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【図書】

排架場所 請求記号 資料コード

1 綾瀬市史５  通史編  原始・古代 綾瀬市／編 綾瀬市 2002.3 第２書庫 213.7/ｱ/5 100025618

6 津久井町史  通史編  原始・古代・中世
相模原市教育委員会教育局
生涯学習部博物館, 市史編さ
ん班 (津久井町史担当)／ 編

相模原市 2016.3 第２書庫 213.7/ﾂ/2-1 100081330

【論文】
論文掲載図書・雑誌

出版者 排架場所 請求記号 備考

5
縄文から弥生変動期の自然環境の変化と植物利
用

佐々木由香
『季刊東北学』第19号
東北芸術工科大学東北文
化研究センター

2009.4 第２書庫 雑/212/ｷ －

6
東京都下宅部遺跡の大型植物遺体からみた縄文
時代後半期の植物資源利用

佐々木由香・工藤雄一郎・百
原新

 『植生史研究』第15巻第1号
日本植生史学会

2007.7

8  関東地方における弥生時代農耕集落の形成過程 設楽博己
『国立歴史民俗博物館研究
報告』第133集
国立歴史民俗博物館

2006.12 第２書庫 博物館刊行物
国立歴史民俗博物

館でWeb公開

農耕開始期の居住システムと住居構造－中部高
地・関東を中心に－

寒川総合図書館＊

○図書：県立図書館

○雑誌：県立図書館
7

弥生時代改訂年代と気候変動－
SAKAGUCHI1982論文の再評価

設楽博己
『駒沢史学』67号
駒沢史学会

2006.9

横浜市中央図書館＊
平塚市西図書館＊
川崎市立（幸・中原）図書館＊★

4
種実と土木用材からみた縄文時代中期後半～晩
期の森林資源利用

佐々木由香
『縄紋時代の社会考古学』
同成社

2007.12

東京文化財研究所資料閲覧室★

東京国立博物館資料館3

10 稲作伝来（先史日本を復元する ４）
森岡秀人／著
中園聡／著
設楽博己／著

岩波書店 2005.3

2
群馬県横野台地における農耕開始期の集落構造
について

井上慎也
『法政考古学』第40集
法政考古学会

2014.3

1 縄文時代の終末 石川日出志
『縄文時代の考古学１  縄
文文化の輪郭―比較文化
論による相対化』同成社

2010.6

9 全集 日本の歴史  第１巻  列島創世記 松木武彦／著 小学館 2007.11

8 弥生文化形成論 設楽博己／著 塙書房 2017.2

設楽博己／著 敬文舎 2014.5

横浜市（中央・神奈川・南・金沢・港北・緑・戸塚・
栄）図書館＊　ほか

5 総覧 縄文土器 小林達雄／編 アム・プロモーション 2008.6

大井町図書館

平塚市中央図書館

大和市立図書館

4
平成19年度（第15回）考古学講座
新神奈川・新弥生論

神奈川県考古学会講座担当
／編

神奈川県考古学会 2008.3

県立図書館＊

※奈良文化財研究所「全国遺跡報告総覧」のサ
イトでWeb公開

県立図書館＊

No.

横浜市（中央・神奈川・港北）図書館＊

論文タイトル 論文執筆者
所蔵している場所

横浜市中央図書館＊

出版年

横浜市中央図書館＊

横浜市中央図書館＊

東京文化財研究所資料閲覧室★
東京国立博物館資料館

海老名市立中央図書館＊
相模原市橋本図書館＊

生命の星・地球博物館ミュージアムライブラリ★

※駒澤大学学術機関リポジトリで公開

横浜市（中央・鶴見・南・保土谷・磯子・都筑・栄）
図書館＊

3

7

東京都立中央図書館

県立図書館＊

国立国会図書館

国立国会図書館

県立図書館＊

国立国会図書館
東京国立博物館資料館

横浜市立図書館（港南・磯子・瀬谷を除く全館）＊
伊勢原市立図書館＊
葉山町立図書館＊
鎌倉市（中央・腰越・玉縄）図書館＊★

小林青樹
『帝京大学山梨文化財研究
所研究報告』第12集
帝京大学山梨文化財研究所

2005.3

逗子市立図書館＊
鎌倉市中央図書館＊★

川崎市立多摩図書館＊★

（詳細は電話でご確認ください。）

2019年度 かながわの遺跡展　【縄文と弥生】　関連文献リスト
2019年11月27日

No. タイトル 編著者 出版者
所蔵している場所

出版年

国立国会図書館

神奈川県埋蔵文化財センター図書室
2 縄文時代の社会変動論(未完成考古学叢書 6) 阿部昭典／著 アム・プロモーション 2008.12

石川日出志／著 岩波書店 2010.10

川崎市立高津図書館＊★

農耕社会の成立（シリーズ日本古代史 1）

 縄文社会と弥生社会
（日本歴史 私の最新講義 10）
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9 農耕文化複合と弥生文化 設楽博己
『国立歴史民俗博物館研究
報告』第185集
国立歴史民俗博物館

2014.2 第２書庫 博物館刊行物
国立歴史民俗博物

館でWeb公開

10 特集 弥生文化のはじまり 設楽博己／編
『季刊考古学』第138号
雄山閣

2017.2 ライブラリ 雑/210.2/ｷ －

11 西関東地方における穀物栽培の開始 設楽博己・高瀬克範
『国立歴史民俗博物館研究
報告』第185集
国立歴史民俗博物館

2014.2 第２書庫 博物館刊行物
国立歴史民俗博物

館でWeb公開

12
縄文時代後晩期の伊豆・箱根・富士山の噴火活動
と集落動態

杉山浩平・金子隆之
『考古学研究』第60巻第2号
考古学研究会

2013.9 第２書庫 雑/210.2/ｺ －

16 長野県域における縄文時代の終末と生業変化 中沢道彦

シンポジウム予稿集『八ヶ
岳山麓における縄文時代
の終末と生業変化』[中沢道
彦]

2015.1

17
縄文時代晩期後葉集落の経済基盤－新潟県御井
戸遺跡出土植物性食料残渣の計量分析から－

前山精明

『考古学と遺跡の保護  甘
粕 健先生退官記念論集』
甘粕健先生退官記念論集
刊行会

1996.2

【展覧会図録等】

排架場所 請求記号 資料コード

1 弥生はいつから!?－年代研究の最前線－ 国立歴史民俗博物館／編 国立歴史民俗博物館 2007.7  図録書庫 図録/35-ｺ/2007 600018246

2
特別展 縄文文化円熟
－華蔵台遺跡と後・晩期社会－

横浜市歴史博物館／編
横浜市ふるさと歴史財団埋
蔵文化財センター／編

横浜市歴史博物館 2008.10 図録書庫 図録/37-ﾖ/2008 600025282

3 平成29年度企画展  横浜に稲作がやってきた!?

横浜市歴史博物館／編
横浜市ふるさと歴史財団埋
蔵文化財センター／編
横浜市三殿台考古館／編

横浜市歴史博物館 2017.9 図録書庫 図録/37-ﾖ/2017 600061840

○雑誌：県立図書館
15 ポスト浮線紋－神奈川周辺の状況－（その１） 谷口肇

『神奈川考古』第32号
神奈川考古同人会

1996.5

1993.3
『古代』第95号
早稲田大学考古学会

谷口肇弥生文化形成期における相模の役割14
国立国会図書館デジタルコレクション

国立国会図書館デジタルコレクション

1991.9
『古代』第92号
早稲田大学考古学会

谷口肇神奈川「宮ノ台」以前13

No. タイトル

国立国会図書館デジタルコレクション

出版年編著者 出版者
所蔵している場所

神奈川県埋蔵文化財センター図書室
（詳細は電話でご確認ください。）

神奈川県埋蔵文化財センター図書室
（詳細は電話でご確認ください。）

○雑誌：東京国立博物館資料館

○雑誌：東京国立博物館資料館
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