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蛭子山古墳の時代 : 日本海側における巨大古墳の
成立と展開

佐藤晃一編
加悦町教育委員会発行

1993
K421||216.2||Ka98||1
110568862

太邇波考古学論集 : 浪江庸二先生・林和廣先生追
悼

両丹考古学研究会編/発行 1997
K4||210.025||R97||
110943003

網野銚子山古墳の世界 : 展示解説シート
京丹後市立丹後古代の里資料
館編/発行

2008
K46||216.203||Ta86||
110983638

大丹波展 : 豪族たちの栄華 : 開館40周年記念秋季
特別展

京都府立丹後郷土資料館編/
発行

2010
K0||210.32||Ky6||
110970968

丹後二大古墳と古代タニワ : 網野銚子山古墳・神
明山古墳の築造に迫る : 丹後建国1300年事業・網
野銚子山古墳追加指定記念シンポジウム

京丹後市教育委員会編/発行 2012
K46||216.203||Ky6|
110978526

丹後王国物語 : 丹後は日本のふるさと
丹後建国1300年記念事業実行
委員会編/発行

2001
K4||216.2||Ta86||
110986492

丹後王国の世界 : 丹後古代の里資料館展示ガイド
京丹後市立丹後古代の里資料
館編/発行

2013
K4||216.2||Ta86||
110984811

丹後発掘 : 縄文・弥生・古墳時代
京都府立丹後郷土資料館編/
発行

2014
K4||216.2||Ky6|| 
110990002

古代の日本海文化 : 太邇波の古墳時代 : 平成30年
今城塚古代歴史館春季特別展

高槻市立今城塚古代歴史館編
/発行

2018
K4||216.2||Ta55||
118005014

京都府の史跡・遺跡ハンドブック, 第1集
[丹後Ⅰ]

京都府教育委員会文化財保護
課編/発行

2018
K0||216.2||Ky6||1 
118007031

京都府の史跡・遺跡ハンドブック, 第2集
[丹後Ⅱ]

京都府教育委員会文化財保護
課編/発行

2019
K0||216.2||Ky6||2
118020273

京都府の史跡・遺跡ハンドブック, 第3集
[与謝]

京都府教育委員会文化財保護
課編/発行

2021
K0||216.2||Ky6||3
118025200

史跡私市円山古墳整備事業報告 綾部市教育委員会編/発行 1994
K36-1||216.203||A98||
110579032

謎の鏡 : 卑弥呼の鏡と景初四年銘鏡
京都府埋蔵文化財調査研究セ
ンター編
同朋舎発行

1989
K0||210.25||KY6||
110579877

　

作成日：令和4年6月9日

丹後地域
特色：日本海を介した大陸との交易を背景に勢力をもった豪族

の古墳。蛭子山古墳(与謝野町;145ｍ)、網野銚子山古墳(京丹後

市;198ｍ)、神明山古墳(京丹後市;190ｍ)を三大古墳という。

丹波地域

特色：政治の中心部(ヤマト)から日本海沿岸地域へ向かう交

通路(後の山陰道)の要衝(亀岡・園部・篠山・綾部・福知山の

各盆地)に点在する大型古墳

京 都 の 古 墳
古墳が静かなブームです。

南北に長い京都は古墳にも地域の特色があります。

網野銚子山古墳（京丹後市）
(写真：京丹後市教育委員会提供)

私市円山古墳（綾部市）
(写真：綾部市教育委員会提供）

千歳車塚古墳（亀岡市）

（写真：亀岡市教育委員会提供）

京都学ラウンジミニ講座「京都府の文化財」タイアップ企画
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由良川流域の古墳 山城考古学研究会/発行 1983
K3||216.203||Y44||1
110568814

南丹波の王 : 第16回企画展 : 前方後円墳の世界 亀岡市文化資料館編/発行 1993
K3||216.203||Ka35||
110568811

前方後円墳の出現をめぐって : 両丹考古学研究
会・但馬考古学研究会交流十周年記念大会の記録

両丹考古学研究会編/発行 1994
K3||216.203||R97||
110568812

京都府の史跡・遺跡ハンドブック, 第4集
[中丹]

京都府教育委員会文化財保護
課編/発行

2022
K0||216.2||Ky6||4
118025202

「椿井大塚山古墳の謎にせまる!」 : 山城町総合文
化センター(アスピアやましろ)開館記念 (山城町歴
史シンポジウム:第1回)

山城町編/発行 [1997]
K286||216.203||Y44||
110917384

椿井大塚山古墳発掘調査報告 : 昭和28年 (京都府
山城町埋蔵文化財調査報告書:第20集)

樋口 隆康執筆/山城町編集
山城町発行

1998
K286||210.025||Y44||20
110581636

椿井大塚山古墳と三角縁神獣鏡
京都大学文学部考古学研究室
編/京都大学文学部発行 : 思
文閣出版(発売)

1989
K286||210.27||Ky6||
110568796

「戦後考古学の原像」 : 椿井大塚山古墳と戦後考
古学の到達点 : 椿井大塚山古墳国史跡指定記念
(山城町歴史シンポジウム:第3回)

山城町編/発行 [2001]
K286||216.203||Y44||
110917386

椿井大塚山古墳と久津川古墳群 : 南山城の古墳時
代とヤマト王権 (季刊考古学:別冊34)

広瀬和雄, 梅本康広編
雄山閣発行

2021
K2||216.203||H72||
118022674

宇治二子山古墳とその時代 宇治市教育委員会編/発行 1991
K25-1||210.32||U57|| 
110568690

古墳のまつり : 常設展示案内
城陽市歴史民俗資料館編/発
行

1995
K261||210.32||J85||
110568706

南山城の遺跡
中西久治著
探究社発行

1996
K2||216.203||N38||
110579121

山城の二大古墳群 : 乙訓古墳群と久津川古墳群
京都府立山城郷土資料館編/
発行

2016
K2||216.203||Ky6||
110998273

南山城最後の前方後円墳 : 坊主山古墳、長池古墳
とその時代 : 特別展

京都府立山城郷土資料館編/
発行

2021
K2||216.203||Ky6|| 
118023509

畿内乙訓古墳群を読み解く
広瀬和雄, 梅本康広編
雄山閣発行

2018
K24||216.203||H72|| 
118009629

京都の古墳全般

古墳・埋蔵文化財
京都府文化財保護基金編/発
行

1986
K0||216.203||Ky6|| 
110568227

京都, 1    [日本の古代遺跡27]
平良泰久, 久保哲正, 奥村清
一郎著/保育社発行

1986
K0||216.202||Ta23||1
110568218

その他の資料
よみがえる日本の古代 : 旧石器～奈良時代の日本
がわかる復元画古代史

早川和子画/金関恕監修
小学館発行

2007
||210.2||H46||
110959165

古墳時代社会の比較考古学
富山直人著
同成社発行

2017
||210.32||To59||
118004630

古墳時代の畿内 雄山閣発行 2018
||216.03||Ko98||2
118010357

古墳時代の王権と集団関係
和田晴吾著
吉川弘文館発行

2018
||210.32||W12||
118009616

「畿内」古墳探訪ガイド : 大阪・京都・奈良・兵
庫

松本弥著/メイツユニバーサ
ルコンテンツ発行

2019
||216.03||Ma81||
118014733

玉からみた古墳時代の開始と社会変革
谷澤亜里著
同成社発行

2020
||210.32||Ta88||
118021637

山城地域
特色：ヤマト政権周縁部(山城盆地)で、政権を支えることで

勢力を拡大した地元の首長が築造した大型古墳

椿井大塚山古墳（木津川市)

（写真：京都府立山城郷土資料

館提供の写真を当館で加工）


