
書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 資料番号

原始時代

サピエンス日本上陸　3万年前の大航海 海部 陽介／著 講談社 2020.2 210.23/ｶｲ20/ 0015172166

3万年前の航海の謎を解く　日本人はどこから来た
のか?

NHKクローズアッ
プ現代+制作班／
著

徳間書店 2019.11 210.23/ﾆﾂ19/ 0015102445

縄文の列島文化 岡村 道雄／著 山川出版社 2018.7 210.25/ｵｶ18/ 0014484786

入門縄文時代の考古学 谷口 康浩／著 同成社 2019.2 210.25/ﾀﾆ19/ 0014864169

あ、コレ知ってる!はにわ どぐう かえんどきの昭和平
成

新潟県立歴史博
物館／編

新潟日報事業
社

2019.8 210.25/ﾆｲ19/ 0015018062

縄文ルネサンス　現代社会が発見する新しい縄文 古谷 嘉章／著 平凡社 2019.12 210.25/ﾌﾙ20/ 0015119159

弥生の人々 池田 幸雄／著
講談社エディト
リアル

2020.3 210.27/ｲｹ20/ 0015212483

魏都・洛陽から倭都・邪馬台国へ　『親魏倭王』印の
旅

石野 博信／編、
石野 博信／[ほ
か]著

雄山閣 2019.10 210.27/ｲｼ19/ 0015062391

魏志倭人伝精読　卑弥呼と壹與 山下 浩／著 東京図書出版 2017.3 210.273/ﾔﾏ17/ 0013883038

古代

テーマで学ぶ日本古代史　政治・外交編
佐藤 信／監修、
新古代史の会／
編

吉川弘文館 2020.6 210.3/ｻﾄ20/ 0015314347

テーマで学ぶ日本古代史　社会・史料編
佐藤 信／監修、
新古代史の会／
編

吉川弘文館 2020.6 210.3/ｻﾄ20/ 0015314354

木簡古代からの便り
奈良文化財研究
所／編

岩波書店 2020.2 210.3/ﾅﾗ20/ 0015228265

玉　古代を彩る至宝
古代歴史文化協
議会／編

ハーベスト出版 2018.10 210.32/ｺﾀ18/ 0014734669

「日本」誕生　東国から見る建国のかたち 熊倉 浩靖／著 現代書館 2020.3 210.34/ｸﾏ20/ 0015207533

日本古代の政治と仏教　国家仏教論を超えて 佐藤 文子／著 吉川弘文館 2018.1 210.35/ｻﾄ18/ 0014317200

平城京のごみ図鑑　見るだけで楽しめる!
奈良文化財研究
所／監修

河出書房新社 2016.11 210.35/ﾅﾗ16/ 0013754650

<謀反>の古代史　平安朝の政治改革 春名 宏昭／著 吉川弘文館 2019.9 210.36/ﾊﾙ19/ 0014628531

平将門の乱を読み解く 木村 茂光／著 吉川弘文館 2019.11 210.37/ｷﾑ19/ 0014639165

　　　　　※　リストはテーマに関連する本の一部です。
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古事記・日本書紀を読み解く

変貌する古事記・日本書紀　いかに読まれ、語られ
たのか

及川 智早／著 筑摩書房 2020.4 164.1/ｵｲ20/ 0015265309

『日本書紀』に学ぶ 荆木 美行／著 燃焼社 2020.3 210.3/ｲﾊ20/ 0015291735

古事記・日本書紀神話を旅する　編纂1300年、日本
最古の史書と正史を徹底ガイド

宝島社 2020.3 L210.3/ｺｼ20/ 0015191380

正しく読む古事記　大人の学び直し 武光 誠／著
エムディエヌ
コーポレーショ
ン

2019.10 210.3/ﾀｹ19/ 0015052723

<図解>古事記と日本書紀　くらべてみると面白いほ
どよくわかる!

ちはやぶる記紀
神話研究会／編

学研プラス 2019.2 210.3/ﾁﾊ19/ 0014828925

古事記及び日本書紀の研究 津田 左右吉／著 毎日ワンズ 2020.11 210.3/ﾂﾀ20/ 0015630759

日本書紀　編纂一三〇〇年
遠山 美都男／監
修

平凡社 2020.10 L210.3/ﾄｵ20/ 0015346364

人物でわかる日本書紀　歴代天皇、后妃、有力豪
族、渡来人、神々

古川 順弘／著 山川出版社 2019.12 210.3/ﾌﾙ19/ 0015114382

古事記の研究 折口 信夫／著 中央公論新社 2019.9 B913.2/ｵﾘ21/ 0015391147

面白くて眠れなくなる『古事記』 島崎 晋／著
PHPエディター
ズ・グループ

2020.3 913.2/ｼﾏ20/ 0015206618

古地図で辿る日本

景観からよむ日本の歴史 金田 章裕／著 岩波書店 2020.7 210.1/ｷﾝ20/ 0015343866

古地図からみた古代日本　土地制度と景観 金田 章裕／著 吉川弘文館 2017.5 210.3/ｷﾝ17/ 0013963673

地図と写真でわかる江戸・東京
西東社編集部／
編

西東社 2020.4 213.61/ｾｲ20/ 0014678650

古地図で楽しむ日本百景　名所、城下町、寺社仏
閣、温泉行楽地の今と昔

宝島社 2017.6 L291.093/ｺﾁ17/ 0013906425

大阪ぶらり古地図歩き歴史探訪ガイド
大阪歴史文化研
究会／著

メイツユニバー
サルコンテンツ

2020.4 291.63/ｵｵ20/ 0015348915

九州の城下町を古地図で歩く本　個性豊かな西南
の古都を“歴史の謎解き”めぐり

ロム・インターナ
ショナル／編

河出書房新社 2018.12 B291.9/ﾛﾑ19/ 0014963326

遺跡・遺物

発掘された日本列島　2020　新発見考古速報 文化庁／編 共同通信社 2020.6
210.02/ﾌﾝ
98/2020

0015360639

47都道府県・遺跡百科 石神 裕之／著 丸善出版 2018.2 210.025/ｲｼ18/ 0014370753

入門埋蔵文化財と考古学 水ノ江 和同／著 同成社 2020.10 210.025/ﾐｽ20/ 0015634082

生活道具の民俗考古学　籠・履物・木割り楔・土器 名久井 文明／著 吉川弘文館 2019.10 210.2/ﾅｸ19/ 0015047533

原始・古代日本における勾玉の研究 瀧音 大／著 雄山閣 2019.12 210.25/ﾀｷ20/ 0015140148

鏡の古代史 辻田 淳一郎／著 KADOKAWA 2019.12 210.27/ﾂｼ19/ 0015114341

倭王権と前方後円墳 岸本 直文／著 塙書房 2020.6 210.32/ｷｼ20/ 0015319205

中世考古<やきもの>ガイドブック　中世やきものの
世界

浅野 晴樹／著 新泉社 2020.4 210.4/ｱｻ20/ 0015212459
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