
文化財科学の本棚

書名 著者名 請求記号 資料ID

1 文化財教育学ことはじめ 水嶋英治著 069||22イ 120163616

2 世界遺産の本奈良 : 学べる! (あをによし文庫) 大和真奈企画編集 097||192 120138346

3 旧石器遺跡「捏造事件」 岡村道雄著 210.23||5 120191537

4 縄文の奇跡!東名遺跡 : 歴史をぬりかえた縄文のタイムカプセル 増補改訂版 佐賀市教育委員会編 210.25||17 120191535

5 天皇陵古墳への招待 (筑摩選書:0023) 森浩一著 288.46||19 120191536

6 子どもとミュージアム : 学校で使えるミュージアム活用ガイド 日本博物館協会編 375.14||539 120137355

7 世界遺産学への招待 安江則子編著 709||73 120123826

8 世界文化遺産の思想 西村幸夫, 本中眞編 709||90 120183377

入門

旧石器捏造事件の真相に迫る

奇跡的に残存した貝塚から、縄文文化を解き明かす

天皇陵から考古学の世界がのぞけ、天皇陵の謎と問題に迫る



書名 著者名 請求記号 資料ID

9 新時代の博物館学
全国大学博物館学講座協

議会西日本部会編
069||44 120190132

10 現代に活きる博物館 (有斐閣ブックス) 君塚仁彦, 名児耶明編 069||45 120190133

11 博物館教育の原理と活動 : すべての人の学びのために 駒見和夫著 069||47 120190484

12 考古学のための年代測定学入門 長友恒人編 202.3||2 120042833

13 必携考古資料の自然科学調査法 (考古調査ハンドブック:2) 齋藤努監修 202.5||110 120130930

14 考古学 : その方法と現状 (放送大学教材:1553607-1-0911) 泉拓良, 上原真人編著 202.5||115 120191538

15 日本の考古学 : ドイツ展記念概説 上
文化財研究所奈良文化財

研究所編集
210.025||12||1 120062473

16 日本の考古学 : ドイツ展記念概説 下
文化財研究所奈良文化財

研究所編集
210.025||12||2 120062474

17 ここが変わる!日本の考古学 : 先史・古代史研究の最前線 藤尾慎一郎, 松木武彦編 210.025||37 120191540

18 学校と博物館でつくる国際理解教育 : 新しい学びをデザインする
中牧弘允, 森茂岳雄, 多田

孝志編著
375.3||827ア 120151835

19
授業で使える!博物館活用ガイド : 博物館・動物園・水族館・植物園・科学館で

科学的体験を
国立科学博物館編著 375.42||581 120115307

20 世界遺産を学ぶ : 日本の文化遺産から (東北アジア学術読本:5)
入間田宣夫, 仲野義文, 荒

武賢一朗著
709.1||45 120163452

21 文化財保存70年の歴史 : 明日への文化遺産 文化財保存全国協議会編 709.1||51 120183374

22 文化財学の基礎 : 文化財とは何か 古庄浩明著 709.1||55 120183383

23 日本の文化財 : 守り、伝えていくための理念と実践 池田寿著 709.1||59 120191543

24
世界遺産教育は可能か : ESD(持続可能な開発のための教育)をめざして (奈良

教育大学ブックレット:第5号)
田渕五十生著 709||72ア 120124569

25 文化遺産シェア時代 : 価値を深掘る"ずらし"の視角 加藤幸治著 709||89 120183375

26 文化財科学の事典 : 新装版 馬淵久夫 [ほか] 編集 709||93 120191307

27 絵画材料事典

ラザフォード・J・ゲッテ

ンス, ジョージ・L・スタ

ウト著/森田恒之訳

724.033||1 199002799

初級

世界からみた日本の考古学を知ることができる

世界からみた日本の考古学を知ることができる

絵画の材料を網羅する



書名 著者名 請求記号 資料ID

28 博物館資料取扱いガイドブック : 文化財、美術品等梱包・輸送の手引き 改訂版 日本博物館協会編集 069.4||3 120171888

29 博物館資料保存論 新訂 (放送大学教材:1555065-1-1911) 稲村哲也, 本田光子編著 069.4||4 120191544

30 博物館展示の理論と実践 里見親幸著 069.5||9 120182052

31 博物館教育論 (学芸員の現場で役立つ基礎と実践) 黒沢浩編著 069||37||[1] 120153843

32 博物館資料保存論 (学芸員の現場で役立つ基礎と実践) 石崎武志編著 069||37||[2] 120153844

33 博物館展示論 (学芸員の現場で役立つ基礎と実践) 黒沢浩編著 069||37||[3] 120153845

34 博物館教育論 : 新しい博物館教育を描きだす
小笠原喜康, 並木美砂子,

矢島國雄編
069||38 120153846

35 博物館教育論 柿崎博孝, 宇野慶著 069||39 120161848

36 博物館概論*博物館資料論 (新博物館学教科書. 博物館学:1) 大堀哲, 水嶋英治編著 069||46||1 120190134

37 博物館展示論/博物館教育論 (新博物館学教科書. 博物館学:2) 大堀哲, 水嶋英治編著 069||46||2 120190483

38 考古学基礎論 : 資料の見方・捉え方 竹岡俊樹著 202.5||116 120191539

39 考古学のための地下探査入門
アンソニー・クラーク著/

北島功訳
202.5||53 196002362

40 環境考古学マニュアル 松井章編 202.5||88イ 120191541

41 デジタル技術で魅せる文化財 : 奈文研とICT 奈良文化財研究所編 709.1||52 120183376

42 文化財政策概論 : 文化遺産保護の新たな展開に向けて
川村恒明監修・著/根木

昭, 和田勝彦編著
709||42ア 120163451

43 世界遺産用語集 改訂版 江村知子 [ほか] 執筆・編 709||88 120183373

中級

発掘を行わずに、遺跡を探る地下探査法を学ぶ

環境考古学手法を総合的に学べる



書名 著者名 請求記号 資料ID

44 考古学のための化学10章 [正] (UP選書:218,246) 馬淵久夫, 富永健編 202.5||35 188000105

45 考古学のための化学10章 続 (UP選書:218,246) 馬淵久夫, 富永健編 202.5||35||2 120191442

46 遺跡の環境復原 : 微地形分析, 花粉分析, プラント・オパール分析とその応用 外山秀一著 210.025||14 120070618

47 出土鉄製品の保存と対応 (考古学研究調査ハンドブック:3) 松井敏也著 210.025||18 120093457

48 新しい土器の考古学 三辻利一著 210.025||30 120133402

49 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
210.025||36 120183387

50 花粉分析と考古学 (考古学研究調査ハンドブック:1) 松下まり子著 457.7||9ア 120191542

51 文化財の保存環境
国立文化財機構東京文化

財研究所編
709.1||44 120115199

52 テキスト文化遺産防災学
立命館大学「テキスト文

化遺産防災学」刊行委員
709.1||56 120183385

53 3次元デジタルアーカイブ : 3d digital archiving 池内克史, 大石岳史編著 709||83 120160499

54 文化財のための三次元計測 金田明大 [ほか] 著 709||84 120160500

55 文化財分析 (分析化学実技シリーズ:応用分析編:7)
早川泰弘, 高妻洋成著/日

本分析化学会編
709||91 120183384

金原 正明（理科教育講座、図書館運営委員会委員）

専門的に花粉分析が学べる

材質と保存処理に関連する分析

上級

プラント・オパールからみた考古学の世界

年代測定法の基礎と問題点が学べる


