
書名 発行機関 発行年月日 編集機関 編著者名
木と土と石の文化 中央公論社 1989/09/30 －
日本の遺跡なんでも事典 集英社 1905/06/12 集英社 白石太一郎
世界地図帖 国際地学協会 1905/06/12 国際地学協会
広辞苑　第四版 岩波書店 1991/11/15 － 新村出編
漢語林 大修巻書店 1987/03/01 －
図解考古学辞典 東京創元社 1991/04/30 － 水野清一・小林行雄編
旺文社英和中辞典 旺文社 1987 －
東京都の文化財１～４ 東京都教育委員会
青い森の縄文人とその社会　縄文時代中期・後期編 青森県教育委員会 1992/03/31 青森県教育委員会
方形周溝墓 ニューサイエンス社 1981 － 山岸良二
日本考古学小辞典 ニューサイエンス社 1983/09/30 － 江坂輝彌他編
町田市史　上巻 町田市 1974 町田市史編纂委員会
町田市史　下巻 町田市 1976 町田市史編纂委員会
房総考古学ライブラリー1　先土器時代 千葉県文化財センター 1984 千葉県文化財センター
角川日本地名大辞典13　東京都 角川書店 1978 － 竹内理三編
国分寺市史上巻 国分寺市 1986 国分寺市史編さん委員会
古墳 至文堂 1971 － 村井（くにお）編
はにわ 至文堂 1967 － 三木文雄編
旧石器時代 至文堂 1982 － 稲田孝司編
縄文時代Ⅰ（早期・前期） 至文堂 1982 － 岡本東三編
縄文時代Ⅱ（中期） 至文堂 1982 － 土肥孝編
縄文時代Ⅲ（後期・晩期） 至文堂 1982 － 金子裕之編
弥生時代 至文堂 1982 － 木下正史編
縄文土器 至文堂 1978 － 小林達雄編
弥生土器 至文堂 1976 － 佐原真編
日本の古代遺跡32　東京23区 保育社 1987 － 坂詰秀一
東京都遺跡地図第２分冊 東京都教育委員会 1905/06/10 東京都教育庁文化課
週刊朝日百科日本の歴史別冊　歴史の読み方1～10 朝日新聞社 1988 －
週刊朝日百科日本の歴史1　原始・古代 朝日新聞社 1986-1987 －
週刊朝日百科日本の歴史2　古代 朝日新聞社 1987 －
週刊朝日百科日本の歴史3　古代から中世へ 朝日新聞社 1987 －
週刊朝日百科日本の歴史4　中世1 朝日新聞社 1987 －
週刊朝日百科日本の歴史5　中世2 朝日新聞社 1987 －
週刊朝日百科日本の歴史6　中世から近世へ 朝日新聞社 1986 －
週刊朝日百科日本の歴史7　近世1 朝日新聞社 1987 －
週刊朝日百科日本の歴史8　近世2 朝日新聞社 1987 －
週刊朝日百科日本の歴史9　近世から近代へ 朝日新聞社 1987-1988 －
週刊朝日百科日本の歴史10　近代1 朝日新聞社 1988 －
週刊朝日百科日本の歴史11　近代2 朝日新聞社 1988 －
カラーシリーズ日本の自然第10巻　グラフィックス日本の自然 平凡社 1988 － 大森昌衛他
週刊朝日百科日本の歴史12　現代 朝日新聞社 1988 －
週刊朝日百科日本の歴史　総索引プラス総目次・小辞典　（別冊歴史の読み方1～10のファイル巻末に収めた） 朝日新聞社 1988 －



書名 発行機関 発行年月日 編集機関 編著者名
日本のあけぼの1　最古のハンター 毎日新聞社 1989/05/31 － 加藤晋平
房総考古学ライブラリー4　弥生時代 千葉県文化財センター 1989/03/31 千葉県文化財センター
古代史復元5　弥生人の造形 講談社 1989 － 工楽善通編
日本のあけぼの２縄文のわざと道具（縄文時代１） 毎日新聞社 1989/06/30 － 小林達雄
日本のあけぼの３縄文のこころとかたち（縄文時代２） 毎日新聞社 1989/07/30 － 小林達雄
日本のあけぼの４　米つくりと日本人 毎日新聞社 1990/03/30 － 佐原眞
日本のあけぼの５　古墳の造られた時代 毎日新聞社 1989/12/10 － 白石太一郎
日本全史（ジャパン・クロニック） 講談社 1991/03/20 － 宇野俊一他篇
稲城市史上・下巻 稲城市 1991/03/03 稲城市
甦る江戸 新人物往来社 1991/04/10 江戸遺跡研究会
織りへのいざない－木綿・麻・藤の紡織技術－ 栗東歴史民俗博物館 1991/01/25 栗東歴史民俗博物館
新版・古代の日本3　九州・沖縄 角川書店 1991/11/20 － 下條信行他編
新版・古代の日本4　中国・四国 角川書店 1992/01/20 － 稲田孝司・八木充編
新版・古代の日本6　近畿2 角川書店 1991/09/20 － 町田・章・鬼頭清明編
大江戸万華鏡　付：大江戸四季の音巡り 農山漁村文化協会 1991/12/05 組本社
日本史年表　新版 岩波書店 1992/05/15 歴史学研究会
江戸・東京学研究文献案内 青弓社 1992/04/30 － 大串夏身他編
江戸建築 至文堂 1983/02/15 － 鈴木充編
陶磁（近世編） 至文堂 1986/02/15 － 河原正彦
日本考古学用語辞典 学生社 1992/05/30 － 斎藤忠
図解・日本の人類遺跡 東京大学出版会 1992/09/15 日本第四紀学会他
角川日本史辞典第二版 角川書店 1992/11/10 － 高柳光寿・竹内理三編
新版・古代の日本8　関東 角川書店 1993/04/20 － 戸沢充則・笹山晴生編
多摩の遺跡展　発掘物語in TAMA 東京都教育委員会・東京都埋蔵文化財センター 1993/09/30 東京都教育委員会・東京都埋蔵文化財センター
新版・古代の日本5　近畿1 角川書店 1992/03/27 － 山中一郎・狩野久編
日本歴史館 小学館 1993/12/10 －
カラーシリーズ日本の自然 第1巻　歴史の生き証人 平凡社 1987/04/06 － 亀井節夫　秋山雅彦
カラーシリーズ日本の自然 第2巻　日本の風土 平凡社 1987/11/06 － 松井健　小川肇
カラーシリーズ日本の自然 第3巻　日本の海 平凡社 1987/08/07 － 星野通平　久保田正�
カラーシリーズ日本の自然 第4巻　日本の山 平凡社 1992/09/20 － 大久保雅弘他
カラーシリーズ日本の自然 第5巻　日本の火山 平凡社 1987/06/14 － 大木靖衛　小林忠夫
カラーシリーズ日本の自然 第6巻　日本の平野 平凡社 1987/01/27 － 市原実他
カラーシリーズ日本の自然 第7巻　日本人の系譜 平凡社 1986/11/20 野尻湖発掘調査団他
カラーシリーズ日本の自然 第9巻　列島の生い立ち 平凡社 1992/09/20 － 藤田至則他�
経塚とその遺物 至文堂 1990/09/15 至文堂 関秀夫
陶磁 至文堂 1985/12/15 至文堂 巽　淳一郎
縄文時代研究事典 東京堂出版 1994/09/30 － 戸沢充則
土偶 至文堂 1995/02/15 至文堂 原田　昌幸
考古学の世界　古代を拡大する1 ぎょうせい 1993/04/10 － 森浩一・佐原真
古代史復元4　弥生農村の誕生 講談社 1993/03/30 － 下条信行
日本人の起源1　日本列島のおいたち 教育社 1994/05/30 － 濱田隆士
日本人の起源2　恐竜時代 教育社 1994/05/30 － 長谷川善和



書名 発行機関 発行年月日 編集機関 編著者名
日本人の起源3　氷河時代 教育社 1994/05/30 － 長谷川善和
日本人の起源4　日本の哺乳動物 教育社 1994/05/30 － 今泉吉典
日本人の起源5　日本人はどこからきたか 教育社 1994/05/30 － 佐倉朔
日本人の起源6　縄文時代 教育社 1994/05/30 － 佐倉朔
日本人の起源7　縄文から弥生へ 教育社 1994/05/30 － 佐倉朔
日本人の起源8　邪馬台国の誕生 教育社 1993/06/26 － 乙益重隆
新しい近現代史研究へ　歴史研究の最前線Vol.3 総研大・日本歴史研究専攻・国立歴史民俗博物館 2004/09/30 総研大日本歴史研究専攻・国立歴史民俗博物館 安田常雄編
貝塚の獣骨の知識 東京美術 1984/08/01 － 金子浩昌
人物・動物はにわ 至文堂 1995/03/15 － 亀井正道
器財はにわ 至文堂 1995/04/15 － 望月幹夫
家形はにわ 至文堂 1995/05/15 － 三輪嘉六ほか
縄文時代研究事典 東京堂 1995/05/30 － 戸沢充則
14C年代測定法 ニューサイエンス社 1983/03/30 － 遠藤邦彦著
考古実測の技法 ニューサイエンス社 1985/12/25 － 江坂輝彌監修
石器産地推定法 ニューサイエンス社 1986/08/10 － 東村武信著
撚糸文系土器様式 ニューサイエンス社 1991/03/25 － 原田昌幸著
弥生時代の知識 東京美術 1990/07/01 － 甲元真之・山崎縦男著
古墳時代の知識 東京美術 1992/08/01 － 岩崎卓也著
歴史時代の知識 東京美術 1984/04/25 － 江谷寛著
化石の知識 東京美術 1983/12/05 － 江坂輝彌著
旧石器の知識 東京美術 1986/06/20 － 芹沢長介著
装身具と骨角製漁具の知識 東京美術 1988/05/15 － 江坂輝彌・渡辺誠著
縄文土器の知識Ⅰ 東京美術 1993/08/15 － 麻生優・白石浩之著
縄文土器の知識Ⅱ 東京美術 1992/07/25 － 藤村東男著
古墳の知識1 東京美術 1992/12/20 － 白石太一郎著
古墳の知識2 東京美術 1988/03/03 － 村井いわお・望月幹夫・松尾昌彦著
先史時代の自然環境 東京美術 1985/02/07 － 松島義章・前田保夫著
日本土器事典 雄山閣 1996/12/20 － 大川清・鈴木公雄・工楽善通編著
古代を考える　古代道路 雄山閣 1996/04/10 － 木下良編者
最新　日本考古学用語辞典 柏書房 1996/06/05 新創社 大塚初重・戸沢充則
婚礼道具 至文堂 1989/06/15 － 灰野昭郎
縄文土器出現 講談社 1996/11/27 － 泉拓良編
旧石器時代の石槍 東京大学出版会 1989/04/20 － 白石浩之
縄文時代の装身具 至文堂 1997/02/15 － 土肥孝
服飾 至文堂 1978/06/15 － 日野西資孝編
漆工（近世編） 至文堂 1985/08/15 － 灰野昭郎編
化粧道具 至文堂 1989/04/15 － 小松大秀
武士の住居（すまい） 至文堂 1991/01/15 － 藤村泉
漆芸　伝統工芸 至文堂 1991/05/15 － 柳橋眞
武家の服飾 至文堂 1994/09/15 － 丸山伸彦
町人の服飾 至文堂 1994/10/15 － 長崎巌
石器の使用痕 ニューサイエンス社 1989/11/07 － 阿古島香著



書名 発行機関 発行年月日 編集機関 編著者名
先土器時代の知識 東京美術 1993/05/01 － 鈴木忠司著
縄文時代の知識 東京美術 1993/07/30 － 渡辺誠著
地層の知識 東京美術 1993/03/01 － 町田洋・新井房夫・森脇広著
弥生土器の知識 東京美術 1985/07/15 － 関俊彦著
土偶の知識 東京美術 1984/04/25 － 江坂輝彌・小野美代子著
文化財を探る科学の目2　石器・土器・装飾品を探る 国土社 1998/04/15 － 平尾良光・山岸良二
縄文時代の考古学 学生社 1998/06/15 － 小林達雄・冨樫康時・春成秀爾・藤田富士夫�・西本豊弘・松井章・山田昌久著

文化財を探る科学の眼　化石・骨・木製品を探る（1）　　　石器・土器・装飾品を探る（2） 国土社 1998/04/15 － 平尾良光・山岸良二編
文化財を探る科学の眼3　青銅器・銅鐸・鉄剣を探る 国土社 1998/03/15 － 平尾良光・山岸良二編
21世紀こども百科歴史館 小学館 1999/08/01 －
密教法具 至文堂 1989/11/15 － 阪田宗彦編著
発掘された庭園 至文堂 2002/02/15 － 田中哲雄編著
マンモスハンター、シベリアからの旅立ち あかね書房 2003/04/05 NHKスペシャル「日本人」プロジェクト 馬場悠男・小田静夫監修
巨大噴火に消えた黒潮の民 あかね書房 2003/04/05 NHKスペシャル「日本人」プロジェクト 馬場悠男・小田静夫監修
海が育てた森の王国 あかね書房 2003/04/05 NHKスペシャル「日本人」プロジェクト 馬場悠男・小田静夫監修
イネ、知られざる1万年の旅 あかね書房 2003/04/05 NHKスペシャル「日本人」プロジェクト 馬場悠男・小田静夫監修
そして日本人が生まれた あかね書房 2003/04/05 NHKスペシャル「日本人」プロジェクト 馬場悠男・小田静夫監修
全国文化展示施設ガイド ハッピー・ゴー・ラッキー・エイム 2002/12/20 － 井上誠編
考古資料大観7　弥生・古墳時代　鉄・金銅製品 小学館 2003/12/20 － 千賀久・村上恭通編
川とくらし ポプラ社 2004/04/30 株式会社ポプラ社 高林淳一
府中市郷土の森博物館常設展ガイドブック 府中市郷土の森博物館 2004/03/20 府中市郷土の森博物館
揺らぐ考古学の常識　歴史研究の最前線Vol.1 総研大　日本歴史研究専攻・国立歴史民俗博物館 2004/01/30 － 設楽博己
環境史研究の課題　歴史研究の最前線Vol.2 総研大　日本歴史研究専攻・国立歴史民俗博物館 2004/03/31 － 安室知
桜井市の小学校の発掘調査 桜井市文化財協会 2004/04/07 桜井市文化財協会
日本はきもの博物館　日本郷土玩具博物館年報　2003年度 遺芳文化財団 2004/06/01 日本はきもの博物館・日本郷土玩具博物館
土の中からでてきたよ 平凡社 2004/06/16 平凡社 安孫子昭二・細江幸世
自然ものしりランド　野の本・山の本（春） 誠文堂新光社 1988/02/22 株式会社誠文堂新光社 とよた時
自然ものしりランド　野の本・山の本（夏） 誠文堂新光社 1988/05/22 株式会社誠文堂新光社 とよた時
自然ものしりランド　野の本・山の本（冬） 誠文堂新光社 1988/11/22 株式会社誠文堂新光社 とよた時
自然ものしりランド　野の本・山の本（秋） 誠文堂新光社 1988/08/22 株式会社誠文堂新光社 とよた時
自然ものしりランド　楽しい山歩き 誠文堂新光社 1989/04/20 株式会社誠文堂新光社 とよた時
弥生文化の成立と東アジア 学生社 1993/07/20 福岡県教育委員会
発掘された日本列島2005　新発見考古速報 朝日新聞社 2005/07/30 文化庁
出土文字資料の新展開　歴史研究の最前線Vol.4 総研大日本歴史研究専攻・国立歴史民俗博物館 2005/03/28 － 永嶋正春
歴史と文学のあいだ　歴史研究の最前線Vol.5 総研大日本歴史研究専攻・国立歴史民俗博物館 2006/03/28 － 仁藤敦史
日本人の心性を探る　歴史研究の最前線Vol.6 総研大日本歴史研究専攻・国立歴史民俗博物館 2006/03/28 － 広瀬和雄
儀礼を読みとく　歴史研究の最前線Vol.7 総研大日本歴史研究専攻・国立歴史民俗博物館 2006/10/06 － 松尾恒一
原始・古代住居の復元 至文堂 2001/05/15 － 宮本長二郎
年輪年代法と文化財 至文堂 2001/06/15 － 光谷拓実
遺跡の探査 至文堂 2001/07/15 － 西村康
環境考古学 至文堂 2001/08/15 － 松井章
文房具 至文堂 2001/09/15 － 小松大秀



書名 発行機関 発行年月日 編集機関 編著者名
考古資料大観2 小学館 2002/12/20 － 赤塚次郎
考古資料大観3 小学館 2003/12/20 － 亀田修一
考古資料大観5 小学館 2002/12/20 － 車崎正彦
考古資料大観6 小学館 2003/12/20 － 井上洋一・森田稔
考古資料大観7 小学館 2003/12/20 － 千賀久・村上恭通
考古資料大観9 小学館 2002/12/20 － 北條芳隆・禰宜田佳男
縄文土器（中期） 至文堂 2007/10/15 － 土肥孝
史料の新しい可能性をさぐる　歴史研究の最前線Vol.8 総研大日本歴史研究専攻 国立歴史民俗博物館 2007/03/30 － 高橋一樹
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