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●セミナー参考文献
番号 タイトル 編著/発行等 出版年 請求記号・資料ID

1 京都を学ぶ : 文化資源を発掘する 伏見編
京都学研究会編 / ナカニシヤ
出版

2022.3
K0||291.62||Ky6||
資料ID：118024732

2
京都府域の文化資源に関する共同研究会報告書 令和
２年度(伏見編)

京都府立京都学・歴彩館京都
学推進課編 / 京都府立京都
学・歴彩館

2021.9
K0||291.62||Ky6||
資料ID：118022612

●講師の著作
番号 タイトル 編著/発行等 出版年 請求記号・資料ID

3 長岡京の歴史考古学研究 國下多美樹著 / 吉川弘文館 2013
K242||210.36||Ku45||
資料ID：110985474

龍谷史壇第149号 龍谷大学史学会 2019 ||リユウ||

平安の都市と文化 増渕徹編 / 吉川弘文館 2010
K0||210.36||Sh89||
資料ID：110969422

●弥生時代の京都
番号 タイトル 編著/発行等 出版年 請求記号

5 弥生文化出現期前後の集落について
京都府埋蔵文化財研究会(乙訓
ブロック)編 /京都府埋蔵文化財
研究会

2017
K0||216.203||Ky6||
資料ID：118004507

6
謎の古代 京 近江 : 京滋文化の源流を探る 京都新聞
創刊100周年記念シンポジウム

京都新聞社編 / 河出書房新社 1981
K0||216.203||Ky6||
資料ID：110569241

埋もれていた歴史 : センター設立30周年記念誌
長岡京市埋蔵文化財センター
編 / 発行

2012
K242||216.2||N18||
資料ID：110981476

図説京都府の歴史
森谷尅久責任編集 / 河出書房
新社

1994
K0||216.2||Mo72||
資料ID：110569240

●深草を知る
番号 タイトル 編著/発行等 出版年 請求記号・資料ID

9 茶の間で楽しむ深草小史 田中貞義著 / 深草記念会 2018
K17||216.2||Ta84||
資料ID：118010604

10
深草ウォーキングマップ/Fukakusa walking map around
Fushimi-inari

深草支所まちづくり推進担当編
/ 発行

2020
K17||291.62||Ky6||
資料ID：118016892

11 深草を語る, ［正］ 深草を語る会著 / 深草記念会 2013
K17||216.2||F71||
資料ID：110982789

12 深草を語る, 續 深草を語る会著 / 深草記念会 2018
K17||216.2||F71||2
資料ID：118007042

13
(*)

郷土研究深草 : 地理学から見たあゆみ
中島至著 ; 稲荷中之町青年会
編 / 稲荷中之町青年会

1957
K17||216.2||N34||
資料ID：110948478

作成日：令和4年7月14日

7

pp.51-55「京都盆地の弥生時代」

pp.43-50「深草遺跡についての覚書き－弥生文化展開の解明に向けて－」

pp.16-23「弥生時代」

*

8

pp.10-34「長岡京と平安京」

4

京都を学ぶセミナー【伏見編】 令和４年7月20日（水）開催

「深草遺跡と列島の弥生時代

～考古資料が語ること～」
講師： 國下多美樹（龍谷大学教授）

セミナーの開催にあわせて、関連する歴彩館所蔵資料をご紹介します。

２階 京都資料総合閲覧室でご覧いただけます。

関連資料

リ ス ト



●講師が参考とした資料
番号 タイトル 編著/発行等 出版年 請求記号・資料ID

京都市内遺跡試掘調査報告, 令和元年度
京都市文化市民局文化芸術都
市推進室文化財保護課 / 京都
市文化市民局

2020
K1||210.025||Ky6||
資料ID：118016301

14 深草西浦町略史
秋山松太郎著 / 深草西浦町自
治会連合会

1994
K17||216.2||A38||
資料ID：110569786

史迹と美術 244号 史迹美術同攷会 1954 ||シセキ

日本考古学年報, 9(昭和31年度) 日本考古学協会 1961
||210.25||N71||
資料ID：110375967

日本農耕文化の生成
日本考古学協会編 / 東京堂出
版

1961
||212||N71||1
資料ID：110379099

龍谷史壇第54号 龍谷大学史学会 1964 ||リユウ||

龍谷史壇第55号 龍谷大学史学会 1965 ||リユウ||

『朱』第51号 伏見稲荷大社 2008 ||アケ||K

*
木器集成図録, 近畿原始篇 図版
（奈良国立文化財研究所史料）

奈良国立文化財研究所編 / 発
行

1993
E||210.25||N51||
資料ID：110366728

*
木器集成図録, 近畿原始篇 解説
（奈良国立文化財研究所史料）

奈良国立文化財研究所編 / 発
行

1993
E||210.25||N51||
資料ID：110366729

日本考古学, 第43号 日本考古学協会編 / 発行 2017
||210.025||N71||43
資料ID：110999798

埋蔵文化財発掘調査概報 1967 京都府教育委員会編 / 発行 1967
K0||210.025||KY6|| 
資料ID：110212082

埋蔵文化財発掘調査概報 1974 京都府教育委員会編 / 発行 1974
 K0||210.025||KY6|| 
資料ID：110568267

京都大学構内遺跡調査研究年報, 1992年度
京都大学埋蔵文化財研究セン
ター編 / 発行

1995
K12||210.025||KY6||
資料ID：110568472

長法寺南原古墳第3次調査概要 長岡京調査概要
(長岡京市文化財調査報告書)

長岡京市教育委員会編 / 発行 1983
K242||210.025||N18||1
資料ID：110538838

古代文化第44巻第8号 古代学協会 1992 ||コタイ||

京都府立京都学・歴彩館
〒606-0823　京都市左京区下鴨半木町1-29　Tel：075-723-4833

Web： http://www.pref.kyoto.jp/rekisaikan/

*

*

pp.137-183伊藤淳史 「京都盆地の弥生時代遺跡」

pp.30-41網干善教「深草遺跡出土木製鍬の一例について」

pp.43-47「深草遺跡発掘調査概要」

pp.39-58黒須亜希子「木製「泥除」の再検討－弥生時代・古墳時代の出土事例を中心として－」

pp.152-167「深草遺跡出土の弥生式土器」

*

*

pp.68-71「深草遺跡」

pp.224-233辻井喜一郎「京都南郊深草低地に於ける弥生式遺跡の発見と遺物」

pp.99-100 杉原荘介「京都府京都市深草遺跡」

pp.74-75網干善教「深草弥生式遺跡の調査」

*

*の資料は書庫資料です。カウンターでご請求してください。

*

*

*

*

*

*

*

pp.53-72「長岡京跡右京第39次（7ANQMK 地区）調査概要」

*

pp.339-354杉原荘介・大塚初恵「京都府深草遺跡」

pp.31-39 石黒立人「鈴鹿・信楽山地周辺の土器－イメージとしての山－」

pp.51-66上原真人「「お稲荷さん」よりも昔の稲作」

http://www.pref.kyoto.jp/rekisaikan/

