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慶応義塾 三田評論（遺跡への招待）
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古代オリエント博物館 ラピスラズリの路

五島美術館  精華 時代の美
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坂誥秀一先生古稀記念会 考古学の諸相Ⅱ　－坂誥秀一先生古稀記念論文集－
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神道大系編纂会 神道大系
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杉山浩平・池谷信之 縄文/弥生文化移行期の黒曜石研究Ⅰ・Ⅱ

鈴木克彦 注口土器の集成研究

鈴木忠司・竹内直文・礫群調理実験ｸﾞ
ﾙｰﾌﾟ

石蒸し調理実験記録 2）  －礫加熱の諸方法をめぐって－

鈴木三男 岐阜県宮川村宮ノ前遺跡出土木材の樹種

ｽﾁｭｱｰﾄﾍﾝﾘ、小川英文 採集狩猟民の現在（生業文化の変容と再生）

宋代史研究会 研究報告第八集　宋代の長江流域　－社会経済史の視点から－

竹岡俊樹 「前期旧石器」観察記

竹岡俊樹 日本旧石器学の再出発36人の提言

竹岡俊樹 前期旧石器時代の型式学

田畑幸嗣 クメール陶器の研究

田村晃一 編 東アジアの都城と渤海

中国社会科学院考古研究所 南宋官窟

角田文衞 ヨーロッパ古代史論考

角田文衞 平安京提要

角田文衞 椒庭秘抄

角田文衞 薄暮の京

角田文衞 角田文衞博士の学風と軌跡

角田文衞 二条の后 藤原高子  業平との恋

角田文衞 紫式部伝　その生涯と『源氏物語』

角田文衞先生古稀記念事業会 古代学叢論

角田文衞/上田正昭 監修  初期王権
研究委員会 編

古代王権の誕生  Ⅰ東ｱｼﾞｱ編

角田文衞/上田正昭 監修  初期王権
研究委員会 編

古代王権の誕生  Ⅱ東南ｱｼﾞｱ・南ｱｼﾞｱ・ｱﾒﾘｶ大陸編

角田文衞/上田正昭 監修  初期王権
研究委員会 編

古代王権の誕生  Ⅲ中央ﾕｰﾗｼｱ・西ｱｼﾞｱ・北ｱﾌﾘｶ編

角田文衞/上田正昭 監修  初期王権
研究委員会 編

古代王権の誕生  Ⅳﾖｰﾛｯﾊﾟ編
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鶴間和幸 監修 秦の始皇帝と兵馬俑展

東京国立博物館 日本の考古学（－その歩みと成果）

東京大學東洋文化研究所 東洋文化研究所紀要　第百五十五冊

東京都教育委員会 道路遺構等確認調査報告書

東南アジア考古学会 東南アジア考古学  第18号

東南アジア考古学会 東南アジア考古学  1996．6

時津裕子 近世墓にみる階層性　2000．5

時津裕子
人類史研究12 2000.10 短報 考古学者はいかにして認知するか－認知考古学
の新たな可能性に向けての考察－

時津裕子 近現代墓の考古学的研究　1999．3

中村瑞隆 釈迦の故城を探る

名古屋市博物館　三井記念美術館　編集 茶人のまなざし　森川如春庵の世界

鍋島藩窯研究会 編 鍋島藩窯  －出土陶磁に見る技と美の変遷－

新潟県立歴史博物館 新潟県立歴史博物館研究紀要

二玄社 台北・國立故宮博物院珍藏書畫

西国分寺地区遺跡調査会 日影山遺跡、東山道武蔵路

西国分寺地区遺跡調査会 武蔵国分寺跡北西地区の遺跡

西村昌也　編 周縁の文化交渉学シリーズⅠ　東アジアの茶飲文化と茶業

日本中国考古学会 中国考古学　第九号

沼澤豊
古墳築造企画の普遍性と地域色  －栃木県における基壇を有するとされる古墳を
めぐって―

沼澤豊
考古学雑誌 第89巻 第2号～4号 抜刷（2005.2～3）　前方後円墳の墳丘規格に
関する研究（上・中・下）

能城修一・鈴木三男 石川条里遺跡出土木製品の樹種

野村崇・杉浦重信 南カムチャッカにおけるアイヌ文化の考古学的研究

野村美術館 研究紀要  2003  第12号

野村美術館 研究紀要  2004  第13号

野村美術館 研究紀要  2009  第18号

早見芸術学園発掘調査団 鎌倉市早見芸術学園改装工事に伴う埋蔵文化財

比嘉えりか 統一新羅と日本の蓮華唐草文軒丸瓦　－いわゆる新羅系古瓦の再検討にむけて－

美術フォーラム21刊行会 美術フォーラム21　2011　VOL.23

福井県立若狭歴史民族資料館 鳥浜貝塚研究

福岡市教育委員会 鴻臚館跡12  －平成11・12年度発掘調査報告書－

福建人民出版社 章州よう

佛教石造分化財研究所 石造文化財（仏教考古学と「石造文化財」－坂詰秀一）

平安博物館 寺谷遺跡
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真壁俊信 他 神道大系  全巻

水上嘉代子
女子美術大学研究紀要 第33号 抜刷 　平成15年3月発行　染色用型地紙の品
質に関する研究－江戸小紋、長板中形について－

水上嘉代子
文化財保存修復学会誌 49 145～154（2005）　〔資料〕染色に用いる伝統的型地
紙と合成紙の比較

宮川禎一 麻江型銅鼓の源流と展開

宮川村教育委員会 宮ノ前遺跡発掘調査報告書

宮本勝・寺田勇文 フィリピン

八木春生 中国南北朝時代における小文化センターの研究

八木春生 雲岡石窟文様論

山本信夫 大宰府出土施釉陶器の編年について

山本信夫 日本・東南アジア海域における9～10世紀の貿易とイスラム陶器

喜子川遺跡調査団 喜子川遺跡  －発掘調査報告－

立正大学学園 考古学資料図録

立正大学考古学会 考古学論究　第11号〈坂誥秀一先生古稀記念号〉

琉球大学 琉球大学考古学研究集録

琉球大学法文学部考古学研究室 窯業技術における中国・日本・琉球の比較研究に伴う調査研究

早稲田大学建築史研究室 日韓交流史から捉えた玄界灘における政治・文化・礼拝ネットワークに関する研究

早稲田大学大学院 文学研究科紀要  第四二輯

渡辺  誠 よみがえる縄文人

渡邉直經 人類が来た道のりを測る

甎全舎 甎全考古録（歴史時代考古学の親展－坂詰秀一）

譯註大日本史刊行会 譯註大日本史（第3巻 列伝1，第4巻 列伝2）


