
企画展　関連図書リスト

江戸東京博物館　7階図書室

資料名 発行所 発行年 請求記号

考古学の世界 新人物往来社 1989年 2025 / 003  /089

世界考古学地図 原書房 1988年 2025 / 016  /088

世界考古学事典 上 ア～ワ 平凡社 1985年 2025 / 020  /001

世界考古学事典 下 概説地図文献索引 平凡社 1979年 2025 / 020  /002

考古学調査・研究ハンドブックス 1～3 雄山閣出版 1998年 2025 / 037  /001 ~003

近世・近現代考古学入門 「新しい時代の考古学」の方法と
実践

慶應義塾大学出版会 2007年 2025 / 042  /007

考古学の教室 ゼロからわかるQ&A65 平凡社 2007年 2025 / 043  /007

日本考古学用語辞典 改訂新版 学生社 2004年 2100 / 742  /004

日本発掘! ここまでわかった日本の歴史 朝日新聞出版 2015年 2100 / 870  /0015

江戸の穴 柏書房 1990年 2102 / 001  /090

江戸を掘る 近世都市考古学への招待 柏書房 1990年 2102 / 002  /090

埋もれた江戸 東大の地下の大名屋敷 平凡社 1990年 2102 / 003  /090

図説発掘が語る日本史 第1巻～第6巻 新人物往来社 1985年～ 2102 / 058  /001～006

図説発掘が語る日本史 別巻 整備・復元された遺跡 新人物往来社 1986年 2102 / 058  /007-S00

日本考古学論集 1～10 吉川弘文館 1986年～ 2102 / 062  /001～010

日本考古学講座 1～7 河出書房 1955年～ 2102 / 063  /001～007-S00

日本考古学辞典 東京堂出版 1983年 2102 / 079  /083

江戸の考古学 ニュー・サイエンス社 1987年 2102 / 084  /087

都市考古学の研究 中世から近世への展開 柏書房 1991年 2102 / 087  /091

甦る江戸 新人物往来社 1991年 2102 / 089  /091

江戸発掘 名著出版 1993年 2102 / 117  /093

モノが語る日本列島史 旧石器から江戸時代まで 同成社 1994年 2102 / 137  /094

考古学による日本歴史 2 産業 1 狩猟・漁業・農業 雄山閣出版 1996年 2102 / 160  /002

考古学による日本歴史 5 政治 雄山閣出版 1996年 2102 / 160  /005

考古学による日本歴史 9 交易と交通 雄山閣出版 1996年 2102 / 160  /009

考古学による日本歴史 10 対外交渉 雄山閣出版 1997年 2102 / 160  /010

考古学による日本歴史 12 芸術・学芸とあそび 雄山閣出版 1998年 2102 / 160  /012

考古学による日本歴史 15 家族と住まい 雄山閣出版 1996年 2102 / 160  /015

考古学による日本歴史 16 自然環境と文化 雄山閣出版 1996年 2102 / 160  /016

歴史発掘 1～12 講談社 1996年～ 2102 / 161  /001～012

日本考古学文献総覧 学生社 1997年 2102 / 220  /097

八百八町の考古学 シンポジウム江戸を掘る 山川出版社 1994年 2102 / 233  /094



図説江戸考古学研究事典 柏書房 2001年 2102 / 276  /001

東京の古墳を考える 雄山閣 2006年 2103 / 179  /006

遺跡が語る東京の歴史 東京堂出版 2009年 2136 / 818  /0009

武蔵国分寺のはなし 見学ガイド 改訂2版増補版 国分寺市教育委員会 2014年 C3666/1859  / 004

貝塚博物館研究資料 第6集 加曽利貝塚人骨の総合調査
千葉市立加曽利貝塚博
物館

2002年 M35  /CH-011/ 011-06

装飾古墳の世界 朝日新聞社 1993年 M35  /KO-002/ 049

長岡市立科学博物館研究報告 第42号 長岡市立科学博物館 2007年 M41  /NA-003/ 001-42

公と武 京と江戸のやきもの文化 第22回織部の日特別展 土岐市美濃陶磁歴史館 2010年 M53  /TO-002/ 008

南山大学人類学博物館オープンリサーチセンター研究報告
第3冊 保美貝塚の研究

南山大学人類学博物館 2011年 M55  /NA-009/ 008-003

残されたキャンバス 装飾古墳と壁画古墳 平成12年度春季特
別展

大阪府立近つ飛鳥博物
館

2000年 M63  /OS-018/ 028

大分県の装飾古墳 全国の装飾古墳 2 企画展 平成8年度後期 熊本県立装飾古墳館 1996年 M94  /KU-006/ 001-02

全国の装飾古墳シリーズ 5 中国・四国地方の装飾古墳 平成
11年度後期企画展

熊本県立装飾古墳館 1999年 M94  /KU-006/ 001-05

全国の装飾古墳シリーズ 6 近畿地方の装飾古墳 平成12年度
後期企画展

熊本県立装飾古墳館 2000年 M94  /KU-006/ 001-06

古代たたら製鉄 復原の記録 平成11年度前期企画展 熊本県立装飾古墳館 1999年 M94  /KU-006/ 004

月刊文化財 547号(2009.4) 古墳壁画の保存と活用 第一法規出版 2009年

月刊文化財 613号(2014.10) 古墳壁画の保存と活用2014 第一法規出版 2014年

季刊考古学 第135号 東アジアの青銅器と弥生文化 雄山閣出版 2016年

月刊文化財 649号(2017.10) 古墳壁画の保存と活用2017 第一法規出版 2017年

※上記掲載資料のほか、「発掘された日本列島」展の刊行物バックナンバー等もございます。  

江戸東京博物館　7階図書室（入室無料）

・開室時間　9:30～17:30

・閉架資料・コピー請求受付　9:30～11:30/13:00～16:30

・コピー料金　白黒30円/1枚　カラー100円/1枚

・本の貸出はしていません。

・手荷物はロッカーに預けてご利用ください。

2018年6月 江戸東京博物館図書室
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