400
三重県教育委員会 1986/ 4,320
三重県紀和町教育委員会 2005 4,860
佐野市 佐野市教育委員会 1999 3,024
高知県教育委員会文化財課 2004 6,480
高松市教育委員会 2008 3,024
香川県教育委員会 2003 4,860
香川県教育委員会 2003 4,104
広島県埋蔵文化財調査センター 1997 4,860
芸備友の会 1998 3,240
恵那市教育委員会 2013 4,104
群馬県渋川市教育委員会 2010 3,024
熊本県文化財保護協会 1978/ 8,640
熊本県天草市教育委員会 2009 4,860
熊本県天草郡苓北町教育委員会 1997 4,104
熊本県天草郡苓北町教育委員会 1996 3,888
熊本県天草郡苓北町教育委員会 1998 3,672
熊本県教育委員会 2005 4,860
熊本県教育委員会 1990 3,780

78594-1

堅志田城跡12 (総括) 美里町文化財調査報告第1集 表紙に若干のシミ有

14931-1

柏山館跡遺跡 岩手県金ヶ崎町文化財調査報告書第18集 天面に若干のシミ有 背にヤケとシミ有

76669-1

定本・国宝松本城

60873-2

小里城山城跡 御殿場跡発掘調査報告書

20027-3
77163-1

天面に若干のシミ有

15055-1

屋良グスク 嘉手納町文化財調査報告書第1集

15049-1

越来城 沖縄市文化財調査報告書第11集

77868-1
76564-1
56329-2
48106-2
76742-1
33897-1

長峰城跡(長峰遺跡・長峰古墳群)

77120-2

伊賀上野城史

77443-1
59885-2

背ヤケ有 小口に茶シミ有
表紙と天面、小口に経年によるヤケとシミ有

備前周匝茶臼山城址発掘調査報告書 背ヤケ
岡崎城跡 2 東曲輪
辺留城(グスク)発掘調査報告 奄美市文化財報告第2集
奄美市笠利町グスク詳細分布調査報告書 奄美市文化財調査報告書第4集
臼杵城 三之丸
下総 臼井城

35141-1

76585-1

見開きに関連新聞記事の貼り付け有

笹間館跡発掘調査報告書 天面と表紙に経年によるヤケ有 箱にヤケと破れ有
向羽黒山城(岩崎城)跡保存管理計画書

茨城県教育財団文化財調査報告第184集 表紙に経年による若干のシミ有

天面と小口に多数茶シミ有 箱に経年によるヤケとシミ、背上部にイタミ有 表紙に若干のヤケとスレ有

早川城山遺跡(早川城跡) 綾瀬市埋蔵文化財調査報告8
愛城研報告第22号 裏表紙に折れ跡あり
長篠城址 第1次〜第4次試掘調査報告書 巻末に関連新聞記事糊付け

14987-3

愛知県 中世城館跡調査報告2(西三河地区) 強い背ヤケ有 天面に若干の茶シミ有
愛知県 中世城館跡調査報告1(尾張地区) 強い背ヤケ有 天面に若干の茶シミ有

78606-1

国指定史跡 勝連城跡環境整備事業報告書4 うるま市文化財調査報告書第6集 天面に若干の茶シミ有 表紙に経年によるヤケ有

14988-2

77302-1

【古建築・歴史・民俗・その他】
比叡山延暦寺 建造物総合調査報告書
出雲大社社殿等建造物調査報告
津山の社寺建築 裏表紙の端に薄く折れ跡あり
滋賀県の近代和風建築 滋賀県近代和風建築総合調査報告書
中国古代建築の保護と維持修理
木造建造物の保存修復のあり方と手法
奈良県の近世社寺建築 近世社寺建築緊急調査報告書
古図にみる日本の建築 函全面に小シミ、本体小口わずかに小シミ
岡山市の近世寺社建築 岡山市歴史的建造物 平成6・7年度調査報告
日本史講座 全10巻揃
史料纂集 古記録編 樂只堂年録 第2
村落景観の史的研究 明治大学人文科学研究所双書
村落生活の史的研究 明治大学人文科学研究所双書
新修徳川家康文書の研究 ※オンデマンド増刷版

77272-1

大日本古文書 覆刻 家わけ10 東寺文書1〜7 7冊セット

05620-1

中世社会の刑罰と法観念

77480-1

英国にあった伊能忠敬の日本全図 英国グリニッチ国立海事博物館蔵 大日本沿海実測全図小図 三舗 複製

76827-1
67398-2
76830-1
76749-1
68997-2
76753-1
55307-2
38895-2
66712-2
76632-1
77650-1
28724-1
77209-1

4巻の箱に破れ有 各巻箱に経年によるヤケ有(7巻のみ薄いヤケ)

50924-3

金沢と加賀藩町場の生活文化 近世史研究叢書30
日本書紀研究 第1冊〜第5冊 ※5冊セット 各巻函ヤケ・経年小シミ
源頼朝文書の研究 史料編 箱に経年によるヤケ有
社寺境内図資料集成1 東北・関東・中部・中国・四国・九州

77268-1

全譯吾妻鏡 全5巻+別巻 全6冊セット

06994-1
26969-2
77271-1

4巻と別巻の小口にシミ有 箱に経年によるヤケ有

17878-1

マルコ・ポーロの研究 上巻 カバー無し
古代都城のかたち 同成社古代史選書 3
河音能平著作集 全5巻セット
近世農村社会史論
日本中世債務史の研究
社寺境内図資料集成2 近畿・補遺 国立歴史民俗博物館資料調査報告書12
環境の日本史 全5冊揃
東国地域文化史序説

17545-1

律令制と貴族政権 第1部 第2部 (2冊セット)

78138-1
03895-2
77307-1
76282-1
06275-1
27193-1
77629-1

75315-2
07365-1
77985-1

天面と小口に経年によるヤケ有 箱に強いヤケ有

日本民族文化の起源 ※全3冊セット
オカルト・ジャパン 外国人の見た明治の御嶽行者と憑霊文化
桶・樽 1〜3 3巻セット ものと人間の文化史 82-3
－ 27 －

2005 3,024
金ヶ崎町教育委員会 1990 3,240
郷土出版社 1988/ 6,480
岐阜県瑞浪市教育委員会 2005 3,024
岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター 1988/ 6,264
会津本郷町教育委員会 1995 3,024
嘉手納町教育委員会 1994 3,780
沖縄市教育委員会 1988/ 4,320
岡山県吉井町教育委員会 1990 3,024
岡崎市教育委員会 2012 4,104
奄美市教育委員会 2008 4,860
奄美市教育委員会 2009 4,104
臼杵市教育委員会 2011 5,400
臼井城跡研究会 2012 4,104
茨城県教育財団 2002 3,024
伊賀文化産業協会 1971/ 3,024
綾瀬市教育委員会 2011 4,860
愛知中世城郭研究会 2018 3,240
愛知県南設楽郡鳳来町教育委員会 2004 4,860
愛知県教育委員会 1994 8,100
愛知県教育委員会 1991 8,100
うるま市教育委員会 2008 3,240
熊本県下益城郡美里町教育委員会

奈良文化財研究所 編 大社町教育委員会

2013 17,280
2003 12,960

奈良国立文化財研究所 編 津山市教育委員会

1988/

奈良文化財研究所 編 比叡山延暦寺

3,024

1994 5,400
古都調査保存協力会 1993 2,700

奈良国立文化財研究所 滋賀県教育委員会
祁英涛著 ; 田中淡監修 ; 福田美穂訳

奈良文化財研究所
奈良県教育委員会 1987/
国立歴史民俗博物館 1989/
岡山市教育委員会 1996
歴史学研究会 日本史研究会編

東京大学出版会

柳澤吉保著 宮川葉子校訂 八木書店

10,800

8,640
15,120

3,240

2004 12,960
2013 8,640

木村 礎 編著 八木書店 1988/ 5,400
木村 礎 編著 八木書店 1994 5,400
徳川義宣 著 徳川黎明会 2006/01 7,560
東京大学史料編纂所 編 東京大学出版会 1970/ 9,720
渡邉 俊 著 吉川弘文館 2011/04 6,480
渡辺一郎 編 日本古地図学会 1995 3,240
池田 仁子 著 岩田書院 2012/08 6,480
三品彰英 編 塙書房 1964/ 7,020
黒川 高明 著 吉川弘文館 1988/ 5,400
2001 5,400
貴志正造 訳注 新人物往来社 1976/ 5,400
岩村忍 著 筑摩書房 1948/ 6,480
舘野 和己 編 同成社 2009/07 2,700
河音 能平 著 文理閣 2010/10 16,200
遠藤進之助 著 吉川弘文館 1956 3,024
井原 今朝男 著 東京大学出版会 2011/12 4,860
国立歴史民俗博物館 2002 5,400
吉川弘文館 2012 19,440
鈴木仲秋 暁印書館 1994 6,480
竹内理三 御茶の水書房 1957/ 6,480
松本信廣 著 講談社 1978/ 11,880
パージヴァル・ローエル著 菅原壽清 訳・解説 岩田書院 2013/02 5,400
石村 真一 著 法政大学出版局 1997 4,860
国立歴史民俗博物館資料調査報告書情報資料研究部 国立歴史民俗博物館

28817-4
21930-2
76294-1
06300-1
03511-1
79036-1
76528-1
77582-1
76525-1
76461-1
31275-2
31056-2
76464-1
77982-1
76520-1
75646-2
52034-3
23901-3
78795-1
76516-1
55144-3
56708-2
76522-1
76463-1
24666-1
76465-1
76529-1
76480-1
76530-1
78111-1
36626-3
74900-2
39077-1
77464-1
36622-1

10115-3

箱日焼け
加藤九祚 恒文社 1986/
ロシア狩猟文化誌 側面に経年小シミ
佐藤 宏之 編 慶友社 1998
先住民族の遺蹟 書籍全体に強いヤケと経年感有 表紙にスレとヤケ、イタミ、経年感有 宮坂英弌 著 蓼科書房 1948/
仏教図像の研究 図像と経典の関係 カバーの背日焼け
小山 満 著 向陽書房 2011/03
円仁とその時代
鈴木 靖民 編 高志書院 2009/02
平安時代寺院建築における密教空間の形態とその変遷に関する研究
冨島義幸 冨島義幸 1998
魏書語彙索引
魏書研究会編 汲古書院 1999
宋代募兵制の研究 : 近世職業兵士の実相
齋藤忠和 著 勉誠出版 2014/01
漢代の文物
林巳奈夫編 朋友書店 1996
中国古玉の研究
林巳奈夫 吉川弘文館 1991
中国漢代の画像と画像墓(全2冊)
羅 二虎 著 渡部 武 訳
慶友社 2002
中国古兵器論叢
1985/
唐末五代変革期の政治と経済 汲古叢書39 箱擦れにより薄く色移り 本体はきれいです
堀敏一 汲古書院 2002
モンゴルにおける都市建築史研究 : 遊牧と定住の重層都市フフホト
包慕萍 著 東方書店 200501
新編 史記東周年表 中国古代紀年の研究序章
平勢隆郎 東京大学東洋文化研究所 1995
流沙出土の文字資料 楼蘭・尼雅出土文書を中心に
冨谷至 編著 京都大学学術出版会 2001
増補 満州考古学
八木奘三郎 荻原星文館 1934/
モンゴル帝国史の考古学的研究
白石 典之 著 同成社 2002
清代モンゴルの裁判と裁判文書 箱の背日焼け
萩原守 著 創文社 2006/01
吐魯番・敦煌出土漢文文書研究文献目録
東洋文庫唐代史研究委員会 東洋文庫 1991
陽高古城堡 中国山西省陽高県古城堡漢墓 東方考古学叢刊乙種第8冊
東方考古学会 六興出版 1990
敦煌・吐魯番出土漢文文書の新研究 側面に細かな経年シミ
土肥義和 編 東洋文庫中央アジア研究班 2009/01
古代中国の画象石
土居淑子 著 同朋舎 1986/
満蒙の探査 奥付に古い所有者印と古書店ラベル 全体的に観光年並みの傷み
鳥居龍蔵 萬里閣書房 1928/
絹の道 シルクロード染織史
長澤 和俊 著 横張 和子 著 講談社 2001/01
古代支那工芸史に於ける帯鉤の研究 東方文化研究所研究報告17 全体的に経年並みの傷み
長廣敏雄 桑名文星堂 1943/
中国古代写本識語集録 東洋文化研究所叢刊
池田温編 大蔵 1990
東アジアの文化交流史 カバー日焼け
池田温 著 吉川弘文館 2002/01
中央アジア仏教美術 西域文化研究第5
西域文化研究会編 法蔵館 1962/
旅順博物館所蔵梵文法華経断簡 : 写真版及びローマ字版
蒋忠新編 旅順博物館 創価学会 1997
西周青銅器とその国家 箱に経年シミと日焼け
松丸 道雄 編 東京大学出版会 1980/
ウイグル文契約文書集成 全3巻セット
山田信夫 著 大阪大学出版会 199301
元明時代窯業史研究 函全面小シミ、本体美本
佐々木 達夫 著 吉川弘文館 1985/
日明関係史の研究 側面に経年による茶シミが多数
佐久間重男 吉川弘文館 1992
日本の対外関係 全7巻揃
荒野泰典 石井正敏 村井章介 編 吉川弘文館 2010
古鏡聚英 上篇(秦鏡と漢六朝鏡)・下篇(隋唐鏡王より和鏡) <2冊セット>

北東アジア民族学史の研究 江戸時代日本人の観察記録を中心として

楊泓 著 網干善教 監訳 来村多加史 翻訳 関西大学出版部

輸送箱付。輸送箱全面に小シミ、小汚れ、函や本体一部ヤケによる小シミ等経年感

76491-1

大唐元陵儀注新釈
満洲国のビジュアル・メディア : ポスター・絵はがき・切手
東アジアの漢籍遺産 : 奈良を中心として
絨毯で辿るシルクロード 輸送用ケース付き

76531-1

スウェン・ヘディン 桜蘭発現 残紙・木片 残紙・木片書法選

76626-1

大谷家蔵版 新西域記 復刻 3冊揃

76533-1

バーミヤーン ※2冊箱入り

76625-1
77971-1
77581-1

箱の側面にマジックで書名書き込み

京都大学中央アジア学術調査報告Vol.3・4 段ボール外箱の端が小破損

76524-1

ロシア第1次東トルキスタン調査報告 1909〜1910
ハラホト出土モンゴル文書の研究
古代天山の歴史地理学的研究 増補版 箱薄く汚れ

76624-1

古代中央アジアにおける服飾史の研究 : パジリク文化とノイン・ウラ古墳の古代服飾

76521-1
76481-1

76482-1
30975-5
78089-1

中央アジア出土文物論叢
鉄器時代の東北アジア
人類誕生 DVD-BOX 3枚組

NHKスペシャル 社員研修で1度使用したのみです

43,200
21,600
27,000

6,480
7,560
5,400
14,040

6,480
3,240
5,400
7,560
2,160
7,560
9,720
12,960

4,320
4,320
8,640
32,400

8,640
21,600
10,800

8,640
10,800

4,860
6,480
27,000

後藤守一編 東京堂出版 1977/ 37,800
金子修一 主編 汲古書院 2013/01 6,480
貴志俊彦 著 吉川弘文館 2010 2,160
河野貴美子, 王勇 編 勉誠出版 2012/01 5,400
絨毯ギャラリー(世界文化社) 2018 5,400
日本書道教育会議 1988/ 4,860
井草出版 1984/ 64,800
樋口隆康 編 同朋舎出版 1984/ 19,440
セルゲイ・F・オリデンブルグ 加藤九祚訳 イング

1999 14,040

8,640
7,020
加藤定子 著 東京堂出版 2002/01 5,400
森安孝夫編 朋友書店 2004 4,860
臼杵 勲 著 同成社 2004 4,104
NHKエンタープライズ 2018/12 8,640
吉田順一, チメドドルジ 編 雄山閣

2008/01

松田寿男 著 早稲田大学出版部 1974/

ＨＰでは在庫の冊数、発送予定日を表示しており、
複数冊在庫のある古書は状態・価格が異なるものからお選びいただけます。
－ 28 －

3,240
2,160
2,160
9,720
6,480
5,400
8,640
4,320

中国書
《考古 歴史・地理》 ※取り寄せ、在庫切れの場合がございます。ご来店の折にはあらかじめ在庫をご確認ください。
NO
11479

書
西安長安区韓家湾墓地発掘報告

名

発

行

陝西省考古研究院編 三秦出版社

出版年 税込価格
18/10 15,454

本書は2008～2010年西安長安区韓家湾にて基本建設中に漢代至明清時期の墓葬史料が発掘され系統
的に紹介した。報告は墓葬の時代を東漢至西晋時期、北周隋唐時期及び宋明清時期に重点的三部分に
分け,墓地位置、墓葬形制、葬具葬式及出土器物等の資料を科学描述し,該墓地中の唐代墓葬の分期及墓
主身分について探究した。
11485

臨淄斉墓 第2集

山東省文物考古研究院 文物出版社

18/12 20,412

1984年に山東省文化財考古研究院は臨淄斉故城南面の孫家庄墓地の発掘を行った。墓は西周～戦国
時期墓葬323基が整理され、其の中で中、小型の土竪穴墓が多く部分的に二層台、壁龕、腰坑等があり、
随葬器物は陶器を中心に銅の飾り、水晶、瑪瑙等周代斉文化研究に豊富な実物資料を提供する。
11440

新楽遺址発掘報告 上下全2冊

瀋陽市文物考古研究所等編著 文物出版社

18/12 41,796

新楽遺跡は中国東北地区の重要な新石器時代の遺跡の一つで、瀋陽市文化財考古研究所は新楽遺跡博
物館等と何度も該遺跡に対し発掘調査を行った考古成果報告。
大量の密集した房址、灰坑、墓葬等の遺跡が現れ、豊富な陶器、石器、骨器等の遺物が出土した。 これら
の実物資料は瀋陽地区の原始時期文化を研究するために重要な意味がある。
11588

景徳鎮出土明洪武官窯瓷器

景徳鎮御窯博物館編 文物出版社

19/1 20,412

20世紀80年代の初め、景徳鎮明清御窯遺跡で大量の明初の国営の陶磁器製造所の遺跡が発現した。
遺物はここ数年来市街区の多くの所窯の所在地で洪武の国営陶磁器製造所の遺物を発見され、異なるタイ
プの磁器標本と建物の部材が出土しました。 本書中、洪武時期の典型的な磁器と建物の部材の101件を収
録し、資料は正確で多角度の写真を添え、出土した場所と時間を明記し説明する。
11591

中国陶瓷大系 全15冊

編委会編 上海人民美術出版社

19/1

106,272

本書は《中國美術分類全集・中国陶磁全集》を基礎に、新たに編集をし、重装出版をしました。
〈15巻〉・秦漢 ・遼金西夏 ・三国两晋南北朝 ・元代 上下冊 ・随唐 ・明代上下 ・新石器時
代 ・唐五代 ・清代上下 ・夏商周春秋戦国 ・宋上下
11442

周邦肇作 陝西宝鶏出土商周青銅器精華

深圳博物館 宝鶏青銅器博物院 等 文物出版社

18/10 28,188

本書は深圳博物館、宝鶏青銅器博物院、周原博物館、扶風県博物館等单が連合で行った“周邦肇作—陕
西宝鶏出土商周青銅器精華”展覧会の図録。各類青銅文物182件を展出，これは近年では珍しい青銅器大
展で図と文が結合し文化遺産が詳細に紹介されました。 青銅器の歴史的な知識と芸術的な鑑賞を組み合
わせることで、さまざまな角度から見た西周王朝の華麗な青銅文明を示しています。
11556

宝鶏青銅器博物院蔵商周青銅器 全10冊 ※未刊

宝鶏市青銅器博物院 等編 上海古籍出版社

18/11

259,200

本書收録的爲寶雞青銅器博物院所藏寶雞地區出土商周青銅器。 共收録青銅器 1017 件, 以寶雞市郊區出土者
爲主,另有部分爲眉縣、鳳翔縣、隴縣、麟遊縣、岐山縣和扶風縣等地區出土的青銅器,部分屬於掲げる。 器類包括
容器 365 件(食器、酒器、水器)、樂器 19 件、兵器 217 件、工具 80 件、用具 47 件、裝飾品 56 件、車馬器 190 件和
雜器 42 件。 本書共分十册,第一到七册收録容器,第七册收録樂器,第八册收録兵器,第九册收録工具、用具、裝飾
品、車馬器,第十册收録車馬器、雜器。 本書收録青銅器的時代範圍爲商代前期到戰國時期。
11801

中国出土青銅器全集 全20巻 ※未刊

李伯謙主編 科学出版社

2019

205,200

本書は国家出版基金資助項目で10余年と千人近くの学者が参与し、出土地点と収蔵
単位が明確な青銅器5000余件を収録。本セットはここ100年の青銅器の科学的な調査と
精巧な芸術品を選別し、中国古代青銅文化の元素と特徴を集中展示し、国内外の研究
に重要な学術成果を参考にすることができる。
（全20巻）
・陝西巻(上中下) ・山西巻 (上下) ・山東巻 （上下） ・河北巻 ・北京 天津 内蒙古巻 ・
安徽巻 ・湖南巻 ・湖北巻 （上中下） ・河南巻 （上下） ・江蘇巻 ・甘粛 寧夏 遼寧
吉林 黒龍江巻 ・江西 浙江 広東 広西 福建巻 ・四川 重慶 雲南 貴州 青海巻

－ 29 －

11568
11475
11470
11422
11421
11496
11491
11729
11460
11527
11423

2018中国重要考古発現
鄖県劉湾遺址
泗県霊璧段運河考古発掘報告
西安張家堡秦墓
北青一帯的渤海遺迹 2014〜2015年度考古発掘報告書
北京考古志 石景山 門頭溝巻
桂林靖江王陵考古発掘清理報告集
于家砣頭墓地
千年耀州窯
青瓷大観 上下
明代嘉靖隆慶万歴御窯磁器
景徳鎮御窯遺址出土与故宮博物院蔵伝世磁器対比 全2冊

国家文物局主編 文物出版社
湖北省文物局等編著 科学出版社
安徽省文物考古研究所,泗県文物局等編著 科学出版社

陜西省考古研究院 陜西科学技術出版社
鄭永振 李東輝 鄭京日著 香港亜洲出版社

張利芳 宋大川 著 上海古籍出版社
広西文物保護与考古研究所 桂林市靖江王陵文物管理所 科学出版社

大連市文物考古研究所 科学出版社

薛東星 文物出版社
陳鳳九著 文物出版社
故宮博物院 故宮出版社

19/3
18/12
18/11
18/10
18/12
18/11
19/2
19/4
18/12
18/11

5,184
15,940
13,068
17,496
15,552
11,761
10,692
12,355
18,468
20,412

18/11 46,656

当本は協力する故宮博物館と景徳鎮市陶磁器考古研究所が共同で主催した《景德鎮御窑遺址出土与
伝世嘉靖、隆慶、万歴時期御窑瓷器对比展》の展覧会図録。窯址から出土した関連している瓷器標本を
収録し、全面的に御窑生産の面貌を展示しただけではなく、同じく明朝御窑の認識に対し歴史の真実に
近づくことが出来る。
11698
11562
11583
11564
11563
11426
11713
11730
11509
11482
11447
11516
11514
11505
11500
11499
11493
11459
11701
11515

中国東北地区旧石器時代晩期遺址黒曜岩制品原料来源探索
殷墟婦好墓出土玉器研究
江口沈銀 四川彭山江口古戦場遺址考古成果
中国古代青銅器整理与研究 應国青銅器巻
中国古代青銅器整理与研究 青銅簠巻
東周青銅容器譜系研究 全2冊
中国青銅図典
老司城遺址文物保護工程報告 全2冊
廣澤清流 匈奴故都統万城文物輯録
甲骨文与殷商史 新8輯 紀念殷墟甲骨文発現120周年専輯
甘粛散見仏教石刻造像調査与研究 天水巻
清華大学蔵戦国竹簡 4-6文字編 全1冊
長沙五一広場東漢簡牘 1,2
青銅器与金文 第2輯
中国紡織考古与科学研究
青銅器和金文書体研究
晋銅器銘文研究
洛陽流散唐代墓志匯編続集(上中下) 全3冊
里耶秦簡牘校釈 第2巻
長沙走馬楼三国呉簡・竹簡 5 上中下 全3冊

劉爽著 科学出版社
杜金鵬著 科学出版社
王春法主編 時代華文出版社

李樹浪著 科学出版社
胡嘉麟著 科学出版社
路国権著 上海古籍出版社
謝海元,顧望編著 浙江摂影芸術出版社

湖南省文物考古研究所 科学出版社

石小龍 邢福来 他 文物出版社

宋鎮豪等主編 上海古籍出版社

李寧民 文物出版社
李学勤主編 中西書局
長沙市文物考古研究所等編 中西書局
北京大学出土文献研究所 上海古籍出版社

趙豊等著 上海科学技術出版社

李峰著 上海古籍出版社
呉毅強 浙江大学出版社
毛陽光 著 国家図書館出版社
陳 偉 主編 武漢大学出版社
長沙簡牘博物館 中国文化遺産研究院 北京大学歴史学系 文物出版社

19/4
19/3
18/10
19/3
19/3
18/11
19/1
19/5
19/1
19/1
18/9
17/10
18/11
18/12
18/12
18/12
18/11
18/11
18/12
18/12

9,979
11,761
32,508
11,761
19,342
13,608
19,342
19,342
34,020
10,573
14,580

9,504
77,760

8,791
17,496

5,346
9,979
77,760

9,385
96,552

本書は走馬楼第22号井三国呉簡7431枚を収録。全部長沙郡臨湘県の文書で，内容は経済活動と人口管
理に渉り，研究三国歴史の研究に高い史料価値が有ります。全書は上、中、下三冊に分かれ，上冊は前書
き、凡例、色彩版、図版で、中冊は図版、下冊は釈文と附録一（簡牘掲剥示意図，簡牘出土総平面、立面
図）、索引（人名索引’地名索引と紀年索引）。
11590

何新所 文物出版社

新出宋代墓志碑刻輯録 北宋巻 1函6冊

19/1

156,600

本书所收石刻拓片为《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》北宋部分未收之宋代石刻拓本以及该书
虽收有拓本而《全宋文》失收的，本书共收拓本四百五十种，拓片均为编者个人所收藏。所收拓片以墓志
为主，亦包含其他形式的石刻拓片。
11558
11557

出土戦国文献字詞集釈索引巻
出土戦国文献字詞集釈 全17冊 ※未刊

曽憲通 陳偉武主編 中華書局
19/2 5,821
曾憲通 陳偉武 主編 中華書局 18/12 155,520

本書は、各種出土戦国文献(陶文、璽文、金文、貨幣文、玉石文、簡帛文など)に見られるおよそ8,000個
の字、詞を系統的に整理し、諸家の解釈を集録。字から詞、詞から句と関連性を示し、各親字の下に代表
的な字形とその出所を羅列、歴代学者の関連研究成果を時代順、引用元明記で集録。 全书共16卷(全十
八册 含索引巻),編集者メモの形式でいくつかの誤りを指摘し、その言語を適切に適用することで、発掘さ
れた戦国の文書を使用するのに非常に便利になる。
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韓国書
【図録】
바다의 비밀 9세기 아랍 난파선 (海の秘密 9世紀アラブ難破船)

国立海洋文化財研究所 18/12 10,800

15529

韓国・シンガポール国際交流展(2018/12/11-2019/03/17)展示図録。
目次から
第１部 アジア初、アラブ難破船の発見 「アラブ難破船の発見」ほか
第２部 ９世紀アラブ商人たちとアジア貿易 「海上シルクロードとアラブ商人たちの登場」ほか
第３部 大陸の果て、新羅で出会った海上シルクロード 「新羅に来た外来文化」ほか
論考 1.唐の難破船の起源 2.9世紀東南アジアの寄港地 3.長沙窯から来た陶磁器

고대인의 멋、귀걸이 (古代人の粋、耳飾り)
【単行本】

福泉博物館 18/09

15312

8,640

15394

성주 금석문 대관 １ (星州金石文大観１)

星州文化院、慶北大学校嶺南文化研究院 慶北大学校出版部 18/11 32,400

15395

성주 금석문 대관 ２ (星州金石文大観２)

星州文化院、慶北大学校嶺南文化研究院 慶北大学校出版部 18/11 32,400

星州地域に現存する金石文のほとんどが網羅されており、金石文ごとに詳細な位置情報と説明、
実物の写真と拓本イメージ、原文と翻訳文の全文が載せられています。
この本に掲載された星州地域の金石文はすべて慶北大学校嶺南文化研究院と星州文化院所属の
専門家が直接一つ一つを調査、研究したもので、2006年に始まった先行研究の時から起算すると
10年以上かかっており、この度、慶北大学校出版部から書籍に整え出版されました。

15461

石刻を通して見た東アジア古中世社会 中国古中世石刻資料研究
경기도 암각문 (京畿道岩刻文)
마한고고학개론 (馬韓考古学概論)
흉노고고학 개론 (匈奴考古学概論)
통일신라 고고학개론 (統一新羅考古学概論)
계간 한국의 고고학 (季刊 韓国の考古学) 2019 Vol.43 ※定期購読承ります
고대 동아시아와 탐라 (古代東アジアと耽羅)
한국고대사 탐색의 세 가지 시선 (韓国古代史探索の3つの視線)
가야사 이해의 기초 (伽耶史理解の基礎)
金海鳳凰洞遺跡と古代東アジア 伽耶王城を探求する
가야사 연구의 현황과 전망 (伽耶史研究の現況と展望)
초기 백제사의 제문제 (初期百済史の諸問題)
고구려 중・후기 지배체제 연구 (高句麗 中・後期支配体制研究)
고구려 광개토왕의 정치와 외교 (高句麗広開土王の政治と外交)
通溝 集安高句麗遺跡の1945年以前調査報告書
신라의 영역지배 편성과정과 외위 (新羅の領域支配編成過程と外位)
신라 왕경 형성과정 연구 (新羅王京形成過程研究)
신라 하대 국왕과 정치사 (新羅下代国王と政治史)
고려 불교사의 탐색 (高麗仏教史の探索)
고려 도기 연구 (高麗陶器研究)
고려의 중앙과 지방의 네트워크 (高麗の中央と地方のネットワーク)
고려의 다양한 삶의 양식과 통합조절 (高麗の多様な生の様式と統合調節)

15460

고려의 국제적 개방성과 자기인식의 토대 (高麗の国際的開放性と自己認識の土台) チェ ウンソク ほか 図書出版 ヘアン 19/01

15397

원간섭기 고려의 측근정치와 개혁정치 (元干渉期高麗の側近政治と改革政治)
태평한 변방 (太平の辺防) 高麗の対契丹外交とその所産
고려후기 신분변동 연구 (高麗後期身分変動研究)
高麗畫全集(高麗画全集) 1 欧美蔵品巻
丙子胡乱前後 柳琳将軍の将略と金化大捷
임진왜란에서 조선통신사의 길로 (壬辰倭乱から朝鮮通信使の路へ)
조선 왕실의 밥상 (朝鮮王室の食卓)
조선시대 문중의 형성과 변화 (朝鮮時代門中の形成と変化)
조선시대 사마소와 양반 (朝鮮時代司馬所と両班)
조선왕실의 군사의례 (朝鮮王室の軍事儀礼)
국왕과 양반의 소통 구조 (国王と両班の疎通構造)
16世紀韓中貿易研究 混沌の東アジア、礼儀の国朝鮮の対明貿易
한국의 대외관계와 외교사 고려편 (韓国の対外関係と外交史 高麗編)
한국의 대외관계와 외교사 조선편 (韓国の対外関係と外交史 朝鮮編)
한국의 대외관계와 외교사 근대편 (韓国の対外関係と外交史 近代編)

15370
15520
15334
15465
15464
15504
15525
15488
15393
15383
15338
15426
15497
15363
15522
15489
15423
15369
15424
15463
15462

15335
15364
15438
15425
15492
15382
15457
15526
15523
15521
15329
15396
15428
15427
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ホン スンヒョン 新書院 18/12

5,616

ホン スンソク 民俗苑 19/04 11,880
中央文化財研究院 編 ジニンジン 18/10
中央文化財研究院 編 ジニンジン 18/12
中央文化財研究院 編 ジニンジン 19/02

周留城出版社 19/04
チェ ミア ほか 景仁文化社 19/03
チャン チャンウン 景仁文化社 19/02
チュ ポドン 周留城出版社 18/12
仁荷大学校伽耶文化研究所 編 周留城出版社

18/12

韓国古代史学会 編 周留城出版社 18/10
東北亜歴史財団韓国古中世史研究所 東北亜歴史財団

18/12

イ ドンフン 書景文化社 19/02
シン ジョンフン 図書出版 ヘアン 18/11
池内 宏、梅原 末治 (パク ジヨン ほか訳) 周留城出版社

19/05

イ ブオ 書景文化社 19/04
イ ドンジュ 景仁文化社 19/01
キム チャンギョム 図書出版 オンセム 18/12
ビョン ドンミョン 全南大学校出版文化院

19/02

ハン ヘソン 図書出版 亦楽 19/02
チェ ウンソク ほか 図書出版 ヘアン 19/01
チェ ウンソク ほか 図書出版 ヘアン 19/01

キム グァンチョル 景仁文化社 18/12
イ ミジ 景仁文化社 18/10
キム ヒョンナ 図書出版 ヘアン 18/11
浙江大学亜州研究中心 編 浙江大学出版社

19/01

ユ スンジュ 図書出版 オンセム 19/01
韓日文化交流基金 編 景仁文化社 19/03
チョン ヘギョン 図書出版 青い歴史 18/12

キム ムンテク 民俗苑 19/01
ユン ヒミョン 図書出版 韓国史学 19/05

イ ワンム 世創出版社 19/05
シン ミョンホ ほか 歴史散策 19/05
ク ドヨン 太学社 18/10
東北亜歴史財団韓国外交史編纂委員会 東北亜歴史財団

18/12

東北亜歴史財団韓国外交史編纂委員会 東北亜歴史財団

18/12

東北亜歴史財団韓国外交史編纂委員会 東北亜歴史財団

18/12

8,640
7,992
9,720
3,240
4,320
5,400
6,048
5,400
4,320
3,024
5,400
5,616
19,440
6,264
4,968
6,912
4,968
7,560
5,400
5,832
6,480
7,128
6,048
6,480
168,480
5,400
5,616
9,720
6,048
4,320
4,536
7,128
5,400
5,184
5,616
6,912
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書

六ヶ所村「尾駮の牧」歴史研究会

7

A5

本書は、古代の歌枕の一つである「尾駮」（おぶち）の地名が現存する青森県六ヶ所村（古代以来の馬産の歴史
も有する）の「尾駮の牧」歴史研究会が、その歴史的背景を解明すべく、2012 年より実に 6 年間にわたって開

催し続けた「六ヶ所村歴史フォーラム」の成果を、考古学的考察、歴史学的考察、文学的考察の 3 部に再編し
て一書にまとめなおしたもの。
当村に限らず、文献史料がほとんど残存しない北奥地域の古代を解明するのは至難の業であるが、自らは黙
して語らないものの、多くの考古学的成果があり、加えてわずかに残された文献的痕跡とその後の歴史的展開
を踏まえての考察が、それぞれ縦糸・横糸となり、当該地域の豊かな歴史像を描き出している労作である。
繰り返しになるが、当地に限らず北方史研究史上において考古学の果たす役割はきわめて大きい。本書も考
古学から切り込むことになる。
第一部冒頭の松本建速「六ヶ所村に馬はいつからいたか ?」は、本書の基調となる重要なもの。黒ボク土を
主たる根拠として、六ヶ所村の地に、9 世紀後葉に馬の飼育をする人々が移住してきたことを推定する。そし
て以後も馬の飼育が継続された。この結論自体には高い可能性が認められると思う。当地は馬産地であったと
いって良い。ただそのことと和歌の歌枕尾駮がこの地だと言うこととは別問題とせざるをえないのではないか。
北奥の馬産について一番に気になるのが、この名馬がどこから来たという点であろう。本論文では馬産集団
の移住が想定されている。本書第二部の近藤好和「コラムⅤ 日本前近代の馬」では、糠部駿馬も日本南部の
馬と同じく朝鮮半島から入った蒙古野馬の系統だという。
ちなみに古代の牧といえば甲斐国がすぐに想起されるが、その甲斐でも馬の生産がいつから始まったかはま
だはっきりしていないという。河内国の馬飼集団に関係するとされてもいるが、望月牧で著名な信濃国も似た
ような状況である。こうした古代に牧が置かれた他の国との比較史的研究も期待される。
ついで田中広明「東北地方北部出土の石帯とその背景」、高橋照彦「東北地方北部出土の緑釉陶器とその歴
史的背景」が続く。石帯・緑釉陶器と、高級品が当地で出土している意味を探りながら馬産の背景に迫る。田
中論文は六ヶ所村表館遺跡出土の石帯を、平安京で作られた白玉帯の蛇尾であるとし、長さと幅の比率により
9 世紀末から 10 世紀の製作とする。高橋論文は古代における高級陶器である緑釉陶器について、東北北部全
体を見回した分布と青森の分布を比較し、青森の緑釉陶器が城柵などを通じての交易だけではなく、より私的
な富裕の輩による私的な交易の広がりの結果であるという。田中も高橋も都人と六ヶ所村の人々が直接接触す
る特殊な経路があり、平安京ともつながる遠距離交易の可能性を示唆する。これは第二部の入間田宣夫論文で
も特殊ルートの存在として支持されているところである。そしてその意味するところは、おのずと馬産の対価
として、ということになる。瀬川滋・長尾正義のコラムもそれを補強する。もちろん田中は明言していないし、
高橋自身もまだ証明されておらずあくまで可能性にとどまるとしているが。
以上のように、当地で馬産が 9 世紀末から存在し、都の貴重品が当地まで流れてきていることが確認された。
それをふまえた上で第二部歴史学的考察に入る。最初の倉本一宏・堀井佳代子「藤原道長と馬、そして尾駮の駒」
はまさに歴史学的研究の本丸に当たるものになる。ここでは尾駮の最古の史料である和歌について論じ、あわ
せて時の権力者藤原道長との間の深い関係について解説する。尾駮は地名でもあり毛色でもある。地名だとし
ても、一般には尾駮はみちのくのどこかにあると考えられており、尾駮の牧は空想上の牧であるとする。文献
史学ではここまでしか言えないのである。
ついで中世期に入る。伊藤一允「建武期の糠部と尾駮の牧」は、中世期について、現存する豊富な南部家文
書等について従来の「津軽より」の解釈をあらためる別な解釈を提唱する力作。ただ伊藤が批判の対象として
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引用している解釈には、比較的影響力のある近年の学者の新説が多い。新説なので目立って気になるのであろ
うが、まだ定説ではないものが多々ある。
入間田宣夫「「尾駮牧」「糠部駿馬」をめぐる人・物・情報の交流について」は、いかにも氏らしいかなり刺
激的な論文。氏は糠部を中心とした南北世界のつながりを詳細に論じた自身の研究をベースに、最終的に「「尾
（中略）そのことについては、
駮牧」が糠部は七戸の辺りにあったことについてはほぼ確実。といえるでしょうか。

ほとんど疑いの余地なし。といえるでしょうか」とする。ただ残念ながらまだ「確実」ではないと思う。もち
ろん入間田論文については古代史の側から見ればなお検討すべき点が多いとはいえ、七時雨峠越えを「政治的
ルート」とみること、民間の交易ルートとしての日本海側、太平洋側のルートのそれぞれの解明、そして北奥
地域をすべて平泉中心に考える研究への批判など学ぶべき点が多々ある。
最後の第三部は、文学的考察。飯沼清子「平安貴族と馬」は、古代王朝貴族の記した古記録類を博捜して、
そこに見える馬の諸相を多面的に引き出したもの。古代貴族と馬の関係がじつに生き生きと描かれている。た
だし古記録類には尾駮の語は見えないので、ここでも尾駮について触れるところはないのは当然である。
山口博「ユーラシアを西から東へ駆けた斑動物たち、そして尾駮の駒へ」は、尾駮駒を斑馬であるとした上
で、ユーラシア大陸全域の史資料を博捜し、最終的に斑馬＝尾駮駒を聖獣だとする壮大なスケールを有する大
変興味深い論文。同「歌語〝尾駮の駒〟を育んだ王朝歌人集団」は、歌語としての尾駮の駒を流布させたのは
藤原兼家と橘氏等陸奥と関係あるグループであり、やがて神聖な馬という本来の観念は失われ荒れ馬として理
解されるようになるとする。さらに同「王朝歌人の陸奥心象風景と現実」で結ぶ。尾駮については斑説を再論
し、地名ではないと最終的に断案する。六ヶ所村にとっては残念な結論ではあるが、和歌文学研究においては
相当確度の高い結論になっている。
重厚で多面的なとても興味深い論考が展開された本書を読み終えての感想であるが、結論的にはやはりまだ
実態としての「尾駮の駒・牧」が六ヶ所村の地にありました、と断定するのは、個人的には躊躇される、とは
いうものの、研究は確実に進歩している。本書の書名が『尾駮の駒・牧を探る』ではなく『尾駮の駒・牧の背
景を探る』となっているのも、そうしたことを踏まえた用意周到な準備ではなかったか。六ヶ所村の地が 9 世
紀にまで遡る馬産の地であり、そして当地と南方との南北交流は確実に存在し、それが中世にまでつながる大
動脈であった。それだけでも北方研究的には驚くべき成果である。こうした貴重な書が刊行されたことを斯界
の関係者と共に大いに喜ぶとともに、今後の研究のますますの進展を期待したい。
※本稿は六一書房 HP 上での書評リレー第 53 回を縮小して採録したものである。詳細はそちらを参照されたい。
☞ http://www.book61.co.jp/book_review.php/113
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本書は九州北部の弥生時代、古墳時代を研究してきた蒲原宏行氏がその主要論文を一書にまとめたものであ
る。各章節が独立した既発表論文を基礎とするが、時代・テーマ順に構成し、著者の「弥生・古墳時代論」を
体系的に示し、その背後にある方法や思考過程をうかがわせる優れた研究書となっている。
「第 I 章 弥生土器の編年的研究」の 1 は 2003 年の弥生後期土器編年で、各器種の型式分類と、甕・壺・高
杯の諸型式の遺構における共伴関係に基づいた時期区分は本地域では最初のものであった。2 は佐賀県唐津市
桜馬場遺跡「宝器内蔵甕棺」を後期前半新段階と位置づける。発掘調査直後の概報（唐津市第 147 集、2008）に
基づく論であるが、正式報告書（唐津市第 157 集、2011）では本論文の見解が踏襲されている。弥生後期の土器
－ 34 －

編年、絶対年代の議論に必ず参照される部分であろう。
「第 II 章 古式土師器の編年的研究」の 1 は九州の畿内系二重口縁壺、二重口縁壺形埴輪の型式分類で、九
州北部の前期古墳の研究に大きなインパクトを与えた。2 は 1991 年発表の佐賀平野における古墳初頭前後の
土器編年で、方法は第 I 章 1 と同様であるが、本論文が先行する。弥生終末を惣座式 1・2 式、古墳時代初頭、
布留 0 式併行期を夕ヶ里式、布留 1 ～ 3 式併行期を土師本村 1 ～ 3 式に分ける。また、惣座 2 式に吉野ヶ里遺
跡の環濠埋没、夕ヶ里式に 4 本主柱穴方形住居、外来系土器の増加、前方後方墳の出現と集団墓の消滅をあて、
古墳時代開始期の社会変化への展望を示す。その時期区分や網羅的、系統的分類は、現在でもこの地域の研究
の基礎となっている。3 は、2 から四半世紀後に発表された古墳初頭の土器編年で、新出資料を加え、夕ヶ里式・
土師本村 3 式をそれぞれ古相・新相に細分し、在地系土器の消長と各種の外来系土器の受容のプロセスを論ずる。
「第 III 章 弥生・古墳移行期の社会変革」の 1 は佐賀平野の集落の展開を論じた 1995 年の論文で、第 II 章 2
で展望した惣座式期と夕ヶ里式期の間の画期を集落の動態から解明する。有明海に面した低平地に所在する佐
賀市諸富遺跡群を吉野ヶ里遺跡に対応する港湾とする見解は、有明海沿岸地域の古墳初頭の社会像に関する議
論に継承されている。また、遺跡間関係をネットワークとして捉える方法に、西アジア考古学におけるセトル
メント・パターン研究にまで及ぶ氏の広い学識をうかがわせる。2 は九州北部の弥生時代社会の構造に関する
展望を述べる一方で、吉野ヶ里遺跡を含む志波屋遺跡群を詳細に検討する。
「第 IV 章 古墳時代石製品の研究」は蒲原氏のライフワークのひとつである腕輪形石製品の研究をまとめる。
1 は 1987 年発表の石釧の型式学的分類・編年で、本格的な分析が行われていなかった石釧研究の画期となり、
その後の腕輪形石製品研究の活性化を促した。また、そこで示される系統的な石釧の変遷の分析、埋葬施設内
での出土状況の検討、畿内北部と南部の差、副葬品による前期古墳の細分は、精緻化が進む現在の古墳副葬品
研究の先駆けとも評価できる。1991 年発表の 2 は石釧・鍬形石・車輪石を総合的に分類、分析した上で、小
林行雄らの石製品配布論を批判的に検討する。1・2 から 20 年近くが経過した 2010 年に発表された 3 は、腕
輪形石製品の研究史を総括するとともに、製作地と製作集団、配布に関する議論から 1・2 を補強する。腕輪
形石製品に限らない古墳副葬品全般の性格に関わる論点が示され、今後も参照されるべき論文である。
「第 V 章 須恵器・陶質土器と円筒埴輪の研究」の 1 は佐賀平野の須恵器・陶質土器に関する 1985 年の論文
である。評者は 1980 年代後半に研究会で、本論文を基礎とした発表を拝聴し、当時、陶邑に先行する可能性
が活発に議論されていた朝倉系初期須恵器の編年を修正する氏の冷静な姿勢に感銘を抱いた憶えがある。資料
の増加した現在では、蒲原氏の編年を裏付ける事例が蓄積しており、改めて評価される必要がある。
「第 VI 章 横穴式石室導入期の研究」の 1 は佐賀県への就職後はもちろん、学生時代も含めた自身の発掘調
査の経験を基礎にした 1983 年の竪穴系横口式石室の研究である。九州北部の竪穴系横口式石室を小型のもの
に限定し、大型の初期横穴式石室との間の階層的な差を指摘する。同時期に柳澤一男氏も同様の見解を発表し
ているが、蒲原氏も独自の分類、分析でその結論に達していたと評価できる。ただ、現在でも竪穴系横口式石
室が大型の初期横穴式石室まで含めた広い概念として用いられることが多く、本章で展開される蒲原氏の一連
の研究の再評価が求められる。
「第 VII 章 筑肥における古墳時代首長墓の研究」は、古墳時代社会の歴史的展開に言及する部分も多く、本
書の総括としての性格もあわせ持つ。第 VII 章 4 は都出比呂志氏による首長墓系譜論を受け、佐賀平野の首
長墓を 10 のグループに分け、各グループでの首長墓の築造順序を検討する。また、首長墓の規模から A ～ D
の 4 クラスに分け、部族連合の首長、部族首長、氏族首長の階層差との対応を考える。『前方後円墳集成』九
州編に先立つ 1991 年の発表で、なおかつ全国的にも都出氏の説を適用した研究として、初期のものとして評
価できる。また、首長墓の調査が進展し、副葬品・埴輪等の編年研究が精緻化した現在の古墳研究においても、
その編年、系譜論に大きな修正の必要がないことにも驚かされる。各地で首長墓系譜の検討が進むが、研究史
の丁寧な整理を基礎に、土器・埴輪・横穴式石室・副葬品に関する分析を総合した蒲原氏のような研究こそが、
確実な成果をもたらすと言えよう。ただ、それ以上に現代の古墳研究において評価すべき点は、首長墓のグルー
プと地形や集落群との対応関係の分析、前方後円墳のみならず大型円墳を含める首長墓の階層差の把握にある。
現在でもその考え方は有効であり、本書で対象とする佐賀平野や肥前の問題にとどまらず、古墳の意義とは何
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か、古墳時代社会をどのように捉えるかという根本的な問題に迫る重要な方向性を示していると評価できる。
本書全体を読むと、全国的な研究動向を踏まえ、土器編年、遺物の型式学を武器に、地域の古墳、集落を研究し、
全国的な議論に還元するという論理が氏の弥生・古墳時代論の柱であると分かる。土器を対象とする第 I 章 1、
第 II 章 2 と腕輪形石製品を取り上げた第 IV 章 1・2 の間で、共通する型式学的方法をみることができる。第
IV 章 3・4、第 VII 章 1 などの研究史の丁寧な整理が氏の根底にあることも理解でき、その客観的な記述の姿勢は、
研究や資料の蓄積が進む現代の考古学においてこそ範とすべきものと言える。また、基礎となる論考の多くが
1980 年代後半～ 90 年代前半に執筆されているが、第 IV 章 1・2 等での加筆にうかがえるように自身の研究を
その後の研究の展開や新資料で検証する姿勢にも、学ぶべきことが多い。九州北部はもちろん、全国の弥生・
古墳時代研究者に本書は参照されるべきであろう。
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本書は白石浩之先生の愛知学院大学ご退職を契機に発刊された論集である。しかし、タイトルが示すとおり、
白石先生のご専門の時代が設定され、しかも、ご自身も執筆し編集も行われている。異色で個性的な記念論集
であるが、旧石器・縄文時代の研究者には魅力的な１冊となっている。白石先生の交友関係を考えるならば、様々
な時代を専攻する多くの研究者がいるので、制約を設けないととんでもない厚さの論集になり、編集はとても
大変な作業となっていただろう。これも焦点を絞った理由と想定されるが、一方で他の分野の方々からの執筆
希望を断らざるを得なかった白石先生のご心労が察せられる。
本論集の執筆者の多くは、白石先生が学生であった頃から交友のある方々であるので、各論文では学史がう
まく整理され的確な課題が設定されている。ページ数が制限されているのであろうが、経験を積んだ方々なら
ではのことであろう。本書は「旧石器時代文化の研究」「縄文時代文化の研究」「ヨハネス・マリンガーの研究」
の 3 部で構成され、論文課題には、学史、研究理論・方法、編年・系統、行動・生態などの分野がある。また、
個別資料を用いた論考、実験研究などもみられる。そして、当然のことながら旧石器時代から縄文時代への移
行の実態を追究する論文が多い。なお、白石先生の業績は藤澤良祐氏によりまとめられている。
学史の研究では、領塚正浩氏、川合剛氏のヨハネス・マリンガーの研究と日本考古学への貢献についての検
討があげられる。それぞれの焦点が異なるので、マリンガーの全体像を知る上では有益である。その中でも、
モヴィウスの成果と比較しながら東南アジアの下部旧石器時代資料との類似点を群馬県権現山遺跡資料に見い
だし、礫器文化が日本にも存在する可能性を指摘したことが注目される。このこともあって日本の研究者は前
期旧石器時代遺跡の探索を行うが、その結果の一つとして齊藤基生氏が再検討した岐阜県西坂遺跡がある。一
方で、マリンガーの成果を含め、群馬県岩宿遺跡発見以降の旧石器時代研究の体制、理論・方法が織笠明子氏
によって簡潔にまとめられている。ただし、織笠氏の考えの全体を知るには既述の論文を読む必要がある。ま
た、小田静夫氏による武蔵野台地における旧石器時代研究の成果、木崎康弘氏による九州における旧石器時代
研究の進展と白石先生の関わり、の検討があげられる。小田氏は 1970 年ころからの南関東の研究が日本旧石
器時代研究に果たした役割を簡潔に考察している。縄文時代では、山本暉久氏の柄鏡形住居、村上昇氏の愛知
県嵩山蛇穴洞窟調査記録の検討がある。山本氏は 40 年以上もこの住居の研究を進めているが、様々な批判に
答えるかたちで論を進めている。論争史の研究では、岡本東三氏による、最新の発掘資料を駆使した「本ノ木
論争」の論考がある。学史を踏まえ、遺物出土層の形成過程、尖頭器と土器の検討を行い、本ノ木式土器の成
立過程を復元した。岡本氏が指摘するように、この論争にはそれぞれ論者の構想する時代の枠組みが背景にあ
るのであろう。時代区分の二重の物差しが存在することである。
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理論との関連でいえば、荒井幹夫氏の論考は考古学・歴史学の基盤、現代人の認識方法を哲学的に追究した
もので、特異な存在である。このよう思考形態が人類進化上あるいは考古学上いつ発生したのかを問うことも
今後の課題となるのであろう。
旧石器時代の編年・系統研究では、小菅将夫氏の打越型ナイフ形石器、鈴木次郎氏による南関東の後半期石
刃石器群の構造、伊藤健氏の樋状剝離をもつ尖頭器、佐藤雅一氏の新潟県大刈野遺跡の石器群、白石先生の石
槍石器群があげられる。縄文時代では、先述した岡本氏の本ノ木式土器、舘山友加里氏の青森県における草創
期石器群、戸田哲也氏による神奈川県の隆起線文土器群、笠井洋祐氏の新潟県信濃川上流域の草創期遺跡群、
高橋秀光氏の東海地方草創期の石鏃、萩原博文氏の北部九州における草創期・早期の遺物、栁田裕三氏の西北
九州における土器出現期の細石刃石器群、長田友也氏の東海地方の磨製石斧、伊藤正人氏の貫通眼をもつ土偶、
永井宏幸氏の伊勢湾周辺における晩期土器、があげられる。多くの論考はかなりコンパクトに記述されている
が、引用文献はしっかりと付されている。
行動・生態学研究には、石器材料の検討がある。石材の原産地確認によって、その獲得・加工・運搬・利用形態、
それらに関わる経済社会関係の追究が可能となる。旧石器時代資料の論考では、出居博氏の後期旧石器前半の
栃木県上林遺跡石器材料の構成と入手形態、西井幸雄氏の台形様石器にみられる石材利用の違いと時期差、川
道寛氏の九州淀姫系黒曜石の利用形態、杉原敏之氏の九州における尖頭器石器群の地域的展開、荒井信貴氏の
愛知県矢作川流域のチャート製石器、平井義敏氏・神取龍生氏による「白色風化石材」の原産地と石材の特徴、
藤山龍造氏の北海道白滝遺跡群の非黒曜石資料、の検討があげられる。平井氏らの成果は縄文・弥生時代資料
にも適用される。また、生態学的視点から、旧石器時代では比田井民子氏が石皿・磨石の役割を論じ、縄文時
代では、久村貞男氏の長崎県北松浦半島における草創期～前期の洞窟遺跡、山本直人氏の石川県三引遺跡、羽
生純子氏の横浜市高田遺跡、新美倫子氏の北海道浜頓別町の遺跡群、で遺跡利用形態が論じられている。編年
研究あるいは後述の論文でも生態学的視点からの考察はある。このような研究は今後も追究されるべきである。
個別遺物の研究として、長澤有史氏の東海地方草創期の石斧、小栗康寛氏の矢柄研磨器、川添和暁氏の縄文
時代の切目石錘・有溝石錘の検討があげられ、基礎研究の大切さがうかがわれる。また、実験研究では、御堂
島正氏による熱を受けた黒曜岩の光沢消失の実験、加藤悠雅氏による旧石器時代岐阜県大林遺跡の石器にみら
れる微細な損傷の実験があげられ、それらの要因の追究がなされた。また、増山禎之氏の東海地方縄文晩期の
貝輪をモデルとした製作実験がある。御堂島氏は被熱黒曜岩認定基準の一つを明示したことになり、その適用
範囲は広い。実験研究は資料解釈の正当性を高めるものであり、今後も継続した研究が必要である。
以上の項目には括れなかったが、木村英明氏のシベリア北部ヤナ遺跡群の旧石器時代資料、村田文夫氏の縄
文時代の住居内出土倒置時土器と埋葬・再埋葬との関係、に関する論文がある。寒冷地に適応したヤナ人の残
した資料は日本の研究者にとって垂涎の資料である。
時代別にみると、旧石器・縄文時代移行期に関する多様な観点からの論文が多く、しかも広範な地域の資料
が扱われていることは明かである。しかし、時代を画する基準が二重となっているので、研究者によって使用
する語が異なる。岡本氏のように新たな時代概念を議論する必要もあろう。また、土器の起源もさらに遡る可
能性がある。東欧では約 2.5 万年前の土偶、中国では約 2 万年前の土器が発見されているので、日本列島では
それらに近い年代の土器が出土する可能性はあるし、複数の系統が存在するかもしれない。一般的に遺物や遺
構の編年を行う場合、生物進化の相同・相似、祖先形質・派生形質を重視するし、また言語系統学のように多
様な起源を前提とすることもあろう。そして導き出された仮説としての「型式」とその連続は、空間分析、層
位学（広域テフラ）の適用、絶対年代測定という手法を用いて確認される。さらに、それらの系統をもとにし
た時空間上の差異は行動・生態学的に説明されることになる。すべての資料が良好な条件を備えているわけで
はないが、各研究者は様々な方法を用いてそれぞれの課題に果敢に挑戦している。移行期研究の到達点を理解
する上で本書は良好である。
以上のように、理論・方法、系統・編年、行動等の課題が設定され、それが旧石器時代から縄文時代への移
行に焦点があてられている。それぞれの課題、移行期の実態に興味を持つ方々には本書は大いに資するものと
考えられる。
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