
網掛けの資料は、当博物館に所蔵の無い資料です。
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新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため利用方法等が変更されている場合があります。
ご利用に際しては、各図書館HP等をご確認ください。

【図書】

排架場所 請求記号 資料コード

1 縄文海進--海と陸の変遷と人々の適応 遠藤邦彦[ほか]／著 冨山房インターナショナル 2022.5

2 旧石器・縄文時代の環境文化史 工藤雄一郎／著 新泉社 2012.2

3 縄紋時代の実年代講座 小林謙一／著 同成社 2019.5

4 縄文石器提要（考古調査ハンドブック 20）
大工原豊, 長田友也, 建
石徹／編

ニューサイエンス社 2020.5

5 入門 縄文時代の考古学 谷口康浩／著 同成社 2019.2

【展覧会図録】

排架場所 請求記号 資料コード

1 縄文文化円熟--華蔵台遺跡と後・晩期社会--特別展
横浜市歴史博物館, 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

2 称名寺貝塚--土器とイルカと縄文人 横浜市歴史博物館／編
横浜市歴史博物館, 横浜市ふるさと歴
史財団

2016.1 図録書庫 図録/37-ﾖ/2016 600054209

【論文等】
論文掲載書籍・雑誌

出版者 排架場所 請求記号 資料コード

1 総論 資源利用史としての製塩 阿部芳郎
『季刊考古学』別冊38
雄山閣

2022.8 ライブラリ 雑/210.2/ｷ －

4 貴石利用からみた縄文社会 栗島義明
『季刊考古学』別冊21
雄山閣

2014.11 第2書庫 雑/210.2/ｷ －

6 植物資源利用からみた縄文文化の多様性 佐々木由香
『季刊考古学』別冊31
雄山閣

2020.2 第2書庫 雑/210.2/ｷ －

9 3 神奈川県 杉山浩平
『富士山噴火の考古学』
吉川弘文館

2020.7

10
晩氷期から後氷期における気候変動と縄文集落の盛
衰

鈴木保彦
『縄文時代』25
縄文時代文化研究会

2014.5

横浜市中央図書館＊

神奈川県立図書館＊

3
千葉県古流山湾周辺域における完新世の環境変遷
史とその意義

遠藤邦彦[ほか]
 『第四紀研究』28-2
日本第四紀学会

1989.7

5 ヒスイ・コハク・貝 栗島義明
『縄文時代の環境への適応と資源利用』
（明治大学黒耀石研究センター叢書）
雄山閣

2022.5
国立国会図書館（本館）

7
植物資源利用から見た関東地方の縄文時代後・晩期
の生業

★J-STAGE

国立国会図書館（本館）

神奈川県立図書館＊

横浜市中央図書館＊

神奈川県立図書館＊　横浜市中央図書館
＊　川崎市立中原図書館＊　茅ヶ崎市博
物館図書室＊

神奈川県立図書館＊　横浜市立図書館
(中央など8館)＊　川崎市立宮前図書館＊
厚木市立中央図書館＊　横須賀市立中央
図書館＊

No. 論文タイトル 論文執筆者 出版年
所蔵している場所

No. タイトル 著者 出版者 出版年

神奈川県立図書館＊　横浜市中央図書館
＊　藤沢市総合市民図書館＊

神奈川県立図書館＊　横浜市立図書館
（中央など9館）＊　川崎市立幸図書館＊
厚木市立中央図書館＊　茅ヶ崎市立図書
館本館＊　横須賀市立南図書館＊

横浜市中央図書館＊　川崎市立中原図書
館＊　その他多くの公共図書館

所蔵している場所

（2007年の再刊（洋泉社）も多くの公共図
書館が所蔵）

2022年度 かながわの遺跡展　【縄文人の環境適応】　関連文献リスト
2022年12月24日

No. タイトル 著者 出版者 出版年
所蔵している場所

横浜市中央図書館＊

2 居住システムの変化--関東後晩期 石井寛
『縄文時代の考古学』 8
同成社

2009.3

川崎市立幸図書館＊

横浜市中央図書館＊

6 環境考古学事始--日本列島2万年（NHKブックス 365） 安田喜憲／著 日本放送出版協会 1980.4

神奈川県立図書館＊

2019.5
『縄文時代中期の土器論と生業研究の
新視点』（考古学の地平2）
六一書房

高橋健東京湾沿岸のイルカ漁11

『縄文文化の繁栄と衰退』 （先史文化研
究の新展開 1）
雄山閣

2019.9
横浜市中央図書館＊

佐々木由香, 能城修一

8
西富岡・向畑遺跡の発掘調査--縄文時代晩期初頭の
埋没林と後期集落の調査

新開基史, 新山保和
『日本考古学』55
日本考古学協会

2022.10
東京国立博物館資料館

神奈川県立図書館＊　横浜市（中央・旭）
図書館＊　その他多くの公共図書館

国立国会図書館（本館）

国立国会図書館（本館）
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12 土器製塩と供給 高橋満
『ものづくり-道具製作の技術と組織-』
（縄文時代の考古学 6）
同成社

2007.8

13 三 縄文文化の停滞と変質 玉田芳英, 庄田慎矢
『講座日本の考古学』 3 第2章
青木書店

2013.6

14 二 縄文文化の高揚 (前・中期) 勅使河原彰
『講座日本の考古学』 3 第2章
青木書店

2013.6

15
東京湾地域における完新世の海洋環境変遷と縄文貝
塚形成史

樋泉岳二
『国立歴史民俗博物館研究報告』 81
国立歴史民俗博物館

1999.3 第2書庫 県別雑誌 －

17
湖沼年縞およびレス--古土壌堆積物による地球環境
変動の高精度復元

福沢仁之, 山田和芳, 加
藤めぐみ

『国立歴史民俗博物館研究報告』 81
国立歴史民俗博物館

1999.3 第2書庫 県別雑誌 －

第2書庫 県別雑誌 －

19
南西関東における縄文時代後期--貝塚にみる生業と
社会

松田光太郎
『縄紋時代の社会考古学』
同成社

2007.12

20 関東地方縄文時代後・晩期の集落と木組遺構 宮内慶介
『季刊考古学』別冊21
雄山閣

2014.11 第2書庫 雑/210.2/ｷ －

22 縄文時代の集落 山本暉久
『神奈川県下における集落変遷の分析』
（かながわの考古学2）
神奈川県立埋蔵文化財センター

1992.3 地下書庫 埋文 －

神奈川県立図書館＊　横浜市中央図書館
＊　川崎市立幸図書館＊　相模原市立橋
本図書館＊　茅ヶ崎市立図書館本館＊

神奈川県立川崎図書館▲

神奈川県立図書館＊　横浜市中央図書館
＊　大和市立図書館シリウス＊

神奈川県立図書館＊　横浜市中央図書館
＊　川崎市立(幸・中原)図書館＊　平塚市
西図書館＊

神奈川県立図書館　横浜市中央図書館
鎌倉市中央図書館＊

神奈川県立図書館＊

★全国遺跡報告総覧(奈良文化財研究所)

神奈川県立図書館＊

神奈川県立図書館＊　横浜市中央図書館
＊　大和市立図書館シリウス＊

神奈川県立生命の星・地球博物館ミュー
ジアムライブラリー▲

横浜市中央図書館＊

★神奈川県立生命の星・地球博物館ウェ
ブサイト

2019.9
『縄文文化の繁栄と衰退』
（先史文化研究の新展開 1）
雄山閣

吉岡卓真水場遺構23

16 氷河期以降の気候の年々変動を読む 福沢仁之
『科学』 68-4
岩波書店

1998.4

21 死者の身体と装い 中村耕作
『縄文時代の装い』
（平成27年度考古学講座）
神奈川県考古学会

2016.2

18
横浜南部, 金沢八景瀬戸神社旧境内地内遺跡におけ

る自然貝層の14C年代とそれに関連する問題
松島義章, 川口徳治朗

『神奈川県立博物館研究報告(自然科
学)』20
神奈川県立博物館

1991.3

横浜市中央図書館＊

25
A Pervasive Millennial-Scale Cycle in North Atlantic
Holocene and Glacial Climates

Bond, G., Showers, W.,
Cheseby, M., Lotti, R.,
Almasi, P., deMenocal,
P., Priore, P., Cullen, H.,
Hajdas, I. and Bonani, G.

Science 278
AAAS (American Association for the
Advancement of Science)

1997.11
神奈川県立生命の星・地球博物館ミュー
ジアムライブラリー▲

24 後晩期の土製耳飾り 吉岡卓真
『身を飾る縄文人』
（先史文化研究の新展開 2）
雄山閣

2019.10

神奈川県立図書館▲　神奈川県立川崎図
書館▲

https://bit.ly/3juxetF
https://bit.ly/3juxetF
https://bit.ly/3hPy6c6
https://bit.ly/3hPy6c6
https://bit.ly/3hPy6c6
https://bit.ly/3hPy6c6
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/search-detail.do?lang=ja
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/search-detail.do?lang=ja
https://nh.kanagawa-museum.jp/sizen/libraryP/Search_Detail.php?init=true
https://nh.kanagawa-museum.jp/sizen/libraryP/Search_Detail.php?init=true
https://nh.kanagawa-museum.jp/www/contents/1600215828751/index.html
https://nh.kanagawa-museum.jp/www/contents/1600215828751/index.html
https://bit.ly/3hNk36K
https://bit.ly/3hNk36K
https://bit.ly/3I0ydw3
https://bit.ly/3I0ydw3
https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/91689
https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/91689
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1106679082
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1106679082
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500720787&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500720787&MENUNO=4
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1106703842
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1106703842
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500734892&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500734892&MENUNO=4
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/search-detail.do?lang=ja
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/search-detail.do?lang=ja
https://nh.kanagawa-museum.jp/sizen/libraryP/Search_Detail.php?init=true
https://nh.kanagawa-museum.jp/sizen/libraryP/Search_Detail.php?init=true
https://bit.ly/3juxetF
https://bit.ly/3juxetF
https://bit.ly/3juxetF
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/search-detail.do?lang=ja
https://bit.ly/3hPy6c6
https://bit.ly/3hPy6c6
https://bit.ly/3hNk36K
https://bit.ly/3hNk36K
https://bit.ly/3hNk36K
https://bit.ly/3I0ydw3
https://bit.ly/3I0ydw3
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1106703842
https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/91689
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1106679082
https://bit.ly/3hPy6c6
https://bit.ly/3hPy6c6
https://nh.kanagawa-museum.jp/sizen/libraryP/Search_Detail.php?init=true
https://nh.kanagawa-museum.jp/sizen/libraryP/Search_Detail.php?init=true
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500720787&MENUNO=4
https://nh.kanagawa-museum.jp/www/contents/1600215828751/index.html
https://nh.kanagawa-museum.jp/www/contents/1600215828751/index.html
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500734892&MENUNO=4
https://nh.kanagawa-museum.jp/sizen/libraryP/Search_Detail.php?init=true
https://nh.kanagawa-museum.jp/sizen/libraryP/Search_Detail.php?init=true
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/search-detail.do?lang=ja
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/winj/opac/search-detail.do?lang=ja

