
ID 書名 発行機関
40223 考古学の世界　第２巻　関東・中部 ぎょうせい
3092 考古学ライブラリー５９　擦文文化 ニュー・サイエンス社

39473 考古学ライブラリー７　博物館・資料館案内Ⅰ ニュー・サイエンス社
39474 考古学ライブラリー８　方形周溝墓 ニュー・サイエンス社
39475 考古学ライブラリー９　考古地磁気年代推定法 ニュー・サイエンス社
39477 考古学ライブラリー１０　祭祀遺跡 ニュー・サイエンス社
39480 考古学ライブラリー１４　古代土器の産地推定法 ニュー・サイエンス社
39482 考古学ライブラリー１４　古代土器の産地推定法 ニュー・サイエンス社
39483 考古学ライブラリー１５　製鉄遺跡 ニュー・サイエンス社
39485 考古学ライブラリー１５　製鉄遺跡 ニュー・サイエンス社
39487 考古学ライブラリー１６　日本考古学文献解題Ⅰ ニュー・サイエンス社
39488 考古学ライブラリー１７　美濃焼 ニュー・サイエンス社
39490 考古学ライブラリー１７　美濃焼 ニュー・サイエンス社
39491 考古学ライブラリー２０　博物館・資料館案内Ⅱ ニュー・サイエンス社
39492 考古学ライブラリー２０　博物館・資料館案内Ⅱ ニュー・サイエンス社
39493 考古学ライブラリー２１　土偶 ニュー・サイエンス社
39494 考古学ライブラリー２１　土偶 ニュー・サイエンス社
39496 考古学ライブラリー２１　土偶 ニュー・サイエンス社
39498 考古学ライブラリー２３　常滑焼 ニュー・サイエンス社
39500 考古学ライブラリー２３　常滑焼 ニュー・サイエンス社
39501 考古学ライブラリー２４　経塚地名総覧 ニュー・サイエンス社
39503 考古学ライブラリー２６　考古実測の技法 ニュー・サイエンス社
39505 考古学ライブラリー３１　写真測量の技法 ニュー・サイエンス社
39508 考古学ライブラリー３３　経塚 ニュー・サイエンス社
39510 考古学ライブラリー３４　馬具 ニュー・サイエンス社
39512 考古学ライブラリー３７　埴輪 ニュー・サイエンス社
39513 考古学ライブラリー３８　拓本の技法 ニュー・サイエンス社
39514 考古学ライブラリー３８　拓本の技法 ニュー・サイエンス社
39515 考古学ライブラリー３９　考古学ハンドブック ニュー・サイエンス社
39516 考古学ライブラリー４０　日本考古学文献解題Ⅱ ニュー・サイエンス社
39518 考古学ライブラリー４０　日本考古学文献解題Ⅱ ニュー・サイエンス社
39519 考古学ライブラリー４１　考古写真の技法 ニュー・サイエンス社
39521 考古学ライブラリー４１　考古写真の技法 ニュー・サイエンス社
39523 考古学ライブラリー４３　瓦 ニュー・サイエンス社
39527 考古学ライブラリー４５　出土渡来銭－中世－ ニュー・サイエンス社
39529 考古学ライブラリー４７　石器産地推定法 ニュー・サイエンス社
39530 考古学ライブラリー４７　石器産地推定法 ニュー・サイエンス社
39532 考古学ライブラリー４７　石器産地推定法 ニュー・サイエンス社
39534 考古学ライブラリー４９　配石遺構 ニュー・サイエンス社
39535 考古学ライブラリー５２　玉 ニュー・サイエンス社
39537 考古学ライブラリー５６　石器の使用痕 ニュー・サイエンス社
39538 考古学ライブラリー５６　石器の使用痕 ニュー・サイエンス社
41108 考古学ライブラリー３１　写真測量の技法 ニュー・サイエンス社
41558 考古学ライブラリー１　１４Ｃ年代測定法 ニュー・サイエンス社
41564 考古学ライブラリー７　博物館・資料館案内Ⅰ ニュー・サイエンス社
41566 考古学ライブラリー９　考古地磁気年代推定法 ニュー・サイエンス社
41568 考古学ライブラリー１１　祭祀遺跡地名総覧 ニュー・サイエンス社
41571 考古学ライブラリー１４　古代土器の産地推定法 ニュー・サイエンス社
41572 考古学ライブラリー１５　製鉄遺跡 ニュー・サイエンス社
41573 考古学ライブラリー１６　日本考古学文献解題Ⅰ ニュー・サイエンス社
41574 考古学ライブラリー１７　美濃焼 ニュー・サイエンス社
41578 考古学ライブラリー２２　加賀古陶 ニュー・サイエンス社
41582 考古学ライブラリー２８　直弧文 ニュー・サイエンス社
41585 考古学ライブラリー３１　写真測量の技法 ニュー・サイエンス社
41593 考古学ライブラリー４０　日本考古学文献解題Ⅱ ニュー・サイエンス社
41594 考古学ライブラリー４１　考古写真の技法 ニュー・サイエンス社
41595 考古学ライブラリー４２　陶硯 ニュー・サイエンス社
41596 考古学ライブラリー４３　瓦 ニュー・サイエンス社



41597 考古学ライブラリー４４　平城京 ニュー・サイエンス社
41598 考古学ライブラリー４５　出土渡来銭－中世－ ニュー・サイエンス社
41599 考古学ライブラリー４６　難波京 ニュー・サイエンス社
41600 考古学ライブラリー４７　石器産地推定法 ニュー・サイエンス社
41602 考古学ライブラリー４９　配石遺構 ニュー・サイエンス社
41608 考古学ライブラリー５７　木簡 ニュー・サイエンス社
41610 考古学ライブラリー５９　擦文文化 ニュー・サイエンス社
40216 チャボをとおして　一つの卵から 臼田町立臼田小学校
40147 図説検証　原像日本２　生活と習俗　大地に根づく日々 旺文社
40034 図説　長野県の歴史　日本の歴史２０ 河出書房新社

135881 日本の考古学Ⅰ　先土器時代 河出書房新社
135882 日本の考古学Ⅱ　縄文時代 河出書房新社
135883 日本の考古学Ⅲ　弥生時代 河出書房新社
135884 日本の考古学Ⅳ　古墳時代（上） 河出書房新社
135885 日本の考古学Ⅴ　古墳時代（下） 河出書房新社
135886 日本の考古学Ⅶ　歴史時代（下） 河出書房新社
24731 類語新辞典 角川書店
24733 漢和中辞典 角川書店
24734 漢和中辞典 角川書店
42219 国語表記事典 角川書店
39778 岩波講座　日本考古学１　研究の方法 岩波書店
39780 岩波講座　日本考古学２　人間と環境 岩波書店
39786 岩波講座　日本考古学７　現代と考古学 岩波書店
39788 岩波講座　日本考古学　別巻１　日本考古学研究の現状Ⅰ 岩波書店

135887 日本考古学概論 吉川弘文館
41656 一万年前を掘る 吉川弘文館
15840 火山灰考古学 古今書院
39903 条里地域の自然環境 古今書院
40132 地理学講座１　地理学への招待 古今書院
40133 地理学講座２　地理的情報の分析手法 古今書院
4146 古代史復元１　旧石器人の生活と集団 講談社
4147 古代史復元２　縄文人の生活と文化 講談社
4151 古代史復元６　古墳時代の王と民衆 講談社
4152 古代史復元７　古墳時代の工芸 講談社
4153 古代史復元８　古代の宮殿と寺院 講談社
4158 古代史復元３　縄文人の道具 講談社
4159 古代史復元４　弥生農村の誕生 講談社

39158 歴史発掘②　縄文土器出現 講談社
39159 歴史発掘⑧　祭りのカネ銅鐸 講談社
39160 歴史発掘⑩　須恵器の系譜 講談社
39161 歴史発掘⑫　木簡は語る 講談社
39300 古代史復元１　旧石器人の生活と集団 講談社
39302 古代史復元９　古代の都と村 講談社
39303 古代史復元５　弥生人の造形 講談社
39304 古代史復元５　弥生人の造形 講談社
39306 古代史復元６　古墳時代の王と民衆 講談社
39307 古代史復元６　古墳時代の王と民衆 講談社
39308 古代史復元８　古代の宮殿と寺院 講談社
39448 古代史復元１０　古代から中世へ 講談社
39449 古代史復元１０　古代から中世へ 講談社
39450 古代史復元４　弥生農村の誕生 講談社
39451 古代史復元７　古墳時代の工芸 講談社
39452 古代史復元９　古代の都と村 講談社

127915 古代史復元５　弥生人の造形 講談社
41429 日本の歴史と文化　国立歴史民俗博物館展示案内 国立歴史民俗博物館
24737 用字苑 三石出版社
39932 考古学ゼミナール 山川出版社
41499 大系　日本の歴史２　古墳の時代 小学館
41500 大系　日本の歴史３　古代国家の歩み 小学館
41501 大系　日本の歴史４　王朝の社会 小学館



41502 大系　日本の歴史５　鎌倉と京 小学館
41503 大系　日本の歴史６　内乱と民衆の世紀 小学館
41504 大系　日本の歴史７　戦国大名 小学館
41505 大系　日本の歴史８　天下一統 小学館
41506 大系　日本の歴史９　士農工商の世 小学館
41507 大系　日本の歴史１０　江戸と大阪 小学館

135888 世界陶磁全集１　日本原始 小学館
39917 点描・信濃の古代　-續々・私の古代学ノート- 信毎書籍出版センター
39722 図説　発掘が語る日本史２　関東・甲信越編 新人物往来社
39723 図説　発掘が語る日本史３　東海・北陸編 新人物往来社
39724 図説　発掘が語る日本史１　北海道・東北編 新人物往来社
39727 図説　発掘が語る日本史２　関東・甲信越編 新人物往来社
39729 図説　発掘が語る日本史３　東海・北陸編 新人物往来社
39730 図説　発掘が語る日本史４　近畿編 新人物往来社
39732 図説　発掘が語る日本史５　中国・四国編 新人物往来社
39734 図説　発掘が語る日本史６　九州・沖縄編 新人物往来社
39736 図説　発掘が語る日本史　別巻　整備・復原された遺跡 新人物往来社
41525 図説　発掘が語る日本史１　北海道・東北編 新人物往来社
41526 図説　発掘が語る日本史４　近畿編 新人物往来社
41527 図説　発掘が語る日本史５　中国・四国編 新人物往来社
41528 図説　発掘が語る日本史６　九州・沖縄編 新人物往来社
37422 継体大王と渡来人 大巧社

135880 弥生文化　日本文化の源流をさぐる 大阪府立弥生文化博物館
39963 地震考古学　遺跡が語る地震の歴史 中央公論社
40718 土地分類基本調査　上田 長野県農政部農村整備課
39990 長野県立歴史館研究紀要第４号 長野県立歴史館
39545 考古学選書１　日本考古学史　年表と解説 東京大学出版会
39549 考古学選書３　島の考古学　黒潮圏の伊豆諸島 東京大学出版会
39551 考古学選書４　三角縁神獣鏡 東京大学出版会
39553 考古学選書５　貝塚の考古学 東京大学出版会
39555 考古学選書７　旧石器時代の石槍　狩猟具の進歩 東京大学出版会
39557 考古学選書８　イオマンテの考古学 東京大学出版会
39559 考古学選書９　弥生の布を織る　機織の考古学 東京大学出版会
39561 考古学選書１０　積石塚と渡来人 東京大学出版会
39564 考古学選書１２　水田の考古学 東京大学出版会
39566 考古学選書１３　縄文の生態史観 東京大学出版会
39720 考古学のための化学１０章 東京大学出版会
41637 考古学選書１　日本考古学史　年表と解説 東京大学出版会
41638 考古学選書２　もう二つの日本文化　北海道と南島の文化 東京大学出版会
41639 考古学選書３　島の考古学　黒潮圏の伊豆諸島 東京大学出版会
41640 考古学選書４　三角縁神獣鏡 東京大学出版会
41641 考古学選書５　貝塚の考古学 東京大学出版会
41642 考古学選書７　旧石器時代の石槍　狩猟具の進歩 東京大学出版会
41643 考古学選書８　イオマンテの考古学 東京大学出版会
41644 考古学選書９　弥生の布を織る　機織の考古学 東京大学出版会
41645 考古学選書１０　積石塚と渡来人 東京大学出版会
41646 考古学選書１３　縄文の生態史観 東京大学出版会
41661 考古学のための化学１０章 東京大学出版会
41662 続考古学のための化学１０章 東京大学出版会
93871 考古学選書１１　弥生時代の始まり 東京大学出版会
39014 日本古墳大辞典 東京堂出版
42188 日本考古学辞典 東京堂出版
42213 縄文時代研究事典 東京堂出版
42226 日本考古学辞典 東京堂出版
25389 考古学シリーズ１４　縄文土器の知識Ⅰ　草創・早・前期 東京美術
39583 考古学シリーズ７　歴史時代の知識 東京美術

111517 季刊　東北学　第１６号
　

ター・柏書房
39929 縄文式生活構造　土俗考古学からのアプローチ 同成社
40176 古人骨は語る　骨考古学ことはじめ 同朋舎出版
40177 前方後円墳　埋葬されない墓をもとめて 同朋舎出版



135879 青山四方にめぐれる国－奈良県誕生物語－ 奈良県
39794 講座　日本技術の社会史１　農業・農産加工 日本評論社
39796 講座　日本技術の社会史３　紡織 日本評論社
39797 講座　日本技術の社会史４　窯業 日本評論社
39798 講座　日本技術の社会史５　採鉱と冶金 日本評論社
39801 講座　日本技術の社会史７　建築 日本評論社
39802 講座　日本技術の社会史８　交通・運輸 日本評論社
39924 土壌学と考古学 博友社
40161 図録　石器の基礎知識Ⅱ　先土器（下） 柏書房
42850 埋もれた歴史を掘る 白鳥舎
28949 長野県の文化財 八十二文化財団
41421 長野県の文化財 八十二文化財団

135878 常用国語便覧 浜島書店
42215 世界考古学事典　上・下 平凡社
42242

　 　　 　
版 保育社

41657 縄文人との対話　私の考古学手帖 名著出版
41658 縄文人との対話　私の考古学手帖 名著出版
41659 中世都市と商人職人 名著出版
39713 日本考古学を学ぶ（２）　原始・古代の生産と生活 有斐閣選書
39805 探訪　日本の古墳　西日本編 有斐閣選書
41660 日本歴史考古学を学ぶ（下）　生産の諸相 有斐閣選書
15706 縄文文化の研究３　縄文土器Ⅰ 雄山閣出版
15713 古墳時代の研究２　集落と豪族居館 雄山閣出版
39085 考古学選書４２　考古学における層位学入門 雄山閣出版
39134 古墳時代の研究１　総論・研究史 雄山閣出版
39135 古墳時代の研究２　集落と豪族居館 雄山閣出版
39136 古墳時代の研究３　生活と祭祀 雄山閣出版
39139 古墳時代の研究６　土師器と須恵器 雄山閣出版
39140 古墳時代の研究７　古墳Ⅰ　墳丘と内部構造 雄山閣出版
39142 古墳時代の研究９　古墳Ⅲ　埴輪 雄山閣出版
39143 古墳時代の研究１０　地域の古墳Ⅰ　西日本 雄山閣出版
39144 古墳時代の研究１１　地域の古墳Ⅱ　東日本 雄山閣出版
39147 弥生文化の研究１　弥生人とその環境 雄山閣出版
39148 弥生文化の研究２　生業 雄山閣出版
39149 弥生文化の研究３　弥生土器Ⅰ 雄山閣出版
39150 弥生文化の研究４　弥生土器Ⅱ 雄山閣出版
39151 弥生文化の研究５　道具と技術Ⅰ 雄山閣出版
39152 弥生文化の研究６　道具と技術Ⅱ 雄山閣出版
39453 弥生文化の研究１　弥生人とその環境 雄山閣出版
39454 弥生文化の研究２　生業 雄山閣出版
39457 弥生文化の研究５　道具と技術Ⅰ 雄山閣出版
39458 弥生文化の研究６　道具と技術Ⅱ 雄山閣出版
39460 古墳時代の研究３　生活と祭祀 雄山閣出版
39461 古墳時代の研究４　生産と流通Ⅰ 雄山閣出版
39462 古墳時代の研究５　生産と流通Ⅱ 雄山閣出版
39463 古墳時代の研究６　土師器と須恵器 雄山閣出版
39464 古墳時代の研究７　古墳Ⅰ　墳丘と内部構造 雄山閣出版
39465 古墳時代の研究９　古墳Ⅲ　埴輪 雄山閣出版
39466 古墳時代の研究１０　地域の古墳Ⅰ　西日本 雄山閣出版
39467 古墳時代の研究１１　地域の古墳Ⅱ　東日本 雄山閣出版
39468 古墳時代の研究１２　古墳の造られた時代 雄山閣出版
39469 古墳時代の研究１３　東アジアの中の古墳文化 雄山閣出版
39543 古墳時代の研究１　総論・研究史 雄山閣出版
39544 古墳時代の研究８　古墳Ⅱ　副葬品 雄山閣出版
39762

　 　
代文化 雄山閣出版

39763 考古学選書２２　東アジア古代社会と考古学 雄山閣出版
39764 考古学選書２９　前方後円墳の数理 雄山閣出版
39765 考古学選書３０　縄文のムラと習俗 雄山閣出版
39767 考古学選書３４　日本の古代瓦 雄山閣出版
39769 考古学選書３５　東北日本の旧石器文化 雄山閣出版



39770 考古学選書３６　須恵器窯跡の分布と変遷 雄山閣出版
39771 考古学選書３７　中国からみた邪馬台国と倭政権 雄山閣出版
39803 考古学選書２６　世界史のなかの縄文文化 雄山閣出版
39850 考古学選書３２　歴史考古学の視角と実践 雄山閣出版
39852 新版　仏教考古学講座第一巻　総説 雄山閣出版
39855 新版　仏教考古学講座第三巻　塔・塔婆 雄山閣出版
39856 新版　仏教考古学講座第四巻　仏像 雄山閣出版
39857 新版　仏教考古学講座第五巻　仏具 雄山閣出版
39858 新版　仏教考古学講座第六巻　経典・経塚 雄山閣出版
39859 新版　仏教考古学講座第七巻　墳墓 雄山閣出版
40156 中石器時代　　新石器文化の揺藍期 雄山閣出版
40169 世界旧石器時代概説 雄山閣出版
41447 縄文文化の研究１　縄文人とその環境 雄山閣出版
41448 縄文文化の研究２　生業 雄山閣出版
41449 縄文文化の研究６　続縄文・南島文化 雄山閣出版
41450 縄文文化の研究７　道具と技術 雄山閣出版
41451 縄文文化の研究１０　縄文時代研究史 雄山閣出版
41458 古墳時代の研究９　古墳Ⅲ　埴輪 雄山閣出版
41466 弥生文化の研究９　弥生人の世界 雄山閣出版
41470 考古学選書４　改訂　銅の考古学 雄山閣出版
41473 考古学選書９　改訂　鉄の考古学 雄山閣出版
41492 考古学選書３０　縄文のムラと習俗 雄山閣出版
41493 考古学選書３１　古墳時代史 雄山閣出版
41495 考古学選書３５　東北日本の旧石器文化 雄山閣出版
41548 講座　地球に生きる２　環境の社会化 雄山閣出版
41549 講座　地球に生きる３　資源への文化適応 雄山閣出版
41550 講座　地球に生きる４　自然と人間の共生 雄山閣出版
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