
網掛けの資料は、当博物館に所蔵の無い資料です。
「所蔵している場所」の欄では、当館で所蔵している資料は排架場所・請求記号・資料コードを記載し、当館以外の所蔵館は紹介していません。
当館に所蔵の無い資料は、所蔵している館を県内（多数の場合は近隣）を優先的に記載しました。館名の末尾に「＊」が付いている館では貸出が可能です。
末尾に「▲」が付いているものは、リンク先の検索画面で自分で書名または論文掲載資料名を入力して検索してください。

横須賀市立図書館へのアクセスでエラーが表示された場合は、一度同館のトップページにアクセスしてから再度リンク部分をクリックしてください。

国立国会図書館デジタルコレクション（図書館送信参加館内での閲覧）となっているものは、県内の多くの公共図書館でオンラインで閲覧できます。
また、本年5月19日（予定）からは個人向け送信サービスが始まり、インターネットに接続した個人のPCでも閲覧可能になります。
ご利用には事前登録が必要です。詳細は、国立国会図書館HPをご確認ください。

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため利用条件が変更されている図書館があります。
また、県立図書館は、新・本館開館準備のため、8月まで資料の閲覧・貸出等のサービスは縮小しています。
ご利用の際は事前にご確認ください。

【洞窟遺跡一般】

排架場所 請求記号 資料コード

3 日本の洞穴遺跡
日本考古学協会洞穴遺跡調査
特別委員会／編

平凡社 1967.3 考古資料室 210.2/ﾆ 100067628

4 洞穴遺跡の調査研究と保護 水ノ江和同
『海と山と里の考古学－山崎
純男博士古稀記念論集－』
p.79-90

2016.9

5 洞窟遺跡の過去・現在・未来 水ノ江和同
『季刊考古学』151
雄山閣
p.14-18

2020.4 ライブラリ 雑/210.2/ｷ －

【三浦半島と周辺の遺跡・洞窟遺跡】

排架場所 請求記号 資料コード

1 鴨居洞穴の發掘 赤星直忠
『考古学雑誌』14（12）
日本考古学会
p.768-769

1924.9 第2書庫 雑/210.2/ｺ －

4 三浦半島の洞穴遺跡 赤星直忠

『日本の洞穴遺跡』日本考古
学協会洞穴遺跡調査特別委
員会編　平凡社
p.91-102

1967.3 考古資料室 210.2/ﾆ 100067628

5 三浦半島の洞窟遺跡 大橋弘

『日本の遺跡発掘物語 3 弥
生時代Ⅰ東日本』 森浩一／
監修
社会思想社
p.105-128

1984.3 ライブラリ 210.2/ﾆ/3 200024248

6 赤星直忠考古学研究資料デジタルアーカイブ 神奈川県立歴史博物館／編 神奈川県立歴史博物館

8 三浦半島の弥生時代漁具 神澤勇一
『季刊 考古学』25
雄山閣
p.41-44

1988.11 ライブラリ 雑/210.2/ｷ －

7 三浦市間口洞窟遺跡出土の貝製利器の検討 川口徳治朗
『横須賀考古学会 研究紀要』
第4号
p.20-30

2016.5
横浜市歴史博物館図書閲覧室

2 金石併用時代の漁民 赤星直忠
『九学会年報　第4集　漁民と
對馬：共同研究』　関書院
p.60-82

1952.10 国立国会図書館デジタルコレクション（図書館
送信参加館内での閲覧）

3 海蝕洞窟—三浦半島に於ける弥生式遺跡— 赤星直忠

『神奈川県文化財調査報告』
第20集　神奈川県教育委員
会
p.53-143

1953.9

県立図書館▲

横浜市立大学学術情報センター（現状では学
外者利用不可）

横浜国立大学附属図書館

2014
『愛知学院大学文学部紀要』
44
p.1-25

2
日本における洞穴遺跡の研究
－縄文時代草創期を中心として－

白石浩之

『旧石器時代から縄文時代へ
の転換 : 土器が出現する頃
の文化変動』有斐閣

2021.5
県立図書館＊

国立国会図書館東京本館

No. タイトル

都立中央図書館

都立中央図書館

県立図書館

神奈川県立歴史博物館HP内

国立国会図書館東京本館

横浜市中央図書館

2022年度特別展　【洞窟遺跡を掘る－海蝕洞窟の考古学－】　関連文献リスト
2022年4月29日

No. タイトル 著者 出版者／論文掲載資料 出版年
所蔵している場所

国立国会図書館東京本館
1

日本における洞穴遺跡研究：
千葉大学・愛知学院大学講義録

麻生優
発掘者談話会／編

麻生直子 2001.4
千葉県立中央図書館

著者 出版者／論文掲載資料 出版年
所蔵している場所

国立国会図書館東京本館

https://www.ndl.go.jp/jp/news/fy2021/220201_01.html
https://www.ndl.go.jp/jp/news/fy2021/220201_01.html
https://yokorekilib.opac.jp/opac/Volume_list?jcode=MT0001607
https://id.ndl.go.jp/bib/000000891684
https://id.ndl.go.jp/bib/000000891684
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/search-detail.do?lang=ja
https://bit.ly/3kjrobX
https://bit.ly/3kjrobX
https://bit.ly/3kjrobX
https://opac.lib.ynu.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/AN0000649X
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1120063757
https://id.ndl.go.jp/bib/031457529
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1153048363
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1100844089
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1100535733
https://jmapps.ne.jp/akahoshinaotada_digitalarchive/
https://id.ndl.go.jp/bib/026603450
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190481505&MENUNO=4
https://id.ndl.go.jp/bib/000003617805
https://www.library.pref.chiba.lg.jp/licsxp-iopac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000000278475
https://id.ndl.go.jp/bib/000000000703


9
出土遺物と魚貝類遺存体の科学的対比に基
ずく弥生時代漁撈形態の地域特性の解明

神澤勇一／研究代表 [神奈川県立博物館] 1991.3 第2書庫 210.27/ｶ 100089333

10 三浦半島における弥生時代の漁撈について 釼持輝久
『物質文化』19
物質文化研究会
p.11-22

1972.4 第2書庫 雑/210.2/ﾌﾞ －

15
三浦半島の洞穴遺跡の研究史と大浦山洞穴
について

須田英一
『横須賀考古学会年報』42
p.2-6

2008.6 第2書庫 雑/210.2/ﾖ －

17 明鐘崎の海蝕洞窟 対馬郁夫
『海』創刊号、海の会
p.34-38

1956.9

20
海に生きた弥生人—三浦半島の海蝕洞穴遺
跡—
（シリーズ「遺跡を学ぶ」118）

中村勉 新泉社 2017.4 ライブラリ 213.7/ﾅ 100082908

21 洞穴遺跡にみる海洋民の様相 西川修一

『海浜型前方後円墳の時代』
かながわ考古学財団／編
同成社
p.110-138

2015.3 ライブラリ 210.32/ｶ 100076348

22
三浦半島と相模湾岸の海洋民系文化につい
て

西川修一
『横須賀考古学会 研究紀要』
第6号

2018.5

23
洞窟遺跡の地域的特性を探る；房総半島・三
浦半島

四柳隆, 大内千年
『季刊 考古学』第151号
雄山閣
p.27-30

2020.4 ライブラリ 雑/210.2/ｷ －

【弥生時代と海】

排架場所 請求記号 資料コード

19 漂海民からの回帰 中村勉

『地域と文化の考古学Ⅱ』明
治大学文学部考古学研究室
／編　六一書房
p.345-361

2008.10

国立国会図書館東京本館

1 弥生時代の海上交易 石川日出志
『交響する古代—東アジアの
中の日本—』東京堂出版
p.45-57

2011.3

平塚市西図書館＊

大和市立図書館＊

出版年
所蔵している場所

横浜市中央図書館＊

16
池子遺跡群における弥生中期木製品生産に
ついて

谷口肇

『山本暉久先生古稀記念論集
二十一世紀考古学の現在』
六一書房
p.505-514

2017.5

国立国会図書館東京本館

18
アワビの考古学－三浦半島の海蝕洞穴から
出土するアワビについて－

中村勉
『横須賀考古学会 研究紀要』
第1号
p.153-168

1997.6
金沢文庫図書閲覧室▲

14
弥生時代食の多角的研究
—池子遺跡を科学する—

杉山浩平／編 六一書房 2018.3

横須賀市中央図書館・北図書館＊

葉山町立図書館＊

茅ヶ崎市立図書館＊

横浜市中央図書館＊

12
三浦半島の海蝕洞穴出土の脊椎動物遺体に
ついて—イヌ—

釼持輝久
『横須賀考古学会 研究紀要』
第4号
p.67-70

2016.5
横浜市歴史博物館図書閲覧室

13 三浦半島海蝕洞穴遺跡の空間利用の変遷 杉山浩平
『神奈川考古』第53号
神奈川考古同人会
p.13-30

2017.5
県立図書館

川崎市立中原図書館

鎌倉市中央図書館

寒川総合図書館
11

三浦半島南部の海蝕洞穴遺跡とその周辺の
遺跡について：洞穴遺跡の共通性と特殊性お
よび周辺遺跡との関連

釼持輝久
『考古論叢神奈河』5
神奈川県考古学会
p.51-66

1996.4

県立図書館

県立図書館

国立国会図書館東京本館

国立国会図書館東京本館

県立図書館

川崎市立中原図書館

千葉県立図書館

Web閲覧可能：全国遺跡報告総覧（奈良文化財
研究所）

横浜市歴史博物館図書閲覧室
2

都立中央図書館

県立図書館

国立国会図書館東京本館

国立国会図書館デジタルコレクション（図書館
送信参加館内での閲覧）

横浜市中央図書館

県立図書館 ＊
3

国立国会図書館東京本館

タイトル 著者 出版者／論文掲載資料

海に生きた人びと—漁撈・塩づくり・交流の考
古学—　平成29年度秋季特別展

大阪府立弥生文化博物館／編 大阪府立弥生文化博物館 2017.10

倭の水人
－壱岐島弥生時代遺跡発見の鯨骨製品とそ
の伝統－

岡崎敬
『日本民族と南方文化』金関
丈夫／編　平凡社
p.93-125

1968.2

4
かながわの弥生時代の社会
－後期の環濠集落から考える－
（平成8年度考古学講座）

神奈川県考古学会 神奈川県考古学会 1997.3

https://id.ndl.go.jp/bib/000009723132
https://bit.ly/397NfAD
https://library.city.yamato.kanagawa.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?returnid=tiles.WTifSchCmpd&gamenid=tiles.WTifTilList&tilcod=1000000739071
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0211020112&MENUNO=4
https://id.ndl.go.jp/bib/028117669
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj2/opac/search-detail.do?lang=ja
https://www.yokosuka-lib.jp/opw/OPW/OPWSRCHTYPE.CSP?ReloginFlag=1&BID=B12158258&DB=LIB&FROMFLG=1
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/hayama/webopac/searchdetail.do?biblioid=1656517
https://www.lib.chigasaki.kanagawa.jp/toshow/asp/WwShousaiKen.aspx?FCode=1980942
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500584103&MENUNO=4
https://yokorekilib.opac.jp/opac/Volume_list?jcode=MT0001607
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1106285945
https://www.library.city.kawasaki.jp/clis/detail?NUM=001658061&CTG=1&RTN=01&TM=143841325
https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp/opw/OPW/OPWSRCHTYPE.CSP?BID=B11942059&DB=LIB&FROMFLG=1
https://bit.ly/3rTlJgM
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1101286556
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1100598233
https://id.ndl.go.jp/bib/026603450
https://id.ndl.go.jp/bib/000000035801
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1106441402
https://www.library.city.kawasaki.jp/clis/detail?NUM=002908678&CTG=1&RTN=01&TM=151340099
https://www.library.pref.chiba.lg.jp/licsxp-iopac/WOpacMsgNewListToTifTilDetailAction.do?tilcod=2000001401983
https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/article/24188
https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/article/24188
https://yokorekilib.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=00049778
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1107673247
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1101359613
https://id.ndl.go.jp/bib/028595443
https://id.ndl.go.jp/bib/000001105231
https://id.ndl.go.jp/bib/000001105231
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0212002385&MENUNO=4
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1100333666
https://id.ndl.go.jp/bib/026603450


5 特集：海と弥生文化
考古学ジャーナル編集委員会
／編

『月刊 考古学ジャーナル』763
ニューサイエンス社
p.3-21

2022.1 ライブラリ 雑/210.2/ｹﾞ －

10 貝包丁の製作技法について 横山昭一

『武蔵野の考古学～吉田格先
生古稀記念論文集～』吉田格
先生記念論文集刊行会
p.195-208

1992.11

11 海にこぎ出せ！弥生人 横浜市歴史博物館／編 横浜市ふるさと歴史財団 2012.4 図録書庫 図録/37-ﾖ/2012 600037709

【卜骨・卜甲】

排架場所 請求記号 資料コード

1
卜甲骨制作方法における実証
－甲骨を覆う脂ぬきについて－

荒金信治
『別府大学紀要』39
p.11-31

1997.12

3 「神社の杜（48） 太占（ふとまに） その1」 片栁茂生
『武州みたけ』48号
武蔵御嶽神社
p.8

2017.3

4 「神社の杜（49） 太占（ふとまに） その2」 片栁茂生
『武州みたけ』49号
武蔵御嶽神社
p.8

2017.9

5
うらない・まじない・いのり
－特別展図録－

神奈川県立金沢文庫／編 神奈川県立金沢文庫 1997.5 図録書庫 図録/37-ｶ/1997 200106326

9
唐古・鍵遺跡出土卜骨の焼灼再現実験始末
記

近藤浩之,石井行雄

『唐古・鍵考古学ミュージアム
常設展示図録』田原本町教育
委員会
p.24

2018.5

10
弥生時代の卜骨の再検討
－シカ・イノシシからみた時代性・地域性につ
いて－

浪形早季子
『國學院大學伝統文化リサー
チセンター研究紀要』第1号
p.47-67

2009.3

12 特集　卜骨・卜甲の諸問題 渡辺誠ほか
『考古学ジャーナル』492
ニュー・サイエンス社
p.4-21

2002.9 第2書庫 雑/210.2/ｹﾞ －

11 鹿占習俗（民俗資料選集 13） 文化庁文化財保護部／編 文化庁文化財保護部 1984.5
国立国会図書館（デジタル化作業中）

二宮町図書館＊

綾瀬市立図書館＊

茅ヶ崎市立図書館＊

県立図書館▲
7

弥生時代、古墳時代および奈良時代の卜骨・
卜甲について

神澤勇一
『駿台史学』第38号　駿台史
学会
p.1-25,図巻頭3p

1976.3
横浜市中央図書館*

県立図書館▲

8 占い 神澤勇一
『別冊太陽』73
p.11-19

1991.5

伊勢原市立図書館＊

7

8 縄文文化的漁撈活動と弥生文化的漁撈活動 桶泉岳二
『弥生時代の考古学 5』同成
社
p.186-197

2019.5雄山閣浜田晋介・中山誠二・杉山浩平再考「弥生時代」—農耕・海・集落—9

海人の性格—アワビオコシと銛頭— 小林青樹
『弥生時代の考古学 5』同成
社
p.170-185

2009.9
横浜市中央図書館＊

2009.9
横浜市中央図書館＊

2009.9
横浜市中央図書館＊

県立図書館＊

県立図書館＊

県立図書館＊

『弥生時代の考古学 5』同成
社
p.3-22

設楽博己食糧生産の本格化と食糧獲得技術の伝統

Web閲覧可能：國學院大學OPAC

タイトル 著者 出版年
所蔵している場所

Web閲覧可能：武蔵御嶽神社HP

Web閲覧可能：武蔵御嶽神社HP

都立中央図書館

国立国会図書館東京本館

川崎市立中原図書館

6 弥生時代の骨卜について 神澤勇一, 松丸道雄／対談
国立国会図書館東京本館

1979.12
『季刊どるめん』23号　JICC
p.78-102

2004.4

県立図書館　

Web閲覧可能：全国遺跡報告総覧（奈良文化財
研究所）

都立中央図書館

Web閲覧可能：別府大学附属図書館　機関リポ
ジトリ

県立図書館＊

東京都立中央図書館

横浜市中央図書館＊

2
古代鎌倉の卜骨と三浦半島
－律令期における海浜部集落の一側面－

押木弘己
『考古論叢神奈河』第12集
神奈川県考古学会
p.95-114

6

https://id.ndl.go.jp/bib/000002337714
https://bit.ly/3MzzsBy
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/ayase/webopac/searchdetail.do?biblioid=85719
https://www.lib.chigasaki.kanagawa.jp/toshow/asp/WwShousaiKen.aspx?FCode=1314692
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/search-detail.do?lang=ja
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0393047290&MENUNO=4
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/search-detail.do?lang=ja
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/isehara/webopac/searchdetail.do?biblioid=46964
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500693177&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500693177&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500693177&MENUNO=4
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1103765509
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1103765509
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1103765509
https://opac.kokugakuin.ac.jp/webopac/TC01557086
http://musashimitakejinja.jp/2017/03/31/bushumitake48/
http://musashimitakejinja.jp/2017/09/29/bushumitake49/
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1219400000
https://id.ndl.go.jp/bib/030693817
https://www.library.city.kawasaki.jp/clis/detail?NUM=001658068&CTG=1&RTN=01&TM=161128203
https://www.library.city.kawasaki.jp/clis/detail?NUM=001658068&CTG=1&RTN=01&TM=161128203
https://id.ndl.go.jp/bib/000000025202
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102494800
https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/article/24210
https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/article/24210
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1100533860
http://repo.beppu-u.ac.jp/modules/xoonips/detail.php?id=dk03902
http://repo.beppu-u.ac.jp/modules/xoonips/detail.php?id=dk03902
http://repo.beppu-u.ac.jp/modules/xoonips/detail.php?id=dk03902
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1106628418
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102225499
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0197018082&MENUNO=4


【伊豆諸島の遺跡・オオツタノハ】

排架場所 請求記号 資料コード

5
三宅島ココマ遺跡動物と生業の研究
（島の考古学研究会調査研究報告書 3）

杉山浩平／編 島の考古学研究会 2011.6

6
南海産オオツタノハ製貝輪の分布圏から見た
彦崎貝塚出土資料の評価

田嶋正憲

『半田山地理考古』第9号
岡山理科大学生物地球学部
生物地球学科地理考古学研
究室
p.49-80

2021.1

【人骨】

排架場所 請求記号 資料コード

地下保管庫2 － －

第2書庫 雑/210.2/ﾖ －

3
エナメル質減形成からさぐる縄文・弥生時代
人の健康状態

澤田純明
『考古学ジャーナル』606
p.33-37

2010.1 第2書庫 雑/210.2/ｹﾞ －

4 「人体の不思議展」の倫理的問題点について 末永恵子
『生命倫理』Vol.19, No.1
日本生命倫理学会　成文堂
p.52-59

2009.9

学芸倉庫
大学書庫

－ －

1996.9

横須賀市中央図書館＊

川崎市立中原図書館＊

藤沢市総合市民図書館＊

古代装身具の貝はどこに
　分布域、日本列島周辺の離島で調査

4 忍澤成視 日本経済新聞　文化
2019.7.17

朝刊

その他多くの公共図書館

横浜市中央図書館

古代「貝の道」東日本にも
　「貝輪」原料　三宅島沖に生息

7 読売新聞　文化面
2008.10.10

朝刊
横浜市中央図書館

その他多くの公共図書館

Web閲覧可能：國學院大學博物館学研究室
（旧）

2

伊豆諸島御蔵島・大隅諸島種子島における
現生オオツタノハの調査
－日本列島先史時代における東西「貝の道」
の実態解明にむけて－

忍澤成視
『動物考古学』第27号
動物考古学研究会
p.105-136

2010.5

県立図書館▲

3
貝の考古学
（ものが語る歴史シリーズ22）

忍澤成視 同成社 2011.1

茅ヶ崎市立図書館＊

川崎市立中原図書館＊

横浜市中央図書館＊

国立国会図書館東京本館

県立図書館＊

1
もう一つの「貝の道」
－伊豆諸島におけるオオツタノハ製貝輪生産
－

忍澤成視
『動物考古学』第26号
動物考古学研究会
p.21-60

2009.5

県立図書館▲

国立国会図書館東京本館

Web閲覧可能：国立科学博物館　研究と標本・
資料　研究部紹介　人類研究部　更新世から
縄文・弥生期にかけての日本人の変遷に関す
る総合的研究

大浦山洞穴の弥生時代人骨 佐宗亜衣子・釼持輝久・諏訪元
『横須賀考古学会年報』No.42
p.7-13

20082

Web閲覧可能：J-STAGE

平塚市中央図書館

5 日本国内における食人研究 鈴木高史

『日々の考古学　2』東海大学
文学部考古学研究室編
六一書房
p.335-348

2009.11

秦野市立図書館＊

6 人を食った話

7

タイトル 著者 出版年
所蔵している場所

歴史系博物館における人骨資料の展示につ
いて
－保管管理問題と併せて－

谷畑美帆
『MUSEUM　STUDY』30明治
大学学芸員養成課程
p.167-173

2019.3

県立図書館▲

Web閲覧可能：岡山理科大学学術リポジトリ

1 博物館における死者の展示 金山喜昭

都立中央図書館

タイトル 著者 出版年
所蔵している場所

県立図書館▲

横浜市中央図書館＊

『國學院大學博物館学紀要』
13
國學院大學博物館学研究室
p.45-53

1989.3.

鈴木尚

Web閲覧可能：明治大学学術成果リポジトリ

『骨』〈改訂新版〉学生社
p.51-68

https://www.yokosuka-lib.jp/opw/OPW/OPWSRCHTYPE.CSP?ReloginFlag=1&BID=B10965688&DB=LIB&FROMFLG=1
https://www.library.city.kawasaki.jp/clis/detail?NUM=001261218&CTG=1&RTN=01&TM=100206686
https://bit.ly/3ET0CjS
https://bit.ly/3ET0CjS
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500717260&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0208087448&MENUNO=4
http://www2.kokugakuin.ac.jp/museology/book.html
http://www2.kokugakuin.ac.jp/museology/book.html
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/search-detail.do?lang=ja
https://www.lib.chigasaki.kanagawa.jp/toshow/asp/WwShousaiKen.aspx?FCode=862530
https://www.library.city.kawasaki.jp/clis/detail?NUM=002046034&CTG=1&RTN=01&TM=172146987
https://www.library.city.kawasaki.jp/clis/detail?NUM=002046034&CTG=1&RTN=01&TM=172146987
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0211000134&MENUNO=4
https://id.ndl.go.jp/bib/000000098306
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1104062371
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/search-detail.do?lang=ja
https://id.ndl.go.jp/bib/000000098306
https://www.kahaku.go.jp/research/department/anthropology/report02/s24.html
https://www.kahaku.go.jp/research/department/anthropology/report02/s24.html
https://www.kahaku.go.jp/research/department/anthropology/report02/s24.html
https://www.kahaku.go.jp/research/department/anthropology/report02/s24.html
https://doi.org/10.20593/jabedit.19.1_52
https://doi.org/10.20593/jabedit.19.1_52
https://bit.ly/3vIxurH
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/hadano/webopac/searchdetail.do?biblioid=509630
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/search-detail.do?lang=ja
http://doi.org/10.34552/00002557
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1152101663
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/search-detail.do?lang=ja
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0196054503&MENUNO=4
https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/handle/10291/20560


8 古人骨展示に関する小論 舟橋京子

『九州大学総合研究博物館研
究報告』9
九州大学総合研究博物館
ｐ1-9

2011.3

第2書庫 県雑/ －

【その他】

排架場所 請求記号 資料コード

1 日本列島のウミガメ供養習俗 藤井弘章
『動物考古学』31動物考古学
会
p.33-54

2014.3

9
死体を展示するということ
－縄文人骨の展示における諸問題を考える
－

山田康弘
『国立歴史民俗博物館研究報
告』第214集
p.285-302

2019.3
Web閲覧可能：国立歴史民俗博物館学術情報
リポジトリ

Web閲覧可能：九州大学附属図書館

所蔵している場所

国立国会図書館東京本館

タイトル 著者 出版者／論文掲載資料 出版年

http://id.nii.ac.jp/1350/00002436/
http://id.nii.ac.jp/1350/00002436/
https://doi.org/10.15017/25335
https://id.ndl.go.jp/bib/000000098306

