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※朝鮮考古学研究の集大成 朝鮮・韓国が合同で刊行した考古資料集※

2008年、朝鮮社会科学院考古学研究所が刊行し、重要な考古資料であるにもかかわらず

入手が困難であった『朝鮮考古学全書』（全61巻）がこの度ジニンジンによって韓国で刊行

なりました。朝鮮の集大成された考古資料が、朝鮮・韓国で合同刊行されるのは画期的

な事です。 この貴重な考古資料は韓国の考古学研究のみならず、日本の考古学研究

にとっても非常に重要なものです。

この度当社は韓国ジニンジンと独占契約を結び、日本代理店として販売を行う事となりまし
た。大学図書館、考古学研究室、東洋史研究室など欠くことのできない資料です。

※他の書店ではお取り扱いしておりませんので、お問い合わせ・ご注文は直接当社までお
願いいたします朝鮮考古学全書は北朝鮮の社会科学院考古学研究所にて1949年から

2005年までの韓半島と中国の遼東、吉林、長春、黒龍江省、南沿海州一帯が含まれた地

域の考古学調査結果を整理し発刊した資料です。朝鮮考古学全書は原始、古代、中世、

人類学、古生物等で分類した全61巻で構成されています。

※朝鮮考古学全書は以下の特筆すべき点があります。

1. 朝鮮の社会科学院考古学研究所にて1949年から2005年までの北朝鮮考古学調査

成果を全て網羅

2. 時代別に分類され、各時代に該当する地域の遺跡地について整理

3. 遺跡の紹介、4,300余枚の図面、1,400余枚の写真資料を提供

※朝鮮考古学叢書の構成

1. 原始編 （9巻）2. 古代編 （14巻） 3. 中世編（26巻） 4. 人類学編（5巻）

5. 古生物編（ 4巻） 6. 付録 （ 3巻）



※ 各巻の内容は以下のとおりです ※

〔 朝鮮考古学全書（조선고고학전서）全61冊の内容 〕

第1巻 （原始編1 北部朝鮮地域の旧石器時代遺跡）

원시편1 북부조선지역의 구석기시대 유적

第2巻 （原始編2 南部朝鮮地域の旧石器時代遺跡）

원시편2 남부조선지역의 구석기시대 유적

第3巻 （原始編3 大同江流域一帯の新石器時代遺跡）

원시편3 대동강류역일대의 신석기시대 유적

第4巻 （原始編4 鴨緑江流域一帯の新石器時代遺跡）

원시편4 압록강류역일대의 신석기시대 유적

第5巻 （原始編5 豆満江流域一帯の新石器時代遺跡 1）

원시편5 두만강류역일대의 신석기시대 유적 1

第6巻 （原始編6 豆満江流域一帯の新石器時代遺跡 2）

원시편6 두만강류역일대의 신석기시대 유적 2

第7巻 （原始編7 南部朝鮮地域の新石器時代遺跡）

원시편7 남부조선지역의 신석기시대 유적

第8巻 （原始編8 下遼河流域一帯の新石器時代遺跡）

원시편8 하료하류역일대의 신석기시대 유적

第9巻 （原始編9 朝鮮新石器時代文化研究）

원시편9 조선신석기시대 문화 연구

第10巻 （古代編1 檀君陵と古代城郭及び祭壇）

고대편1 단군릉과 고대성곽 및 제단

第11巻 （古代編2 平壌市古代住居址）고대편2 평양시 고대집자리

第12巻 （古代編3 平安南北道古代住居址）고대편3 평안남북도 고대집자리

第13巻 （古代編4 黄海南北道古代住居址）고대편4 황해남북도 고대집자리

第14巻 （古代編5 東北朝鮮一帯の古代住居址）

고대편5 동북조선일대의 고대집자리

第15巻 （古代編6 北部朝鮮地域の支石墓 1）

고대편6 북부조선지역의 고인돌무덤 1

第16巻 （古代編7 北部朝鮮地域の支石墓 2）

고대편7 북부조선지역의 고인돌무덤 2

第17巻 （古代編8 北部朝鮮地域の古代墓）

고대편8 북부조선지역의 고대무덤

第18巻 （古代編9 南部朝鮮地域の古代墓）

고대편9 남부조선지역의 고대무덤

第19巻 （古代編10 遼東及び吉林、長春地方の古代住居址）

고대편10 료동 및 길림,장춘지방의 고대집자리

第20巻 （古代編11 黒龍江省及び南沿海州一帯の古代住居址）

고대편11 흑룡강성 및 남연해주일대의 고대집자리

第21巻 （古代編12 中国東北地方の古代墓 1）

고대편12 중국 동북지방의 고대무덤 1

第22巻 （古代編13 中国東北地方の古代墓 2）

고대편13 중국 동북지방의 고대무덤 2

第23巻 （古代編14 大同江文化） 고대편14 대동강문화

第24巻 （中世編1 楽浪一帯の墓 - 木棺及び木槨墓）

중세편1 락랑일대의 무덤 - 나무관 및 나무곽무덤

第25巻 （中世編2 楽浪一帯の墓 - 同穴合葬木槨墓）

중세편2 락랑일대의 무덤 – 귀틀무덤



第26巻 （中世編3 楽浪一帯の墓 - 塼築墓）중세편3

락랑일대의 무덤 - 벽돌무덤

第27巻 （中世編4 高句麗の城郭） 중세편4 고구려의 성곽

第28巻 （中世編5 高句麗の建築） 중세편5 고구려의 건축

第29巻 （中世編6 高句麗の積石塚） 중세편6 고구려의 돌각담무덤

第30巻 （中世編7 高句麗の石室封土墳 1） 중세편7 고구려의 돌칸흙무덤 1

第31巻 （中世編8 高句麗の石室封土墳 2） 중세편8 고구려의 돌칸흙무덤 2

第32巻 （中世編9 高句麗の壁画古墳 1） 중세편9 고구려 벽화무덤 1

第33巻 （中世編10 高句麗の壁画古墳 2） 중세편10 고구려 벽화무덤 2

第34巻 （中世編11 高句麗遺物） 중세편11 고구려유물

第35巻 （中世編12 高句麗古墳に対する研究）중세편12 고구려무덤에 대한 연구

第36巻 （中世編13 百済の城郭と建築） 중세편13 백제의 성곽과 건축

第37巻 （中世編14 百済の古墳と遺物） 중세편14 백제의 무덤과 유물

第38巻 （中世編15 新羅の城郭と建築及び古墳）

중세편15 신라의 성곽과 건축 및 무덤

第39巻 （中世編16 前期新羅の遺物） 중세편16 전기신라의 유물

第40巻 （中世編17 伽耶の古墳と遺物） 중세편17 가야의 무덤과 유물

第41巻 （中世編18 渤海の城郭と建築） 중세편18 발해의 성곽과 건축

第42巻 （中世編19 渤海の古墳） 중세편19 발해의 무덤

第43巻 （中世編20 渤海の遺物） 중세편20 발해의 유물

第44巻 （中世編21 後期新羅の遺跡と遺物） 중세편21 후기신라의 유적과 유물

第45巻 （中世編22 高麗の城郭） 중세편22 고려의 성곽

第46巻 （中世編23 高麗建築） 중세편23 고려건축

第47巻 （中世編24 高麗の古墳） 중세편24 고려의 무덤

第48巻 （中世編25 高麗の遺物） 중세편25 고려의 유물

第49巻 （中世編26 高句麗と高麗及び李朝陶磁器窯址と遺物）

중세편26 고구려와 고려 및 리조도자기 가마터와 유물

第50巻 （人類学編1 人の発生と人類社会の形成）

인류학편1 사람의 발생과 인류 사회의 형성

第51巻 （人類学編2 朝鮮人の起源と形成）인류학편2 조선사람의 기원과 형성

第52巻 （人類学編3 朝鮮人の体質）인류학편3 조선사람의 체질

第53巻 （人類学編4 初期朝日関係に対する人類学的研究）

인류학편4 초기조일관계에 대한 인류학적 연구

第54巻 （人類学編5 人類学的にみた朝鮮人と北方住民）

인류학편5 인류학적으로 본 조선사람과 북방주민들

第55巻 （古生物編1 朝鮮の獣骨化石 1）고생물편1 조선의 짐승뼈 화석 1

第56巻 （古生物編2 朝鮮の獣骨化石 2）고생물편2 조선의 짐승뼈 화석 2

第57巻 （古生物編3 朝鮮の獣骨化石 3）고생물편3 조선의 짐승뼈 화석 3

第58巻 （古生物編4 胞子 - 花粉）고생물편4 포자 - 화분

第59巻 （附録1 遺跡遺物一覧表１）부록1 유적유물일람표１

第60巻 （附録1 遺跡遺物一覧表２）부록1 유적유물일람표２

第61巻 （附録2 考古学年代測定）부록2 고고학년대측정


