
○木から歴史を読みとる
タイトル 著者名 出版社 出版年 資料番号

びっくり!!縄文植物誌 鈴木三男／著 同成社 2020 1111076830

気候変動から読みなおす日本史3　先史・古代の気候と社会変化 中塚武／監修 臨川書店 2020 1111064729

生活道具の民俗考古学 名久井文明／著 吉川弘文館 2019 1111045231

知られざる弥生ライフ 譽田亜紀子／著 誠文堂新光社 2019 1111033393

モノと技術の古代史 木器編 宇野隆夫／編 吉川弘文館 2018 1110783352

初期農耕活動と近畿の弥生社会 森岡秀人／編、古代学協会／編  雄山閣 2018 1110940929

森と生きた人々　（鳥取県史ブックレット19） 中原計／著 鳥取県 2018 1110662689

弥生時代のモノとムラ 秋山浩三／著 新泉社 2017 1110814611

縄文の奇跡!東名遺跡 佐賀市教育委員会／編 雄山閣 2017 1110708771

さらにわかった!縄文人の植物利用　　（歴博フォーラム） 工藤雄一郎／編 新泉社 2017 1110619622

モノと技術の古代史　陶芸編 小林正史／編 吉川弘文館 2017 1110747373

樹木と暮らす古代人　木製品が語る弥生・古墳時代 樋上昇／著  吉川弘文館 2016 1110581715

縄文のタイムカプセル 鳥浜貝塚　（シリーズ「遺跡を学ぶ」：113） 田中祐二／著 新泉社 2016 1110583968

瓦・木器・寺院 上原 真人／著 すいれん舎 2015 1110522396
遺跡の年代を測るものさしと奈文研 国立文化財機構奈良文化財研究所／編集 クバプロ 2015 1110541198

弥生文化博物館研究報告　第7集 大阪府立弥生文化博物館／編集 大阪府立弥生文化博物館 2014 1110249594

ここまでわかった!縄文人の植物利用　（歴博フォーラム） 工藤 雄一郎／編 新泉社 2014 1110226998

匠の技 島根県立古代出雲歴史博物館／[編] 島根県立古代出雲歴史博物館 2013 1110200837

木製品から見た古代のくらし 島根県古代文化センター／[編] 島根県古代文化センター 2013 1110231402

木の考古学 伊東隆夫／編 海青社 2012 1110948310

伊都国の研究 西谷 正／編 学生社 2012 1110031356

シリーズ日本列島の三万五千年-人と自然の環境史 6 湯本 貴和／編 文一総合出版 2011 1108942838

発掘された日本列島　2011 文化庁／編 朝日新聞出版 2011 1108942481

木の文化の形成 須藤 護／著 未來社 2010 1108891621

縄文の漆　（ものが語る歴史　20） 岡村 道雄／著 同成社 2010 1108883875

大和・纒向遺跡 石野 博信／編 学生社 2008 1108568013

発掘された木の記憶 元興寺文化財研究所／[編] 元興寺 2007 1107653634

縄文時代の考古学　6 小杉 康／編 同成社 2007 1108421296

縄文のマツリと暮らし （先史日本を復元する3） 小杉 康／著 岩波書店 2003 1108267715

図解技術の考古学 潮見 浩／著 有斐閣 2000 1106245184

化石・骨・木製品を探る　（文化財を探る科学の眼1） 平尾 良光／編 国土社 1998 1101794384

木と民具 神奈川県立歴史博物館／編集 神奈川県立歴史博物館 1998 1101790747

木と民具　（日本民具学会論集4） 日本民具学会／編 雄山閣出版 1990 1105182156

日本人の生活と文化　 5 日本観光文化研究所／編 ぎょうせい 1982 1101178117

考古学講座　4 雄山閣出版 1973 1101500088

人類学・先史学講座　第3部日本及び隣接地の先史学6 [雄山閣] 1939 1102382924

○資料保存の技術
タイトル 著者名 出版社 出版年 資料番号

博物館資料の臨床保存学 神庭 信幸／著 武蔵野美術大学出版局 2014 1110365812

日韓における保存処理後木製品の経年調査と保管管理の比較研究 伊藤 健司／研究代表 元興寺文化財研究所 2014 1110248414

人文系博物館資料保存論 青木 豊／編 雄山閣 2013 1110306048

博物館学　4（新博物館学教科書） 大堀 哲／編著 学文社 2013 1110125943

博物館資料保存論 石崎 武志／編著 講談社 2012 1110000930

文化財の保存・修復の半世紀 元興寺文化財研究所／編集 元興寺 2012 1110222377

文化財保存学入門 立正大学仏教学部／監修 丸善プラネット 2012 1110017983

文化財の保存と修復　12・13 文化財保存修復学会／編 クバプロ 2010- 1108942796他

博物館資料保存論 佐野 千絵／著 みみずく舎 2010 1108902410

考古資料の修復・複製・保存処理 宮内庁書陵部陵墓課／編 学生社 2009 1108858539

古きをのこし・つたえる新しき技 元興寺文化財研究所／編集 元興寺文化財研究所 2008 1107858639

○発掘調査報告書（岡崎遺跡、法勝寺跡等）
タイトル 著者名 出版社 出版年 資料番号

白河街区跡発掘調査報告書 文化財サービス／編集 文化財サービス 2019 1111101612

白河街区跡 イビソク／編集 イビソク 2018 1110665674

京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告　2016-12　白河街区
跡･吉田上大路町遺跡

京都市埋蔵文化財研究所／編集
京都市埋蔵文化財研
究所

2017 1110637715

京都大学構内遺跡調査研究年報 京都大学文化財総合研究センター／編集 京都大学文化財総合研究センター 2017 1110647615

白河街区跡･尊勝寺跡･岡崎遺跡 イビソク関西支店／編集 イビソク関西支店 2015 1110614367

京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告
2014-01・06・13　延勝寺跡・岡崎遺跡ほか

京都市埋蔵文化財調査研究
所

京都市埋蔵文化財
調査研究所

2014-2015 1110254636他

白河街区跡・岡崎遺跡　（イビソク京都市内遺跡調査報告：第5輯） イビソク関西支店／編集 イビソク関西支店 2013 1110233010

令和３年３月17日作成京都大学総合博物館特別展『木を遺す、木を伝える』 × 京都府立図書館連携展示

関連図書リスト

写真提供：京都大学大学院文学研究科附属

文化遺産学・人文知連携センター



京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告　2011-3　白河街区
跡・吉田上大路町遺跡

京都市埋蔵文化財研究所／編集
京都市埋蔵文化財
研究所

2012 1107994038

京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告　2007-09　法勝寺跡 京都市埋蔵文化財調査研究所 京都市埋蔵文化財調査研究所 2007 1107824664

京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告　2005-04・09　白河
街区跡・岡崎遺跡

京都市埋蔵文化財調査研究所
京都市埋蔵文化財
調査研究所

2005 1107197434他

京都府遺跡調査概報　第86冊　「成勝寺跡・岡崎遺跡発掘調
査概要」ほか

京都府埋蔵文化財調査研究セン
ター

京都府埋蔵文化財調
査研究センター

1999 1107083782

六勝寺跡発掘調査概要
京都市埋蔵文化財研究所／
編集

京都市埋蔵文化財
調査センター

1981 1100943271

法勝寺跡　（京都市埋蔵文化財年次報告：1974/2/1）
京都市文化観光局文化財保
護課／編

京都市文化観光局
文化財保護課

1975 1100942687

京都府史蹟勝地調査會報告第六冊　法勝寺遺趾 京都府 1925 1110616685

○岡崎・鴨東の歴史を知る
タイトル 著者名 出版社 出版年 資料番号

地図で読む京都・岡崎年代史
京都岡崎魅力づくり推進協議
会

京都岡崎魅力づくり
推進協議会

2018 1110637798

白川と疏水　時間を旅する絵本｢京都岡崎の文化的景観｣2
国立文化財機構奈良文化財研究
所文化遺産部景観研究室／編集

京都市文化市民局文化芸術
都市推進室文化財保護課 2018 1110650221

足もとに眠る京都
京都大学文化財総合研究セン
ター／編集

京都大学文化財総
合研究センター

2018 1110647623

歴史でめぐる洛中洛外　下 井上満郎／著 淡交社 2017 1110717210

岡崎公園　時間を旅する絵本｢京都岡崎の文化的景観｣1
国立文化財機構奈良文化財研究
所文化遺産部景観研究室／編集

京都市文化市民局文化芸術
都市推進室文化財保護課 2017 1110622428

考古図録　京都大学総合博物館収蔵資料目録　第3号 京都大学総合博物館／編集 京都大学総合博物館 2017 1110636089

よみがえる古代京都の風景 梶川敏夫 三星商事印刷 2016 1110609136

文化財発掘　1-3
京都大学文化財総合研究セン
ター／編集

京都大学文化財総
合研究センター

2015- 1110647557他

京を発掘!出土品から見た歴史 京都市埋蔵文化財研究所／編 京都新聞出版センター 2015 1110453121

京都大学構内遺跡調査研究年報　2013-2015年度
京都大学文化財総合研究セン
ター／編集

京都大学文化財総
合研究センター

2015 1110647599他

京都千二百年　上・下 西川 幸治／著 草思社 2014 1110181490他

京都まちかど遺産めぐり 千田 稔／[ほか]編著 ナカニシヤ出版 2014 1110370853

京都発掘ものがたり　[5] 京都市埋蔵文化財研究所／編集 京都市埋蔵文化財研究所 2014 1110647938

京都まちかど遺産めぐり 千田 稔／[ほか]編著 ナカニシヤ出版 2014 1110165188

掘り出された京都 京都市埋蔵文化財研究所／編 京都新聞出版センター 2012 1110069539

平清盛-院政と京(みやこ)の変革- 京都市埋蔵文化財研究所／監修 ユニプラン 2012 1110009667

京都盆地の縄文世界・北白川遺跡群　シリーズ「遺跡を学ぶ」　86 千葉 豊／著 新泉社 2012 1108962166

日本中世社会の形成と王権 上島 享／著 名古屋大学出版会 2010 1108924638

京都時代MAP　平安京編　Time Trip Map 新創社／編 光村推古書院 2008 1108464247

京都の歴史を足元からさぐる　洛東の巻 森 浩一／著 学生社 2007 1108525179

院政期の京都 京都市埋蔵文化財研究所／編集 京都市 2007 1107646513

京都発掘三十年「京都の遺跡」 京都市埋蔵文化財研究所／編集 京都市埋蔵文化財研究所 2006 1108513167

京都白川の弥生前期末の土石流 冨井 眞／[著]
京都大学埋蔵文化
財研究センター

2005 1107660209

遺跡から見た京都の歴史　京都市文化財ブックス　第16集
京都市文化市民局文化部埋
蔵文化財調査センター／編

京都市文化市民局文
化部文化財保護課

2002 1107177659

歴史の京(みやこ)洛東を歩く 高野 澄／文 淡交社 2001 1105983710

幻の大伽藍 稲垣 直／著 日本図書刊行会 2000 1106402462

わが道は京都岡崎から 深江 浩／著 ナカニシヤ出版 2000 1106397977

平安神宮百年史 平安神宮百年史編纂委員会編 平安神宮 1997 1101964557

つちの中の京都 1-4 京都市埋蔵文化財研究所／編 京都市埋蔵文化財研究所 1996- 1106904236他

京都発掘20年 京都市埋蔵文化財研究所／編集 京都市埋蔵文化財研究所 1996 1100943016

よみがえる平安京 村井 康彦／編集 淡交社 1995 1100284627

平安京提要 古代学協会／編集 角川書店 1994 1100348976

よみがえった平安京 杉山 信三／著 人文書院 1993 1100284650

京都 よみがえる古代 井上 満郎／著 ミネルヴァ書房 1991 1100284577

平安京散策 角田 文衛／著 京都新聞社 1991 1106907866

先史時代の北白川　京都大学文学部博物館図録　第4冊 京都大学文学部考古学研究室／編集 京都大学文学部博物館 1991 1100284585

京都の庭園　（京都市文化財ブックス：第5集）
京都市文化観光局文化部文
化財保護課／編

京都市文化観光局文
化部文化財保護課

1990 1100363587

昭和京都名所図会　2 竹村 俊則／著 駸々堂出版 1981 1200064358

京都大学文学部博物館考古学資料目録 京都大学文学部 1968 1100943297

京都史蹟の研究 西田 直二郎／著 吉川弘文館 1961 1107016204

〒604-8381 京都市左京区岡崎成勝寺町

TEL：075-762-4655

FAX：075-762-4653


