
発行所 発行年 請求記号

日本の考古学 2 縄文時代 新装版 河出書房新社 1984 2100/0166/0002-S00

しらべ学習に役立つ日本の歴史 1 縄文式土器とたて穴式住居をしらべる 小峰書店 1995 2100/0492/0001

日本考古学事典 小型版 三省堂 2011 2100/0846/0011

日本発掘! ここまでわかった日本の歴史 朝日新聞出版 2015 2100/0870/0015

図説日本文化の歴史 1 先史・原史 小学館 1979 2101/0124/0001-S00

海外視点・日本の歴史 1 日本人の原像 ぎょうせい 1986 2101/0135/0001

図説日本文化史大系 第1巻 縄文・弥生・古噴時代 小学館 1956 2101/0150/0001-S00

新視点日本の歴史 1 原始編 新人物往来社 1993 2101/0170/0001

マンガ日本の歴史 46 縄文時代の始り 中央公論社 1993 2101/0172/0046

マンガ日本の歴史 47 縄文社会の繁栄 中央公論社 1993 2101/0172/0047

マンガ日本の歴史 48 縄文時代の終末 中央公論社 1993 2101/0172/0048

朝日百科日本の歴史 1 原始・古代 朝日新聞社 1989 2101/0219/0001

読む日本の歴史 日本をつくった人びとと文化遺産 1 原始の日本をさぐる 原始～古墳時代 あすなろ書房 2009 2101/0316/0001

図録・石器入門事典 縄文 柏書房 1991 2102/0004/0002

縄文式階層化社会 六興出版 1990 2102/0014/0090

縄文文化 続 ニュー・サイエンス社 1984 2102/0034/0002

縄文時代の生活様式 続 ニュー・サイエンス社 1984 2102/0037/0002

縄文の生態史観 東京大学出版会 1989 2102/0040/0089

縄文集落 ニュー・サイエンス社 1985 2102/0085/0085

再考!縄文と弥生 日本先史文化の再構築 吉川弘文館 2019 2102/0119/019

遺跡が語る東京の三万年 1 先土器・縄文時代 柏書房 1984 2102/0124/0001

歴史発掘 1 石器の盛衰 講談社 1998 2102/0161/0001

歴史発掘 2 縄文土器出現 講談社 1996 2102/0161/0002

歴史発掘 3 縄文の土偶 講談社 1997 2102/0161/0003

* 吉田格コレクション考古資料図録 立正大学学園 1990 2102/0213/0090

日本その日その日 2 東洋文庫 172  平凡社 1970 2910/0275/0002

衣食住に見る日本の歴史 1 縄文時代 原始の人びとのくらし あすなろ書房 1998 3830/0037/0001

発見!体験!日本の食事 1 ドングリクッキー 縄文時代の食事を体験しよう ポプラ社 2002 3838/0156/0001

* 木と民具 雄山閣出版 1990 3839/0019/0004

日本原始美術 1 縄文式土器 限定版 講談社 1964 7021/L0013/0001-S00

世界美術全集 1 日本 1 先史 角川書店 1960 7080/0018/0001-S00

人間の美術 1 縄文の神秘 学習研究社 1989 7080/L0011/0001

【７階図書室・特集コーナーで下記の関連資料をご紹介しています。ぜひご来室ください！】
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発行所 発行年 請求記号

日本陶磁全集 1 縄文 中央公論社 1976 7511/L0012/0001

* 漆 1 ものと人間の文化史 131-1 法政大学出版局 2006 7522/0004/0001

* 漆 2 ものと人間の文化史 131-2 法政大学出版局 2006 7522/0004/0002

* 東京の遺跡 埋蔵文化財への理解を深めるために
東京都教育委員会社会教育部文化

課
1985 C3610/2102/L0006

* 北区史 資料編考古1 西ヶ原貝塚 東京都北区 1994
C3642/2136/0009-0008-

S00

* 北区史 通史編 原始古代 北区 1996 C3642/2136/0009-0018

* 大田区史 資料編[8] 考古1 東京都大田区 1974
C3652/2136/0004-0024-

S00

* 国分寺市史 上巻 国分寺市 1986
C3666/2136/0004-0001-

S00

* 国分寺市の今昔 市制施行50周年記念 国分寺市,国分寺市教育委員会 2015 C3666/2136/0022

* 文化財の保護 第36号
東京都教育庁生涯学習スポーツ部

計画課
2004 C36/7091/0008-0036-S00

* 東京都埋蔵文化財センター研究論集 32 東京都埋蔵文化財センター 2018
M3671/TO-002/0004-

0032

* 東京都埋蔵文化財センター研究論集 33 東京都埋蔵文化財センター 2019
M3671/TO-002/0004-

0033

* 月刊考古学ジャーナル No.542(2006.4) 繩文時代の植物素材容器 ニュー・サイエンス社 2006 逐次刊行物

* 日本考古学年報 47(1994年度版) 日本考古学協会 1996 逐次刊行物

* 季刊考古学 第99号 石の考古学 雄山閣出版 2007 逐次刊行物

* 季刊考古学 第119号 縄文石器が語る文化と社会 雄山閣出版 2012 逐次刊行物

* 季刊考古学 第130号 縄文時代墓制研究の新動向 雄山閣出版 2015 逐次刊行物

* 季刊考古学 第145号 植生史と考古学-人と植物の関係史を探る 雄山閣出版 2018 逐次刊行物

別冊太陽 212(2013.11) 日本のこころ 212 縄文の力 平凡社 2013 逐次刊行物

縄文人展 自然に生きた祖先の姿 朝日新聞社東京本社企画部 1975 2102/0261/0075

* うるし文化－漆器が語る北海道の歴史－ 第47回特別展 北海道開拓記念館 1998 M10/HO-002/0048

海と貝塚 関東地方の貝塚を探る 平成27年度企画展 富士見市立水子貝塚資料館 2016 M34/FU-001/0019

貝が語る幸手の海 --縄文海進と奥東京湾東縁の貝塚- 開設1周年記念特別展 幸手市郷土資料館 2019 M34/SA-024/0001

* 漆文化 縄文・弥生時代 企画展示 国立歴史民俗博物館 1994 M35/KO-002/0043-S00

* 水辺の森と縄文人 低湿地遺跡の考古学 国立歴史民俗博物館 2005 M35/KO-002/0143

* 縄文はいつから!? 1万5千年前になにがおこったのか 企画展示 国立歴史民俗博物館 2009 M35/KO-002/0163-S00

「縄文vs弥生」 特別展 読売新聞東京本社 2005 M3631/KO-001/0019

東京国立博物館図版目録 縄文遺物篇(土偶・土製品) 中央公論美術出版 1996
M3631/TO-002/0008-

0028

土器の造形 縄文の動・弥生の静 東京国立博物館 2001 M3631/TO-002/0343

国宝 土偶展 文化庁海外展大英博物館帰国記念
NHK,NHKプロモーション,毎日新

聞社
2009 M3631/TO-002/0431 -S00

縄文 1万年の美の鼓動 特別展 : Jomon : 10,000 years of prehistoric art in Japan
NHK,NHKプロモーション,朝日新

聞社
2018 M3631/TO-002/0509-S00

東京大学総合研究資料館標本資料報告 第25号 東京大学総合研究資料館所蔵縄文時代土
偶・その他土製品カタログ

東京大学総合研究資料館 1991
M3632/TO-003/0003-

0025

発掘が語る千代田の歴史 平成10年度特別展
千代田区教育委員会,区立四番町歴

史民俗資料館
1998 M3634/YO-001/0012

海と千代田の6000年 平成21年度特別展 千代田区立四番町歴史民俗資料館 2009 M3634/YO-001/0023

落合遺跡展 展示図録 新宿区教育委員会 1997 M3636/SH-001/0029

落合遺跡展 展示ガイド 新宿区教育委員会 1997 M3636/SH-001/0030

縄文人の暮らしと環境 早稲田大学による貝塚研究の歩み 早稲田大学會津八一記念博物館 1999 M3636/WA-001/0005

縄文の匠 早稲田大学会津八一記念博物館 2001 M3636/WA-001/0009

下野谷遺跡展 縄文の遺物を中心に 図録 早稲田大学會津八一記念博物館 2006 M3636/WA-001/0016

展覧会カタログ など
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* 発掘！ あらかわの遺跡展 平成22年度荒川ふるさと文化館第1回企画展
荒川区教育委員会,荒川区立荒川ふ

るさと文化館
2010 M3641/AR-001/0027

貝塚と縄文人のくらし 特別展 北区教育委員会 1999 M3642/KI-002/0004

* 縄文人の祈り 東谷戸遺跡の土偶 北区の遺跡シリーズ5 春季企画展 東京都北区教育委員会 2007 M3642/KI-002/0008-0005

* 七社神社前遺跡の`諸磯'集落 秋季企画展 東京都北区教育委員会 2002 M3642/KI-002/0015

* 奥東京湾の貝塚文化 中里貝塚とその時代 秋季企画展 中里貝塚国史跡指定10周年記念 東京都北区教育委員会 2010 M3642/KI-002/0027

* 縄文人の一生 西ヶ原貝塚に生きた人々 北区の遺跡シリーズ 9 秋期企画展 東京都北区教育委員会 2017 M3642/KI-002/0048

* モース博士と大森貝塚　開館記念特別展 品川区立品川歴史館 1985
M3651/SH-001/0014-

0001

* 雪ヶ谷貝塚 縄文時代前期の文化と環境 特別展 図録 大田区 2008 M3652/OT-001/0118-S00

縄文土器 企画展 それぞれの顔 調布市郷土博物館 1993 M3662/CH-001/0020

下宅部遺跡展 縄文の漆 東村山市市制施行50周年記念特別展 展示図録 東村山ふるさと歴史館 2014 M3663/HI-001/0030-S00

下布田遺跡 武蔵野の歴史と考古学
東京都歴史文化財団,江戸東京たて

もの園
2015 M3666/TO-002/0135-S00

縄文中期のムラ 多摩川中流域を中心として くにたち郷土文化館 1999 M3667/KU-001/0017

丘陵における文化の醸成 平成9年度 展示解説 東京都埋蔵文化財センター 1997 M3671/TO-002/0031

* 多摩の遺跡展 発掘物語
東京都埋蔵文化財センター,東京都

教育委員会
1993 M3671/TO-002/0032

多摩ニュータウンの遺跡 6000年のめざめ 東京都立埋蔵文化財センター 1991 M3671/TO-002/0039

多摩の遺跡と遺物 5000年前の風景 東京都立埋蔵文化財センター 1990 M3671/TO-002/0040

縄文のむら 土器とくらし 2001年多摩の遺跡と遺物 東京都埋蔵文化財センター 2001 M3671/TO-002/0054

多摩ニュータウンNo.72遺跡 縄文のムラ 東京都立埋蔵文化財調査センター 2009 M3671/TO-002/0226

* 発掘された町田の遺跡 木曽森野・野津田上の原遺跡 町田市立博物館 1999 M3672/MA-003/0100

考古学入門 ～日野の旧石器時代から古墳時代まで～ 企画展 日野市ふるさと博物館 1996 M3673/HI-001/0010

* 〈縄文時代草創期〉資料集
横浜市歴史博物館 横浜市ふるさと

歴史財団
1996 M37/YO-019/0022

* 日本の櫛 別れの御櫛によせて 春季企画展 斎宮歴史博物館 1995 M56/SA-001/0009

* 発掘された京都 発掘された日本列島2003 地域展 第36回企画展 亀岡市文化資料館 2003 M62/KA-001/0038

* 栃木県埋蔵文化財調査報告 第208集 寺野東遺跡Ⅳ 縄紋時代谷部編－2
栃木県教育委員会,小山市教育委員

会,栃木県文化振興事業団
1998 C32/2102/L0016-0002

*
東京都新宿区市谷加賀町二丁目遺跡6 (仮称) 新宿区市谷加賀町2丁目計画に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告書 埋葬遺構編

新宿区地域文化部文化観光課文化

資源係
2014 C3636/2102/0032-0007

*
東京都新宿区落合遺跡 4 学校法人目白学園地点 第13次発掘調査 学校法人目白学園10号館計画
に伴う埋蔵文化財発掘調査

目白学園 2004 C3636/2102/0041-0004

*
東京都新宿区落合遺跡 5 学校法人目白学園地点 第14次発掘調査 学校法人目白学園図書館新築
計画に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

目白学園 2010 C3636/2102/0041-0005

*
東京都新宿区落合遺跡 6 学校法人目白学園地点 第15次発掘調査 (仮称)目白学園新宿キャンパス
新校舎棟工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

目白学園 2019 C3636/2102/0041-0006

*
東京都新宿区落合遺跡 3 学校法人目白学園地点 第9次～第12次発掘調査 学校法人目白学園教育
環境整備計画に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 第3冊 縄文

新宿区生涯学習財団,新宿歴史博物

館埋蔵文化財課
2002 C3636/2102/0074

* 東京都荒川区日暮里延命院貝塚 : B地点における埋蔵文化財発掘調査報告書
K'sコーポレーション,武蔵文化財

研究所
2008 C3641/2102/0006

* 北区埋蔵文化財調査報告 第23集 袋低地遺跡 2
東京都北区教育委員会生涯学習推

進課
1998

C3642/2102/0001-0023-

S00

* 北区埋蔵文化財調査報告 第34集 西ケ原貝塚4
東京都北区教育委員会生涯学習推

進課
2004 C3642/2102/0001-0034

* 史跡中里貝塚総括報告書 東京都北区教育委員会 2018 C3642/2102/0029-0003

* 東京都北区西ヶ原遺跡群七社神社前遺跡 西ヶ原二丁目14番30・31号地点 金子正司 2017 C3642/2102/0041-0002

* 練馬区弁天池低湿地遺跡の調査 練馬区遺跡調査会,東京都住宅局 1989 C3645/2102/0005

大森貝塚 平成5年度範囲確認発掘調査概報 品川区埋蔵文化財調査報告書 第16集 品川区教育委員会 1994 C3651/2102/0005

* 東京都品川区居木橋遺跡(A地区) 居木橋遺跡第11次発掘調査報告書 三菱地所レジデンス,加藤建設 2011 C3651/2102/0011

* 東京都大田区雪ケ谷貝塚発掘調査報告書 玉川文化財研究所 2002 C3652/2102/0029

* 東京都調布市史跡下布田遺跡総括報告書 調布市埋蔵文化財調査報告 調布市教育委員会 2017 C3662/2102/0133

展覧会カタログ など
資料名

発掘調査報告書：複数の分冊がある資料は、第1分冊のみを特集コーナーにおいています。
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* 下宅部遺跡 1 旧石器・縄文時代編 1 東村山市遺跡調査会 2006
C3663/2102/0011-0001-

S00

* 下宅部遺跡 1 旧石器・縄文時代編 2 東村山市遺跡調査会 2006 C3663/2102/0011-0002

*
東久留米市埋蔵文化財調査報告 第21集 自由学園南遺跡III 東京都東久留米市自由学園
南遺跡第3次発掘調査報告書

東久留米市教育委員会 1996 C3664/2102/0007-0021

* 自由学園南遺跡 東京都東久留米市所在の先土器時代・縄文時代遺跡の調査 自由学園 1983 C3664/2102/0023

*
東京都国立市緑川東遺跡 第27地点 介護老人保健施設国立あおやぎ苑増築工事に伴う埋蔵
文化財発掘調査報告書

国立あおやぎ会 2014 C3667/2102/0067

* 東京都町田市田端環状積石遺構 田端遺跡第1次・第2次発掘調査報告書 玉川大学教育博物館 2017 C3672/2102/0039

*
日野市埋蔵文化財発掘調査報告 67 東京都日野市七ツ塚遺跡7 七ツ塚遺跡発掘調査報告
書

日野市東光寺第1・第2土地区画整

理組合
1999 C3673/2102/0010-0067

*
東京都青梅市駒木野遺跡発掘調査報告書 青梅簡易保険保養センター改築に伴う事前発掘調
査 本文編

青梅市遺跡調査会 1998 C3675/2102/L0001-0001

*
東京都青梅市駒木野遺跡発掘調査報告書 青梅簡易保険保養センター改築に伴う事前発掘調
査 挿図・写真図版編

青梅市遺跡調査会 1998 C3675/2102/L0001-0002

* 東京都八丈町倉輪遺跡 東京都八丈町教育委員会 1987 C3687/2102/0001

* 多摩ニュータウン遺跡 昭和57年度第1分冊 東京都埋蔵文化財センター 1983
M3671/TO-002/0007-

0012

* 多摩ニュータウン遺跡 昭和62年度第6分冊
東京都教育文化財団東京都埋蔵文

化財センター
1989

M3671/TO-002/0007-

0041

* 多摩ニュータウン遺跡 平成3年度第3分冊
東京都教育文化財団東京都埋蔵文

化財センター
1993

M3671/TO-002/0007-

0056

* 多摩ニュータウン遺跡 No.300遺跡
東京都教育文化財団東京都埋蔵文

化財センター
1994

M3671/TO-002/0007-

0059

* 多摩ニュータウン遺跡 東京都埋蔵文化財センター調査報告 第25集
東京都教育文化財団東京都埋蔵文

化財センター
1996

M3671/TO-002/0007-

0070

* 多摩ニュータウン遺跡 東京都埋蔵文化財センター調査報告 第32集
東京都教育文化財団東京都埋蔵文

化財センター
1996

M3671/TO-002/0007-

0074

* 多摩ニュータウン遺跡 No.245・341遺跡 1 東京都埋蔵文化財センター調査報告 第57集 東京都埋蔵文化センター 1998
M3671/TO-002/0007-

0108

*
多摩ニュータウン遺跡 NO.107遺跡 旧石器・繩文時代編 東京都埋蔵文化財センター調査報
告 第64集

東京都埋蔵文化財センター 1999
M3671/TO-002/0007-

0119

*
多摩ニュータウン遺跡 先行調査報告 14 第1分冊 東京都埋蔵文化財センター調査報告 第
69集

東京都教育文化財団,東京都埋蔵文

化財センター
1999

M3671/TO-002/0007-

0127

* 多摩ニュータウン遺跡 No.46遺跡 東京都埋蔵文化財センター調査報告 第76集 東京都埋蔵文化財センター 1999
M3671/TO-002/0007-

0136

*
多摩ニュータウン遺跡 No.247・248遺跡 本文編 東京都埋蔵文化財センター調査報告 第
80集

東京都埋蔵文化財センター 2000
M3671/TO-002/0007-

0140

* 多摩ニュータウン遺跡 No.520遺跡 東京都埋蔵文化財センター調査報告 第92集 東京都埋蔵文化財センター 2001
M3671/TO-002/0007-

0150

*
多摩ニュータウン遺跡 no.72・795・796遺跡(15) 東京都埋蔵文化財センター調査報告 第
50集

東京都埋蔵文化財センター 2004
M3671/TO-002/0007-

0214

*
八王子市多摩ニュータウンNo.441・446遺跡 平成18～20年度堀之内地区埋蔵文化財発
掘調査 東京都埋蔵文化財センター調査報告 第227集

東京都スポーツ文化事業団東京都

埋蔵文化財センター
2008

M3671/TO-002/0007-

0253

*
国分寺市武蔵国分寺跡遺跡北方地区 西国分寺地区土地区画整理事業に伴う調査 第1分冊 東京都
埋蔵文化財センター調査報告 第136集

東京都埋蔵文化財センター 2003
M3671/TO-002/0081-

0001

*
世田谷区岡本前耕地遺跡 東京都世田谷地区総合学科高校仮称改築に伴う調査 東京都埋蔵文化財
センター調査報告 第199集

東京都埋蔵文化財センター 2006 M3671/TO-002/0187

*
北区西ヶ原貝塚 西ヶ原一丁目地区都市再生機構用地に係る埋蔵文化財発掘調査 第1分冊 東京都埋
蔵文化財センター調査報告 第262集

東京都スポーツ文化事業団東京都

埋蔵文化財センター
2011

M3671/TO-002/0249-

0001-S00

*
府中市武蔵台遺跡 旧都立府中病院解体に伴うインフラ切り回し工事に伴う埋蔵文化財発掘調査 東京
都埋蔵文化財センター調査報告 第283集

東京都スポーツ文化事業団東京都

埋蔵文化財センター
2013 M3671/TO-002/0269

*
北区御殿前遺跡 西ヶ原研修合同庁舎(仮称)の整備に伴う埋蔵文化財調査 第1分冊 東京都埋蔵文化
財センター調査報告 第314集

東京都スポーツ文化事業団東京都

埋蔵文化財センター
2016 M3671/TO-002/0304

*
北区道合遺跡(第8次調査) 東京都市計画道路補助線街路第85号線(赤羽台II期)整備事業に伴う埋
蔵文化財発掘調査 東京都埋蔵文化財センター調査報告 第339集

東京都スポーツ文化事業団東京都

埋蔵文化財センター
2019

M3671/TO-002/0309-

0008

2021.10.　江戸東京博物館　図書室

資料名

＊印のついた資料は、今回の特別展の参考資料です。

発掘調査報告書：複数の分冊がある資料は、第1分冊のみを特集コーナーにおいています。

＜図書室利用案内＞

＊入室料 無料 ＊貴重品・筆記用具以外のお荷物は、ロッカーにお預けください。

＊開室時間 9:30～17:30（休室日は毎週月曜、月曜が祝日の場合はその翌日）

＊休室日：博物館の休館日

＊閲覧・複写（コピー）請求受付時間 9:30～11:30 13:00～16:30

＊複写料金 白黒：30円/1枚 ・ カラー：100円/１枚（当館蔵書を著作権法の範囲内で可能。

但し、1日の上限は、1人につき100枚まで。資料の状態によってはお断りする場合もあります。）

＊感染症拡大予防のため、マスクの着用、閲覧席数・機器の使用制限などをお願いしております。

～ 利用者の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご協力くださいますようお願い申し上げます。～
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