
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、原則として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。

館名の末尾に「★」が付いている館は、リンク先の検索画面で自分でタイトルを入力して検索してください。

「国立国会図書館デジタルコレクション」は神奈川県立図書館、横浜市立図書館など、県内46の公共図書館で、オンラインで閲覧できます。

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。ご利用の際は事前にご確認ください。

【図書】

排架場所 請求記号 資料コード

ライブラリ 210.42/ｲ 100065861

4 図解・日本の中世遺跡 小野正敏ほか／編 東京大学出版会 2001.3 ライブラリ 210.4/ｵ 100021328

6 神奈川の古代道（博物館建設準備調査報告書 第3集）
藤沢市教育委員会博物
館建設準備担当／編

藤沢市教育委員会博物館建設準
備担当

1997.1 第２書庫 682.13/ﾌ 200038313

7 弥生のムラに鉄が来た！！（公開セミナー2017） － かながわ考古学財団 2017.11 第２書庫 213.7/ﾔ 100101674

8 相模川中流域の古墳時代を考える（公開セミナー2019） － かながわ考古学財団 2019.12 第２書庫 213.7/ｻ 100101682

9 「川に学ぶ」社会をめざして 報告
国土交通省河川審議会
川に学ぶ小委員会／編

国土交通省 1998.6

11 掘り進められた神奈川の遺跡
かながわ考古学財団／
編

有隣堂 2010.3 ライブラリ 213.7/ｶ 100052919

14 銭の考古学（歴史文化ライブラリー） 鈴木公雄／著 吉川弘文館 2002.5

17 列島の考古学 弥生時代 武末純一ほか／著 河出書房新社 2011.7

18 旧石器時代ガイドブック（シリーズ「遺跡を学ぶ」） 堤隆／著 新泉社 2009.8

19 列島の考古学 旧石器時代 堤隆／著 河出書房新社 2011.5

20 津久井城跡資料調査報告書 相模原市立博物館／編 相模原市立博物館 2020.3 地下書庫 埋文 －

22 相模川事典 － 平塚市博物館 1994  第２書庫 291.37/ｻ 200047454

24 江戸の娯楽と交流の道　報告書
ふるさと歴史シンポジウ
ム実行委員会／編

ふるさと歴史シンポジウム実行委
員会

2006.3  第２書庫 210.5/ﾌ 100035021

25 復元！古代都市平塚（相模国府を探る記録集）
ふるさと歴史シンポジウ
ム実行委員会／編

ふるさと歴史シンポジウム実行委
員会

2007.3 ライブラリ 213.7/ﾌ 100036797

28 神奈川の東海道（上）－時空を超えた道への旅－ －
神奈川東海道ルネッサンス推進協
議会

1999.3 ライブラリ 213.7/ｶ/1a 200035806

県立図書館＊

（但し、2002年刊行の平凡社ライブラリー）
2 鎌倉武士の実像-合戦と暮しのおきて-（平凡社選書） 石井進／著 平凡社 1987.6

1 覚醒する<関東>：平安時代　（古代の東国　第3巻） 荒井秀規／著 吉川弘文館 2017.6 横浜市（中央・金沢・緑・山内・都筑・戸塚・
栄・泉）図書館＊

県立図書館＊

県立図書館＊

県立図書館＊

県立図書館＊

総合研究大学院大学附属図書館＊★（県
内の公共図書館で取り寄せできます）

令和２年度 かながわの遺跡展　【相模川遺跡紀行】　関連文献リスト
2021年2月9日

No. タイトル 著者 出版者 出版年
所蔵している場所

県立図書館＊

横浜市中央図書館＊

インターネット公開（国土交通省河川審議
会のホームページ　2021年1月20日確認）

県立図書館＊

県立図書館＊

横浜市（中央・南・港南・旭・金沢・泉）図書
館＊

県政情報センター＊

県立図書館＊

横浜市（保土谷・港北・緑・都筑・戸塚）＊

横浜市（中央・緑・山内・戸塚・泉）図書館
＊

横浜市（保土谷・港北・緑・戸塚）図書館＊

東京都立図書館
国立国会図書館（本館）

5 タネをまく縄文人　最新科学が覆す農耕の起源 小畑弘己／著 吉川弘文館 2016.1 横浜市（神奈川・港南・旭・磯子・金沢・港
北・緑・都筑・戸塚・泉・瀬谷）図書館＊

3 木の考古学 出土木製品用材データベース
伊東隆夫・山田昌久／
編

海青社 2012.10

2010.2 横浜市（鶴見・保土谷・金沢・緑・都筑・泉）
図書館＊

横浜市中央図書館＊
2010.5東京大学出版会

10

12 中世を道から読む（講談社現代新書） 斎藤慎一／著 講談社

川崎市立多摩図書館＊
2003.3放送大学教育振興会

五味文彦・本郷和人／
編

中世日本の歴史

藤沢市文書館 2017.3

藤沢市の各図書館・図書室＊
海老名市立中央図書館
横浜市歴史博物館図書閲覧室

斎藤慎一／著中世東国の道と城館13

15 古代神奈川の道と交通（藤沢市史ブックレット 8)
田尾誠敏・荒井秀規／
著

2011.3
横浜市中央図書館＊

横浜市中央図書館＊
2005.9山川出版社

16

21 考古学からみた古代日本の紡織 東村純子／著 六一書房

横浜市（中央・山内・戸塚）図書館＊
1989.5東京大学出版会竹内晶子／著弥生の布を織る

横浜市（中央・保土谷）図書館＊

横浜市中央図書館＊
2016.10高志書院

藤原良章／著中世のみちと都市（日本史リブレット）23

26 発掘された日本列島2016 文化庁／編

八重樫忠郎・高橋一樹
／編

中世武士と土器27

共同通信社 2016.6

http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0006282131&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500498324&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500498324&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0004194490&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0002719177&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0006082361&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0006151366&MENUNO=4
http://libopac.soken.ac.jp/
http://libopac.soken.ac.jp/
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0005333844&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0203039199&MENUNO=4
https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/past_shinngikai/shinngikai/shingi/9807report.html
https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/past_shinngikai/shinngikai/shingi/9807report.html
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0003866261&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0003927811&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0202024813&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0202024813&MENUNO=4
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/cross/CrossServletDetail?LIB=KENSEI&KUBUN=TOSHO&SDID=50293
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0000179451&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0211048038&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0209059966&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0209059966&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0211033206&MENUNO=4
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1152162671
https://id.ndl.go.jp/bib/023975224
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500334409&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500334409&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0210011258&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0210011258&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0210038654&MENUNO=4
http://www.library.city.kawasaki.jp/clis/detail?NUM=000265741&CTG=1&RTN=01
https://bit.ly/36ieg09
https://ebina.city-library.jp/switch_detail?id=398042
https://yokorekilib.opac.jp/opac/Holding_list?rgtn=00049309
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0211050280&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0205071820&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0190308522&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500385246&MENUNO=4
https://opac.lib.city.yokohama.lg.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0500427804&MENUNO=4


【展覧会図録】

排架場所 請求記号 資料コード

1 都筑区茅ヶ崎城跡と謎のウズマキかわらけ 横浜市歴史博物館／編 横浜市歴史博物館 2011.1 図録書庫
図録/37-ﾖ

/2011
600033385

2 検証 相模国府　－古代都市復元への挑戦－ 平塚市博物館／編 平塚市博物館 2010.3 ライブラリ
図録/37-ﾋ

/2010a
600071112

3 相模川・桂川流域の縄文時代 相模原市立博物館／編 相模原市立博物館 2006.10 図録書庫
図録/37-ｻ

/2006
600016737

4 弥生農耕-田んぼとはたけ-
大阪府立弥生文化博物
館／編

大阪府立弥生文化博物館 2020.10 ライブラリ
図録/63-ｵ

/2020a
600079362

5 真・津久井城展 相模原市立博物館／編 相模原市立博物館 2020.3 図録書庫
図録/37-ｻ

/2020
600079388

6 山と海を結ぶ道 平塚市博物館／編 平塚市博物館 2009.10 図録書庫
図録/37-ﾋ

/2009
600026454

【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

2 相模川水運の起点となった新田 安藤久
『郡内研究』30
都留市郷土研究会

2019.3 第２書庫 215.1/ﾂ/30 100101690

3 河原口坊中遺跡から出土した板状鉄斧の評価と課題 池田治
『西相模考古』26
西相模考古学研究会

2017.5

5 茅ヶ崎低地の地形発達と遺跡形成 上本進二・浅野哲也
『文化資料館調査研究報告』7
茅ヶ崎市教育委員会

1999.3 第２書庫 博物館刊行物 －

7 相模川から発見された鉄製舌長鐙 栗山雄揮
『平塚市博物館研究報告 自然と
文化』35
平塚市博物館

2012.3 第２書庫 博物館刊行物 －

8 津久井城 佐々木健策
『津久井町史 通史編 原始・古代・
中世』
相模原市

2016.3 第２書庫 213.7/ﾂ/2-1 100081330

11 古代の愛甲に関する二、三の憶説 鈴木靖民
『厚木市史たより』15
厚木市教育委員会文化財保護課

2016.7 図書整理室 普及刊行物 －

12 相模地方の甲斐型土器覚書 田尾誠敏
『山梨縣考古學協会誌』5
山梨県考古学協会

1992.5

13 相模地方の甲斐型土器覚書Ⅱ 田尾誠敏
『東海大学校地内遺跡調査団報
告』5
東海大学校地内遺跡調査委員会

1995.3 地下書庫 埋文 －

14 海老名の酒造業 田中勉
『えびなの歴史』13
海老名市

2003.3 第２書庫 雑/213.7/ｴ －

15 八王子平塚道 内藤佳康
『厚木市史たより』14
厚木市教育委員会文化財保護課

2016.3 図書整理室 普及刊行物 －

18 郡内の地域性を考える 奈良泰史
『郡内研究』30
都留市郷土研究会

2019.3 第２書庫 215.1/ﾂ/30 100101690

19 弥生の路・古墳の路－神奈川の場合－ 西川修一
『古代』92
早稲田大学考古学会

1991.9 学芸部倉庫 大学刊行物 －

国立国会図書館デジタルコレクション

冊子の所蔵：国立国会図書館（本館）

国立国会図書館デジタルコレクション

冊子の所蔵：国立国会図書館（本館）

20
山棲み集落の出現とその背景－二つの「ヤマ」に関する
考古学的分析－

能登健ほか
『信濃』37(4)
信濃史学会

1985.4

　        東京都立（中央・多摩）図書館

神奈川大学＊（県内の公共図書館に取り
寄せできます）

国立国会図書館（本館）

国立国会図書館（本館）

国立国会図書館（本館）

県立図書館＊

秦野市立図書館＊

国立国会図書館（本館）

県立図書館＊

県立図書館＊

東京都立図書館

国立国会図書館

所蔵している場所

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 編者 出版者 出版年

1 出土遺物からみた中世の原料鉄とその流通 赤沼英男ほか
『製鉄史論文集』
たたら研究会

2000.10

4 木器集成図録　近畿原始篇（解説） 上原真人
『奈良国立文化財研究所 史料』
第36冊
奈良国立文化財研究所

1993.3

東京国立博物館資料館

東京都立中央図書館

東京都立（中央・多摩）図書館
2015.10

『信濃』67(10)
信濃史学会

川崎保古代信濃の鉄鐸についての一考察6

9 総論 食糧生産の本格化と食料獲得技術の伝統 設楽博己
『弥生時代の考古学 5：食糧の獲
得と生産』
同成社

2009.9
横浜市中央図書館＊

国立国会図書館

東京都立中央図書館

平塚市中央図書館
2009.11

『日々の考古学』第2巻
六一書房

杉山和德東日本の鹿角剣把10

16 室町時代の経済 中島圭一
『一揆の時代』日本の時代史11
吉川弘文館

2003.4

寒川総合図書館＊

川崎市立中原図書館＊

横浜市中央図書館＊
2016.6

『十四世紀の歴史学－新たな時代
への起点－』
高志書院

中島圭一中世的生産・流通の転回17

　         東京都立（中央・多摩）図書館

1987.4
『東京考古』5
東京考古談話会

橋口定志中世居館の再検討21

https://id.ndl.go.jp/digimeta/6069906
https://id.ndl.go.jp/bib/000000010294
https://id.ndl.go.jp/digimeta/4423501
https://id.ndl.go.jp/bib/000000041436
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1217085000
https://opac.kanagawa-u.ac.jp/webopac/BB02221601
https://opac.kanagawa-u.ac.jp/webopac/BB02221601
https://id.ndl.go.jp/bib/000000092045
https://id.ndl.go.jp/bib/000002323606
https://id.ndl.go.jp/bib/000000010294
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0003765509&MENUNO=4
https://www.lics-saas.nexs-service.jp/hadano/webopac/searchdetail.do?biblioid=509630
https://id.ndl.go.jp/bib/000000065336
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0001908891&MENUNO=4
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/opac/OPP1500?SELDATA=TOSHO&SSNO=3-0006082840&MENUNO=4
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1105306588
https://id.ndl.go.jp/bib/027859040
http://webopac.tnm.jp/detail?bbid=0000037667
https://catalog.library.metro.tokyo.lg.jp/winj/opac/switch-detail-iccap.do?bibid=1102322179
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