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6089 (財)　北海道埋蔵文化財センター 調査年報4　平成3年度

15085 (財)　北海道埋蔵文化財センター 調査年報6　平成5年度

15128 (財)北海道埋蔵文化財センター ㈶北海道埋蔵文化財センター15周年記念誌　遺跡が語る北海道の歴史　平成6年

125479 (財)北海道埋蔵文化財センター 調査年報1　昭和63年度

125480 (財)北海道埋蔵文化財センター 調査年報2　平成元年度

3521 (財)北海道埋蔵文化財センター 調査年報3　平成2年度

125481 (財)北海道埋蔵文化財センター 調査年報5　平成4年度

125147 北海道埋蔵文化財センター 白滝遺跡群Ⅵ　一般国道450号白滝丸瀬布道路工事用地内埋蔵文化財発掘調査報告書
白滝村　 白滝 遺跡

北海道埋蔵文化財センター調査報告書第２２３集

125482 札幌市教育委員会 札幌市文化財調査報告書ⅩⅩⅦ　1984

95619 千歳市教育委員会 梅川4遺跡における考古学的調査　祝梅排水路整備事業に伴う事前調査 千歳市文化財調査報告ⅩⅩⅧ

16343 青森県教育委員会 家ノ前遺跡・幸畑（7）遺跡Ⅱ発掘調査報告書　むつ小川原開発事業に係る埋蔵文化財調
査報告書　 成 年度

青森県埋蔵文化財調査報告書第１４８集

17985 青森県教育委員会 館野遺跡　農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告
書　 年度

青森県埋蔵文化財調査報告書第１１９集

16346 青森県教育委員会 筋久辺遺跡　八戸平原開拓建設事業（世増ダム建設）に係る埋蔵文化財発掘調査報告書
成 年度

青森県埋蔵文化財調査報告書第１５１集

8161 青森県教育委員会 高野川（2）遺跡　県営農免農道整備事業（高野川地区）に係る埋蔵文化財発掘調査報告
書　 成 年度

青森県埋蔵文化財調査報告書第１５３集

16339 青森県教育委員会 小奥戸（1）遺跡発掘調査報告書　平成4年度 青森県埋蔵文化財調査報告書第１５４集

6756 青森県教育委員会 青森県遺跡詳細分布調査報告書Ⅳ　平成3年度 青森県埋蔵文化財調査報告書第１４６集

17993 青森県教育委員会 鶴ヶ鼻遺跡　大鰐（鶴ヶ鼻遺跡）発掘調査報告書　昭和63年度 青森県埋蔵文化財調査報告書第１２２集

5095 青森県教育委員会 唐貝地遺跡　県営石神地区農免農道整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　平成3
年度

青森県埋蔵文化財調査報告書第１４５集

17988 青森県教育委員会 表館（1）遺跡Ⅲ　発茶沢（1）遺跡Ⅳ　昭和63年度　（2分冊） 青森県埋蔵文化財調査報告書第１２０集

17991 青森県教育委員会 表館（1）遺跡試掘調査報告書　昭和63年度 青森県埋蔵文化財調査報告書第１２１集

125462 青森県教育委員会 富ノ沢（2）遺跡Ⅳ発掘調査報告書（1）,（2）,（3）,富ノ沢（3）遺跡,付図 　平成4年度 青森県埋蔵文化財調査報告書第１４７集

6750 青森県教育委員会 富ノ沢（2）遺跡Ⅴ　発掘調査報告書（1）,（2),（3）,付図　平成3年度　3分冊 青森県埋蔵文化財調査報告書第１４３集

6749 青森県教育委員会 堀切沢（2）（3）（4）（5）遺跡　平成3年度 青森県埋蔵文化財調査報告書第１４１集

5097 青森県教育委員会 鳴沢遺跡・鶴喰（9）遺跡　県道長平町・陸奥森田（停）線道路改良工事に係る埋蔵文化財
掘 査報告書　 成 年度

青森県埋蔵文化財調査報告書第１４２集

16345 青森県教育委員会 野場（5）遺跡　八戸平原開拓建設事業（農地造成）に係る埋蔵文化財発掘調査報告書　平
成 年度

青森県埋蔵文化財調査報告書第１５０集

16344 青森県教育委員会 野脇遺跡発掘調査報告書　1級河川岩木川水系支川後長根川改修工事に係る埋蔵文化
財発掘調査報告書

青森県埋蔵文化財調査報告書第１４９集

17980 青森県教育委員会・青森県埋蔵文
財 査 タ

二ツ石遺跡　一般国道280号道路改良工事予定地内埋蔵文化財発掘調査報告書　昭和63
年度

青森県埋蔵文化財調査報告書第１１７集

17982 青森県教育委員会・青森県埋蔵文
化財調査 タ

富ノ沢（1）・（2）遺跡　むつ小川原開発事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書　昭和63年
度

青森県埋蔵文化財調査報告書第１１８集

9104 青森県埋蔵文化財調査センター 青森県埋蔵文化財調査センター　平成6年度要覧

125555 (財)岩手県埋文センター 海上Ⅰ・海上Ⅱ・大久保Ⅰ遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連遺跡発掘調査 岩手県埋文センター文化財調査報告書第９０集

18454 (財)岩手県埋文センター 柿ノ木平Ⅲ遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連遺跡発掘調査 岩手県埋文センター文化財調査報告書第８９集

18346 (財)岩手県埋文センター 岩手県埋蔵文化財発掘調査略報（昭和56年度分）　昭和57年3月 岩手県埋文センター文化財調査報告書第３３集

18368 (財)岩手県埋文センター 岩手県埋蔵文化財発掘調査略報（昭和57年度分） 岩手県埋蔵文化財センター文化財調査報告書第４６集

18452 (財)岩手県埋文センター 岩手県埋蔵文化財発掘調査略報（昭和59年度分） 岩手県埋文センター文化財調査報告書第８８集

18450 (財)岩手県埋文センター 曲田Ⅰ遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動書道関連遺跡発掘調査　（第1分冊）（第2分
）

岩手県埋蔵文化財センター文化財調査報告書第８７集

18373 (財)岩手県埋文センター 御所ダム建設関連遺跡発掘調査報告書　雫石町　塩ヶ森Ⅰ・Ⅱ遺跡（昭和49年度・50年
度 年度 年度 本 真 版

岩手県埋文センター文化財調査報告書第３１集

18459 (財)岩手県埋文センター 荒木田Ⅱ遺跡発掘調査報告書　広域農道整備事業岩手地区関連遺跡発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第９２集

18461 (財)岩手県埋文センター 高玉遺跡発掘調査報告書　平泉バイパス関連遺跡発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第９３集

18457 (財)岩手県埋文センター 新平遺跡発掘調査報告書　広域農道整備事業北上地区4号関連遺跡発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第９１集

125559 (財)岩手県埋文センター・建設省岩
事事務

金ヶ崎バイパス関連遺跡発掘調査報告書　Ⅲ　水沢市　竈堂遺跡　東大畑遺跡　大曽根遺
跡

岩手県埋文センター文化財調査報告書第４４集

18348 (財)岩手県埋文センター・建設省岩
手 事事務所

金ヶ崎バイパス関連遺跡発掘調査報告書Ⅱ　水沢市膳性遺跡（第1分冊）（第2分冊） 岩手県埋文センター文化財調査報告書第３４集

18350 (財)岩手県埋文センター・建設省岩
事事務

二戸バイパス関連遺跡発掘調査報告書　二戸市　家ノ上遺跡・長瀬Ａ遺跡 岩手県埋文センター文化財調査報告書第３５集

18352 (財)岩手県埋文センター・建設省岩
事事務

二戸バイパス関連遺跡発掘調査報告書　二戸市　長瀬Ｂ遺跡 岩手県埋文センター文化財調査報告書第３６集

18365 (財)岩手県埋文センター・日本道路 寒風遺跡発掘調査報告書　国道283号線道路改良工事関連遺跡発掘調査 岩手県埋文センター文化財調査報告書第４３集

18363 (財)岩手県埋文センター・日本道路 岩手県松尾村　野駄遺跡第2次発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連遺跡発掘調査 岩手県埋文センター文化財調査報告書第４２集

18359 (財)岩手県埋文センター・日本道路 上の山館遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連遺跡発掘調査 岩手県埋文センター文化財調査報告書第４０集
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18357 (財)岩手県埋文センター・日本道路 扇畑Ⅱ遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連遺跡発掘調査 岩手県埋文センター文化財調査報告書第３９集

18361 (財)岩手県埋文センター・日本道路 田代遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連遺跡発掘調査 岩手県埋文センター文化財調査報告書第４１集

18355 (財)岩手県埋文センター・日本道路 有矢野遺跡・上の山Ⅹ遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連遺跡発掘調査 岩手県埋文センター文化財調査報告書第３８集

125439 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
化財 タ

安比内Ⅰ遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連遺跡発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１０６集

18527 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
化財 タ

下岩沢Ⅰ遺跡発掘調査報告書　国道107号改良工事関連遺跡発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１４１集

125558 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
財 タ

夏本遺跡発掘調査報告書　国道45号大槌バイパス関連遺跡発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１３４集

18525 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
化財 タ

管波Ⅰ遺跡発掘調査報告書　国道340号改良工事関連遺跡発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１３９集

18465 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
化財 タ

関沢口遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連遺跡発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第９５集

18480 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
財 タ

岩手県埋蔵文化財発掘調査略報（昭和60年度分） 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１０１集

125509 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
化財 タ

岩手県埋蔵文化財発掘調査略報（昭和61年度分） 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１１５集

125556 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
財 タ

岩手県埋蔵文化財発掘調査略報（昭和62年度分） 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１２６集

125553 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
財 タ

岩手県埋蔵文化財発掘調査略報（昭和63年度分） 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１３５集

18534 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
化財 タ

岩手県埋蔵文化財発掘調査略報（平成元年度分） 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１４７集

125486 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
財 タ

紀要Ⅱ　昭和57年3月

125487 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
財 タ

紀要Ⅲ　昭和58年3月

125488 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
化財 タ

紀要Ⅳ　昭和59年3月

125489 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
財 タ

紀要Ⅴ　昭和60年3月

125490 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
財 タ

紀要Ⅵ　昭和61年2月

125491 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
化財 タ

紀要Ⅶ　昭和62年3月

125492 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
財 タ

紀要Ⅸ　平成元年3月31日

125493 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
財 タ

紀要Ⅹ　平成2年3月

125441 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
化財 タ

境橋遺跡発掘調査報告書　諸葛川局部改修事業関連遺跡発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１０４集

125436 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
財 タ

九戸郡軽米町　馬場野Ⅱ遺跡　東北縦貫自動車道建設関連遺跡発掘調査報告書　分冊2
真 版

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告第９９集

125434 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
財 タ

駒焼場遺跡発掘調査報告書　国道4号金田一バイパス関連遺跡発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１３３集

18473 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
化財 タ

駒板遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連遺跡発掘調査　第1分冊　古代～近世
編

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第９８集

18474 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
財 タ

駒板遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連遺跡発掘調査　第2分冊　縄文時代遺
構編

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第９８集

18475 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
化財 タ

駒板遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連遺跡発掘調査　第3分冊　縄文時代遺
構外出土遺物編

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第９８集

125501 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
化財 タ

桂平遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連遺跡発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１１０集

18524 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
財 タ

源道遺跡発掘調査報告書　国道45号久慈バイパス関連遺跡発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１３８集

18484 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
化財 タ

古館Ⅱ遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道花巻南インターチェンジ関連遺跡発掘調
査

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１０３集

18469 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
化財 タ

五庵Ⅰ遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連遺跡発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第９７集

18463 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
財 タ

五庵Ⅱ遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連遺跡発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第９４集

125507 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
化財 タ

五庵Ⅲ遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連遺跡発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１１２集

125503 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
化財 タ

広沖遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連遺跡発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１１１集

125515 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
財 タ

笹間館跡発掘調査報告書　ほ場整備事業笹間地区関連遺跡発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１２４集

18526 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
化財 タ

寺前Ⅰ・Ⅱ遺跡・片地家館跡発掘調査報告書　国道343号改良工事関連遺跡発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１４０集

125442 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
化財 タ

手代森遺跡発掘調査報告書　北上川水系大沢川の河川改修工事に伴う事前緊急発掘調
査　分 （本文 版）

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１０８集

125443 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
財 タ

手代森遺跡発掘調査報告書　北上川水系大沢川の河川改修工事に伴う事前緊急発掘調
査　 表 真 版

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１０８集

18529 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
化財 タ

松川遺跡発掘調査報告書　県道水沢・玉里線改良工事関連遺跡発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１４３集

125502 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
化財 タ

沼久保遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連遺跡発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１０９集

125508 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
財 タ

親久保Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連遺跡発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１１６集

18467 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
化財 タ

水神遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連遺跡発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第９６集

125511 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
財 タ

青ノ久保遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連遺跡発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１１８集

125456 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
財 タ

石田Ⅱ・寺領・西光田Ⅰ遺跡発掘調査報告書　国道397号道路改良工事関連遺跡発掘調
査

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１３０集

18528 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
化財 タ

赤畑遺跡発掘調査報告書　県道宮古・岩泉線道路改良関連遺跡発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１４２集

125433 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
財 タ

打越・東角地遺跡・古館跡発掘調査報告書　国道343号道路改良工事関連遺跡発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１３１集

125513 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
財 タ

大久保・西久保遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道建設関連遺跡発掘調査報告書 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１２１集

125512 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
化財 タ

大堤Ⅱ遺跡発掘調査報告書　一般国道340号改良工事関連遺跡発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１１９集

125504 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
財 タ

大日向Ⅱ遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連遺跡発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１００集

125431 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
財 タ

長根Ⅰ遺跡発掘調査報告書　宅地造成工事関連遺跡発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１４６集

125510 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
化財 タ

田中Ⅳ遺跡発掘調査報告書　国家石油備蓄基地建設事業関連遺跡発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１１７集

125440 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
財 タ

田余内Ⅰ・Ⅱ遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連遺跡発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１０５集

18522 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
財 タ

南日詰遺跡発掘調査報告書　国道4号拡幅工事関連遺跡発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１３６集



18523 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
財 タ

馬場遺跡発掘調査報告書　国道4号金田-バイパス関連遺跡調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１３７集

125435 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
化財 タ

馬場野Ⅱ遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道建設関連遺跡発掘調査報告書　分冊1
（本文 表 版）

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告第９９集

18499 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
財 タ

馬立Ⅰ・太田遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連遺跡発掘調査　（2分冊　第1
本 版 表　第 真 版

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１２３集

125514 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
化財 タ

馬立Ⅱ遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連遺跡発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１２２集

18544 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
化財 タ

飛鳥台地Ⅰ遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連遺跡発掘調査　（2分冊　分冊1
本文 挿 表　分 版）

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１２０集

125549 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
財 タ

平沢Ⅰ遺跡発掘調査報告書　勤労者屋外体育施設関連遺跡発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１２５集

18507 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
化財 タ

米沢遺跡発掘調査報告書　主要地方道三十刈家ノ上線改良工事関連発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１３２集

18531 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
化財 タ

坊館跡発掘調査報告書　第三北上中部工業用水道関連遺跡発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１４５集

125438 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
財 タ

堀切・竹林遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連遺跡発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１０７集

18482 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
化財 タ

万丁目遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道花巻南インターチェンジ関連遺跡発掘調
査

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１０２集

125557 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
財 タ

毛越寺跡発掘調査報告書　毛越寺本堂改築工事関連発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１２７集

125454 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
財 タ

野口Ⅰ遺跡発掘調査報告書　広域農道整備事業岩手地区関連遺跡発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１２８集

18530 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
化財 タ

野口Ⅱ遺跡発掘調査報告書　広域農道整備事業岩手地区関連遺跡発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１４４集

125505 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
財 タ

和光6区遺跡発掘調査報告書　一般県道和賀・金ヶ崎・胆沢線拡幅工事関連緊急発掘調
査

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１１４集

125432 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
財 タ

甦る埋蔵文化財　埋蔵文化財センター10年のあゆみ

125506 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
化財 タ

犾森古墳群遺跡発掘調査報告書　国道4号拡幅工事関連遺跡発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１１３集

125455 (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文
財 タ

皂角子久保Ⅵ遺跡発掘調査報告書　一般国道340号改良工事関連遺跡発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１２９集

125497 (財)岩手県埋文センター 考古遺物資料集第10集　盛岡市・雫石町・滝沢村・玉山村　平成元年度

125427 (財)岩手県埋文センター 考古遺物資料集第3集　岩手県種市町・野田村・大野村・山形村・普代村・田野畑村　昭和
年度125495 (財)岩手県埋文センター 考古遺物資料集第4集　岩手県二戸郡浄法寺町・安代町・一戸町　昭和58年度

125494 (財)岩手県埋文センター 考古遺物資料集第5集　宮古市・山田町・岩泉町・田老町・新里村・川井村・釜石市・遠野
槌 宮守村　 年度125496 (財)岩手県埋文センター 考古遺物資料集第6集　大船渡市・陸前高田市・住田町・三陸町・千厩町・大東町・藤沢町・

東山 室根村 崎村　 和 年度125498 (財)岩手県埋文センター 考古遺物資料集第7集　水沢市・江刺市・金ヶ崎町・前沢町・胆沢町・衣川村・一関市・花泉
泉 　 年度125499 (財)岩手県埋文センター 考古遺物資料集第8集　花巻市・石鳥谷町・大迫町・北上市・東和町・和賀町・湯田町・江釣

村 沢内村 紫波 矢巾 都南村　 和 年125500 (財)岩手県埋文センター 考古遺物資料集第9集　岩手町・葛巻町　昭和63年

18443 (財)岩手県埋文センター・岩手県農
政部

川内遺跡発掘調査報告書　気仙川地区かんがい排水事業関連遺跡発掘調査 岩手県埋文センター文化財調査報告書第８２集

125452 (財)岩手県埋文センター・岩手北部
土地改良事業所

黄金堂遺跡発掘調査報告書　岩手地区広域農道整備事業関連遺跡発掘調査 岩手県埋文センター文化財調査報告書第８６集

18445 (財)岩手県埋文センター・建設省岩
手 事事務所

川口Ⅰ遺跡発掘調査報告書　国道4号川口バイパス関連遺跡発掘調査 岩手県埋文センター文化財調査報告書第８３集

125450 (財)岩手県埋文センター・建設省岩
事事務

川口Ⅱ遺跡発掘調査報告書　国道4号川口バイパス関連遺跡発掘調査 岩手県埋文センター文化財調査報告書第８４集

125451 (財)岩手県埋文センター・日本道路 小井田Ⅲ遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連遺跡発掘調査 岩手県埋文センター文化財調査報告書第８５集

2852 岩手県教育委員会 岩手県内遺跡詳細分布調査報告書Ⅱ 岩手県文化財調査報告第９０集

4896 岩手県教育委員会 岩手県内遺跡詳細分布調査報告書Ⅲ 岩手県文化財調査報告第９１集

16348 岩手県教育委員会 岩手県内遺跡発掘調査報告書（平成4年度） 岩手県文化財調査報告書第９３集

10268 岩手県教育委員会 岩手県内遺跡発掘調査報告書（平成5年度）　平成6年3月 岩手県文化財調査報告書第９５集

14589 岩手県教育委員会 平泉遺跡群範囲確認調査　第37次柳之御所跡発掘調査報告書　平成5年3月 岩手県文化財調査報告第９４集

95620 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財
タ

野尻Ⅲ遺跡発掘調査報告書　一般農道整備事業（野尻地区）関連発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第３８９集

125453 岩手県埋文センター 岩手県埋蔵文化財発掘調査略報（昭和58年度分） 岩手県埋文センター文化財調査報告書第７５集

125449 岩手県埋文センター・岩手県土木部 滝沢城跡発掘調査報告書　急傾斜地崩壊対策工事関連遺跡発掘調査 岩手県埋文センター文化財調査報告書第８１集

18388 岩手県埋文センター・岩手県福祉部 小堀内Ⅰ遺跡発掘調査報告書　田老大規模年金保養基地関連遺跡発掘調査 岩手県埋文センター文化財調査報告書第５２集

18425 岩手県埋文センター・岩手北部土地
改良事業所

上斗内Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ遺跡発掘調査報告書　広域農道整備事業岩手地区関連遺跡発掘調査 岩手県埋文センター文化財調査報告書第７１集

125447 岩手県埋文センター・建設省岩手工
事事務

小森林館跡発掘調査報告書　国道4号石鳥谷バイパス関連遺跡発掘調査 岩手県埋文センター文化財調査報告書第７３集

18394 岩手県埋文センター・建設省岩手工
事事務所

上里遺跡発掘調査報告書　二戸バイパス関連遺跡発掘調査 岩手県埋文センター文化財調査報告書第５５集

18386 岩手県埋文センター・建設省岩手工
事事務

長瀬Ｃ遺跡第2次発掘調査報告書　二戸バイパス関連遺跡発掘調査 岩手県埋文センター文化財調査報告書第５１集

18427 岩手県埋文センター・建設省岩手工
事事務

府金橋遺跡発掘調査報告書　国道4号府金橋架替関連遺跡発掘調査 岩手県埋文センター文化財調査報告書第７２集

125448 岩手県埋文センター・建設省三陸国
道 事事務所

小屋畑遺跡発掘調査報告書　国道45号線久慈バイパス関連遺跡発掘調査 岩手県埋文センター文化財調査報告書第８０集

18417 岩手県埋文センター・建設省三陸国
道 事事務

上野山遺跡発掘調査報告書　国道45号線久慈バイパス関連遺跡発掘調査 岩手県埋文センター文化財調査報告書第６７集

18392 岩手県埋文センター・県教委 名高根遺跡発掘調査報告書 岩手県埋文センター文化財調査報告書第５４集

18390 岩手県埋文センター・県二戸土地改
良事業所

伊保内Ⅰａ・Ⅰｂ遺跡発掘調査報告書（九戸地区畑地帯総合土地改良事業関連発掘調査） 岩手県埋文センター文化財調査報告書第５３集

18435 岩手県埋文センター・日本道路公団 長者屋敷遺跡発掘調査報告書（Ⅲ）　東北縦貫自動車道関連遺跡発掘調査（遺物編-本文
編 遺物編 版

岩手県埋文センター文化財調査報告書第７７集

125446 岩手県埋文センター・日本道路公団 平船Ⅲ遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連遺跡発掘調査 岩手県埋文センター文化財調査報告書第７６集

18423 岩手県埋文センター・日本道路公団 江刺家遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連遺跡発掘調査 岩手県埋文センター文化財調査報告書第７０集

18421 岩手県埋文センター・日本道路公団 小井田Ⅳ遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連遺跡発掘調査 岩手県埋文センター文化財調査報告書第６９集

18400 岩手県埋文センター・日本道路公団 赤坂田Ⅰ・Ⅱ遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連遺跡発掘調査 岩手県埋文センター文化財調査報告書第５８集



18419 岩手県埋文センター・日本道路公団 東北縦貫自動車道建設関連遺跡発掘調査報告書　九戸郡軽米町　馬場野Ⅰ遺跡 岩手県埋文センター文化財調査報告書第６８集

18439 岩手県埋文センター・日本道路公団 湯の沢Ⅲ・繋沢Ⅱ・石神Ⅱ遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連遺跡発掘調査 岩手県埋文センター文化財調査報告書第７９集

18437 岩手県埋文センター・日本道路公団 嶽Ⅱ遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道八戸線建設関連遺跡発掘調査 岩手県埋文センター文化財調査報告書第７８集

125457 岩手県立博物館 岩手県野田村　根井貝塚発掘調査報告書　1987 岩手県立博物館調査研究報告書　第３冊

423 岩手県立博物館 九戸郡山形村　丹内Ⅰ遺跡発掘調査報告書　1997 岩手県立博物館調査研究報告書第１３冊

18414 岩手県文化財センター・県教委 館山遺跡第2次発掘調査報告書　岩手県立県南青少年の家建設事業関連発掘調査 岩手県埋文センター文化財調査報告書第６５集

18398 岩手県教委・県埋文センター・建設
省岩手 事事務所

荒谷Ａ遺跡発掘調査報告書　二戸バイパス関連遺跡発掘調査 岩手県埋文センター文化財調査報告書第５７集

18396 岩手県教委・県埋文センター・建設
省岩手 事事務所

上村遺跡・下村Ａ遺跡・下村Ｂ遺跡発掘調査報告書　二戸バイパス関連発掘調査 岩手県埋文センター文化財調査報告書第５６集

18338 岩手県教委・県埋文センター・建設
省御 ダ 事 務

御所ダム建設関連遺跡発掘調査報告書　雫石町　下長谷地・元御所Ⅰ・Ⅱ遺跡（昭和48年
度 年度

岩手県埋文センター文化財調査報告書第２８集

18340 岩手県教委・県埋文センター・建設
省御所ダ 事 務所

御所ダム建設関連遺跡発掘調査報告書　雫石町　桜松・除Ⅰ・除Ⅱ遺跡　盛岡市　下猿田
遺跡（ 和 年度 年度 年度）

岩手県埋文センター文化財調査報告書第２９集

18342 岩手県教委・県埋文センター・建設
省御 ダ 事 務

御所ダム建設関連遺跡発掘調査報告書　盛岡市　繋Ⅴ・新城館遺跡　雫石町　野中遺跡
年度 年度

岩手県埋文センター文化財調査報告書第３０集

18344 岩手県教委・県埋文センター・建設
省御 ダ 事 務

御所ダム建設関連遺跡発掘調査報告書　盛岡市　萪内遺跡（昭和51年度、53～55年度発
掘 査 本 表 版　 版 真 版　 版

岩手県埋文センター文化財調査報告書第３２集

18404 岩手県文化財センター・日本道路公 岩手県安代町　上の山Ⅶ遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連発掘調査 岩手県埋文センター文化財調査報告書第６０集

18408 岩手県文化財センター・日本道路公 君成田Ⅳ遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連遺跡発掘調査 岩手県埋文センター文化財調査報告書第６２集

18402 岩手県文化財センター・日本道路公 江刺家Ⅳ・Ⅴ遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連遺跡発掘調査 岩手県埋文センター文化財調査報告書第５９集

18412 岩手県文化財センター・日本道路公 道地Ⅱ遺跡・道地Ⅲ遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連遺跡発掘調査 岩手県埋文センター文化財調査報告書第６４集

18406 岩手県文化財センター・日本道路公 叺屋敷Ⅰａ遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連遺跡発掘調査 岩手県埋文センター文化財調査報告書第６１集

18410 岩手県文化財センター・日本道路公 叺屋敷Ⅰｂ遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連発掘調査 岩手県埋文センター文化財調査報告書第６３集

18336 岩手県埋文センター 宮野目十三塚発掘調査報告書 岩手県埋文センター文化財調査報告書第３７集

125554 岩手県埋文センター 湯沢遺跡発掘調査報告書（遺物編）　昭和58年3月 岩手県埋文センター文化財調査報告書第６６集

125445 岩手県埋文センター・岩手県土木部 安堵屋敷遺跡発掘調査報告書　添市川筋河川改良事業関連遺跡発掘調査 岩手県埋文センター文化財調査報告書第７４集

125428 水沢市教育委員会 岩手県水沢市佐倉河　胆沢城跡　平成12年度発掘調査概報　2001

95622 水沢市教育委員会 岩手県水沢市佐倉河　胆沢城跡　平成13年度発掘調査概報　2002

125429 水沢市教育委員会 水沢遺跡群範囲確認調査　平成10年度発掘調査概報　1999　杉の堂遺跡・常盤小学校遺
跡 林前南館跡　（付章）宿遺跡

岩手県水沢市文化財報告書第３３集

125430 水沢市教育委員会 水沢遺跡群範囲確認調査　平成12年度発掘調査概報　2001　北田Ⅱ遺跡　北野Ⅱ遺跡
後 遺跡 害館跡　杉 堂遺跡第 次

岩手県水沢市文化財報告書第３５集

95621 水沢市教育委員会 水沢遺跡群範囲確認調査　平成13年度発掘調査概報　林前南館跡（第19次）　伯済寺遺
跡　 寺　

岩手県水沢市文化財報告書第３６集

95623 水沢市埋蔵文化財調査センター 町屋敷遺跡　宅地造成工事に伴う緊急発掘調査　2002 水沢市埋蔵文化財調査センター調査報告書第１５集

18376 盛岡南部土地改良事務所・県埋文
タ

志波城跡発掘調査報告書　太田地区県営圃場整備事業関連発掘調査 岩手県埋蔵文化財センター文化財調査報告書第４５集

18384 日本道路公団・県埋文センター 沼山遺跡・嶽Ⅰ遺跡・土弓Ⅰ遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連遺跡発掘調査 岩手県埋文センター文化財調査報告書第５０集

18382 日本道路公団・県埋文センター 滝谷Ⅲ遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連遺跡発掘調査 岩手県埋蔵文化財センター文化財調査報告書第４９集

18378 日本道路公団・県埋文センター 叺屋敷Ⅱ遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連発掘調査 岩手県埋蔵文化財センター文化財調査報告書第４７集

18380 日本道路公団・県埋文センター 叺屋敷Ⅲ遺跡発掘調査報告書　東北縦貫自動車道関連発掘調査 岩手県埋蔵文化財センター文化財調査報告書第４８集

2431 文化振興事業団埋文センター 間館Ⅰ遺跡発掘調査報告書　土地改良総合整備事業寺田西部地区関連遺跡発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１５６集

2425 文化振興事業団埋文センター 岩崎城西遺跡発掘調査報告書　東北横断自動車道関連遺跡発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１４８集

2853 文化振興事業団埋文センター 紀要ⅩⅠ　平成3年3月

2426 文化振興事業団埋文センター 月館跡・八幡館跡発掘調査報告書　東北横断自動車道関連遺跡発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１４９集

2424 文化振興事業団埋文センター 考古遺物資料集第11集　西根町・松尾村　平成2年度

2855 文化振興事業団埋文センター 高瀬Ⅰ遺跡発掘調査報告書　猿ヶ石川中小河川改修関連発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１５５集

2854 文化振興事業団埋文センター 上川岸Ⅱ遺跡発掘調査報告書　国道107号新珊瑚橋整備関連遺跡発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１５３集

2433 文化振興事業団埋文センター 上村貝塚発掘調査報告書 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１５８集

2429 文化振興事業団埋文センター 馬場Ⅱ遺跡・沖Ⅰ遺跡発掘調査報告書　国道4号金田一バイパス関連遺跡発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１５２集

2428 文化振興事業団埋文センター 比爪館跡発掘調査報告書　国道4号拡幅工事関連遺跡発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１５１集

2432 文化振興事業団埋文センター 物見崎遺跡・監物館跡発掘調査報告書　第三北上中部工業用水道施設関連遺跡発掘調
査

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１５７集

2427 文化振興事業団埋文センター 明神遺跡発掘調査報告書　国道45号久慈バイパス関連遺跡発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１５０集

2430 文化振興事業団埋文センター 葉ノ木沢遺跡発掘調査報告書　国道340号改良工事関連遺跡発掘調査 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第１５４集

18934 宮城県教育委員会 青木畑遺跡　昭和57年3月 宮城県文化財調査報告書第８５集

19036 宮城県多賀城跡調査研究所 伊治城跡Ⅱ　昭和53年度発掘調査報告書 多賀城関連遺跡発掘調査報告書　第４冊

19095 宮城県多賀城跡調査研究所 宮城県多賀城跡調査研究所年報1978　多賀城跡　昭和53年度発掘調査概報

19099 宮城県多賀城跡調査研究所 宮城県多賀城跡調査研究所年報1981　多賀城跡

19101 宮城県多賀城跡調査研究所 宮城県多賀城跡調査研究所年報1982　多賀城跡

19103 宮城県多賀城跡調査研究所 宮城県多賀城跡調査研究所年報1983　多賀城跡

宮城県



19105 宮城県多賀城跡調査研究所 宮城県多賀城跡調査研究所年報1985　多賀城跡

19107 宮城県多賀城跡調査研究所 宮城県多賀城跡調査研究所年報1986　多賀城跡

19109 宮城県多賀城跡調査研究所 宮城県多賀城跡調査研究所年報1987　多賀城跡

19111 宮城県多賀城跡調査研究所 宮城県多賀城跡調査研究所年報1988　多賀城跡

19113 宮城県多賀城跡調査研究所 宮城県多賀城跡調査研究所年報1989　多賀城跡

19049 宮城県多賀城跡調査研究所 東山遺跡Ⅰ 多賀城関連遺跡発掘調査報告書　第１２冊

19051 宮城県多賀城跡調査研究所 東山遺跡Ⅱ 多賀城関連遺跡発掘調査報告書　第１３冊

19053 宮城県多賀城跡調査研究所 東山遺跡Ⅲ　賀美郡衛跡推定地 多賀城関連遺跡発掘調査報告書　第１４冊

19055 宮城県多賀城跡調査研究所 東山遺跡Ⅳ　賀美郡衛跡推定地 多賀城関連遺跡発掘調査報告書　第１５冊

16357 宮城県多賀城跡調査研究所 東山遺跡Ⅴ　賀美郡衙跡推定地 多賀城関連遺跡発掘調査報告書　第１６冊

19040 宮城県多賀城跡調査研究所 名生館遺跡Ⅱ　王造柵跡推定地 多賀城関連遺跡発掘調査報告書　第７冊

19043 宮城県多賀城跡調査研究所 名生館遺跡Ⅳ　王造柵跡推定地 多賀城関連遺跡発掘調査報告書　第９冊

19045 宮城県多賀城跡調査研究所 名生館遺跡Ⅴ 多賀城関連遺跡発掘調査報告書　第１０冊

19047 宮城県多賀城跡調査研究所 名生館遺跡Ⅵ 多賀城関連遺跡発掘調査報告書　第１１冊

19072 古川市教育委員会 名生館遺跡Ⅶ　昭和61年度発掘調査概報 宮城県古川市文化財調査報告書　第６集

19149 国鉄新幹線仙台工事局・築館町教
委

東北新幹線関係　築館町地区　八沢要害遺跡　現地説明会資料　昭和50年5月17日

19059 仙台市教委・日本電々公社東北電
気 信

仙台市大野田　六反田遺跡発掘調査報告書　名取川下流域の縄文時代中期～平安時代
集落跡

仙台市文化財調査報告書第３４集

125300 仙台市富沢遺跡保存館
台 縄 森広

平成11年度　地底の森ミュージアム年報　－第4号－

19019 東北歴史資料館 宮城県の貝塚　1989 東北歴史資料館資料集２５

19013 東北歴史資料館 宮城県鳴瀬町宮戸島里浜貝塚西畑地点の調査・研究Ⅱ　里浜貝塚Ⅱ 東北歴史資料館資料集７

19015 東北歴史資料館 宮城県鳴瀬町宮戸島里浜貝塚西畑地点の調査・研究Ⅲ　里浜貝塚Ⅲ 東北歴史資料館資料集９

19030 東北歴史資料館 宮城県鳴瀬町宮戸島里浜貝塚西畑地点の調査・研究Ⅴ・Ⅵ　里浜貝塚Ⅴ・Ⅵ 東北歴史資料館資料集１５・１９

19021 東北歴史資料館 宮城県鳴瀬町宮戸島里浜貝塚西畑北地点の調査　里浜貝塚Ⅶ 東北歴史資料館資料集２２

19028 東北歴史資料館 古川市馬場壇Ｂ遺跡　色麻町大原Ｂ遺跡　1990 東北歴史資料館資料集２９

19017 東北歴史資料館 前期旧石器時代の研究　馬場壇Ａ遺跡Ⅱ 東北歴史資料館資料集２３

19023 東北歴史資料館 前期旧石器時代の研究　馬場壇Ａ遺跡Ⅲ 東北歴史資料館資料集２６

125392 東北歴史資料館 多賀城と古代東北

19138 東北歴史資料館 東北歴史資料館　研究紀要　第12巻

19141 東北歴史資料館 東北歴史資料館　研究紀要　第14巻

8517 東北歴史資料館 東北歴史資料館　研究紀要　第16・17巻

16363 東北歴史資料館 東北歴史資料館　研究紀要　第18巻

19026 東北歴史資料館 文書目録第四集（門傳家文書Ⅱ） 東北歴史資料館資料集１８

18218 秋田県井川町教育委員会 大野地遺跡　第1次調査概報　1985・3

18222 秋田県井川町教育委員会 大野地遺跡　第3次調査概報　1987・3

18111 秋田県教育委員会 カウヤ遺跡第2次発掘調査報告書　一般国道7号小砂川局改計画路線に伴う埋蔵文化財
発掘調査　

秋田県文化財調査報告書第１３５集

18103 秋田県教育委員会 カウヤ遺跡発掘調査報告書　1985.3 秋田県文化財調査報告書第１２３集

18097 秋田県教育委員会 遺跡詳細分布調査報告書　1984・3 秋田県文化財調査報告書第１１６集

18109 秋田県教育委員会 遺跡詳細分布調査報告書　1985・3 秋田県文化財調査報告書第１２６集

18119 秋田県教育委員会 遺跡詳細分布調査報告書　1986・3 秋田県文化財調査報告書第１４０集

18131 秋田県教育委員会 遺跡詳細分布調査報告書　1987・3 秋田県文化財調査報告書第１５５集

18113 秋田県教育委員会 蝦夷塚古墳群発掘調査報告書　一般国道107号改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査 秋田県文化財調査報告書第１３６集

18095 秋田県教育委員会 県道田山・花輪線関係遺跡発掘調査報告書　案内Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ遺跡　1984・3 秋田県文化財調査報告書第１１５集

18105 秋田県教育委員会 広沢山遺跡発掘調査報告書　国道398号改良工事に係る埋蔵文化財発掘調査　1985.3 秋田県文化財調査報告書第１２４集

18115 秋田県教育委員会 国営能代開拓建設事業　埋蔵文化財発掘調査　上の山Ⅱ遺跡第2次発掘調査報告書 秋田県文化財調査報告書第１３７集

18093 秋田県教育委員会 此掛沢Ⅱ遺跡　上の山Ⅱ遺跡　発掘調査報告書　1984.3 秋田県文化財調査報告書第１１４集

18087 秋田県教育委員会 三十刈Ⅰ・Ⅱ遺跡発掘調査報告書　秋田県男鹿市における縄文・弥生・平安時代遺跡の
調査　

秋田県文化財調査報告書第１１０集

18107 秋田県教育委員会 七曲台遺跡群発掘調査報告書　1985・3 秋田県文化財調査報告書第１２５集

18121 秋田県教育委員会 上雨堤遺跡発掘調査報告書　県道本荘・西仙北・角館線改良工事に係る埋蔵文化財発掘
査　

秋田県文化財調査報告書第１４９集

18127 秋田県教育委員会 西山地区農免農道整備事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅰ　堪忍沢遺跡　1987・3 秋田県文化財調査報告書第１５２集

18129 秋田県教育委員会 西山地区農免農道整備事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅱ　高瀬館跡　1987・3 秋田県文化財調査報告書第１５３集

18117 秋田県教育委員会 石名館遺跡第2次発掘調査報告書　仙北平野農業水利事業上総川排水路工事に係る埋
蔵 財 掘 査　

秋田県文化財調査報告書第１３８集

秋田県



18091 秋田県教育委員会 石名館遺跡発掘調査報告書　仙北平野農業水利事業上総川排水路工事に係る埋蔵文化
財発掘調査　

秋田県文化財調査報告書第１１２集

18019 秋田県教育委員会 足田遺跡第6次発掘調査略報　昭和47年12月 秋田県文化財調査報告書第２６集

18125 秋田県教育委員会 大杉沢遺跡発掘調査報告書　一般国道13号御所野拡幅事業に係る埋蔵文化財発掘調査 秋田県文化財調査報告書第１５１集

18089 秋田県教育委員会 土井遺跡発掘調査報告書　山村基幹農道整備事業八森地区埋蔵文化財発掘調査　1984・ 秋田県文化財調査報告書第１１１集

18123 秋田県教育委員会 東北横断自動車道秋田線発掘調査報告書Ⅰ　石坂台Ⅳ遺跡・石坂台Ⅵ遺跡・石坂台Ⅶ遺
跡 坂台 遺跡 坂台 遺跡 松木台 遺跡　

秋田県文化財調査報告書第１５０集

18079 秋田県教育委員会 東北縦貫自動車道発掘調査報告書Ⅶ　柏木森遺跡・中の崎遺跡・明堂長根遺跡　1984・3 秋田県文化財調査報告書第１０５集

18081 秋田県教育委員会 東北縦貫自動車道発掘調査報告書Ⅷ　妻の神Ⅰ遺跡・乳牛平遺跡　1984・3 秋田県文化財調査報告書第１０７集

18083 秋田県教育委員会 東北縦貫自動車道発掘調査報告書Ⅸ　妻の神Ⅲ遺跡　1984・3 秋田県文化財調査報告書第１０８集

18085 秋田県教育委員会 東北縦貫自動車道発掘調査報告書Ⅹ　はりま館遺跡・横館遺跡・大岱Ⅰ遺跡　1984・3 秋田県文化財調査報告書第１０９集

18099 秋田県教育委員会 東北縦貫自動車道発掘調査報告書ⅩⅠ　孫右ェ門館遺跡・案内Ⅰ遺跡・妻の神Ⅱ遺跡・
乳牛遺跡 遺跡 遺跡　

秋田県文化財調査報告書第１１９集

18101 秋田県教育委員会 東北縦貫自動車道発掘調査報告書ⅩⅡ　館平館Ⅰ遺跡・館平館Ⅱ遺跡・白長根館Ⅰ遺
跡 白 根館 遺跡 森遺跡 道合 遺跡 道合 遺跡 岱 遺跡 岱 遺跡

秋田県文化財調査報告書第１２０集

18208 秋田県教育委員会・秋田県教育庁
払 柵跡 査事務

払田柵跡調査事務所年報1986　払田柵跡　　第65～67次調査概要 秋田県文化財調査報告書第１５４集

18205 秋田県教育委員会・払田柵跡調査
事務所

払田柵跡調査事務所年報1985　払田柵跡　　第60～64次調査概要 秋田県文化財調査報告書第１３９集

18210 秋田県教育委員会・払田柵跡調査
事務

払田柵跡調査事務所年報1987　払田柵跡　第68～73次調査概要 秋田県文化財調査報告書第１６８集

18212 秋田県教育委員会・払田柵跡調査
事務

払田柵跡調査事務所年報1988　払田柵跡　　第74～78次調査概要 秋田県文化財調査報告書第１８５集

18145 秋田県埋蔵文化財センター 遺跡詳細分布調査報告書　1988・3 秋田県文化財調査報告書第１７４集

18153 秋田県埋蔵文化財センター 遺跡詳細分布調査報告書　1989・3 秋田県文化財調査報告書第１７９集

18133 秋田県埋蔵文化財センター 一般国道7号八竜能代道路建設事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅰ　寒川Ⅰ遺跡・
寒 遺跡　

秋田県文化財調査報告書第１６７集

18151 秋田県埋蔵文化財センター 一般国道7号八竜能代道路建設事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅱ　福田遺跡・石
遺跡 蟹 沢遺跡 十 林遺跡　

秋田県文化財調査報告書第１７８集

18139 秋田県埋蔵文化財センター 玉内遺跡発掘調査報告書　一般国道282号改良工事に係る埋蔵文化財発掘調査　1988・3 秋田県文化財調査報告書第１７１集

18137 秋田県埋蔵文化財センター 国道103号大館南バイパス建設事業に係る埋蔵文化財発掘調査概報　山王岱遺跡 秋田県文化財調査報告書第１７０集

18143 秋田県埋蔵文化財センター 国道103号大館南バイパス建設事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅰ　上ノ山Ⅰ遺
跡 山 遺跡　

秋田県文化財調査報告書第１７３集

18147 秋田県埋蔵文化財センター 根羽子沢遺跡発掘調査報告書　国道107号線改良工事に伴う緊急発掘　1988・3 秋田県文化財調査報告書第１７６集

18225 秋田県埋蔵文化財センター 秋田県埋蔵文化財センター　研究紀要　第1号　1986年3月

18227 秋田県埋蔵文化財センター 秋田県埋蔵文化財センター　研究紀要　第2号　1987年3月

18229 秋田県埋蔵文化財センター 秋田県埋蔵文化財センター　研究紀要　第3号　1988年3月

18238 秋田県埋蔵文化財センター 秋田県埋蔵文化財センター年報2　昭和58年度

18240 秋田県埋蔵文化財センター 秋田県埋蔵文化財センター年報3　昭和59年度

18242 秋田県埋蔵文化財センター 秋田県埋蔵文化財センター年報4　昭和60年度

18245 秋田県埋蔵文化財センター 秋田県埋蔵文化財センター年報5　昭和61年度

18247 秋田県埋蔵文化財センター 秋田県埋蔵文化財センター年報6　昭和62年度

18249 秋田県埋蔵文化財センター 秋田県埋蔵文化財センター年報7　昭和63年度

18163 秋田県埋蔵文化財センター 上岱Ⅰ遺跡発掘調査報告書　国道105号改良工事に係る埋蔵文化財発掘調査　1989・3 秋田県文化財調査報告書第１８４集

18141 秋田県埋蔵文化財センター 西山地区農免農道整備事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅲ　太田谷地館跡　1988・ 秋田県文化財調査報告書第１７２集

18159 秋田県埋蔵文化財センター 西山地区農免農道整備事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅳ　用野目川向Ⅲ遺跡 秋田県文化財調査報告書第１８２集

18161 秋田県埋蔵文化財センター 西山地区農免農道整備事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅴ　太田谷地館跡第2次
調査　

秋田県文化財調査報告書第１８３集

18149 秋田県埋蔵文化財センター 中小坂遺跡発掘調査報告書　高速交通関連道路整備事業に係る埋蔵文化財発掘調査 秋田県文化財調査報告書第１７７集

18165 秋田県埋蔵文化財センター 東北横断自動車道秋田線発掘調査報告書Ⅱ（補遺）　上ノ山Ⅱ遺跡　1989・3 秋田県文化財調査報告書第１８６集

18155 秋田県埋蔵文化財センター 東北横断自動車道秋田線発掘調査報告書Ⅲ　上野台遺跡・寺沢遺跡・半仙遺跡　1989・3 秋田県文化財調査報告書第１８０集

18157 秋田県埋蔵文化財センター 八木遺跡発掘調査報告書　公害防除特別土地改良事業八木地区に係る埋蔵文化財発掘
調査　

秋田県文化財調査報告書第１８１集

18135 秋田県埋蔵文化財センター 味噌内地区農免農道整備事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書　袖ノ沢遺跡・横沢遺跡 秋田県文化財調査報告書第１６９集

40573 (財)　山形県埋蔵文化財センター 年報　平成5年度　1994

15086 (財)　山形県埋蔵文化財センター 年報　平成6年度　1995

40574 (財)　山形県埋蔵文化財センター 年報　平成7年度　1996

414 (財)　山形県埋蔵文化財センター 年報　平成8年度　1997

14608 寒河江市教育委員会 寒河江市内遺跡　発掘調査報告書（2）　1995 山形県寒河江市埋蔵文化財調査報告書第１０集

18711 建設省東北地方建設局酒田工事事
務 教委

吹浦遺跡　第1次緊急発掘調査報告書　1984 山形県埋蔵文化財調査報告書第８２集

18681 山形県・山形県教委 関Ｂ遺跡　第2次発掘調査報告書　1983 山形県埋蔵文化財調査報告書第６８集

18709 山形県・山形県教委 願正壇遺跡　発掘調査報告書　1984 山形県埋蔵文化財調査報告書第８１集

18687 山形県・山形県教委 原の内Ａ遺跡　第2次発掘調査報告書　1983 山形県埋蔵文化財調査報告書第７１集

18703 山形県・山形県教委 沼田遺跡発掘調査報告書　1984 山形県埋蔵文化財調査報告書第７８集

山形県



18679 山形県・山形県教委 新青渡遺跡　第1次発掘調査報告書　1983 山形県埋蔵文化財調査報告書第６７集

18705 山形県・山形県教委 新青渡遺跡　第2次発掘調査報告書　1984 山形県埋蔵文化財調査報告書第７９集

18707 山形県・山形県教委 千河原遺跡　発掘調査報告書　1984 山形県埋蔵文化財調査報告書第８０集

18689 山形県・山形県教委 宅田遺跡　発掘調査報告書　1983 山形県埋蔵文化財調査報告書第７２集

18691 山形県・山形県教委 中村Ａ遺跡　発掘調査報告書　1983 山形県埋蔵文化財調査報告書第７３集

18675 山形県・山形県教委 庭田遺跡　発掘調査報告書　1983 山形県埋蔵文化財調査報告書第６５集

18685 山形県・山形県教委 泥部遺跡　発掘調査報告書　1983 山形県埋蔵文化財調査報告書第７０集

18701 山形県・山形県教委 俵田遺跡　第2次発掘調査報告書　1984 山形県埋蔵文化財調査報告書第７７集

18667 山形県・山形県教委 分布調査報告書（9）　1982 山形県埋蔵文化財調査報告書第６１集

18677 山形県・山形県教委 豊原遺跡発掘調査報告書　1983 山形県埋蔵文化財調査報告書第６６集

18753 山形県・山形県教育委員会 境田Ｃ・Ｄ遺跡発掘調査報告書　1986 山形県埋蔵文化財調査報告書第１０５集

18726 山形県・山形県教育委員会 荒谷原遺跡発掘調査報告書　1985 山形県埋蔵文化財調査報告書第９０集

18749 山形県・山形県教育委員会 諏訪前遺跡発掘調査報告書　1986 山形県埋蔵文化財調査報告書第１０２集

18747 山形県・山形県教育委員会 西沼田遺跡発掘調査報告書　1986　附図1～3（遺構全体図）有り 山形県埋蔵文化財調査報告書第１０１集

18751 山形県・山形県教育委員会 大檀Ｂ・Ｃ遺跡発掘調査報告書　1986 山形県埋蔵文化財調査報告書第１０３集

18723 山形県・山形県教育委員会 沢田遺跡発掘調査報告書　1985 山形県埋蔵文化財調査報告書第８８集

18695 山形県教委 弓張平Ｂ遺跡　第3・4次発掘調査報告書　1979 山形県埋蔵文化財調査報告書第２１集

18719 山形県教委・山形県 高阿弥田遺跡発掘調査報告書　1985 山形県埋蔵文化財調査報告書第８６集

18721 山形県教委・山形県 手蔵田遺跡発掘調査報告書　1985 山形県埋蔵文化財調査報告書第８７集

18717 山形県教委・日本道路公団仙台建 お花山古墳群発掘調査報告書　1985 山形県埋蔵文化財調査報告書第８５集

18665 山形県教育委員会 うぐいす沢遺跡　第2次発掘調査報告書　1982 山形県埋蔵文化財調査報告書第６０集

18829 山形県教育委員会 お花山古墳群　第3次発掘調査報告書　1987 山形県埋蔵文化財調査報告書第１０８集

18793 山形県教育委員会 げんだい遺跡発掘調査報告書　1988 山形県埋蔵文化財調査報告書第１２８集

18657 山形県教育委員会 安田遺跡発掘調査報告書　1982 山形県埋蔵文化財調査報告書第５６集

18775 山形県教育委員会 下長橋遺跡発掘調査報告書　1988 山形県埋蔵文化財調査報告書第１３０集

18740 山形県教育委員会 下餅山遺跡発掘調査報告書　1986 山形県埋蔵文化財調査報告書第９７集

18626 山形県教育委員会 下野遺跡発掘調査報告書　1981 山形県埋蔵文化財調査報告書第３８集

18628 山形県教育委員会 下槇遺跡発掘調査報告書　1981 山形県埋蔵文化財調査報告書第３９集

18632 山形県教育委員会 寒河江市　うぐいす沢遺跡　第1次発掘調査　1981 山形県埋蔵文化財調査報告書第４１集

18607 山形県教育委員会 弓張平Ｂ遺跡　1980 山形県埋蔵文化財調査報告書第２８集

18831 山形県教育委員会 境田Ｂ遺跡発掘調査報告書　1987 山形県埋蔵文化財調査報告書第１１１集

18618 山形県教育委員会 熊の前遺跡　来迎寺遺跡発掘調査報告書　1981 山形県埋蔵文化財調査報告書第３４集

18587 山形県教育委員会 熊ノ前遺跡発掘調査報告書　1979 山形県埋蔵文化財調査報告書第１６集

18613 山形県教育委員会 熊野台遺跡発掘調査報告書　1980 山形県埋蔵文化財調査報告書第３１集

18819 山形県教育委員会 熊野田遺跡　第3次発掘調査報告書　1989 山形県埋蔵文化財調査報告書第１４６集

18791 山形県教育委員会 熊野田遺跡発掘調査報告書　1988 山形県埋蔵文化財調査報告書第１２３集

18599 山形県教育委員会 郡の神遺跡・周辺遺跡発掘調査報告書　1979 山形県埋蔵文化財調査報告書第２３集

18823 山形県教育委員会 経塚山遺跡発掘調査報告書　1987 山形県埋蔵文化財調査報告書第１１３集

18797 山形県教育委員会 月ノ木Ｂ遺跡発掘調査報告書　1989 山形県埋蔵文化財調査報告書第１３５集

18809 山形県教育委員会 月光川左岸地区県営ほ場整備事業　浮橋遺跡　下長橋遺跡発掘調査報告書　1989 山形県埋蔵文化財調査報告書第１４１集

18609 山形県教育委員会 月山沢遺跡　1980 山形県埋蔵文化財調査報告書第２９集

18736 山形県教育委員会 県指定史跡　安久津古墳群　1985 山形県埋蔵文化財調査報告書第９５集

18817 山形県教育委員会 県道遊佐（停）藤崎線　下長橋遺跡発掘調査報告書　1989 山形県埋蔵文化財調査報告書第１４５集

18779 山形県教育委員会 原の内Ａ遺跡　第3次発掘調査報告書　1988 山形県埋蔵文化財調査報告書第１３２集

18622 山形県教育委員会 原の内Ａ遺跡発掘調査報告書　1981 山形県埋蔵文化財調査報告書第３６集

18781 山形県教育委員会 向山・関沢Ｂ遺跡発掘調査報告書　1988 山形県埋蔵文化財調査報告書第１３３集

18713 山形県教育委員会 作野遺跡　発掘調査報告書　昭和59年3月 山形県埋蔵文化財調査報告書第８３集

18839 山形県教育委員会 桜林興野遺跡発掘調査報告書　1987 山形県埋蔵文化財調査報告書第１１５集

18841 山形県教育委員会 三軒屋　物見台遺跡発掘調査報告書（2）　（2分冊　本文編　図版編） 山形県埋蔵文化財調査報告書第１０７集

18663 山形県教育委員会 三本木窯跡発掘調査報告書　1982 山形県埋蔵文化財調査報告書第５９集

18616 山形県教育委員会 山形市　柏倉地区遺跡群発掘調査報告書　1981 山形県埋蔵文化財調査報告書第３３集

18728 山形県教育委員会 山形西高敷地内遺跡第3次発掘調査報告書　1985 山形県埋蔵文化財調査報告書第９１集

18589 山形県教育委員会 山形西高敷地内遺跡発掘調査報告書　1979 山形県埋蔵文化財調査報告書第１７集



18597 山形県教育委員会 山辺条里遺構発掘調査報告書　1979 山形県埋蔵文化財調査報告書第２２集

18624 山形県教育委員会 思い川Ａ遺跡発掘調査報告書　1981 山形県埋蔵文化財調査報告書第３７集

18765 山形県教育委員会 手蔵田10・11遺跡発掘調査報告書　1988 山形県埋蔵文化財調査報告書第１２４集

18742 山形県教育委員会 手蔵田遺跡発掘調査報告書（2）　1986 山形県埋蔵文化財調査報告書第９８集

18853 山形県教育委員会 酒田市　上ノ田遺跡　2次調査説明資料　昭和54年

18811 山形県教育委員会 小深田遺跡　下長橋遺跡発掘調査報告書　1989 山形県埋蔵文化財調査報告書第１４２集

18807 山形県教育委員会 小深田遺跡発掘調査報告書　1989 山形県埋蔵文化財調査報告書第１４０集

18821 山形県教育委員会 上曽根遺跡　第2次発掘調査報告書　1989 山形県埋蔵文化財調査報告書第１４７集

18833 山形県教育委員会 上曽根遺跡発掘調査報告書　1987 山形県埋蔵文化財調査報告書第１１６集

18827 山形県教育委員会 寝鹿・契約壇遺跡　発掘調査報告書　1987 山形県埋蔵文化財調査報告書第１１２集

18795 山形県教育委員会 新館遺跡発掘調査報告書　1988 山形県埋蔵文化財調査報告書第１３４集

18825 山形県教育委員会 新山Ａ遺跡発掘調査報告書　1987 山形県埋蔵文化財調査報告書第１０９集

18636 山形県教育委員会 新庄中核工業団地関連遺跡発掘調査報告書　1981 山形県埋蔵文化財調査報告書第４３集

18759 山形県教育委員会 吹浦遺跡　第3・4次緊急発掘調査報告書　1988 山形県埋蔵文化財調査報告書第１２０集

18630 山形県教育委員会 水上遺跡　第2次発掘調査報告書　1981 山形県埋蔵文化財調査報告書第４０集

18605 山形県教育委員会 水上遺跡発掘調査報告書 山形県埋蔵文化財調査報告書第２７集

18697 山形県教育委員会 水木田遺跡発掘調査報告書　1984 山形県埋蔵文化財調査報告書第７５集

18601 山形県教育委員会 清水北Ｂ遺跡　慶治清水Ｂ遺跡発掘調査報告書　1979 山形県埋蔵文化財調査報告書第２４集

18767 山形県教育委員会 生石4遺跡第2次発掘調査報告書　1988 山形県埋蔵文化財調査報告書第１２５集

18763 山形県教育委員会 生石4遺跡発掘調査報告書　1987 山形県埋蔵文化財調査報告書第１１８集

18851 山形県教育委員会 西川町　弓張平Ｂ遺跡遣　第5次調査説明資料　昭和54年6月

18849 山形県教育委員会 西川町　月山沢遺跡　調査説明資料　昭和54年9月

18620 山形県教育委員会 赤石遺跡　北原遺跡発掘調査報告書　1981 山形県埋蔵文化財調査報告書第３５集

18769 山形県教育委員会 早稲田遺跡　桜林遺跡　西田遺跡　発掘調査報告書　1988 山形県埋蔵文化財調査報告書第１２６集

18777 山形県教育委員会 早房Ｄ遺跡発掘調査報告書　1988 山形県埋蔵文化財調査報告書第１３１集

18857 山形県教育委員会 村山市　後原遺跡　調査説明資料　昭和54年

18761 山形県教育委員会 大楯遺跡　第1次発掘調査報告書　1988 山形県埋蔵文化財調査報告書第１２１集

18805 山形県教育委員会 大楯遺跡　第2次発掘調査報告書　1989 山形県埋蔵文化財調査報告書第１３９集

18773 山形県教育委員会 大槻新田遺跡発掘調査報告書　1988 山形県埋蔵文化財調査報告書第１２９集

18591 山形県教育委員会 大之越古墳発掘調査報告書　1979 山形県埋蔵文化財調査報告書第１８集

18634 山形県教育委員会 大淵台遺跡発掘調査報告書　1981 山形県埋蔵文化財調査報告書第４２集

18786 山形県教育委員会 達磨寺遺跡発掘調査報告書　1986 山形県埋蔵文化財調査報告書第１０４集

18803 山形県教育委員会 中平田東地区遺跡群　手蔵田5・6・9遺跡　本川遺跡発掘調査報告書　1989 山形県埋蔵文化財調査報告書第１３８集

18659 山形県教育委員会 町下遺跡発掘調査報告書　1981 山形県埋蔵文化財調査報告書第５７集

18813 山形県教育委員会 鶴岡西部地区遺跡群　助作遺跡　山田遺跡発掘調査報告書　1989 山形県埋蔵文化財調査報告書第１４３集

18771 山形県教育委員会 鶴岡西部地区遺跡群　矢馳Ａ遺跡　矢馳Ｂ遺跡　清水新田遺跡　発掘調査報告書　昭和63
年

山形県埋蔵文化財調査報告書第１２７集

18611 山形県教育委員会 堂の前遺跡　昭和53・54年度調査略報　1980 山形県埋蔵文化財調査報告書第３０集

18789 山形県教育委員会 南興野遺跡　第2次発掘調査報告書 山形県埋蔵文化財調査報告書第１２２集

18835 山形県教育委員会 南興野遺跡発掘調査報告書　1987 山形県埋蔵文化財調査報告書第１１４集

18649 山形県教育委員会 農林・土木事業関係遺跡　発掘調査報告書　1982 山形県埋蔵文化財調査報告書第５２集

18647 山形県教育委員会 農林事業関係遺跡発掘調査報告書　1982 山形県埋蔵文化財調査報告書第５１集

18653 山形県教育委員会 八森遺跡　第6次発掘調査報告書　1982 山形県埋蔵文化財調査報告書第５４集

18745 山形県教育委員会 不動木遺跡発掘調査報告書　1986 山形県埋蔵文化財調査報告書第１００集

18693 山形県教育委員会 分布調査報告書（10）　1983 山形県埋蔵文化財調査報告書第７４集

18715 山形県教育委員会 分布調査報告書（11）　1984 山形県埋蔵文化財調査報告書第８４集

18734 山形県教育委員会 分布調査報告書（12）　1985 山形県埋蔵文化財調査報告書第９４集

18738 山形県教育委員会 分布調査報告書（13）　1986 山形県埋蔵文化財調査報告書第９６集

18837 山形県教育委員会 分布調査報告書（14）　1987 山形県埋蔵文化財調査報告書第１１０集

18757 山形県教育委員会 分布調査報告書（15）　1988 山形県埋蔵文化財調査報告書第１１９集

18799 山形県教育委員会 分布調査報告書（16）　1989 山形県埋蔵文化財調査報告書第１３６集

18783 山形県教育委員会 分布調査報告書（17）　1990年 山形県埋蔵文化財調査報告書第１４８集

125390 山形県教育委員会 分布調査報告書（20）　1993年 山形県埋蔵文化財調査報告書第１８２集

18593 山形県教育委員会 分布調査報告書（6）　山形西部地区関係遺跡　1979 山形県埋蔵文化財調査報告書第１９集



18595 山形県教育委員会 分布調査報告書（7）　広域営農団地農道整備事業関係遺跡　北村山地区　1979 山形県埋蔵文化財調査報告書第２０集

18640 山形県教育委員会 分布調査報告書（8）　東北横断自動車道酒田線関係遺跡　国道7号線吹浦バイパス関係
遺跡　 和 年度農林事業他関係遺跡　

山形県埋蔵文化財調査報告書第４５集

18801 山形県教育委員会 平田地区遺跡群　大槻新田遺跡　手蔵田3遺跡　横代遺跡　熊野田遺跡　発掘調査報告書 山形県埋蔵文化財調査報告書第１３７集

18661 山形県教育委員会 墓窪遺跡発掘調査報告書　1982 山形県埋蔵文化財調査報告書第５８集

18655 山形県教育委員会 豊原Ｂ遺跡発掘調査報告書　1982 山形県埋蔵文化財調査報告書第５５集

18651 山形県教育委員会 北田遺跡　第2次発掘調査報告書　1982 山形県埋蔵文化財調査報告書第５３集

18638 山形県教育委員会 埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書　東興野Ｂ遺跡　発掘調査報告書　1981 山形県埋蔵文化財調査報告書第４４集

18815 山形県教育委員会 柳沢条里遺跡　第1次発掘調査報告書　1989 山形県埋蔵文化財調査報告書第１４４集

18855 山形県教育委員会 遊佐町　佐渡遺跡　調査説明資料　昭和54年

18732 山形県教育委員会・建設省東北地
方建設局 事事務所

吹浦遺跡第2次緊急発掘調査報告書　1985 山形県埋蔵文化財調査報告書第９３集

18730 山形県教育委員会・日本道路公団
台建

にひゃく寺遺跡発掘調査報告書　1985 山形県埋蔵文化財調査報告書第９２集

14610 山形県埋蔵文化財センター お仲間林遺跡発掘調査報告書　1995 山形県埋蔵文化財センター調査報告書第２０集

14617 山形県埋蔵文化財センター 廻り屋遺跡発掘調査報告書　1995 山形県埋蔵文化財センター調査報告書第２７集

14483 山形県埋蔵文化財センター 亀ヶ崎城跡　第2次発掘調査報告書　1994 山形県埋蔵文化財センター調査報告書第１７集

14618 山形県埋蔵文化財センター 亀ヶ崎城跡第3次発掘調査報告書　1995 山形県埋蔵文化財センター調査報告書第２８集

14609 山形県埋蔵文化財センター 宮の前遺跡第2次発掘調査報告書　1995 山形県埋蔵文化財センター調査報告書第１９集

14611 山形県埋蔵文化財センター 古屋敷遺跡発掘調査報告書　1995 山形県埋蔵文化財センター調査報告書第２１集

14619 山形県埋蔵文化財センター 渋作遺跡発掘調査報告書　1995 山形県埋蔵文化財センター調査報告書第２９集

14615 山形県埋蔵文化財センター 上高田遺跡　木戸下遺跡発掘調査報告書　1995 山形県埋蔵文化財センター調査報告書第２５集

14616 山形県埋蔵文化財センター 西谷地遺跡第2次　西ノ川遺跡発掘調査報告書　1995 山形県埋蔵文化財センター調査報告書第２６集

14613 山形県埋蔵文化財センター 大坪遺跡第2次発掘調査報告書　1995 山形県埋蔵文化財センター調査報告書第２３集

14484 山形県埋蔵文化財センター 藤島城跡　第6次発掘調査報告書　1994 山形県埋蔵文化財センター調査報告書第１８集

14612 山形県埋蔵文化財センター 畑田遺跡　中野遺跡　発掘調査報告書　1995 山形県埋蔵文化財センター調査報告書第２２集

14614 山形県埋蔵文化財センター 北目長田遺跡　橇待遺跡　堂田遺跡発掘調査報告書　1995 山形県埋蔵文化財センター調査報告書第２４集

125544 山形市教育委員会 山形市　熊ノ前遺跡　第Ⅳ次発掘調査概報

18864 上山市教育委員会 上山市思い川Ｂ遺跡発掘調査報告書　1980 山形県上山市埋蔵文化財調査報告書第２号

18755 東北電力株式会社山形支店・山形
県教育委員会

三軒屋　物見台遺跡　発掘調査報告書（1）　1986 山形県埋蔵文化財調査報告書第１０６集

18683 東北農政局・山形県教委 いるかい遺跡　発掘調査報告書　1983 山形県埋蔵文化財調査報告書第６９集

18699 日本道路公団仙台建設局・山形県
教委

境田Ｃ´・Ｄ遺跡　発掘調査報告書　1984 山形県埋蔵文化財調査報告書第７６集

18669 日本道路公団仙台建設局・山形県
教委

境田Ｃ遺跡発掘調査報告書　1982 山形県埋蔵文化財調査報告書第６２集

18671 日本道路公団仙台建設局・山形県
教委

農林事業関係遺跡（1）発掘調査報告書　1983 山形県埋蔵文化財調査報告書第６３集

18673 日本道路公団仙台建設局・山形県
教委

農林事業関係遺跡（2）発掘調査報告書　1983 山形県埋蔵文化財調査報告書第６４集

15088 (財)　いわき市教育文化事業団 いわき市教育文化事業団　年報4　平成4年度

125206 (財)いわき市教育文化事業団 ふるさとの考古資料（Ⅱ）　近年発掘調査された重要埋蔵文化財

125287 (財)いわき市教育文化事業団 いわき市教育文化事業団　年報11　平成11年度

125288 (財)いわき市教育文化事業団 いわき市教育文化事業団　年報12　平成12年度

6088 (財)いわき市教育文化事業団 いわき市教育文化事業団　年報2　平成2年度

19298 (財)いわき市教育文化事業団・いわ
き建設事務所 わき市教委

龍門寺遺跡　－重要幹線街路事業に伴う調査－　1985 いわき市埋蔵文化財調査報告　第１１冊

19290 いわき市教委・建設省磐城国道工
事事務 福島 財 わき 教

四郎作遺跡　－常磐江名港線地方道改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告－　1983 いわき市埋蔵文化財調査報告書　第１０冊

19288 いわき市教委・建設省磐城国道工
事事務所 福島県 財 わき市教

日吉下遺跡　一般国道6号常磐バイパス改築工事及び常磐江名港線地方道改良工事に伴
う埋蔵文化財発掘調査報告　

いわき市埋蔵文化財調査報告書　第９冊

19311 いわき市教育委員会 夏井廃寺跡Ⅰ　－県指定史跡夏井廃寺塔跡周辺範囲確認調査概報－

19307 いわき市教育委員会 弘源寺貝塚　－縄文時代前期貝塚の調査－　1986 いわき市埋蔵文化財調査報告　第１３冊

125263 いわき市教育委員会 根岸遺跡　－平成6年度範囲確認発掘調査概報－

237 いわき市教育委員会 根岸遺跡　平成8年度範囲確認発掘調査概報

19315 いわき市教育委員会 寺台遺跡　－古代集落跡の調査－　1988 いわき市埋蔵文化財調査報告　第１８冊

125299 いわき市教育委員会 常磐自動車道遺跡調査報告17　横山B遺跡　旧石器～江戸時代の調査 いわき市埋蔵文化財調査報告第７７冊

19313 いわき市教育委員会 石坂遺跡　－古代から近世の集落跡の調査－　1987 いわき市埋蔵文化財調査報告　第１７冊

2967 いわき市教育文化事業団 いわき市教育文化事業団　年報1　昭和53年度～平成元年度

4102 (財)福島市振興公社 昭和63年度市道原宿愛宕原1号線建設工事関連遺跡調査報告　愛宕原遺跡 福島市埋蔵文化財報告書　第３１集

19309 建設省磐城国道工事事務所・いわ
き 教育委 会

向山遺跡　－弥生時代から平安時代の遺物包含層の調査－　1986 いわき市埋蔵文化財調査報告　第１４冊

19168 福島県教委 広域農業開発事業　阿武隈地区遺跡分布調査報告（Ⅲ）（中部第二地区）　1983年3月 福島県文化財調査報告書　第１１３集

福島県



19165 福島県教委 国営会津農業水利事業関連遺跡調査報告Ⅰ　下堀際遺跡　1983年3月 福島県文化財調査報告書　第１１１集

19177 福島県教委 国営会津農業水利事業関連遺跡調査報告書Ⅱ　北ノ前遺跡・下谷ヶ地平Ａ遺跡・付　予備
調査

福島県文化財調査報告書　第１３５集

19184 福島県教委 国営会津農業水利事業関連遺跡調査報告書Ⅲ　道上遺跡・下谷ヶ地平Ａ遺跡（第2次）　付
遺跡 備 査

福島県文化財調査報告書　第１４９集

19175 福島県教委 国営総合農地開発事業　矢吹地区遺跡分布調査報告Ⅳ　1984年3月 福島県文化財調査報告書　第１３４集

19182 福島県教委 国営総合農地開発事業　矢吹地区遺跡分布調査報告Ⅴ　1985年3月 福島県文化財調査報告書　第１４４集

19190 福島県教委・(財)県文化センター 国道113号バイパス遺跡調査報告Ⅰ　原田遺跡・付　予備調査　1985年3月 福島県文化財調査報告書　第１５２集

19186 福島県教委・(財)県文化センター 真野ダム関連遺跡発掘調査報告Ⅶ　岩下Ａ遺跡（第1次）・岩下Ｂ遺跡・岩下Ｃ遺跡・付　岩
遺跡 備調査　 年

福島県文化財調査報告書　第１５０集

19188 福島県教委・(財)県文化センター 相馬開発と遺跡　相馬開発関連遺跡調査概報 福島県文化財調査報告書　第１５１集

19179 福島県教委・(財)県文化センター 相馬地域開発関連遺跡分布調査報告Ⅰ　〈武井地区〉　昭和59年3月 福島県文化財調査報告書　第１３６集

125304 福島県教委・福島県文化センター 真野ダム関連遺跡発掘調査報告Ⅳ　松ヶ平Ａ遺跡（第1次）　付　予備調査　1983年3月 福島県文化財調査報告書　第１１８集

19171 福島県教委・福島県文化センター 真野ダム関連遺跡発掘調査報告Ⅴ　上ノ台Ａ遺跡（第1次）　宮前遺跡　1984年1月 福島県文化財調査報告書　第１２８集

19173 福島県教委・福島県文化センター 真野ダム関連遺跡発掘調査報告Ⅵ　松ヶ平Ａ遺跡（第2次）　松ヶ平Ｄ遺跡　柏久保遺跡
年

福島県文化財調査報告書　第１２９集

16482 福島県教育委員会 一般国道6号　相馬バイパス遺跡分布調査報告Ⅰ 福島県文化財調査報告書　第２７６集

42087 福島県教育委員会 原町火力発電所関連遺跡調査報告Ⅲ　（本文・写真・付図） 福島県文化財調査報告書　第２８１集

125285 福島県教育委員会 原町火力発電所関連遺跡調査報告Ⅴ（本文　写真　付図　3分冊） 福島県文化財調査報告書  第３１０集

14620 福島県教育委員会 原町火力発電所関連遺跡調査報告Ⅵ 福島県文化財調査報告書　第３１５集

16478 福島県教育委員会 国営会津農業水利事業遺跡調査報告ⅩⅢ鷺沢遺跡 福島県文化財調査報告書　第２７２集

19194 福島県教育委員会 国営会津農業水利事業関連遺跡調査報告Ⅳ　腰巻遺跡・下谷ヶ地平Ｂ・Ｃ遺跡 福島県文化財調査報告書　第１６４集

19204 福島県教育委員会 国営会津農業水利事業関連遺跡調査報告Ⅴ　清水上遺跡　中江聖の宮遺跡　1987年3月 福島県文化財調査報告書　第１７７集

16479 福島県教育委員会 国営会津農業水利事業関連遺跡調査報告ⅩⅣ　北平遺跡　鷺沢南遺跡 福島県文化財調査報告書　第２７３集

16477 福島県教育委員会 国営会津農業水利事業関連遺跡調査報告Ⅻ　神指城跡 福島県文化財調査報告書　第２７１集

16516 福島県教育委員会 国営総合農地開発事業　田畑地区遺跡発掘調査報告33　殿畑遺跡 福島県文化財調査報告書　第２８７集

16447 福島県教育委員会 国営総合農地開発事業　母畑地区遺跡発掘調査報告11　唐松A遺跡（含・唐松館跡）　地
蔵 遺跡　 蔵 遺跡 含 館跡

福島県文化財調査報告書　第１１５集

16449 福島県教育委員会 国営総合農地開発事業　母畑地区遺跡発掘調査報告12　上悪戸遺跡　下悪戸遺跡 福島県文化財調査報告書　第１１６集

16451 福島県教育委員会 国営総合農地開発事業　母畑地区遺跡発掘調査報告13　薬師堂遺跡　蓬入遺跡　栗木内
塚

福島県文化財調査報告書　第１１７集

16453 福島県教育委員会 国営総合農地開発事業　母畑地区遺跡発掘調査報告14　雨田館跡　矢先石遺跡　小倉地
群

福島県文化財調査報告書　第１３０集

16455 福島県教育委員会 国営総合農地開発事業　母畑地区遺跡発掘調査報告15　駒形A遺跡　梅木平遺跡（含梅
木 塚）　東作 遺跡　東作 遺跡

福島県文化財調査報告書　第１３１集

16457 福島県教育委員会 国営総合農地開発事業　母畑地区遺跡発掘調査報告16　一斗内遺跡 福島県文化財調査報告書　第１３２集

16463 福島県教育委員会 国営総合農地開発事業　母畑地区遺跡発掘調査報告17　小田口B遺跡　小田口C遺跡 福島県文化財調査報告書　第１４６集

16465 福島県教育委員会 国営総合農地開発事業　母畑地区遺跡発掘調査報告18　小田口D遺跡 福島県文化財調査報告書　第１４７集

16467 福島県教育委員会 国営総合農地開発事業　母畑地区遺跡発掘調査報告19　荒小路遺跡　地蔵田A遺跡 福島県文化財調査報告書　第１４８集

16471 福島県教育委員会 国営総合農地開発事業　母畑地区遺跡発掘調査報告20　高畑遺跡　蔭ノ原A遺跡 福島県文化財調査報告書　第１６２集

16473 福島県教育委員会 国営総合農地開発事業　母畑地区遺跡発掘調査報告21　兎喰遺跡　堂平B遺跡　大内B
遺跡

福島県文化財調査報告書　第１６３集

16386 福島県教育委員会 国営総合農地開発事業　母畑地区遺跡発掘調査報告24　十三仏遺跡 福島県文化財調査報告書　第１８８集

16388 福島県教育委員会 国営総合農地開発事業　母畑地区遺跡発掘調査報告25　浜井場B遺跡　舌内塚　舌内板
碑群　古宿遺跡

福島県文化財調査報告書　第１８９集

16487 福島県教育委員会 国営総合農地開発事業　母畑地区遺跡発掘調査報告34　正直A遺跡（上巻　下巻） 福島県文化財調査報告書　第２８８集

14627 福島県教育委員会 国営総合農地開発事業　母畑地区遺跡発掘調査報告35　権現壇遺跡　駒形B遺跡 福島県文化財調査報告書　第３０４集

16375 福島県教育委員会 国営総合農地開発事業　母畑地区遺跡分布調査報告11　1987年3月 福島県文化財調査報告書　第１７３集

16384 福島県教育委員会 国営総合農地開発事業　母畑地区遺跡分布調査報告12　1988年3月 福島県文化財調査報告書　第１８７集

16474 福島県教育委員会 国営総合農地開発事業　母畑地区遺跡分布調査報告16　1992年3月 福島県文化財調査報告書　第２６８集

16377 福島県教育委員会 国営総合農地開発事業　母畑地区遺跡分布調査報告22　蛭館B遺跡 福島県文化財調査報告書　第１７５集

16379 福島県教育委員会 国営総合農地開発事業　母畑地区遺跡分布調査報告23　蛭舘跡　1987年3月 福島県文化財調査報告書　第１７６集

16445 福島県教育委員会 国営総合農地開発事業　母畑地区遺跡分布調査報告Ⅶ　1983年3月 福島県文化財調査報告書　第１１４集

16459 福島県教育委員会 国営総合農地開発事業　母畑地区遺跡分布調査報告Ⅷ　1984年3月 福島県文化財調査報告書　第１３３集

16461 福島県教育委員会 国営総合農地開発事業　母畑地区遺跡分布調査報告Ⅸ 福島県文化財調査報告書　第１４５集

16469 福島県教育委員会 国営総合農地開発事業　母畑地区遺跡分布調査報告Ⅹ　1986年3月 福島県文化財調査報告書　第１６１集

42082 福島県教育委員会 国営総合農地開発事業　矢吹地区遺跡発掘調査報告10　山崎遺跡（第2次）　笹目平遺跡
笹 館跡

福島県文化財調査報告書　第２７０集

16475 福島県教育委員会 国営総合農地開発事業　矢吹地区遺跡発掘調査報告9　北大久保E遺跡（堰の上B遺跡） 福島県文化財調査報告書　第２６９集

19192 福島県教育委員会 国営総合農地開発事業　矢吹地区遺跡分布調査報告Ⅵ　1986年3月 福島県文化財調査報告書　第１６０集

19200 福島県教育委員会 国営総合農地開発事業　矢吹地区遺跡分布調査報告Ⅶ　1987年3月 福島県文化財調査報告書　第１７２集

16422 福島県教育委員会 国営総合農地開発事業母畑地区遺跡発掘調査報告Ⅲ　1979年3月 福島県文化財調査報告書　第７４集

42081 福島県教育委員会 三春ダム関連遺跡発掘調査報告3　春田遺跡・下田遺跡・仲平遺跡（第2次） 福島県文化財調査報告書　第２３５集

42085 福島県教育委員会 三春ダム関連遺跡発掘調査報告5　蛇石前遺跡（本文編）（図版編） 福島県文化財調査報告書　第２７９集



16476 福島県教育委員会 三春ダム関連遺跡発掘調査報告6　光谷遺跡 福島県文化財調査報告書　第２８０集

16488 福島県教育委員会 三春ダム関連遺跡発掘調査報告7 福島県文化財調査報告書　第２８９集

4923 福島県教育委員会 三春ダム関連遺跡分布調査報告Ⅱ　1992年3月 福島県文化財調査報告書　第２７４集

14621 福島県教育委員会 相馬開発関連遺跡調査報告Ⅲ　（本文・写真・付図） 福島県文化財調査報告書　第３１２集

16373 福島県教育委員会 東北横断自動車道遺跡調査報告1　細草遺跡　1986年3月 福島県文化財調査報告書　第１７０集

16484 福島県教育委員会 東北横断自動車道遺跡調査報告12　屋敷遺跡 福島県文化財調査報告書　第２６２集

16485 福島県教育委員会 東北横断自動車道遺跡調査報告13　和泉遺跡・横沼西遺跡 福島県文化財調査報告書　第２６３集

42088 福島県教育委員会 東北横断自動車道遺跡調査報告15　木村館跡 福島県文化財調査報告書　第２８２集

42089 福島県教育委員会 東北横断自動車道遺跡調査報告16　二池遺跡　宮ノ下B遺跡　宮ノ下A遺跡　大谷津A遺
跡　 年

福島県文化財調査報告書　第２８３集

42090 福島県教育委員会 東北横断自動車道遺跡調査報告18　丸森B遺跡　台ノ前A遺跡　台ノ前B遺跡　蟹沢B遺跡 福島県文化財調査報告書　第２８５集

16381 福島県教育委員会 東北横断自動車道遺跡調査報告2　牧場山遺跡　小屋館跡　菖蒲根遺跡　1987年3月 福島県文化財調査報告書　第１８０集

14626 福島県教育委員会 東北横断自動車道遺跡調査報告29　落合遺跡　1995年3月 福島県文化財調査報告書　第３０９集

16390 福島県教育委員会 東北横断自動車道遺跡調査報告3　登戸遺跡　1988年3月 福島県文化財調査報告書　第１９６集

16481 福島県教育委員会 東北横断自動車道遺跡分布調査報告3　1992年3月 福島県文化財調査報告書　第２７５集

16400 福島県教育委員会 東北縦貫自動車道埋蔵文化財調査概報　3　昭和47年3月 福島県文化財調査報告書第36号

16405 福島県教育委員会 東北新幹線関係遺跡発掘調査略報Ⅱ　1975年3月 福島県文化財調査報告書　第４８集

16486 福島県教育委員会 福島空港関連遺跡発掘調査報告Ⅳ　狐山遺跡　下竹の内遺跡 福島県文化財調査報告書　第２６７集

19202 福島県教育委員会 福島空港用地内埋蔵文化財分布調査報告書Ⅰ　1987年3月 福島県文化財調査報告書　第１７４集

14630 福島県教育委員会 福島県内遺跡分布調査報告　1 福島県文化財調査報告書　第３１４集

42084 福島県教育委員会 母畑地区遺跡調査報告32　弥明遺跡 福島県文化財調査報告書　第２７８集

16483 福島県教育委員会 母畑地区遺跡調査報告32　弥明遺跡 福島県文化財調査報告書　第２７８集

14623 福島県教育委員会 母畑地区遺跡発掘調査報告36 福島県文化財調査報告書　第３０５集

19223 福島県教育委員会・(財)福島県文
タ

国営会津農業水利事業関連遺跡調査報告Ⅵ　一ノ堰A・B遺跡（会津若松市） 福島県文化財調査報告書　第１９１集

19222 福島県教育委員会・(財)福島県文
タ

国営総合農地開発事業　矢吹地区遺跡発掘調査報告2　北大久保B・C遺跡　平B遺跡 福島県文化財調査報告書　第１９０集

19206 福島県教育委員会・(財)福島県文
化 タ

国営総合農地開発事業　矢吹地区遺跡発掘調査報告Ⅰ　二本松遺跡　北大久保Ｂ・Ｃ遺
跡

福島県文化財調査報告書　第１７８集

19220 福島県教育委員会・(財)福島県文
タ

国営総合農地開発事業　矢吹地区遺跡分布調査報告Ⅷ　1988年3月 福島県文化財調査報告書　第１８６集

19198 福島県教育委員会・(財)福島県文
化 タ

国道113号バイパス遺跡調査報告Ⅱ　北原遺跡・藩境土塁・原田遺跡（第二次）　1986年3 福島県文化財調査報告書　第１６６集

19208 福島県教育委員会・(財)福島県文
化 タ

国道113号バイパス遺跡調査報告Ⅲ　三貫地遺跡（原口地区）　1987年3月 福島県文化財調査報告書　第１７９集

19214 福島県教育委員会・(財)福島県文
タ

国道113号バイパス遺跡調査報告Ⅳ　境付遺跡　境A遺跡　境B遺跡　善光寺遺跡　1988年 福島県文化財調査報告書　第１９２集

19196 福島県教育委員会・(財)福島県文
化 タ

真野ダム関連遺跡発掘調査報告Ⅷ　日向南遺跡（第1・2次）　岩下Ｄ遺跡　1986年3月 福島県文化財調査報告書　第１６５集

19210 福島県教育委員会・(財)福島県文
化 タ

真野ダム関連遺跡発掘調査報告Ⅸ　日向南遺跡（第3次）　稲荷塚Ｂ遺跡 福島県文化財調査報告書　第１８２集

19212 福島県教育委員会・(財)福島県文
タ

真野ダム関連遺跡発掘調査報告Ⅹ　岩下向Ａ遺跡　羽白Ｄ遺跡（第1次）　羽白Ｅ遺跡 福島県文化財調査報告書　第１８３集

19218 福島県教育委員会・(財)福島県文
化 タ

真野ダム関連遺跡発掘調査報告ⅩⅡ　羽白C遺跡（第1次） 福島県文化財調査報告書　第１９４集

19216 福島県教育委員会・(財)福島県文
化 タ

真野ダム関連遺跡発掘調査報告Ⅺ　松ケ平B遺跡　岩下A遺跡（第2次）　羽白D遺跡（第2
次）　宮内 遺跡（第 次）　 年

福島県文化財調査報告書　第１９３集

125292 福島県教育委員会・福島県文化セ
タ

阿武隈川右岸築堤遺跡発掘調査報告1　山王川原遺跡 福島県文化財調査報告書　第３８０集

125298 福島県教育委員会・福島県文化セ
タ

県道古殿須賀川線(うつくしま未来博関連)発掘調査報告書(本文編　分析・写真編)2分冊 福島県文化財調査報告書　第３８４集

44505 福島県教育委員会・福島県文化セ
タ

常磐自動車道遺跡調査報告19 福島県文化財調査報告書　第３６３集

44506 福島県教育委員会・福島県文化セ
タ

常磐自動車道遺跡調査報告20　下小塙上ノ原遺跡　小塙城跡（1次調査）　上本町D遺跡
前 遺跡

福島県文化財調査報告書　第３６４集

44507 福島県教育委員会・福島県文化セ
タ

常磐自動車道遺跡調査報告21　鍛冶屋遺跡（1次調査）　本文　写真・付章　2分冊 福島県文化財調査報告書　第３６５集

125286 福島県教育委員会・福島県文化セ
タ

常磐自動車道遺跡調査報告22 福島県文化財調査報告書　第３７５集

125289 福島県教育委員会・福島県文化セ
タ

常磐自動車道遺跡調査報告23 福島県文化財調査報告書　第３７６集

125296 福島県教育委員会・福島県文化セ
タ

常磐自動車道遺跡調査報告24　鍛冶屋遺跡（2次調査） 福島県文化財調査報告書　第３７７集

125295 福島県教育委員会・福島県文化セ
タ

常磐自動車道遺跡調査報告25　馬場前遺跡（1次調査） 福島県文化財調査報告書　第３７８集

125294 福島県教育委員会・福島県文化セ
タ

常磐自動車道遺跡調査報告26　大谷上ノ原遺跡（1次調査）　新堤入遺跡 福島県文化財調査報告書　第３７９集

44508 福島県教育委員会・福島県文化セ
タ

摺上川ダム遺跡発掘調査報告Ⅸ　八方塚A遺跡（第2・3次調査）　田向遺跡　2000年3月 福島県文化財調査報告書第３６６集

125297 福島県教育委員会・福島県文化セ
タ

福島空港・あぶくま南道路遺跡発掘調査報告10　赤沢A遺跡　赤沢B遺跡　八幡町A遺跡 福島県文化財調査報告書　第３８２集

125290 福島県教育委員会・福島県文化セ
タ

福島空港・あぶくま南道路遺跡発掘調査報告11 福島県文化財調査報告書　第３８１集

44509 福島県教育委員会・福島県文化セ
タ

福島空港・あぶくま南道路遺跡発掘調査報告6　白山D遺跡　白山E遺跡　金波B遺跡 福島県文化財調査報告書　第３６７集

44510 福島県教育委員会・福島県文化セ
タ

福島空港・あぶくま南道路遺跡発掘調査報告7　弥栄A遺跡　八幡町B遺跡 福島県文化財調査報告書　第３６８集

44511 福島県教育委員会・福島県文化セ
タ

福島空港・あぶくま南道路遺跡発掘調査報告8　弘法山古墳群 福島県文化財調査報告書　第３６９集

125291 福島県教育委員会・福島県文化セ
タ

福島空港・あぶくま南道路遺跡発掘調査報告9 福島県文化財調査報告書　第３７０集

44512 福島県教育委員会・福島県文化セ
タ

福島空港・あぶくま南道路遺跡分布調査報告2　1999年 福島県文化財調査報告書　第３７１集

44513 福島県教育委員会・福島県文化セ
タ

福島空港公園遺跡発掘調査報告Ⅱ　1999年12月 福島県文化財調査報告書　第３７２集



44514 福島県教育委員会・福島県文化セ
タ

福島空港公園遺跡発掘調査報告Ⅲ　深田C遺跡　深田E遺跡　関林H遺跡（2次調査） 福島県文化財調査報告書　第３７３集

125293 福島県教育委員会・福島県文化セ
タ

福島空港公園遺跡発掘調査報告Ⅳ　深田C遺跡（2次調査）　関林A遺跡（2次調査） 福島県文化財調査報告書　第３８３集

44503 福島県教育委員会・福島県文化セ
タ

福島県文化財センター白河館（仮称）遺跡発掘調査報告　一里段A遺跡（1次調査） 福島県文化財調査報告書　第３６１集

2846 福島県立博物館 企画展　縄文絵巻　-土器に宿る精霊たちの饗宴-

42099 福島県立博物館 三貫地貝塚　1988年3月 福島県立博物館調査報告第１７集

19286 法政大学文学部考古学研究室 福島県双葉郡浪江町　本屋敷古墳群発掘調査概報3　1984

6410 (財)　茨城県教育財団 研究学園都市計画桜柴崎土地区画整理事業地内埋蔵文化財調査報告書（Ⅲ）　柴崎遺跡 茨城県教育財団文化財調査報告第７２集

36888 (財)　茨城県教育財団 年報17　平成9年度

40569 (財)　鹿島町文化スポーツ振興事業 春内遺跡　一般国道124号線バイパス建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　1995 鹿島町の文化財第８９集

20281 (財)茨城県教育財団 一般県道新川・江戸崎線道路改良工事地内埋蔵文化財調査報告書　尾島貝塚　宮の脇遺
跡　後九郎 衛遺跡　 年

茨城県教育財団文化財調査報告第46集

3234 (財)茨城県教育財団 一般県道新川江戸崎線道路改良工事地内埋蔵文化財調査報告書　二の宮貝塚　大日山
古墳群　 遺跡（ 分 　 　 　附 ）

茨城県教育財団文化財調査報告第６５集

3235 (財)茨城県教育財団 一般県道土浦岩井線道路改良工事地内埋蔵文化財調査報告書　神谷森遺跡 茨城県教育財団文化財調査報告第６６集

125209 (財)茨城県教育財団 一般県道日立東海線道路改良工事地内埋蔵文化財調査報告書　愛宕山古墳 茨城県教育財団文化財調査報告第１７７集

20271 (財)茨城県教育財団 一般県道矢幡潮来線道路改良工事地内埋蔵文化財調査報告書　塙貝塚　昭和62年3月 茨城県教育財団文化財調査報告第42集

3236 (財)茨城県教育財団 一般県道友部内原線道路改良工事地内埋蔵文化財調査報告書　五平遺跡　蔵田千軒遺
跡　権 古墳群

茨城県教育財団文化財調査報告第６７集

3233 (財)茨城県教育財団 一般国道125号道路改良工事地内埋蔵文化財調査報告書　西郷遺跡　南丘遺跡　長峰遺
跡　数光遺跡　宮 遺跡　右籾館跡　 路 台遺跡

茨城県教育財団文化財調査報告第６４集

20309 (財)茨城県教育財団 一般国道125号道路改良工事地内埋蔵文化財調査報告書　田宮古墳群 茨城県教育財団文化財調査報告第57集

20304 (財)茨城県教育財団 一般国道349号道路改良工事地内埋蔵文化財調査報告書　北郷Ｃ遺跡　森戸遺跡　（2分
　 あ

茨城県教育財団文化財調査報告第55集

125211 (財)茨城県教育財団 一般国道468号首都圏中央連絡自動車道新設工事地内埋蔵文化財調査報告書1　下大井
遺跡

茨城県教育財団文化財調査報告第１７１集

20263 (財)茨城県教育財団 一般国道4号改築工事地内埋蔵文化財調査報告書1（総和地区）　南坪Ａ・Ｂ・Ｃ遺跡　向坪
遺跡　高野遺跡　北新 遺跡　 遺跡　溜 遺跡　 和 年

茨城県教育財団文化財調査報告第３８集

20295 (財)茨城県教育財団 一般国道4号改築工事地内埋蔵文化財調査報告書2（結城地区）　本田遺跡　善長寺遺跡
林遺跡

茨城県教育財団文化財調査報告第51集

20299 (財)茨城県教育財団 一般国道4号改築工事地内埋蔵文化財調査報告書3（三和地区）　二十五里寺Ａ・Ｂ・Ｃ遺
跡　溜 遺跡　 片 遺跡　中新 遺跡　 片 遺跡

茨城県教育財団文化財調査報告第53集

20315 (財)茨城県教育財団 一般国道6号（日立バイパス）改築工事地内埋蔵文化財調査報告書　金木場遺跡　向畑遺
跡

茨城県教育財団文化財調査報告第59集

20293 (財)茨城県教育財団 一般国道6号改築工事地内埋蔵文化財調査報告書　奥谷遺跡　小鶴遺跡（下） 茨城県教育財団文化財調査報告第50集

20291 (財)茨城県教育財団 一般国道6号改築工事地内埋蔵文化財調査報告書　奥谷遺跡　小鶴遺跡（上） 茨城県教育財団文化財調査報告第50集

125383 (財)茨城県教育財団 茨城県教育財団文化財調査報告ⅩⅡ　大生郷工業団地内埋蔵文化財調査報告書　大生
郷遺跡　 和 年3152 (財)茨城県教育財団 茨城県立総合教育研修センター（仮称）建設用地内埋蔵文化財調査報告書　石山神遺跡 茨城県教育財団文化財調査報告第６２集

20317 (財)茨城県教育財団 永国地区住宅団地建設予定地内埋蔵文化財調査報告書　寺家ノ後A遺跡　寺家ノ後B遺
跡　十 塚 遺跡　十 塚 遺跡　永 十 塚遺跡　 鎌倉街道

茨城県教育財団文化財調査報告第60集

20214 (財)茨城県教育財団 科学博関連道路谷田部明野線道路改良工事地内埋蔵文化財調査報告書　ツバタ遺跡
高山古墳群　 和 年

茨城県教育財団文化財調査報告第22集

20273 (財)茨城県教育財団 霞ｹ浦用水建設事業地内埋蔵文化財調査報告書　五斗落遺跡　大儘遺跡　弁ノ内遺跡
遺跡　ゴ 遺跡　真 遺跡　 年

茨城県教育財団文化財調査報告第43集

20301 (財)茨城県教育財団 研究学園都市計画桜柴崎土地区画整理事業地内埋蔵文化財調査報告書（Ⅰ）　柴崎遺跡 茨城県教育財団文化財調査報告第54集

3153 (財)茨城県教育財団 研究学園都市計画桜柴崎土地区画整理事業地内埋蔵文化財調査報告書（Ⅱ）　柴崎遺跡
　中塚遺跡　（ 分 　付 あ ）

茨城県教育財団文化財調査報告第６３集

20255 (財)茨城県教育財団 研究学園都市計画手子生工業団地造成事業地内埋蔵文化財調査報告書　大境遺跡 茨城県教育財団文化財調査報告第３４集

20261 (財)茨城県教育財団 研究学園都市計画大砂工業団地造成事業地内埋蔵文化財調査報告書　大久保Ａ遺跡
大久保 遺跡

茨城県教育財団文化財調査報告第３７集

125215 (財)茨城県教育財団 国補緊急地方道路整備事業一般県道荒井麻生線道路改良工事地内埋蔵文化財調査報
告書 　津賀城跡

茨城県教育財団文化財調査報告第１７３集

20184 (財)茨城県教育財団 鹿の子Ｃ遺跡　昭和56年10月

20283 (財)茨城県教育財団 主要地方道茨城・鹿島線道路改良工事地内埋蔵文化財発掘調査報告書　梨ノ子木久保
遺跡　割 塚古墳　 和 年

茨城県教育財団文化財調査報告第47集

3238 (財)茨城県教育財団 主要地方道結城野田線道路改良工事地内埋蔵文化財調査報告書　和尚塚古墳　平成3年 茨城県教育財団文化財調査報告第６９集

125216 (財)茨城県教育財団 主要地方道取手つくば線及び一般県道高岡藤代線緊急地方道整備事業地内埋蔵文化財
査報告書　鎌 遺跡

茨城県教育財団文化財調査報告第１７６集

20269 (財)茨城県教育財団 主要地方道取手筑波線道路改良工事地内埋蔵文化財発掘調査報告書　境松遺跡　昭和
年

茨城県教育財団文化財調査報告第41集

125212 (財)茨城県教育財団 主要地方道小川鉾田線当間交通安全施設工事地内埋蔵文化財発掘調査報告書　坂戸遺
跡

茨城県教育財団文化財調査報告第１８０集

20307 (財)茨城県教育財団 主要地方道大穂千代田線道路改良工事地内埋蔵文化財調査報告書　松原古墳群　松原
遺跡　南 津遺跡

茨城県教育財団文化財調査報告第56集

20285 (財)茨城県教育財団 主要地方道土浦・大洋線道路改良工事地内埋蔵文化財発掘調査報告書　神明城跡　昭和
年

茨城県教育財団文化財調査報告第48集

125210 (財)茨城県教育財団 十万原地区市街地開発事業地内埋蔵文化財調査報告書Ⅱ　十万原遺跡1 茨城県教育財団文化財調査報告第１７９集

20259 (財)茨城県教育財団 常磐自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告書10　細原遺跡 茨城県教育財団文化財調査報告第３６集

20204 (財)茨城県教育財団 常磐自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告書5　鹿の子Ｃ遺跡　遺構・遺物編（下） 茨城県教育財団文化財調査報告第20集

20206 (財)茨城県教育財団 常磐自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告書5　鹿の子Ｃ遺跡　遺構・遺物編（上） 茨城県教育財団文化財調査報告第20集

20210 (財)茨城県教育財団 常磐自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告書5　鹿の子Ｃ遺跡漆紙文書　図版編 茨城県教育財団文化財調査報告第20集

20208 (財)茨城県教育財団 常磐自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告書5　鹿の子Ｃ遺跡漆紙文書　本文編 茨城県教育財団文化財調査報告第20集

20212 (財)茨城県教育財団 常磐自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告書6　木葉下遺跡Ⅰ（窯跡）　昭和58年3月 茨城県教育財団文化財調査報告第21集

20222 (財)茨城県教育財団 常磐自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告書7　二本松古墳　石神外宿Ａ遺跡　石神外
宿 遺跡

茨城県教育財団文化財調査報告第23集

茨城県



20230 (財)茨城県教育財団 常磐自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告書8　木葉下遺跡Ⅱ（窯跡） 茨城県教育財団文化財調査報告第26集

20257 (財)茨城県教育財団 常磐自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告書9　小場遺跡 茨城県教育財団文化財調査報告第３５集

125208 (財)茨城県教育財団 常磐新線及び主要地方道野田牛久線新設事業地内埋蔵文化財調査報告書　殿開遺跡 茨城県教育財団文化財調査報告第１７８集

20287 (財)茨城県教育財団 常陸那珂港関係埋蔵文化財調査報告書1　沢田遺跡 茨城県教育財団文化財調査報告第52集

5040 (財)茨城県教育財団 常陸那珂港関係埋蔵文化財調査報告書2　沢田遺跡（2分冊上下） 茨城県教育財団文化財調査報告第７７集

20200 (財)茨城県教育財団 水海道都市計画事業・小絹土地区画整理事業地内埋蔵文化財調査報告書1　大谷津Ｂ遺
跡　 年

茨城県教育財団文化財調査報告第18集

20224 (財)茨城県教育財団 水海道都市計画事業・小絹土地区画整理事業地内埋蔵文化財調査報告書2　筒戸Ａ遺跡
筒 遺跡　 遺構 遺物編（ ）

茨城県教育財団文化財調査報告第24集

20238 (財)茨城県教育財団 水海道都市計画事業・小絹土地区画整理事業地内埋蔵文化財調査報告書3　大谷津Ａ遺
跡（ ）　 和 年

茨城県教育財団文化財調査報告第28集

20236 (財)茨城県教育財団 水海道都市計画事業・小絹土地区画整理事業地内埋蔵文化財調査報告書3　大谷津Ａ遺
跡 　 年

茨城県教育財団文化財調査報告第28集

20240 (財)茨城県教育財団 水海道都市計画事業・内守谷土地区画整理事業地内埋蔵文化財調査報告書1　奥山Ｂ遺
跡　奥山 根遺跡　 和 年

茨城県教育財団文化財調査報告第29集

20250 (財)茨城県教育財団 水海道都市計画事業・内守谷土地区画整理事業地内埋蔵文化財調査報告書2　奥山Ａ遺
跡　奥 遺跡　 遺跡　 年

茨城県教育財団文化財調査報告第31集

20198 (財)茨城県教育財団 石岡都市計画事業南台土地区画整理事業地内埋蔵文化財調査報告書2　新池台遺跡　昭
年

茨城県教育財団文化財調査報告第17集

125475 (財)茨城県教育財団 中根･金田台特定土地区画整理事業地内埋蔵文化財調査報告書Ⅳ　中原遺跡3（上巻･中
巻 巻）

茨城県教育財団文化財調査報告第１７０集

3237 (財)茨城県教育財団 都市計画道路3・4・2鉾田環状線道路改良工事地内埋蔵文化財調査報告書　烟田川波遺
跡　烟 城跡

茨城県教育財団文化財調査報告第６８集

7718 (財)茨城県教育財団 土浦北工業団地造成地内埋蔵文化財調査報告書Ⅰ　原田北遺跡Ⅰ　原田西遺跡　（2分 茨城県教育財団文化財調査報告第８０集

125474 (財)茨城県教育財団 島名･福田坪一体型特定土地区画整理事業地内埋蔵文化財調査報告書Ⅴ　熊の山遺跡
（ 巻 中巻 巻 付 ）

茨城県教育財団文化財調査報告第１７４集

125213 (財)茨城県教育財団 島名･福田坪一体型特定土地区画整理事業地内埋蔵文化財調査報告書Ⅵ　島名前野遺
跡

茨城県教育財団文化財調査報告第１７５集

20189 (財)茨城県教育財団 年報1　昭和56年度

3232 (財)茨城県教育財団 年報10　平成2年度

20216 (財)茨城県教育財団 年報2　昭和57年度

20220 (財)茨城県教育財団 年報3　昭和58年度

20242 (財)茨城県教育財団 年報4　昭和59年度

20244 (財)茨城県教育財団 年報5　昭和60年度

20275 (財)茨城県教育財団 年報6　昭和61年度　調査課10年のあゆみ

20321 (財)茨城県教育財団 年報7　昭和62年度

20323 (財)茨城県教育財団 年報8　昭和63年度

20297 (財)茨城県教育財団 年報9　平成元年度

125214 (財)茨城県教育財団 北浦複合団地造成事業地内埋蔵文化財調査報告書Ⅴ　長野江向山遺跡 茨城県教育財団文化財調査報告第１７２集

20186 (財)茨城県教育財団 木葉下遺跡　昭和57年3月

20234 (財)茨城県教育財団 竜ｹ崎ニュータウン内埋蔵文化財調査報告書10　南三島遺跡1・2区（下）　昭和59年8月 茨城県教育財団文化財調査報告第27集

20248 (財)茨城県教育財団 竜ｹ崎ニュータウン内埋蔵文化財調査報告書11　南三島遺跡6・7区（下）　昭和60年10月 茨城県教育財団文化財調査報告第30集

20252 (財)茨城県教育財団 竜ｹ崎ニュータウン内埋蔵文化財調査報告書12　南三島遺跡5区 茨城県教育財団文化財調査報告第32集

20265 (財)茨城県教育財団 竜ｹ崎ニュータウン内埋蔵文化財調査報告書14　尾坪台遺跡　十三塚遺跡　昭和61年11 茨城県教育財団文化財調査報告第３９集

20267 (財)茨城県教育財団 竜ｹ崎ニュータウン内埋蔵文化財調査報告書15　屋代Ｂ遺跡Ⅱ（付図あり） 茨城県教育財団文化財調査報告第４０集

20277 (財)茨城県教育財団 竜ヶ崎ニュータウン内埋蔵文化財調査報告書16　南三島遺跡3・4区（Ⅰ） 茨城県教育財団文化財調査報告第44集

20279 (財)茨城県教育財団 竜ヶ崎ニュータウン内埋蔵文化財調査報告書17　屋代Ｂ遺跡Ⅲ（付図あり） 茨城県教育財団文化財調査報告第45集

20289 (財)茨城県教育財団 竜ｹ崎ニュータウン内埋蔵文化財調査報告書18　南三島遺跡3・4区（Ⅱ）　平成元年3月 茨城県教育財団文化財調査報告第49集

20312 (財)茨城県教育財団 竜ｹ崎ニュータウン内埋蔵文化財調査報告書19　長峰遺跡（2分冊　上下） 茨城県教育財団文化財調査報告第58集

3151 (財)茨城県教育財団 竜ヶ崎ニュータウン内埋蔵文化財調査報告書20　桜山古墳 茨城県教育財団文化財調査報告第６１集

20173 (財)茨城県教育財団 竜ｹ崎ニュータウン内埋蔵文化財調査報告書3　沖餅遺跡　昭和55年3月 茨城県教育財団文化財調査報告Ⅲ

20202 (財)茨城県教育財団 竜ｹ崎ニュータウン内埋蔵文化財調査報告書8　平台遺跡　昭和58年3月 茨城県教育財団文化財調査報告第19集

20228 (財)茨城県教育財団 竜ヶ崎ニュータウン内埋蔵文化財調査報告書9　仲根台Ｂ遺跡　町田遺跡　昭和59年3月 茨城県教育財団文化財調査報告第25集

20218 (財)茨城県教育財団 甦る鹿の子Ｃ遺跡　教育普及版　1984

6602 (財)茨城県教育財団 一般県道新川江戸崎線道路改良工事地内埋蔵文化財調査報告書　上ノ台遺跡　岡ノ内遺
跡　 成 年

茨城県教育財団文化財調査報告第７５集

6601 (財)茨城県教育財団 一般県道新川江戸崎線道路改良工事地内埋蔵文化財調査報告書　柏木古墳群　平成4年 茨城県教育財団文化財調査報告第７４集

6600 (財)茨城県教育財団 一般県道西小塙真岡線道路改良工事地内埋蔵文化財調査報告書　裏山遺跡　平成4年3 茨城県教育財団文化財調査報告第７３集

6603 (財)茨城県教育財団 主要地方道瓜連馬渡線道路改良工事地内埋蔵文化財調査報告書　東原遺跡　石伏南遺
跡　 成 年

茨城県教育財団文化財調査報告第７６集

6598 (財)茨城県教育財団 主要地方道水戸鉾田佐原線道路改良工事地内埋蔵文化財調査報告書　餓鬼塚　沢三木
台遺跡　 成 年

茨城県教育財団文化財調査報告第７０集

6599 (財)茨城県教育財団 主要地方道大洗友部線道路改良工事地内埋蔵文化財調査報告書　ヨナ川遺跡　大館遺
跡　 館遺跡

茨城県教育財団文化財調査報告第７１集

6597 (財)茨城県教育財団 年報11　平成3年度

1179 ひたちなか市文化・スポーツ振興公
社

武田Ⅹ　1996年度武田遺跡群発掘調査の成果 ひたちなか市文化・スポーツ振興公社文化財調査報告第１３
集43976 ひたちなか市埋蔵文化財調査セン

タ
ひたちなか市埋蔵文化財調査センター年報第2号

43977 ひたちなか市埋蔵文化財調査セン
タ

ひたちなか市埋蔵文化財調査センター年報第3号



16583 茨城県教育委員会 茨城の文化財　第17集

20165 茨城県教育委員会 茨城県　遺跡・古墳発掘調査報告書Ⅲ（昭和51～55年度）

20167 茨城県教育委員会 茨城県　遺跡・古墳発掘調査報告書Ⅳ（昭和56～58年度）

2556 茨城県教育委員会 茨城県　遺跡・古墳発掘調査報告書Ⅵ（昭和62～平成元年度）

125384 茨城県教育委員会 茨城県　遺跡・古墳発掘調査報告書Ⅶ（平成2・3年度）

16590 茨城県教育財団 （仮称）水戸浄水場予定地内埋蔵文化財調査報告書　白石遺跡　平成5年3月 茨城県教育財団文化財調査報告第８２集

16588 茨城県教育財団 一般国道6号東水戸道路改良工事地内埋蔵文化財調査報告書Ⅰ　中ノ割遺跡　小山遺跡
諏訪前遺跡　高 古墳群　沢幡遺跡　高 遺跡　北 敷遺跡　 成 年

茨城県教育財団文化財調査報告第７９集

16591 茨城県教育財団 茨城県自然博物館（仮称）建設用地内埋蔵文化財調査報告書Ⅰ　原口遺跡　北前遺跡
成 年

茨城県教育財団文化財調査報告第８３集

16589 茨城県教育財団 牛久北部特定土地区画整理事業地内埋蔵文化財調査報告書（Ⅰ）　ヤツノ上遺跡　平成5
年

茨城県教育財団文化財調査報告第８１集

16592 茨城県教育財団 研究ノート2号　平成4年度

44205 茨城県教育財団 研究ノート9号　平成11年度

16587 茨城県教育財団 主要地方道茨城鹿島線道路改良工事地内埋蔵文化財調査報告書　梶山城跡　平成4年6 茨城県教育財団文化財調査報告第７８集

16593 茨城県教育財団 年報12　平成4年度

44206 茨城県教育財団 年報19　平成11年度

3550 玉造町教育委員会 茨城県行方郡玉造町　玉造城跡　急傾斜地崩壊対策事業に伴う調査Ⅱ　1991

5743 結城市教育委員会 結城廃寺　第3次発掘調査概報　1991 結城市文化財調査報告書第６号

16581 山武考古学研究所 茨城県石岡市　開発行為に伴う発掘調査確認書（深久保遺跡）　平成元年

2545 山武考古学研究所 西大塚遺跡　発掘調査報告書　1991

20344 山武考古学研究所 特別史跡　常陸国分僧寺跡発掘調査報告書　道路排水溝に伴う調査　1989.3

14056 山武考古学研究所／美浦村教育委
会

茨城県美浦村　興津地区遺跡群　高野台遺跡　原畑遺跡　稲荷山遺跡　1996 美浦村教育委員会埋蔵文化財発掘調査報告7

125168 鹿島町遺跡保護調査会 根畑遺跡　鹿島町立鹿野中学校建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　1985 鹿島町の文化財第５６集

125172 鹿島町遺跡保護調査会 殿坪遺跡

12201 鹿島町教育委員会 鹿島町内遺跡発掘調査報告ⅩⅢ　1992 鹿島町の文化財　第75集

12202 鹿島町教育委員会 鹿島町内遺跡発掘調査報告ⅩⅣ　1993 鹿島町の文化財　第80集

12203 鹿島町教育委員会 鹿島町内遺跡発掘調査報告ⅩⅤ　1994 鹿島町の文化財　第84集

125167 鹿島町教育委員会 鹿島町内遺跡埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅳ 鹿島町の文化財第２８集

125169 鹿島町教育委員会 鹿島町内遺跡埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅸ 鹿島町の文化財第５８集

125170 鹿島町教育委員会 神野向遺跡Ⅶ 鹿島町の文化財第５９集

125166 鹿島町文化スポーツ振興事業団 鹿島神宮駅北部埋蔵文化財発掘調査報告ⅩⅢ 鹿島町の文化財第８６集

125171 鹿島町文化スポーツ振興事業団 道祖神前遺跡発掘調査報告書 鹿島町の文化財第８２集

100863 鹿嶋市文化スポーツ振興事業団 鹿島神宮駅北部埋蔵文化財調査報告ⅩⅧ 鹿嶋市の文化財第１１２集

125284 鹿嶋市文化スポーツ振興事業団 鹿島神宮駅北部埋蔵文化財発掘調査報告ⅩⅤ
第 査 査

鹿嶋市の文化財第９３集

100858 鹿嶋市文化スポーツ振興事業団 鹿島神宮駅北部埋蔵文化財発掘調査報告ⅩⅤ
（第 分 調査 ）

鹿嶋市の文化財第９３集

100862 鹿嶋市文化スポーツ振興事業団 鹿嶋市内遺跡埋蔵文化財発掘調査報告書21 鹿嶋市の文化財第１０９集

100864 鹿嶋市文化スポーツ振興事業団 鹿嶋市内遺跡埋蔵文化財発掘調査報告書23 鹿嶋市の文化財第１１３集

100859 鹿嶋市文化スポーツ振興事業団 鹿嶋市内埋蔵文化財発掘調査報告書19 鹿嶋市の文化財第１０５集

100865 鹿嶋市文化スポーツ振興事業団 日光山古墳群発掘調査報告書 鹿嶋市の文化財第１１４集

100860 鹿嶋市文化スポーツ振興事業団 六十六部塚 鹿嶋市の文化財第１０７集

125175 水海道市 水海道市向地古墳発掘調査報告書

125190 石岡市教育委員会 鹿の子遺跡Ⅰ区発掘調査報告書

20350 石岡市教育委員会・山武考古学研
究

石岡市　宮平遺跡発掘調査概報　1989.3

20342 石岡市教育委員会・山武考古学研
究所

石岡市　宮平遺跡発掘調査報告書　1989.3

20364 土浦市教育委員会 茨城県土浦市　烏山遺跡　昭和63年

46451 土浦市教育委員会 茨城県土浦市　神田遺跡　送電線路新設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　1999.3

37350 土浦市教育委員会 茨城県土浦市　土浦市今泉霊園拡張工事事業地内埋蔵文化財調査報告書　根鹿北遺跡
山窯跡　 成 年（ ）46442 土浦市教育委員会 田村・沖宿土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第1集　三夜原東遺跡・新
東遺跡 杯清水 遺跡46443 土浦市教育委員会 田村・沖宿土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第4集　前谷遺跡群(東原

遺跡 前 東遺跡 前 遺跡 東 観音46444 土浦市教育委員会 田村・沖宿土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第7集　石橋南遺跡

46445 土浦市教育委員会 田村・沖宿土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第9集　六十塚遺跡

46449 土浦市教育委員会 土浦市総合運動公園建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第5集　神明遺跡(第1
次 第 次 査6689 土浦市教育委員会 木田余台　茨城県土浦市木田余土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査概報

125177 土浦市教育委員会 六十原遺跡

6684 土浦市教育委員会　土浦市遺跡調
査会

国指定史跡　上高津貝塚の発掘　史跡整備に伴う調査の概要　1992



6682 土浦市教育委員会　土浦市遺跡調
査会

土浦市　嵩久保一里塚発掘調査報告書　1989年

6683 土浦市教育委員会　土浦市遺跡調
査会

土浦市　八幡下遺跡　発掘調査報告書　1991.12

6705 土浦市教育委員会　土浦市遺跡調
査会

木田余台Ⅰ　茨城県土浦市木田余土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財調査報告書

37823 土浦市教育委員会・出島村教育委
員会

霞友ゴルフクラブ建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第1集　柳沢遺跡　養老田遺跡
寿行地北遺跡　茨城県土浦市 新治 出島村所在 埋蔵文化財発掘調査報告書37822 土浦市教育委員会・出島村教育委

員会
霞友ゴルフクラブ建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第3集　茨城県土浦市沖宿町所
在　寿行地古墳発掘調査報告書　37821 土浦市教育委員会・土浦市遺跡調

査会
茨城県土浦市　東山団地遺跡　食品加工工場建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

37827 土浦市教育委員会・土浦市遺跡調
査会

茨城県土浦市　入ノ上遺跡　都市計画道路田村沖宿線道路事業に伴う埋蔵文化財発掘調
査報告書　37824 土浦市教育委員会・土浦市遺跡調

査会
茨城県土浦市　六十原Ａ遺跡　宅地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　1996

37826 土浦市教育委員会・土浦市遺跡調
査会

田村・沖宿土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第3集　長峯遺跡　1997

37825 土浦市教育委員会・土浦市遺跡調
査会

土浦城（外丸御殿跡）発掘調査報告書　1996年

37828 土浦市教育委員会・土浦市遺跡調
査会

土浦城二の丸・本丸試掘調査発掘調査報告書　1998年

41711 那珂町教育委員会・山武考古学研
究

茨城県那珂町　京塚遺跡　1997

4317 日立市教育委員会 久保遺跡発掘調査報告書　1991年 日立市文化財調査報告第２４集

7730 日立市教育委員会 志々前遺跡発掘調査報告書　1993 日立市文化財調査報告第３２集

7733 日立市教育委員会 八幡平遺跡発掘調査報告書　1993 日立市文化財調査報告第３３集

24171 日立市教育委員会・山武考古学研
究所

要害城跡　バス停留帯の設置及び歩道の拡幅工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 日立市文化財調査報告　第34集

12218 美浦村木原城址調査会 木原城址Ⅱ　平成6年度　予備発掘調査概報　1995

41708 美野里町教育委員会・山武考古学
究

茨城県東茨城郡美野里町　中峯古墳　PC工場建設に伴う埋蔵文化財発掘調査　1997

24173 北茨城市埋蔵文化財調査会・山武
考古学 究所

茨城県北茨城市　細原Ⅳ　細原遺跡第4次発掘調査報告　1994

125579 (財)栃木県文化振興事業団 住宅・都市整備公団「自治医科大学周辺地区」計画地内埋蔵文化財調査　烏森遺跡発掘
調査概報　 和 年

栃木県埋蔵文化財調査報告第　４７集

20545 (財)栃木県文化振興事業団 一般国道4号（新4号国道）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査の経過　昭和63年3月 栃木県埋蔵文化財調査報告第９５集

20547 (財)栃木県文化振興事業団 一般国道4号（新4号国道）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査の経過（昭和63年度） 栃木県埋蔵文化財調査報告第１０３集

20611 (財)栃木県文化振興事業団 下野国府跡　木簡記録稿Ⅰ

20613 (財)栃木県文化振興事業団 下野国府跡　木簡記録稿Ⅱ

20615 (財)栃木県文化振興事業団 下野国府跡　木簡記録稿Ⅲ

20617 (財)栃木県文化振興事業団 下野国府跡　木簡記録稿Ⅳ

125577 (財)栃木県文化振興事業団 御城田　宇都宮外環状線3・3・104建設工事に伴う埋蔵文化財調査報告（遺構・遺物実測図
編 　

栃木県埋蔵文化財調査報告第　６８集

125578 (財)栃木県文化振興事業団 御城田　宇都宮外環状線3・3・104建設工事に伴う埋蔵文化財調査報告（写真図版編） 栃木県埋蔵文化財調査報告第　６８集

20493 (財)栃木県文化振興事業団 住宅・都市整備公団　小山・栃木都市計画事業　自治医科大学周辺地区　昭和58年度埋
蔵文化財発掘調査概報

栃木県埋蔵文化財調査報告第６１集

20524 (財)栃木県文化振興事業団 住宅・都市整備公団　小山・栃木都市計画事業　自治医科大学周辺地区　昭和60年度埋
蔵 財 掘 査概報

栃木県埋蔵文化財調査報告第７９集

20491 (財)栃木県文化振興事業団 住宅・都市整備公団　小山・栃木都市計画事業　自治医科大学周辺地区昭和58年度埋蔵
文化財発掘調査　諏訪山遺跡　第 次発掘調査報告書

栃木県埋蔵文化財調査報告第６０集

20543 (財)栃木県文化振興事業団 住宅・都市整備公団・小山・栃木都市計画事業　自治医科大学周辺地区　昭和62年度埋蔵
文化財発掘調査概報

栃木県埋蔵文化財調査報告第９６集

20540 (財)栃木県文化振興事業団 住宅・都市整備公団小山・栃木都市計画事業　自治医科大学周辺地区　昭和63年度埋蔵
財 掘 査概報

栃木県埋蔵文化財調査報告第１０４集

20561 (財)栃木県文化振興事業団 住宅・都市整備公団小山・栃木都市計画事業　自治医科大学周辺地区昭和61年度埋蔵文
化財発掘調査　 谷遺跡　 和 年

栃木県埋蔵文化財調査報告第　８７集

125580 (財)栃木県文化振興事業団 住宅・都市整備公団小山・栃木都市計画事業　自治医科大学周辺地区昭和62年度埋蔵文
化財発掘調査　 谷遺跡

栃木県埋蔵文化財調査報告第　９７集

20550 (財)栃木県文化振興事業団 新四号国道と遺跡　平成元年3月

16607 (財)栃木県文化振興事業団 栃木県文化振興事業団年報　昭和62年度

16609 (財)栃木県文化振興事業団 栃木県文化振興事業団年報　昭和63年度

16611 (財)栃木県文化振興事業団 栃木県文化振興事業団年報　平成元年度

20511 (財)栃木県文化振興事業団 那須官衙跡関連遺跡発掘調査報告　1985 栃木県埋蔵文化財調査報告第６７集

6068 (財)栃木県文化振興事業団 一般国道4号（新4号国道）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査の経過（平成2年度） 栃木県埋蔵文化財調査報告第１２０集

9841 (財)栃木県埋蔵文化財センター 研究紀要　第2号　1994

125582 とちぎ生涯学習文化財団埋蔵文化
財 タ

埋蔵文化財センター年報　第11号(平成13年度版)

20535 住宅・都市整備公団 住宅・都市整備公団　小山・栃木都市計画事業　自治医科大学周辺地区　昭和60年度埋
蔵 財 掘 査　烏森遺跡　 年

栃木県埋蔵文化財調査報告第　８０集

20537 住宅・都市整備公団 住宅・都市整備公団　小山・栃木都市計画事業　自治医科大学周辺地区　昭和61年度埋
蔵 財 掘 査概報

栃木県埋蔵文化財調査報告第　８６集

20538 住宅・都市整備公団 住宅・都市整備公団　小山・栃木都市計画事業　自治医科大学周辺地区　昭和61年度埋
蔵文化財発掘調査概報

栃木県埋蔵文化財調査報告第　８６集

20522 住宅・都市整備公団 住宅・都市整備公団　小山・栃木都市計画事業　自治医科大学周辺地区昭和59年度埋蔵
財 掘 査　 館 遺跡　第 次 掘 査報告書

栃木県埋蔵文化財調査報告第７２集

20651 上河内村教育委員会 古宿遺跡　栃木県河内郡上河内村今里字大室　1986.3 上河内村文化財調査報告書第5集

1695 足利市教育委員会 よみがえる中世寺院　樺崎寺跡の発掘調査

20503 栃木県教育委員会 ニケ山遺跡・二ケ山下遺跡　1984年3月 栃木県埋蔵文化財調査報告第５９集

20556 栃木県教育委員会 稲荷塚・大野原　運転免許センター建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　1987 栃木県埋蔵文化財調査報告第　８４集

栃木県



20469 栃木県教育委員会 宇都宮市戸祭　山本山古墳・水道山瓦窯跡発掘調査報告書　日本住宅公団（宇都宮市戸
祭地 ）地内

栃木県埋蔵文化財調査報告第２９集

20558 栃木県教育委員会 宇都宮清陵高校地内遺跡調査報告　昭和61年3月 栃木県埋蔵文化財調査報告第　７７集

20609 栃木県教育委員会 下野国府跡　資料集Ⅱ（墨書土器・硯）

20605 栃木県教育委員会 下野国府跡　資料集Ⅲ（施釉陶器）

20600 栃木県教育委員会 下野国府跡Ⅵ　昭和58年度発掘調査概報 栃木県埋蔵文化財調査報告第63集

20598 栃木県教育委員会 下野国府跡Ⅷ　土器類調査報告　1988 栃木県埋蔵文化財調査報告第90集

20533 栃木県教育委員会 下野国府跡寄居地区遺跡　県道小山・都賀線建設に伴う発掘調査　1986年 栃木県埋蔵文化財調査報告第　７８集

20505 栃木県教育委員会 下野国分寺跡Ⅰ　昭和57･58年度発掘調査概報 栃木県埋蔵文化財調査報告第６４集

20529 栃木県教育委員会 下野国分寺跡Ⅱ　昭和59年度発掘調査概報 栃木県埋蔵文化財調査報告第７５集

20552 栃木県教育委員会 下野国分寺跡Ⅲ　昭和60年度発掘調査概報 栃木県埋蔵文化財調査報告第８２集

11261 栃木県教育委員会 下野国分寺跡Ⅳ　昭和61年度発掘調査概報 栃木県埋蔵文化財調査報告第９１集

15208 栃木県教育委員会 下野国分寺跡Ⅳ　昭和61年度発掘調査概報 栃木県埋蔵文化財調査報告第９１集

20570 栃木県教育委員会 下野国分寺跡Ⅴ　昭和62年度発掘調査概報 栃木県埋蔵文化財調査報告第1０１集

20572 栃木県教育委員会 下野国分寺跡Ⅵ　昭和63年度発掘調査概報 栃木県埋蔵文化財調査報告第１０６集

14657 栃木県教育委員会 下野国分寺跡Ⅹ　平成4年度発掘調査概報 栃木県埋蔵文化財調査報告第１４０集

20507 栃木県教育委員会 河内郡上三川町　上三川高校地内遺跡調査報告　昭和60年3月 栃木県埋蔵文化財調査報告第６５集

20583 栃木県教育委員会 河内郡南河内町　三王山車塚古墳群　1989 栃木県埋蔵文化財調査報告第１０２集

20554 栃木県教育委員会 花の木町遺跡　栃木県子ども総合科学館（仮称）建設に伴う発掘調査報告　1987 栃木県埋蔵文化財調査報告第　８３集

20568 栃木県教育委員会 郭内遺跡　松香遺跡　昭和63年3月 栃木県埋蔵文化財調査報告第　９４集

6079 栃木県教育委員会 久保遺跡　県営圃場整備事業「赤羽地区」に伴う埋蔵文化財発掘調査　1992.3 栃木県埋蔵文化財調査報告第１２５集

125581 栃木県教育委員会 金山遺跡Ⅰ　一般国道4号（新4号国道）改築に伴う埋蔵文化財発掘調査　（3分冊本文編
遺物観察表編　 真 版編 　

栃木県埋蔵文化財調査報告第１３５集

14666 栃木県教育委員会 金山遺跡Ⅱ　一般国道4号（新4号国道）改築に伴う埋蔵文化財発掘調査　（3分冊本文編・
遺物観察表編 真 版編 修 挿 あ ）

栃木県埋蔵文化財調査報告第１４８集

20466 栃木県教育委員会 県営圃場整備事業地内遺跡発掘調査報告　茶臼塚古墳群　小松原遺跡　1979年3月 栃木県埋蔵文化財調査報告第２７集

14660 栃木県教育委員会 古宿遺跡　県道藤原-宇都宮線改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査　1994.3 栃木県埋蔵文化財調査報告第１４２集

20563 栃木県教育委員会 御城田　宇都宮外環状線3・3・104建設工事に伴う埋蔵文化財調査報告　（本文編）　1987 栃木県埋蔵文化財調査報告第　６８集

20509 栃木県教育委員会 向山神社跡遺跡　昭和60年3月 栃木県埋蔵文化財調査報告第６６集

14564 栃木県教育委員会 砂部遺跡　高根沢町砂部地区工業用地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査　1990 栃木県埋蔵文化財調査報告第１０８集

14654 栃木県教育委員会 三ノ谷東・谷館野北遺跡　住宅・都市整備公団小山・栃木都市計画事業　自治医科大学周
地 埋蔵文化財発掘調査　

栃木県埋蔵文化財調査報告第１１２集

14655 栃木県教育委員会 三百目遺跡　県営圃場整備事業「荒川中央地区」に伴う埋蔵文化財発掘調査　1994.3 栃木県埋蔵文化財調査報告第１４６集

20566 栃木県教育委員会 鹿島脇遺跡　追の窪遺跡　国道294号線改良工事に伴う発掘調査報告　1988 栃木県埋蔵文化財調査報告第　９３集

16626 栃木県教育委員会 昭和39年1月現在　栃木県文化財目録

20455 栃木県教育委員会 壬生銭渕遺跡　昭和53年2月 栃木県埋蔵文化財調査報告第２０集

20464 栃木県教育委員会 石関（彦左エ門山）遺跡　東北新幹線埋蔵文化財発掘調査報告書　その3 栃木県埋蔵文化財調査報告第２５集

14662 栃木県教育委員会 石神遺跡　第2次調査　一般国道4号拡幅に伴う埋蔵文化財発掘調査　1994.3 栃木県埋蔵文化財調査報告第１５１集

20485 栃木県教育委員会 石神遺跡（栃木県塩谷郡高根沢町所在） 栃木県埋蔵文化財調査報告第４９集

20497 栃木県教育委員会 赤羽根　一般国道50号（岩舟～小山バイパス）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告
（ 分 　本文編 土器観察表編 真 版編）

栃木県埋蔵文化財調査報告第５７集

6078 栃木県教育委員会 長為遺跡　県道静・藤岡線改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査　1991.3 栃木県埋蔵文化財調査報告第１１９集

14656 栃木県教育委員会 長岡百穴Ａ遺跡　一般国道119号線豊郷工区建設に伴う埋蔵文化財発掘調査　1994.9 栃木県埋蔵文化財調査報告第１５４集

14661 栃木県教育委員会 塚崎遺跡　一般国道4号（新4号国道）改築に伴う埋蔵文化財発掘調査　1994.3 栃木県埋蔵文化財調査報告第１５０集

14665 栃木県教育委員会 槻沢遺跡Ⅱ　県営圃場整備事業「井口・槻沢地区」に伴う埋蔵文化財発掘調査　1995.3 栃木県埋蔵文化財調査報告第１６４集

14659 栃木県教育委員会 田間東道北遺跡　一般国道4号（新4号国道）改築に伴う埋蔵文化財発掘調査　1994.3 栃木県埋蔵文化財調査報告第１４９集

20448 栃木県教育委員会 東北新幹線埋蔵文化財調査報告書　その2　昭和50年3月 栃木県埋蔵文化財調査報告第１６集

20579 栃木県教育委員会 栃木県生産遺跡分布調査報告書　昭和63年3月 栃木県埋蔵文化財調査報告第　８９集

20628 栃木県教育委員会 栃木県埋蔵文化財保護行政年報　昭和59年3月 栃木県埋蔵文化財調査報告第56集

20631 栃木県教育委員会 栃木県埋蔵文化財保護行政年報　昭和60年3月 栃木県埋蔵文化財調査報告書第６２集

16598 栃木県教育委員会 栃木県埋蔵文化財保護行政年報［平成4年度］ 栃木県埋蔵文化財調査報告第139集

3661 栃木県教育委員会 栃木県埋蔵文化財保護行政年報［平成元年度］ 栃木県埋蔵文化財調査報告第１０６集

20625 栃木県教育委員会 栃木県埋蔵文化財保護行政年報〔昭和62年度〕 栃木県埋蔵文化財調査報告第９９集

20623 栃木県教育委員会 栃木県埋蔵文化財保護行政年報〔昭和63年度〕 栃木県埋蔵文化財調査報告第105集

6022 栃木県教育委員会 栃木県埋蔵文化財保護行政年報〔平成2年度〕 栃木県埋蔵文化財調査報告第１２２集

11273 栃木県教育委員会 栃木県埋蔵文化財保護行政年報17　平成5年度（1993） 栃木県埋蔵文化財調査報告第１５３集

20443 栃木県教育委員会 栃木県矢板市　境林古墳発掘調査報告書　昭和48年3月 栃木県埋蔵文化財調査報告書第十集

11608 栃木県教育委員会 栃木県立しもつけ風土記の丘資料館　第9回企画展　古代の集落　しもつけのムラとその
生 　



11607 栃木県教育委員会 栃木県立しもつけ風土記の丘資料館年報　第9号（平成6年度版）

16653 栃木県教育委員会 栃木県立なす風土記の丘資料館　第1回企画展図録　前方後方墳の世界　前方後方墳の
成立と展開15091 栃木県教育委員会 栃木県立なす風土記の丘資料館年報　第2号（平成5年度版）

14658 栃木県教育委員会 那須官衙関連遺跡Ⅰ　1994.3 栃木県埋蔵文化財調査報告第１４１集

20495 栃木県教育委員会 伯仲遺跡　一般国道50号（岩舟～小山バイパス）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告

栃木県埋蔵文化財調査報告第５８集

14663 栃木県教育委員会 塙平遺跡Ⅰ　県道御前山・芳賀線拡幅工事に伴う埋蔵文化財発掘調査　1994.3 栃木県埋蔵文化財調査報告第１４４集

14664 栃木県教育委員会 塙平遺跡Ⅱ　一般県道下平・上境線拡幅工事に伴う埋蔵文化財発掘調査　1995.3 栃木県埋蔵文化財調査報告第１６３集

20581 栃木県教育委員会 矢坂市成田窯業遺跡発掘調査報告　昭和63年8月 栃木県埋蔵文化財調査報告第　９８集

20460 栃木県教育委員会 薬師寺南遺跡（図版編）　昭和54年3月 栃木県埋蔵文化財調査報告第２３集

20462 栃木県教育委員会 薬師寺南遺跡（挿図編）　昭和53年3月 栃木県埋蔵文化財調査報告第２３集

20458 栃木県教育委員会 薬師寺南遺跡（本文編）　昭和54年3月 栃木県埋蔵文化財調査報告第２３集

20574 栃木県教育委員会 溜ノ台遺跡　県営犬塚住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査　1990.3 栃木県埋蔵文化財調査報告第１０７集

15211 栃木県教育委員会・(財)栃木県文
化振興事業

猿渕遺跡　主要地方道栃木・藤岡線富田工区改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査 栃木県埋蔵文化財調査報告第１５５集

15216 栃木県教育委員会・(財)栃木県文
振 事業

横倉宮ノ内遺跡　一般国道4号（新4号国道）改築に伴う埋蔵文化財発掘調査　1995.3 栃木県埋蔵文化財調査報告第１６１集

15215 栃木県教育委員会・(財)栃木県文
振 事業

乙畑・大久保古墳群　栃木県住宅供給公社　矢板市つつじが丘ニュータウン粗造成工事に
係 蔵 財 掘 査　

栃木県埋蔵文化財調査報告第１５９集

15212 栃木県教育委員会・(財)栃木県文
化振興事業

下野国分寺跡Ⅺ　墨書土器・施釉陶器編　1995.3 栃木県埋蔵文化財調査報告第１５６集

15218 栃木県教育委員会・(財)栃木県文
振 事業

谷近台遺跡　県営畑地帯総合土地改良事業「水沼台地区」に伴う埋蔵文化財発掘調査 栃木県埋蔵文化財調査報告第１６７集

15214 栃木県教育委員会・(財)栃木県文
振 事業

長福城跡　小山簡易裁判所宿舎新営工事に伴う埋蔵文化財発掘調査　1995.3 栃木県埋蔵文化財調査報告第１５８集

15209 栃木県教育委員会・(財)栃木県文
化振興事業

鶴田中原遺跡　一般県道宇都宮環状線に伴う埋蔵文化財発掘調査　1994.3 栃木県埋蔵文化財調査報告第１４５集

15213 栃木県教育委員会・(財)栃木県文
振 事業

那須官衙関連遺跡Ⅱ　1995.3 栃木県埋蔵文化財調査報告第１５７集

15217 栃木県教育委員会・(財)栃木県文
振 事業

馬門南遺跡　県営農免農道佐野南部地区事業に伴う埋蔵文化財発掘調査　1995.3 栃木県埋蔵文化財調査報告第１６５集

20517 栃木県住宅供給公社 一般国道4号（新4号国道）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　鷹の巣前遺跡
本郷前遺跡　向野 遺跡　

栃木県埋蔵文化財調査報告第７０集

20519 栃木県住宅供給公社 住宅・都市整備公団　小山・栃木都市計画事業　自治医科大学周辺地区　昭和59年度埋
蔵 財 掘 査概報

栃木県埋蔵文化財調査報告第７１集

20515 栃木県住宅供給公社 上欠遺跡　上欠団地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査（2分冊　本文編・写真版編）　1985 栃木県埋蔵文化財調査報告第６９集

3660 栃木県文化財振興事業団 栃木県文化振興事業団　10年のあゆみ

20576 栃木県文化振興事業団 一般国道4号（新4号国道）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査の経過（平成元年度） 栃木県埋蔵文化財調査報告第１１０集

3662 栃木県文化振興事業団 住宅・都市整備公団小山・栃木都市計画事業　自治医科大学周辺地区　平成元年度埋文
発掘調査概報

栃木県埋蔵文化財調査報告第１１１集

9673 栃木県文化振興事業団　埋文セン
タ

研究紀要　第1号　1992

15282 栃木県文化振興事業団埋蔵文化財
タ

研究紀要　第3号　1995

3659 栃木県文化振興事業団埋蔵文化財
タ

埋蔵文化財センター年報　第1号（平成3年度）

6275 栃木県文化振興事業団埋蔵文化財
タ

埋蔵文化財センター年報　第2号（平成4年度）

9842 栃木県文化振興事業団埋蔵文化財
タ

埋蔵文化財センター年報　第4号（平成6年度）

15093 栃木県文化振興事業団埋蔵文化財
タ

埋蔵文化財センター年報　第4号（平成6年度）

15092 栃木県文化振興事業団埋蔵文化財
タ

埋蔵文化財センター年報　第5号（平成7年度）

20687 栃木県立博物館 栃木県立博物館　研究紀要　第3号　1986

20693 栃木県立博物館 栃木県立博物館　研究紀要　第5号　1988

16643 栃木県立博物館 栃木県立博物館　常設展示解説　昭和58年3月

16640 栃木県立博物館 栃木県立博物館　第7回企画展　はなひらく縄文文化　栃木県を中心とした縄文時代中期
生

15132 (財)　群馬県埋蔵文化財調査事業 研究紀要　－11－

15133 (財)　群馬県埋蔵文化財調査事業 研究紀要　－12－

16658 (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 一級河川牛池川河川改修工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第1集　元総社寺田遺跡
　溝 坑 水 査《遺構 遺物編》

群馬県埋蔵文化財調査事業団発掘調査報告書第１５６集

14676 (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 一級河川牛池川河川改修工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第2集　元総社寺田遺跡
《 編》

群馬県埋蔵文化財調査事業団発掘調査報告書第167集

16656 (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 一級河川中川小規模河川改修工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　上戸塚正上寺遺
跡　

群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書第１４９集

125080 (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 一般国道17号（上武道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　五目牛南組遺跡
縄 時 編 史時 編

（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告第139集

6343 (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 下牧小竹遺跡　関越自動車道下牧パーキングエリア拡張地域に係る埋蔵文化財発掘調査
報告書　

群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書第133集

6020 (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 関越自動車道（上越線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書第10集　黒熊中西遺跡（1）　1992 （財）群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告第１３５集

6486 (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 関越自動車道（上越線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書第11集　神保下條遺跡　鏑川流
埴輪 古墳 査　

（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告第１３７集

6487 (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 関越自動車道（上越線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書第12集　内匠諏訪前遺跡　内匠
遺跡　

㈶群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告第１３８集

42095 (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 関越自動車道（上越線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書第15集　内匠上之宿遺跡　1993 （財）群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告第１４３集

16703 (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 関越自動車道（上越線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書第15集　内匠上之宿遺跡　1993 （財）群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告第１４３集

6342 (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 関越自動車道（上越線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書第9集　矢田遺跡Ⅲ　平安時代住
跡編 　

群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告第１３１集

群馬県



6333 (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 研究紀要　－9－

5992 (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 荒砥北三木堂遺跡Ⅱ　昭和56年度県営圃場整備事業荒砥南部地区に係る埋蔵文化財発
掘調査報告書　

群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告第１３６集

14677 (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 国道354号道路改築（改良）事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第1集　下田中中道遺
跡　 久保遺跡　

群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告第１８６集

6335 (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 上淵名裏神谷遺跡　三室間ノ谷遺跡　一般国道17号線（上武道路）改築工事に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書　

群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書第１２４集

6336 (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 上野国分僧寺・尼寺中間地域（6）（本文編/写真図版編/図表編） （財）群馬県埋文調査報告第１２６集

14682 (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 新保田中村前遺跡Ⅱ　（本文編・遺物観察表編）付図 （財）群馬県埋蔵文化財調査事業団発掘調査報告書第１３０
集14671 (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 中山与惣平衛塚遺跡　主要地方道渋川新治線緊急地方道整備B（改良）事業に伴う埋蔵

文化財発掘調査報告書　
群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書第180集

6137 (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 鳥羽遺跡　ＡＢＣＤＥＦ区　（本文編・図版編） （財）群馬県埋蔵文化財発掘調査報告第１２８集

16657 (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 白井大宮遺跡　群馬県企業局渋川工業用水貯水池関係に係る埋蔵文化財発掘調査報告
書　古墳時 畠作 放牧

群馬県埋蔵文化財調査事業団発掘調査報告書第１５０集

6227 (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 房谷戸遺跡Ⅱ（第Ⅰ文化層編）（第Ⅱ・Ⅲ文化層編） （財）群馬県埋蔵文化財調査事業団発掘調査報告第１２９集

6707 (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 一般国道17号（上武道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　五目牛南組遺跡
縄 時 編 史時 編

（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告第139集

6704 (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 書上本山遺跡　波志江六反田遺跡　波志江天神山遺跡　一般国道17号（上武道路）改築
事 伴う 蔵 財 掘 査報告書　

群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書第１４０集

6706 (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 二之宮千足遺跡　一般国道17号（上武道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
（本文編 自然科学 分析編 遺物観察表編 付 ）

群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告第125集

6136 (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 年報　－11－

21209 (財)群馬県埋文調査事業団 （財）群馬県埋蔵文化財調査事業団　10年のあゆみ

21173 (財)群馬県埋文調査事業団 一級河川笹川河川改修工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅰ　本郷尺地遺跡　1987

21156 (財)群馬県埋文調査事業団 下触牛状遺跡　身体障害者ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ建設予定地内埋蔵文化財発掘調査報告書　2分
本 編　 遺構 遺物 覧表21123 (財)群馬県埋文調査事業団 賀茂遺跡　国道122号（太田ﾊﾞｲﾊﾟｽ）道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅲ

21184 (財)群馬県埋文調査事業団 群馬県佐波郡東村　三室坊主林遺跡　一般国道17号（上武道路）改築工事に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書　

群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告第90集

21127 (財)群馬県埋文調査事業団 研究紀要　－2－

21149 (財)群馬県埋文調査事業団 研究紀要　－3－

21162 (財)群馬県埋文調査事業団 研究紀要　－4－

21203 (財)群馬県埋文調査事業団 研究紀要　－5－

21205 (財)群馬県埋文調査事業団 研究紀要　－6－

21225 (財)群馬県埋文調査事業団 研究紀要　－7－

21194 (財)群馬県埋文調査事業団 県立みやま養護学校建設に伴う埋蔵文化財調査報告書　大平台遺跡　1989 ㈶群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告第82集

21125 (財)群馬県埋文調査事業団 県立文書館遺跡　県立文書館建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

21196 (財)群馬県埋文調査事業団 公共開発関連出土品等整理報告書　門前橋詰・舛海戸遺跡　高野原遺跡　1989 群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告第83集

21190 (財)群馬県埋文調査事業団 荒砥天之宮遺跡　3分冊（本文編・写真図版編･遺物観察表編）
年度 営 整備事業荒 南部 係 掘 査報告書21130 (財)群馬県埋文調査事業団 荒砥二之堰遺跡　昭和55年度県営圃場整備事業荒砥南部地区に係る埋蔵文化財発掘調

査報告書　3525 (財)群馬県埋文調査事業団 荒砥北三木堂遺跡Ⅰ　2分冊（本文･図版編／遺物観察表編） 群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書第１１０集

21144 (財)群馬県埋文調査事業団 三ﾂ木遺跡　一般国道17号（上武道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　1984

21145 (財)群馬県埋文調査事業団 三ﾂ木遺跡　早川河川改修工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　1985

21177 (財)群馬県埋文調査事業団 主要地方道前橋・長瀞線道路改良事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　上栗須遺跡
大塚遺跡　中大塚遺跡《本文編 真 版編》

群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告第88集

21192 (財)群馬県埋文調査事業団 書上下吉祥寺遺跡　書上上原之城遺跡上植木壱町田遺跡　一般国道17号（上武道路）改
築 事 伴う 蔵 財 掘 査報告書　21137 (財)群馬県埋文調査事業団 小川城址　国道291号道路改良事業区間内埋蔵文化財調査報告書

21132 (財)群馬県埋文調査事業団 小町田遺跡　国道122号（太田ﾊﾞｲﾊﾟｽ）道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅱ

21151 (財)群馬県埋文調査事業団 昭和55年度県営畑地帯総合土地改良事業清里地区埋蔵文化財発掘調査報告書第3集
清 久保遺跡21201 (財)群馬県埋文調査事業団 昭和62年度関越道上越線建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査概要

21180 (財)群馬県埋文調査事業団 上植木光仙房遺跡　一般国道17号（上武道路）改築工事に伴う埋文発掘調査報告書 ㈶群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告第80集

21135 (財)群馬県埋文調査事業団 上並榎南遺跡　信越本線北高崎・群馬八幡間烏川橋りょう改良工事事業用地内埋蔵文化
財 掘 査報告　21223 (財)群馬県埋文調査事業団 新保田中村前遺跡Ⅰ　2分冊（本文編・遺物観察表編・付図）

級 染谷 改修 事 伴う発掘調査報告
群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書第１０７集

21182 (財)群馬県埋文調査事業団 成塚石橋遺跡　一級河川蛇川河川改修工事に伴う埋文発掘調査報告書Ⅰ 群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書７９

21198 (財)群馬県埋文調査事業団 清水山遺跡　昭和53年度群馬県立渡良瀬養護学校建設に伴う埋文発掘調査報告書

21188 (財)群馬県埋文調査事業団 西今井遺跡　2分冊　一般国道17号（上武道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告
書 　早 改修 事 伴う埋蔵文化財発掘調査報告書21139 (財)群馬県埋文調査事業団 年報　－4－　1985

21153 (財)群馬県埋文調査事業団 年報　－5－

21171 (財)群馬県埋文調査事業団 年報　－6－

21207 (財)群馬県埋文調査事業団 年報　－7－

21186 (財)群馬県埋文調査事業団 八寸大道上遺跡　一般国道17号（上武道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 ㈶群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告第91集

21175 (財)群馬県埋文調査事業団 本郷山根遺跡　一級河川笹川河川改修工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅱ 群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告第８１集

21068 笠懸村教育委員会 西鹿田寺内地区土地改良事業に伴う埋蔵文化財発掘記録調査報告書　笠懸村稲荷山遺
跡

笠懸村埋蔵文化財調査報告第３集

41383 笠懸野岩宿文化資料館 岩宿遺跡発掘50周年特別企画展3/第28回企画展　岩宿遺跡発掘50年の足跡



94536 笠懸野岩宿文化資料館 第16回国民文化祭・第33回企画展　日本人のルーツを探る　日本人類史の検討　展示図
録41156 安中市教育委員会 中野谷地区遺跡群発掘調査概報4

14680 下仁田町教育委員会 関越自動車道（上越線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書　杣瀬Ⅰ遺跡　杣瀬Ⅱ遺跡　杣
瀬 遺跡　14542 吉井町教育委員会 ヌカリ沢Ａ窯址発掘調査報告書　1995

21046 吉井町教育委員会 下山遺跡 吉井町文化財調査報告第２２集

20946 吉井町教育委員会 黒熊遺跡群発掘調査報告書（4）図版編　1984

20950 吉井町教育委員会 黒熊遺跡群発掘調査報告書（5）－図版編－

20948 吉井町教育委員会 黒熊遺跡群発掘調査報告書（5）－本文編－

14543 吉井町教育委員会 黒熊海道端遺跡発掘調査報告書

5971 吉井町教育委員会 小枝2号墳　1990.3

6017 吉井町教育委員会 新掘城跡 吉井町文化財調査報告第２５集

14673 吉井町教育委員会 長根遺跡群発掘調査報告書Ⅱ　県営畑地帯総合土地改良事業長根台地地区発掘調査 吉井町文化財調査報告第３０集

21015 吉井町教育委員会 椿谷戸遺跡発掘調査報告書

20954 吉井町教育委員会 入野遺跡　入野中学校校舎新築に伴なう埋蔵文化財調査報告書　図版編　1985

20952 吉井町教育委員会 入野遺跡　入野中学校校舎新築に伴なう埋蔵文化財調査報告書　本文編　1985

20999 吉井町教育委員会 富岡遺跡

15219 吉井町教育委員会　遺跡調査会 長根遺跡群発掘調査概報

16683 吉井町教育委員会・吉井町遺跡調
査会

奥平遺跡群発掘調査報告書　伸栄開発株式会社によるゴルフ場開発に伴う発掘調査 第２７集

16682 吉井町教育委員会・吉井町遺跡調
査会

多比良遺跡発掘調査報告書

38297 宮城村教育委員会 鼻毛石中山遺跡　一般県道上神梅大胡線特殊改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査概報

24187 甘楽町教育委員会・山武考古学研
究

関越自動車道（上越線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書　天神Ⅰ遺跡　天神Ⅱ遺跡　西
遺跡　 葉慈学寺遺跡　4009 群馬県企業局 萱野遺跡　下田中遺跡　矢場遺跡　古墳時代集落址発掘調査報告書　1991

5959 群馬県企業局 三原田遺跡　第3巻　中期後半期～後期初頭期篇　別添資料

20896 群馬県企業局 三原田遺跡（第二巻）

11520 群馬県教育委員会 阿弥陀井戸道上・伊勢山・大道・山王・明神山

21164 群馬県教育委員会 一般国道17号線（月夜野バイパス）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅱ　群馬
根 夜 　 後 遺跡　 遺跡　21166 群馬県教育委員会 一般国道17号線（月夜野バイパス）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅲ　群馬

県 根 夜野 　大 遺跡　村主遺跡　16718 群馬県教育委員会 一般国道50号（東前橋拡幅）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第2集　今井道上
遺跡　自然科学分析所 　遺物観察表　付 　

群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書第１６５集

20883 群馬県教育委員会 下海老遺跡　－県立伊勢崎東高等学校全面移転に伴う埋蔵文化財発掘調査－

20901 群馬県教育委員会 下境Ⅰ・天神　平成元年度荒砥北部遺跡群発掘調査報告

21219 群馬県教育委員会 下箱田向山遺跡　一般国道17号（真壁交差点改良）工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告
書　

群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告第８９集

14679 群馬県教育委員会 関越自動車道（上越線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書第23集　黒熊中西遺跡（2）　1994 （財）群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告第１６９集

14678 群馬県教育委員会 関越自動車道（上越線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書第29集　黒熊栗崎遺跡　1995 （財）群馬県埋蔵文化財調査事業団発掘調査報告書第１８４
集20763 群馬県教育委員会 関越自動車道（上越線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書第3集　長根羽田倉遺跡《本文

編 真 版編》　
㈶群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告第99集

20765 群馬県教育委員会 関越自動車道（上越線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書第4集　矢田遺跡　平安時代住居
跡編 　

群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告第106集

125081 群馬県教育委員会 関越自動車道（上越線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書第5集　田篠中原遺跡　―縄文時
代中期末 環状 遺構群 調査

（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告第112集

20782 群馬県教育委員会 関越自動車道（上越線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書第6集　矢田遺跡Ⅱ　平安時代住
居跡編 　

（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告第115集

20731 群馬県教育委員会 関越自動車道（新潟線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書第11集　鳥羽遺跡　Ｇ・Ｈ・Ｉ区《本
編》《 版編》20733 群馬県教育委員会 関越自動車道(新潟線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書第12集　上野国分僧寺・尼寺中
地域　（本文編 表編 真 版編　付 ）　20726 群馬県教育委員会 関越自動車道（新潟線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書第13集　三原田城遺跡　八崎城

址 崎塚 青梨 古墳20735 群馬県教育委員会 関越自動車道（新潟線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書第14集　糸井宮前遺跡Ⅱ　（本文
編　実 版編　 真 版編 　125386 群馬県教育委員会 関越自動車道（新潟線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書第17集　下斉田・滝川Ａ遺跡　滝

遺跡　20739 群馬県教育委員会 関越自動車道（新潟線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書第18集　新保遺跡Ⅱ（本文編・図
版編20743 群馬県教育委員会 関越自動車道（新潟線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書第20集　上野国分僧寺・尼寺中

20745 群馬県教育委員会 関越自動車道（新潟線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書第21集　鳥羽遺跡　Ｉ・Ｊ・Ｋ区（本
文編 真 版編）20747 群馬県教育委員会 関越自動車道（新潟線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書第22集　勝保沢中ノ山遺跡Ⅰ

20750 群馬県教育委員会 関越自動車道（新潟線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書第23集　後田遺跡Ⅱ《本文編　写
真編》　20753 群馬県教育委員会 関越自動車道（新潟線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書第25集　勝保沢中ノ山遺跡Ⅱ
（本文編 付 ）

㈶群馬県埋蔵文化財調査事業団発掘調査報告第87集

20768 群馬県教育委員会 関越自動車道（新潟線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書第26集　有馬遺跡Ⅰ奈良・平安
時 編　 久保 遺跡　

群馬県埋蔵文化財調査事業団発掘調査報告第94集

20770 群馬県教育委員会 関越自動車道（新潟線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書第27集　房谷戸遺跡Ⅰ　1989 群馬県埋蔵文化財調査事業団発掘調査報告第95集

20772 群馬県教育委員会 関越自動車道（新潟線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書第28集　師遺跡・鎌倉遺跡　1989 群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告第96集

20755 群馬県教育委員会 関越自動車道（新潟線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書第29集　有馬条里遺跡Ⅰ　弥生
時 古墳時 集落 生産跡 査　 水 積 覧表　遺物観察表　

群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告第97集

20759 群馬県教育委員会 関越自動車道（新潟線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書第30集　戸神諏訪遺跡《旧石器
古墳時 編　奈良 安時 編》　

群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書第98集



20761 群馬県教育委員会 関越自動車道（新潟線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書第31集　鳥羽遺跡　Ｌ・Ｍ・Ｎ・Ｏ
《本文編 版編》　

群馬県埋蔵文化財調査事業団発掘調査報告第101集

98784 群馬県教育委員会 関越自動車道（新潟線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書第32集　有馬遺跡Ⅱ（本文編・写
真 版編）　

（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団発掘調査報告第１０２集

20779 群馬県教育委員会 関越自動車道（新潟線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書第33集　上野国分僧寺・尼寺中
本 編 本 編 真 版編 表編 　

（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団発掘調査報告第１０３集

20757 群馬県教育委員会 関越自動車道（新潟線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書第34集　国分境遺跡　1990 群馬県埋蔵文化財調査事業団発掘調査報告第104集

20717 群馬県教育委員会 関越自動車道（新潟線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書第4集　元島名Ｂ・吹屋遺跡

20729 群馬県教育委員会 関越自動車道（新潟線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書第5集　日高遺跡

20715 群馬県教育委員会 関越自動車道（新潟線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書第8集　糸井宮前遺跡Ⅰ　1985

20719 群馬県教育委員会 関越自動車道（新潟線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書第9集　中畦遺跡　諏訪西遺跡

125230 群馬県教育委員会 関越自動車道（新潟線）地区埋蔵文化財発掘調査報告書第7集　大釜遺跡・金山古墳群

20885 群馬県教育委員会 丸山・北原　－昭和61年度荒砥北部遺跡群発掘調査報告－

11519 群馬県教育委員会 丸山・北田下・中畑・村主・中山Ｂ

4244 群馬県教育委員会 群馬県出土の墨書・刻書土器集成（2）

21121 群馬県教育委員会 群馬県利根郡月夜野町　城平遺跡　諏訪遺跡　一般国道17号線（月夜野ﾊﾞｲﾊﾟｽ）改築工
事 伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 　21212 群馬県教育委員会 荒砥洗橋遺跡　荒砥宮西遺跡　昭和55年度県営圃場整備事業荒砥南部地区に係る埋蔵

財 掘 査報告書《本 編》
群馬県埋蔵文化財調査事業団発掘調査報告書第８５集

21141 群馬県教育委員会 荒砥前原遺跡・赤石城址　昭和51年度県営圃場整備事業荒砥南部地区に係る埋蔵文化
財 掘 査報告書　21169 群馬県教育委員会 小角田前遺跡　一般国道17号（上武道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

20881 群馬県教育委員会 昭和60年度　荒砥北部遺跡群発掘調査概報　山崎遺跡・寺東遺跡・寺前遺跡・東前田北遺
跡 東 遺跡 新 遺跡20807 群馬県教育委員会 上越新幹線関係埋蔵文化財発掘調査報告第11集　下佐野遺跡　Ⅰ地区　寺前地区　4分

縄 時 古墳時 編 縄 時 古墳時 編 安時 編　 近 編20809 群馬県教育委員会 上越新幹線関係埋蔵文化財発掘調査報告第12集　舟橋遺跡

20821 群馬県教育委員会 上越新幹線関係埋蔵文化財発掘調査報告第14集　熊野堂遺跡(2)　4分冊（遺構編1・遺構
編 遺物編 編

群馬県埋文調査事業団調査報告　第100集

20829 群馬県教育委員会 上越新幹線関係埋蔵文化財発掘調査報告第15集　融通寺遺跡（第1分冊・第2分冊) 群馬県埋文調査事業団調査報告　第118集

20795 群馬県教育委員会 上越新幹線関係埋蔵文化財発掘調査報告第3集　熊野堂遺跡(1)　群馬郡群馬町井出字
東 出　福島字熊野堂所在　熊野堂遺跡　第 地 調査20800 群馬県教育委員会 上越新幹線関係埋蔵文化財発掘調査報告第5集　三ﾂ寺Ⅲ・保渡田遺跡・中里天神塚古墳
第 第20802 群馬県教育委員会 上越新幹線関係埋蔵文化財発掘調査報告第6集　下佐野遺跡　Ⅱ地区　2分冊

　 縄文時代古墳時代編　 安時代 中世近世編125227 群馬県教育委員会 上越新幹線関係埋蔵文化財発掘調査報告第7集　洞Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ遺跡　平安時代須恵器生産
集落と中 近世集落 調査20804 群馬県教育委員会 上越新幹線関係埋蔵文化財発掘調査報告第8集　三ﾂ寺Ⅰ遺跡

125228 群馬県教育委員会 上越新幹線関係埋蔵文化財発掘調査報告第9集　田端遺跡（5分冊）

20879 群馬県教育委員会 上西原・向原・谷津　－昭和60年度　荒砥北部遺跡群発掘調査報告－

4849 群馬県教育委員会 上野国分僧寺・尼寺中間地域（7）（本文編/写真図版編/図表編） （財）群馬県埋文調査報告第１２７集

16715 群馬県教育委員会 上野国分僧寺尼寺中間地域（8）　（第1篇･第2篇） (財）群馬県埋蔵文化財調査事業団発掘調査報告第　132集

14672 群馬県教育委員会 上野国分尼寺跡　上野国分二寺中間地域　1993 群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告第157集

20741 群馬県教育委員会 新保遺跡Ⅲ　蛭沢遺跡 関越自動車道（新潟線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書
第 集16655 群馬県教育委員会 新保田中村前遺跡Ⅲ　一級河川染谷川河川改修工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

第 分 　掘立柱建物 ﾟ 土坑 墓等 調査分析と調査成果《本文編　遺物観察表編
群馬県埋蔵文化財調査事業団発掘調査報告書第１５１集

16717 群馬県教育委員会 神保富士塚遺跡　（本文編・図版編） （財）群馬県埋文調査事業団調査報告第１５４集

20890 群馬県教育委員会 西田島遺跡Ⅱ

21217 群馬県教育委員会 太田市八幡遺跡 群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書第１０５集

21143 群馬県教育委員会 太田東部遺跡群　太田東部地区県営ほ場整備事業関連　1985

16716 群馬県教育委員会 第1分冊　白倉下原・天引向原Ⅰ　－旧石器時代編－
第 　 崎遺跡 　　　 時 編

群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告第１６１集

14681 群馬県教育委員会 南蛇井増光寺遺跡ⅢＢ区・古墳・奈良・平安時代
分 〈本文 観察表編〉

（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団発掘調査報告書第１６８
集3354 群馬県教育委員会 柏倉大沢遺跡

3670 群馬県教育委員会 舞台・西大室丸山　平成2年度荒砥北部遺跡群発掘調査報告

21221 群馬県教育委員会 菩提木遺跡　国道291号線道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

21227 群馬県教育委員会 堀下八幡遺跡　一般国道17号（上武道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書第１１１集

21215 群馬県教育委員会 本郷的場古墳群 群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書第１０８集

16697 群馬県教育委員会・群馬県埋蔵文
化財調査事業

荒砥北三木堂遺跡Ⅱ　昭和56年度県営圃場整備事業荒砥南部地区に係る埋蔵文化財発
掘調査報告書　

群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告第１３６集

16701 群馬県教育委員会・群馬県埋文調
査事業

関越自動車道（新潟線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書第15集　後田遺跡（旧石器編）

16702 群馬県教育委員会・群馬県埋文調
査事業

関越自動車道（新潟線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書第24集　上野国分僧寺・尼寺中
　

群馬県埋蔵文化財調査事業団発掘調査報告書第86集

16704 群馬県教育委員会・群馬県埋文調
査事業 本道路

関越自動車道（上越線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書第16集　多胡蛇黒遺跡　古墳・奈
良 安時代 集落跡 調査《本文編 版編》

群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告第146集

16705 群馬県教育委員会・群馬県埋文調
査事業 本道路

南蛇井増光寺遺跡Ⅱ本文編　写真図版編 （財）群馬県埋文調査事業団調査報告第１５５集

5991 群馬県教育委員会・富岡市教育委
会

関越自動車道（上越線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書　前畑遺跡　内出Ⅰ遺跡　丹生
城 遺跡　 遺跡　 遺跡　 年93369 群馬県古墳時代研究会 群馬県古墳時代研究会資料集第3集
群 県内 横穴式 室 （ 編）44169 群馬県古墳時代研究会 群馬県古墳時代研究会資料集第4集
群 横穴式 室 東 編93371 群馬県古墳時代研究会 群馬県古墳時代研究会資料集第5集
群 県内 横穴式 室 （中 編）



3750 群馬県埋蔵文化財調査事業団 一般国道17号（上武道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　飯土井中央遺跡 群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書第１２３集

20707 群馬県埋蔵文化財調査事業団 関越自動車道（新潟線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書第6集　中尾（遺構篇）　1983

3749 群馬県埋蔵文化財調査事業団 年報　－10－

14544 群馬県埋蔵文化財調査事業団 年報　13　1994

3748 群馬県埋蔵文化財調査事業団 年報　－9－

14540 群馬県埋蔵文化財調査事業団 矢田遺跡Ⅴ　古墳時代住居跡編（2） （財）群馬県埋蔵文化財調査事業団発掘調査報告書第１７１
集2461 群馬県埋文調査事業団 一般国道17号（上武道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　下淵名塚越遺跡

分 （本文編 遺物観察表編 真 版編）　
群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書第１１４集

21119 群馬県埋文調査事業団 奥原古墳群　1983年

21110 群馬県埋文調査事業団 歌舞伎遺跡　一般国道17号（上武道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

16665 群馬県埋文調査事業団 関越自動車道（上越線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書第17集　矢田遺跡Ⅳ　旧石器・縄
文時代と古墳時代住居跡編（ ）　

群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告第１５２集

2462 群馬県埋文調査事業団 関越自動車道（新潟線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書第35集　有馬条里遺跡Ⅱ(本文
編 遺物観察表

（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告第116集

2605 群馬県埋文調査事業団 関越自動車道（新潟線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書第36集　上野国分僧寺・尼寺中
　 本 編 真 版編 表編

群馬県埋蔵文化財調査事業団発掘調査報告第１１７集

21106 群馬県埋文調査事業団 群馬県高崎市大八木町　熊野堂遺跡第Ⅲ地区雨壺遺跡　県道柏木沢・高崎線改良に伴う
埋蔵文化財発掘調査報告書　 年21108 群馬県埋文調査事業団 研究紀要　－1－

2458 群馬県埋文調査事業団 研究紀要　－8－

21100 群馬県埋文調査事業団 庚塚・上・雷遺跡　国道122号（太田ﾊﾞｲﾊﾟｽ）道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告
書21112 群馬県埋文調査事業団 荒砥島原遺跡　昭和55年度県営圃場整備事業荒砥南部地区に係る埋蔵文化財発掘調査
報告書　荒 島 遺跡　 観察 覧表21116 群馬県埋文調査事業団 荒砥東原遺跡　昭和53年度県営圃場整備事業荒砥南部地区に係る埋文発掘調査報告書

2464 群馬県埋文調査事業団 上越新幹線関係埋蔵文化財発掘調査報告第16集　下小鳥遺跡 群馬県埋文調査事業団調査報告　第119集

2883 群馬県埋文調査事業団 成塚石橋遺跡Ⅱ　一級河川蛇川河川改修工事に伴う埋文発掘調査報告書Ⅱ　付図 群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書１２０

21104 群馬県埋文調査事業団 同道遺跡　県立高崎北高等学校新設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　1983

21095 群馬県埋文調査事業団 年報　－1－

21114 群馬県埋文調査事業団 年報　－3－　1984

2457 群馬県埋文調査事業団 年報　－8－

21102 群馬県埋文調査事業団 薮田東遺跡　国道291号街路改良工事地域埋蔵文化財発掘調査報告書　1982

21079 群馬県立歴史博物館 群馬県立歴史博物館紀要　第1号

21081 群馬県立歴史博物館 群馬県立歴史博物館紀要　第2号

36750 群馬県立歴史博物館・(財)　群馬県
埋蔵文化財調査事業

縄文文化の十字路・群馬－土器文様の交流－

36933 群馬町教育委員会 国府南部遺跡群発掘調査概報 群馬町埋蔵文化財調査報告第４７集

36935 群馬町教育委員会 国分境Ⅳ遺跡 群馬町埋蔵文化財調査報告第４９集

36939 群馬町教育委員会 町内遺跡Ⅵ 群馬町埋蔵文化財調査報告第５１集

36937 群馬町教育委員会 東国分中道南遺跡 群馬町埋蔵文化財調査報告第５０集

21230 建設省 飯土井二本松遺跡　下江田前遺跡　一般国道17号線（上武道路）改築工事に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書　

群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書第１１３集

16679 建設省・群馬県教育委員会・群馬県
埋文調査事業

一般国道17号（鯉沢バイパス）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第2集　白井遺
跡群　集落編 （白 位 遺跡）　

群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書第１６０集

16699 建設省・群馬県教育委員会・群馬県
査事業

二之宮宮東遺跡　一般国道17号（上武道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
〈本 編 真 版編〉

群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告第164集

16680 建設省・群馬県教育委員会・群馬県
埋文調査事業

白井遺跡群　－中世編－ 群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書第１４８集

16681 建設省・群馬県教育委員会・群馬県
埋文調査事業

笂井八日市遺跡 群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書第１７０集

9895 高崎市遺跡調査会 上中居西屋敷遺跡発掘調査報告書

14053 高崎市遺跡調査会・山武考古学研
究所

下小鳥町頭Ⅱ遺跡 高崎市遺跡調査会報告書第４９集

24179 高崎市遺跡調査会・山武考古学研
究所

上中居西屋敷遺跡発掘調査報告書

14052 高崎市遺跡調査会・山武考古学研
究

双葉町Ⅰ遺跡 高崎市遺跡調査会報告書第４８集

14051 高崎市遺跡調査会・山武考古学研
究所

倉賀野中里前遺跡 高崎市遺跡調査会報告書第４５集

14054 高崎市遺跡調査会・山武考古学研
究

中尾村前Ⅴ遺跡 高崎市遺跡調査会報告書第５１集

24180 高崎市遺跡調査会・山武考古学研
究

矢島町薬師遺跡発掘調査報告書

20929 高崎市教育委員会 七五三引遺跡　宅地造成に伴う緊急埋蔵文化財発掘調査報告

24178 高崎市教育委員会・高崎市遺跡調
査会 武考古学 究

岩押町Ⅰ遺跡

24186 高崎市教育委員会・高崎市遺跡調
査会 武考古学 究

飯塚西金井遺跡

24185 高崎市教育委員会・山武考古学研
究所

下大類蟹沢遺跡

23424 国士館大学文学部考古学研究室 考古学研究室報告甲種第3冊　考古学研究室発掘調査報告書　群馬県吉井町下五反田・
窯跡　福島 針生 窯跡　福島 道迫 窯跡　 年

考古学研究室報告甲種第３冊

42627 国道406号線倉渕村三ノ倉落合遺
跡 査会 武考古学 究

群馬県群馬郡倉渕村　三ノ倉落合遺跡　1997

24188 山武考古学研究所 貝野瀬中泉坂ノ上遺跡 昭和村埋蔵文化財発掘調査報告書第４集

2541 山武考古学研究所 関越自動車道（上越線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書　古立東山遺跡　古立中村遺跡
連狸 遺跡　 連荒 遺跡　 年2544 山武考古学研究所 群馬県富岡市　宇田城址発掘調査報告書　付図有



24183 山武考古学研究所 山名戸矢遺跡

14050 山武考古学研究所 清水Ⅰ遺跡

21039 山武考古学研究所 専光寺付近遺跡　昭和63年度発掘調査概報

2542 山武考古学研究所 妙義東部遺跡群（Ⅱ）発掘調査報告書
　 堀之内遺跡　 高鳥 遺跡　 遠鶴巻遺跡14049 山武考古学研究所/前橋地方・家庭

裁判所遺跡調査会
前橋城三ノ丸遺跡

14048 山武考古学研究所・石関西簗瀬遺
跡 査会

石関西簗瀬遺跡・西片貝源田島遺跡

14541 昭和村教育委員会・昭和村貝野瀬
中泉坂 遺跡（ 和 ゾ 開発）

貝野瀬中泉坂ノ上遺跡 昭和村埋蔵文化財発掘調査報告書第４集

　 　4222 松井田町教育委員会 五料山岸遺跡　上信越自動車道（工事用道路）建設に伴う埋蔵文化財発掘調査　1991 松井田町文化財調査報告書第７集

4661 松井田町教育委員会 人見北原遺跡 松井田町文化財調査報告書第２集

4662 松井田町教育委員会 八城赤羽根遺跡

3523 沼田市教育委員会 秋塚古墳群Ⅰ

6695 沼田市教育委員会 秋塚古墳群Ⅱ　平成3年度整備事業秋塚地区に伴う埋文発掘調査報告書

14669 沼田市教育委員会 秋塚古墳群Ⅲ

14667 沼田市教育委員会 沼田西部地区遺跡群Ⅱ　赤坂遺跡・背戸田遺跡 沼田西部地区遺跡群Ⅱ

6693 沼田市教育委員会 沼田北部地区遺跡群Ⅰ（戸神諏訪Ⅱ遺跡） 沼田北部地区遺跡群Ⅰ

14670 沼田市教育委員会 沼田北部地区遺跡群Ⅲ　戸神諏訪Ⅳ遺跡 沼田北部地区遺跡群Ⅲ

3524 沼田市教育委員会 奈良地区遺跡群（奈良原遺跡）

14668 沼田市埋蔵文化財発掘調査団 稲荷遺跡　1993

4004 沼田市埋蔵文化財発掘調査団 群馬県沼田市　鎌倉台遺跡

4002 沼田市埋蔵文化財発掘調査団 群馬県沼田市　上久屋橋場遺跡

4003 沼田市埋蔵文化財発掘調査団 町田小沢遺跡

14675 西善団地遺跡調査会 西善鍛冶屋遺跡

14674 県央第一水道遺跡調査会 青梨子金古境遺跡

20976 前橋市教育委員会 芳賀団地遺跡群第2巻　芳賀東部団地遺跡Ⅱ　古墳～平安時代編その2　1988.3

7746 前橋市教育委員会 芳賀団地遺跡群第3巻　芳賀東部団地遺跡Ⅲ　縄文・中近世編

125389 前橋市教育委員会 芳賀団地遺跡群第3巻（芳賀東部団地遺跡縄文・中近世編）考察編

125226 前橋市埋蔵文化財発掘調査団 西田Ⅵ遺跡

41720 長野原町教育委員会 坪井遺跡Ⅱ 長野原町埋蔵文化財報告第７集

42091 藤岡市教育委員会 Ｃ11沖Ⅱ遺跡

16662 藤岡市教育委員会 Ｃ4小野地区遺跡群発掘調査報告書

16663 藤岡市教育委員会滝前・滝下遺跡
査会

群馬県藤岡市　滝前・滝下遺跡発掘調査報告書

9071 富岡市教育委員会 群馬県富岡市　宇田城址発掘調査報告書　付図有

9069 富岡市教育委員会 七日市観音前遺跡発掘調査報告書 富岡市埋蔵文化財発掘調査報告書第１８集

10317 富岡市教育委員会・山武考古学研
究

宮崎城

9072 富岡市教育委員会・山武考古学研
究所

群馬県富岡市　大国塚2号墳

9075 富岡市教育委員会・山武考古学研
究

高田城址発掘調査報告書　平成3年　付図有

10316 富岡市教育委員会・山武考古学研
究

和田遺跡

9067 富岡市教育委員会社会教育課 井戸沢遺跡 富岡市埋蔵文化財発掘調査報告書第１３集

42628 万場町遺跡調査会・万場町教育委
会 武考古学 究

群馬県多野郡万場町　奴郷2遺跡　1998

20965 妙義町教育委員会 妙義東部遺跡群発掘調査報告書
道神遺跡　 島 遺跡　 観音寺遺跡2543 妙義町教育委員会・山武考古学研

究所
群馬県妙義町　花立遺跡発掘調査報告書

15135 (財)　埼玉県埋蔵文化財調査事業 研究紀要第11号　1994

38998 (財)　埼玉県埋蔵文化財調査事業 埼玉県埋蔵文化財調査事業団年報12　平成3年度

125463 (財)　埼玉県埋蔵文化財調査事業 埼玉県埋蔵文化財調査事業団年報13　平成4年度

39000 (財)　埼玉県埋蔵文化財調査事業 埼玉県埋蔵文化財調査事業団年報15　平成6年度

36889 (財)　埼玉県埋蔵文化財調査事業 埼玉県埋蔵文化財調査事業団年報18　平成9年度

21431 (財)　埼玉県埋文調査事業団 一般国道140号（寄居町・花園村工区）埋文発掘調査報告Ⅰ　下南原　1982 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第８集

21433 (財)　埼玉県埋文調査事業団 一般国道17号線深谷バイパス道路関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅰ　新ヶ谷戸　1982 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第９集

41823 (財)　埼玉県埋文調査事業団 研究紀要第9号　1992

21427 (財)　埼玉県埋文調査事業団 堺窪遺跡Ⅱ　1982 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第６集

21422 (財)　埼玉県埋文調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団年報1

埼玉県



41169 (財)　埼玉県埋文調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団年報2

41170 (財)　埼玉県埋文調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団年報3

41171 (財)　埼玉県埋文調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団年報4　昭和58年度

41172 (財)　埼玉県埋文調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団年報5　昭和59年度

21419 (財)　埼玉県埋文調査事業団 倉林後遺跡　1981 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第３集

21425 (財)　埼玉県埋文調査事業団 増善寺遺跡　1982 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第５集

21429 (財)　埼玉県埋文調査事業団 日本住宅公団高坂丘陵地区埋蔵文化財発掘調査報告Ⅵ　桜山窯跡群　1982 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第７集

16737 (財)埼玉県埋蔵文化財事業団 一般国道17号深谷バイパス関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅳ　大里郡岡部町　原ケ谷戸・
滝 　

埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第１２７集

16739 (財)埼玉県埋蔵文化財事業団 一般国道17号深谷バイパス関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅴ　深谷市　上敷免遺跡　（4分 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第１２８集

16743 (財)埼玉県埋蔵文化財事業団 首都圏中央連絡自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅰ　日高市　谷津・二反田・下向
山　

埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第１３１集

16742 (財)埼玉県埋蔵文化財事業団 川本工業団地関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅳ　川本町　四反歩遺跡　1993 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第１３０集

21629 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 スポーツ文化公園用地内埋蔵文化財発掘調査報告書（Ⅱ）　北島遺跡（第9・10・11地点） 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第８８集

21533 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 愛宕通遺跡　県道上新郷埼玉線関係埋蔵文化財発掘調査報告　1985 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書　第５１集

125562 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 井沼方馬堤遺跡　住宅・都市整備公団　浦和南部地区埋蔵文化財発掘調査報告　1988 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第７３集

21435 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 一般国道140号（寄居町・花園村工区）埋蔵文化財発掘調査報告Ⅱ　上南原　1982 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第１０集

21477 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 一般国道140号（寄居町・花園村工区）埋蔵文化財発掘調査報告Ⅲ　塚屋・北塚屋　図版編 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第２５集

21479 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 一般国道140号（寄居町・花園村工区）埋蔵文化財発掘調査報告Ⅲ　塚屋・北塚屋　本文編 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第２５集

21469 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 一般国道17号熊谷バイパス道路関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅰ　池上西　1983 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第２１集

21623 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 一般国道17号深谷バイパス関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅰ　深谷市　新田裏・明戸東・
遺跡　

埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第８５集

3702 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 一般国道17号深谷バイパス関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅱ　大里郡岡部町　樋詰・砂田
前　

埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第１０２集

21503 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 一般国道254号線川島バイパス東松山地内埋蔵文化財発掘調査報告書　Ⅱ　古凍根岸裏 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第３７集

21467 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 一般国道254号線東松山地内埋蔵文化財発掘調査報告Ⅰ　篭田・鶴田　1982 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第２０集

21463 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 一般国道4号線春日部古河バイパス道路関係埋蔵文化財発掘調査報告　下椿　1982 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第１８集

125561 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 姥原遺跡　自治セミナーハウス関係埋蔵文化財発掘調査報告　1988 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第７２集

14685 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 浦和市　原山坊ノ在家遺跡　県営原山四丁目団地関係埋蔵文化財発掘調査報告書　1994 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書　第１４４集

21637 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 桶川市・北本市　提灯木山遺跡　県道東松山・桶川線関係埋蔵文化財調査報告書　1990 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第９２集

125566 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 下辻遺跡　県道三ケ尻新堀線関係埋蔵文化財発掘調査報告　1987 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第６９集

125565 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 霞ヶ関土地区画整理事業関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅰ　女堀Ⅱ・東女堀原　1987 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第６８集

21446 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 関越自動車関係埋蔵文化財発掘調査報告ⅩⅢ　後張（本文編Ⅰ・図版編Ⅰ）　1982 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第１５集

21449 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 関越自動車関係埋蔵文化財発掘調査報告ⅩⅣ　沼下・平原・新堀・中山・お金塚・中井丘・
鶴巻 水久保 狢久保遺跡　

埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第１６集

21441 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 関越自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告ⅩⅡ　中郷　1982 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第１３集

21483 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 関越自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告ⅩⅤ　後張　図版編Ⅱ　1983 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第２６集

21481 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 関越自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告ⅩⅤ　後張　本文編Ⅱ　1983 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第２６集

21485 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 関越自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告ⅩⅥ　台耕地（Ⅰ）　1983 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第２７集

21487 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 関越自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告ⅩⅦ　若宮台　1983 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第２８集

125377 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 関越自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告書　ⅩⅧ　屋田・寺ノ台　1984 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第３２集

125378 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 関越自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告書ⅩⅨ　台耕地（Ⅱ）　1984 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第３３集

14696 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 騎西町　修理山遺跡　ファミリータウン藤の里宅地造成事業関係埋蔵文化財発掘調査報告 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第１５８集

21635 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 狭山市　八木上遺跡　一般国道299号バイパス関係埋蔵文化財発掘調査報告　1990 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第９１集

21633 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 玉太岡遺跡　県道胄山熊谷線関係埋蔵文化財発掘調査報告書　1990 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第９０集

21607 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 熊谷市　光屋敷遺跡　県道弥藤吾行田線及び県道葛和田新堀線関係埋蔵文化財発掘調
査報告

埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第８２集

21604 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 熊谷市　北島遺跡　スポーツ文化公園用地内埋蔵文化財発掘調査報告書　1989　（2分冊） 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第８１集

21457 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 研究紀要　1982

21455 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 研究紀要　1982

21536 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 研究紀要　1986

21454 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 研究紀要1982（別冊）　縄文中期土器群の再編　（図版）

21575 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 研究紀要第4号　1988

21619 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 研究紀要第7号　1990

21439 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 県営都幾川明覚団地関係埋蔵文化財発掘調査報告　衆生ヶ谷戸　1982 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第１２集

21491 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 県道大宮東京線関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅰ　中原前・駒前　1983 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第３０集

21507 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 県道大宮東京線関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅱ　中原後・石御堂　1984 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第３９集

21461 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 県立ガンセンター関係　昭和56年度埋蔵文化財発掘調査報告　大山　1982 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第１７集

21443 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 県立浦和商業高等学校関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅱ　白幡本宿　1982 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第１４集



21513 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 向原・上新田・西浦　上越新幹線関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅷ　1984 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第４１集

14686 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 鴻巣市　新屋敷遺跡Ａ区　埼玉県鴻巣警察署改築関係埋蔵文化財発掘調査報告　1994 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書　第１４０集

21594 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 鴻巣市　中三谷遺跡　県警察運転免許センター関係埋蔵文化財発掘調査報告書　1989 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第７６集

21475 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 国道122号バイパス関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅰ　ささら・帆立・馬込新屋敷・馬込大原 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第２４集

21509 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 国道122号バイパス関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅲ　閏戸足利　1984 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第４０集

21525 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 国道122号線バイパス関係埋蔵文化財調査報告Ⅳ　ささら（Ⅱ）　1985 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第４７集

21527 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 国道140号バイパス関係（寄居町・花園町工区）埋蔵文化財発掘調査報告Ⅳ　北塚屋（Ⅱ） 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第４８集

21550 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 国道140号バイパス関係（寄居町・花園町工区）埋蔵文化財発掘調査報告Ⅴ　小前田古墳
群　

埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第５８集

21538 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 国道298号線関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅰ　猿貝北・道上・新町口　1985 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書　第５２集

21596 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 国道298号線関係埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅲ　川口市　八本木遺跡　1989 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第７７集

21611 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 財団法人埼玉県埋蔵文化財調査事業団

5995 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 坂戸市　下山田遺跡　県道新川越・坂戸・毛呂山関係埋蔵文化財発掘調査報告　1991 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第１０８集

3698 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 坂戸市　宮町遺跡Ⅱ　県道上伊草坂戸線関係埋蔵文化財発掘調査報告　1991 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第９７集

14693 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 坂戸市　田島・棚田Ⅹ　住宅・都市整備公団坂戸入西地区土地区画整理事業関係埋蔵文
財 掘 査報告　

埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書　第１４７集

21617 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団年報10　平成元年度

3696 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団年報11　平成2年度

21459 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団年報3

21494 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団年報4　昭和58年度

21511 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団年報5　昭和59年度

21569 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団年報7　昭和61年度

21573 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団年報8　昭和62年度

21613 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団年報9　昭和63年度

21559 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 児玉工業団地関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅱ　将監塚　縄文時代　（本文編・写真図版
編 遺物 版編

埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書　第６３集

21582 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 児玉工業団地関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅳ　将監塚・古井戸　歴史時代編Ⅱ　1988
（第 分 　第 分 ）

埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第７１集

21590 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 児玉工業団地関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅴ　児玉郡児玉町　古井戸　縄文時代（3分
　本文 版 版 ）

埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第７５集

21627 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 自治セミナーハウス関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅱ　荒川村　下段遺跡　1989 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書　第８７集

14698 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 首都圏中央連絡自動車道関係埋蔵文化財調査報告書Ⅳ　日高市　向山/上原/向原 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第１５５集

14688 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 首都圏中央連絡自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅱ　川越市・日高市　光山遺跡群 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第１３７集

14697 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 首都圏中央連絡自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅲ　鶴ヶ島市/日高市　柳戸/新
向 青棚　光 遺跡群

埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第１５４集

14699 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 首都圏中央連絡自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅴ　狭山市　西久保/金井上 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第１５６集

21600 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 住宅・都市整備公団霞ヶ関土地区画整理事業関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅱ　川越市
御伊勢 　

埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第７９集

125564 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 住宅・都市整備公団霞ヶ関土地区画整理事業関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅲ　川越市
組 　

埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第８０集

21625 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 住宅・都市整備公団坂戸入西地区土地区画整理事業関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅰ
坂 市　金 遺跡　　

埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書　第８６集

16758 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 住宅・都市整備公団坂戸入西地区土地区画整理事業関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅵ
坂 市　中耕遺跡（ 分 　本文編　 版編）

埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第１２５集

14692 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 住宅・都市整備公団坂戸入西地区土地区画整理事業関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅶ
坂 　 洗遺跡　

埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第１３６集

21631 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 住宅・都市整備公団坂戸入西地区土地区画整理事業関係埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅱ
坂 市　広 遺跡　

埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第８９集

14684 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 所沢市　清橋遺跡　国道463号（旧県道所沢入間線）関係埋蔵文化財発掘調査報告　1994 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書　第１４２集

125483 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 将監塚・古井戸　古墳・歴史時代編Ⅰ　児玉工業団地関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅲ（第 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第６４集

125484 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 将監塚・古井戸　古墳・歴史時代編Ⅰ　児玉工業団地関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅲ（第
分 ）

埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第６４集

125567 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 小山ノ上遺跡　県道堀兼根岸線関係埋蔵文化財調査報告書　1988 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第７０集

125485 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 上越新幹線関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅹ　北・八幡谷・相野谷　1987（2分冊　本文編
版編

埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第６６集

21471 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 上越新幹線埋蔵文化財調査報告Ⅴ　天神林・高野谷戸　1983 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第２２集

21473 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 上越新幹線埋蔵文化財発掘調査報告Ⅵ　三ヶ尻天王・三ヶ尻林（1）　1983 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第２３集

125467 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 上越新幹線埋蔵文化財発掘調査報告Ⅶ　三ヶ尻林（2）・台　1984 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書　第３４集

21515 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 上越新幹線埋蔵文化財発掘調査報告Ⅸ　　原・丸山　1985 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第４２集

14691 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 上尾市　稲荷台遺跡　埼玉県障害者リハビリテーションセンター増床事業関係埋蔵文化財
掘 査報告　

埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書　第１３９集

14695 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 上尾市　中妻三丁目遺跡　上尾中妻団地関係埋蔵文化財発掘調査報告　1994 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第１５９集

21641 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 深谷市　東川端遺跡　県道弁財深谷線関係埋蔵文化財発掘調査報告　1990 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第９４集

21598 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 深谷市　本郷前東遺跡　県道深谷妻沼線関係埋蔵文化財発掘調査報告　1989 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第７８集

125563 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 赤城遺跡　川里工業団地関係埋蔵文化財発掘調査報告　1988 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第７４集

3607 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 川本工業団地関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅰ　川本町　竹之花・下大塚・円阿弥遺跡 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第１０５集

21529 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 太田遺跡　県道古河・加須線関係埋蔵文化財発掘調査報告　1985 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第４９集

14683 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 大宮市　水判土堀の内・林光寺・根切　鴨川河川改修工事用地内埋蔵文化財発掘調査報
告書　

埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第１３２集



21519 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 大光寺裏　高崎線神流川橋梁関係埋蔵文化財発掘調査報告　1985 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第４４集

14690 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 大里郡寄居町　桜沢窯跡　寄居地区集団設置建物建設事業関係埋蔵文化財発掘調査報
告　

埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書　第１４３集

21609 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 大里郡江南町　西原遺跡　県道熊谷小川秩父線関係埋蔵文化財発掘調査報告　1989 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第８３集

21552 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 中砂遺跡　県立所沢西高等学校関係埋蔵文化財発掘調査報告書　1986 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第６０集

21548 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 中矢下・夕日ノ沢・上前原沢・芝ロヲネ・後山北谷・滝尾塚　住宅・都市整備公団　飯能南台
地 埋蔵文化財発掘調査報告　

埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第５７集

21521 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 鶴ヶ丘（Ｅ区）　住宅・都市整備公団　川越・鶴ヶ島地区埋蔵文化財発掘調査報告　1985 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書　第４５集

3699 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 東松山市　山王裏・中原遺跡　一般国道254号線関係埋蔵文化財発掘調査報告　1991 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第９８集

21517 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 東北新幹線関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅲ　三番耕地・十八番耕地・十二番耕地・神山 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書　第４３集

21544 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 東北新幹線関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅳ　札之辻・小井戸　1986 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第５５集

21546 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 東北新幹線関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅴ　須黒神社遺跡　1986 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第５６集

125545 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 東北新幹線関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅵ　鍛冶谷・新田口遺跡　1986 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第６２集

125547 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 東北新幹線関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅶ　神明・矢垂　1987 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第６５集

21489 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 東北新幹線埋蔵文化財発掘調査報告Ⅰ　久保山　1983 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第２９集

21465 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 日本住宅公団高坂丘陵地区埋蔵文化財発掘調査報告Ⅶ　緑山遺跡　1982 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第１９集

21542 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 白鳥田遺跡　国道125号線バイパス関係埋蔵文化財発掘調査報告　1985 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第５４集

14687 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 比企郡嵐山町　大野田西遺跡Ⅱ　嵐山工業団地関係埋蔵文化財発掘調査報告　1994 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書　第１３８集

125546 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 樋の上遺跡　県立熊谷西高等学校関係埋蔵文化財調査報告　1986 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第５９集

3701 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 北埼玉郡騎西町　小沼耕地遺跡　県立騎西養護学校関係埋蔵文化財発掘調査報告 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第１００集

21621 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 北足立郡伊奈町　大山遺跡　県立精神医療総合センター建設関係埋蔵文化財発掘調査報
告　

埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第８４集

21437 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 毛呂山団地関係埋蔵文化財発掘調査報告　伴六　1982 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第１１集

3700 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 毛呂山町　堂山下遺跡　県立毛呂山養護学校事業地内埋蔵文化財発掘調査報告　1991 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第９９集

14694 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 与野市　上太寺遺跡　埼玉ミシン跡地代替地事業関係埋蔵文化財発掘調査報告　1994 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第１５７集

5996 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 与野市　大門南遺跡　県民劇場建設工事関係埋蔵文化財発掘調査報告　1991 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第１０９集

14689 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 蓮田市　榎戸遺跡　県道上尾久喜線関係埋蔵文化財発掘調査報告　1994 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書　第１４１集

21639 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 蓮田市　雅楽谷遺跡　県立蓮田養護学校関係埋蔵文化財発掘調査報告　1990 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第９３集

5994 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 和光市　向山遺跡　理化学研究所関係埋蔵文化財発掘調査報告書　1991 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第１０６集

21540 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 蜻蛉遺跡　辰井川河道改修関係埋蔵文化財報告　1985 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書　第５３集

6065 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 一般国道17号熊谷バイパス関係埋蔵文化財発掘調査報告　行田市・熊谷市　小敷田遺跡
（ 分 遺構遺物編　 跡遺物編　 真 版編）

埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第９５集

6063 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 一般国道17号深谷バイパス関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅲ　深谷市　新屋敷東・本郷前
東　 第 第 　

埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第１１１集

6053 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 一般国道299号バイパス関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅱ　飯能市　丙新田遺跡　1991 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第１１３集

6062 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 国道122号線バイパス関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅴ　蓮田市　荒川附遺跡　1992 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第１１２集

6058 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 住宅・都市整備公団坂戸入西地区土地区画整理事業関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅳ
坂 　稲荷前遺跡 　

埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第１２０集

6059 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 住宅・都市整備公団坂戸入西地区土地区画整理事業関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅴ
坂 市　桑 遺跡　

埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第１２１集

6055 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 上尾市　東谷遺跡　県道川越・上尾線関係埋蔵文化財発掘調査報告書　1992 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第１１５集

6054 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 上福岡市　伊佐島遺跡　県道東大久保大井線関係埋蔵文化財発掘調査報告　1992 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第１１６集

6056 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 川本工業団地関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅱ　川本町　白草遺跡Ⅱ　1992 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第１１８集

6061 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 東松山市　代正寺・大西　一般国道407号線東松山市地内埋蔵文化財発掘調査報告（第1
分 代 寺遺跡　第 分 大 遺跡）

埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第１１０集

6052 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 比企郡小川町　大杉・岡原・蟹山　県道本田小川線関係埋蔵文化財発掘調査報告　1991 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第１１４集

6057 (財)埼玉県埋蔵文化財調査事業団 両神村　薬師堂遺跡　日中友好記念館関係埋蔵文化財調査報告　1992 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第１１７集

21406 さきたま資料館 資料館報　№16（埼玉県立さきたま資料館）

125466 浦和市遺跡調査会 西谷・和田南・大北・大間木内谷遺跡発掘調査報告書　1983 浦和市遺跡調査会報告書　第２５集

21694 浦和市遺跡調査会 大久保条里遺跡発掘調査報告書（第1次）　付図有り 浦和市遺跡調査会報告書第４９集

2841 浦和市遺跡調査会 本村遺跡発掘調査報告書　埼玉大学情報工学科棟建設にともなう調査　1990 浦和市遺跡調査会報告書　第１３０集

12004 寄居町遺跡調査会 中小前田1遺跡　1994・9 寄居町遺跡調査会報告　第１集

12007 寄居町遺跡調査会 普光寺東遺跡（第2・3次）　1995 寄居町遺跡調査会報告　第４集

12005 寄居町遺跡調査会 薬師台遺跡　大正寺南遺跡　1994・9 寄居町遺跡調査会報告　第２集

12003 寄居町教育委員会 町内遺跡3　東国寺東遺跡（第3次）　増善寺遺跡（第3次）　むじな塚遺跡（第7次）　1995・3 寄居町文化財調査報告　第１４集

42412 熊谷市教育委員会 昭和60年度熊谷市埋蔵文化財調査報告書　三尻遺跡群　若松遺跡・黒沢遺跡・東遺跡

16760 財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団 研究紀要第9号　1992

41139 坂戸市教育委員会 坂戸市遺跡群発掘調査報告書第Ⅱ集　1990

125568 埼玉県教育委員会 関越自動車道関係埋蔵文化財調査報告書Ⅷ　越畑城跡 埼玉県遺跡発掘調査報告書第20集

42405 埼玉県教育委員会 関越自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅵ　塚本山古墳群 埼玉県遺跡発掘調査報告書第10集

21315 埼玉県教育委員会 埼玉県重要遺跡緊急調査報告書Ⅱ 埼玉県埋蔵文化財調査報告書第１５集



21292 埼玉県教育委員会 埼玉県埋蔵文化財調査年報　昭和55年度

125380 埼玉県教育委員会 埼玉県埋蔵文化財調査年報　昭和57年度

21318 埼玉県教育委員会 埼玉県埋蔵文化財調査年報　昭和59年度

21321 埼玉県教育委員会 埼玉県埋蔵文化財調査年報　昭和60年度

21335 埼玉県教育委員会 埼玉県埋蔵文化財調査年報　昭和62年度

125548 埼玉県教育委員会 埼玉県埋蔵文化財調査年報　昭和63年度

6719 埼玉県教育委員会 埼玉県埋蔵文化財調査年報　平成2年度

2856 埼玉県教育委員会 埼玉県埋蔵文化財調査年報　平成元年度

21294 埼玉県教育委員会 埼玉県埋蔵文化財発掘調査要覧Ⅳ　（昭和50～51年度） 埼玉県埋蔵文化財調査報告書第１１集

21323 埼玉県教育委員会 埼玉古墳群発掘調査報告書第五集　二子山古墳

21310 埼玉県教育委員会 埼玉古墳群発掘調査報告書第三集　愛宕山古墳

21329 埼玉県教育委員会 埼玉古墳群発掘調査報告書第七集　奥の山古墳　瓦塚古墳　中の山古墳

21330 埼玉県教育委員会 埼玉古墳群発掘調査報告書第七集別冊　奥の山古墳　瓦塚古墳　中の山古墳　自然科学
分析編21308 埼玉県教育委員会 埼玉古墳群発掘調査報告書第二集　鉄砲山古墳

21325 埼玉県教育委員会 埼玉古墳群発掘調査報告書第六集　丸墓山古墳　埼玉1～7号墳　将軍山古墳

21337 埼玉県教育委員会 白山遺跡　1989 埼玉県埋蔵文化財調査報告　第１７集

39001 埼玉県児玉郡美里町遺跡調査会 後山王遺跡－Ｂ・Ｄ地点－ 美里町遺跡調査会報告書第１集

14704 埼玉県所沢市教育委員会 下安松遺跡（第2次）　美園上遺跡（第3次）
　吉 遺跡 第 次 　

所沢市埋蔵文化財調査報告書第２集

14703 埼玉県所沢市教育委員会 市内遺跡群調査報告1　東の上遺跡第62次　1995 所沢市埋蔵文化財調査報告書第１集

14702 埼玉県所沢市教育委員会 大堀山館跡　1995 所沢市埋蔵文化財調査報告書第５集

14700 埼玉県所沢市教育委員会 東の上遺跡　第53次・54次調査　1995 所沢市埋蔵文化財調査報告書第３集

14701 埼玉県所沢市教育委員会 東の上遺跡　第59次調査　1995 所沢市埋蔵文化財調査報告書第４集

4014 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 スポーツ文化公園用地内埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅲ　熊谷市　北島遺跡　1991 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第１０３集

16759 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 一般国道17号上武道路関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅰ　深谷市　ウツギ内・砂田・柳町 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第１２６集

16755 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 浦和市　四本竹遺跡　芝川見沼第1調節池関係埋蔵文化財発掘調査報告　1992 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書　第１２２集

16757 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 桶川市　狐塚遺跡　県営桶川川田谷団地関係埋蔵文化財発掘調査報告　1993 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第１２４集

10634 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 滑川町　大沼遺跡　国営武蔵丘陵森林公園関係埋蔵文化財発掘調査報告　1993 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書　第１３３集

10631 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 寄居町　樋ノ下遺跡　埼玉県住宅供給公社リバーサイド玉淀建設事業関係埋蔵文化財発
掘調査報告　 （第 第 分 　付 有）

埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第１３５集

14502 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 熊谷市　根絡・横間粟・関下Ⅴ　一般国道17号上武道路関係埋蔵文化財発掘調査報告 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書　第１５３集

11490 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 研究紀要第11号　1994

4011 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 研究紀要第8号　1991

16756 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 鴻巣市　新屋敷遺跡B区　埼玉県鴻巣保健所関係埋蔵文化財発掘調査報告　1992 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書　第１２３集

14495 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 坂戸市　稲荷前遺跡（Ｂ・Ｃ区）Ⅷ　住宅・都市整備公団坂戸入西地区土地区画整理事業関
係埋蔵文化財発掘調査報告　  第 分 第 分 第 分 ）

埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第145集

4012 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 坂戸市　宮町遺跡Ⅰ　県道上伊草坂戸線関係埋蔵文化財発掘調査報告　1991 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第96集

14496 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 坂戸市　金井遺跡Ｂ区Ⅸ　住宅・都市整備公団坂戸入西地区土地区画整理事業関係埋蔵
財 掘 査報告　 第 第 第 真 版

埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第146集

16754 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団年報12　平成3年度

43497 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団年報15　平成6年度

16753 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団年報6　昭和60年度

4013 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 住宅・都市整備公団坂戸入西地区土地区画整理事業関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅲ
坂 市　塚 越遺跡　

埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第101集

14499 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 深谷市　城北遺跡Ⅱ　一般国道17号上武道路関係埋蔵文化財発掘調査報告書　1995（第
分 　第 分 　第 分 ）

埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第150集

14497 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 深谷市　森下・戸森松原・起会Ⅵ　一般国道17号深谷バイパス関係埋蔵文化財発掘調査
報告　

埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書　第１４８集

14501 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 深谷市　清水上遺跡Ⅳ　一般国道17号上武道路関係埋蔵文化財発掘調査報告　1994 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書　第１５２集

14500 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 深谷市　前・居立Ⅲ　一般国道17号上武道路関係埋蔵文化財発掘調査報告　1995　（第1
第

埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第151集

14498 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 深谷市　矢島南遺跡Ⅶ　一般国道17号深谷バイパス関係埋蔵文化財発掘調査報告　1994 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書　第１４９集

16761 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 川本工業団地関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅲ　川本町　白草遺跡Ⅰ・北篠場遺跡 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第１２９集

14504 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 大宮市　海老沼南遺跡　大宮南中野団地関係埋蔵文化財発掘調査報告　1995 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第161集

14505 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 大里郡江南町　桜山遺跡　循環器病センター建設用地内埋蔵文化財発掘調査報告　1995 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第162集

4015 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 東松山市　児沢北遺跡　県立平和資料館関係埋蔵文化財発掘調査報告書　1991 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第104集

14503 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 富士見市　上内手遺跡　県道東大久保大井線関係埋蔵文化財発掘調査報告　1995 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第160集

10632 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 和光市　花ノ木・向原・柿ノ木坂・水久保・丸山台　東北縦貫自動車道（東京外環自動車道）
係 蔵 財 掘 査報告　 第 第

埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第１３４集

21408 埼玉県立さきたま資料館 調査研究報告　第1号　昭和63年3月

16735 埼玉県立さきたま資料館 調査研究報告　第6号　平成5年3月

6499 埼玉県立埋蔵文化財センター 埼玉県立埋蔵文化財センター年報1　平成2年度



10989 埼玉県立埋蔵文化財センター 埼玉県立埋蔵文化財センター年報3　平成4年度

15094 埼玉県立埋蔵文化財センター 埼玉県立埋蔵文化財センター年報4　平成5年度

2421 埼玉県立埋文センター 遺跡・遺物が語る　図説　埼玉のあゆみ　原始・古代編

21386 埼玉県立歴史資料館 研究紀要　第11号　1989

2422 埼玉県立歴史資料館 研究紀要　第13号　1991

6388 埼玉県立歴史資料館 研究紀要　第14号　1992

21367 埼玉県立歴史資料館 研究紀要　第7号　1985

21370 埼玉県立歴史資料館 研究紀要　第8号　1986

21374 埼玉県立歴史資料館 研究紀要　第9号　1987

21381 埼玉県立歴史資料館 埼玉の古代窯業調査報告書（末野・南比企窯跡群）　1987

125465 埼玉県立歴史資料館 埼玉県立歴史資料館館報　第1号　昭和51年度～53年度

21361 埼玉県立歴史資料館 埼玉県立歴史資料館館報　第4号（昭和57年度）

21365 埼玉県立歴史資料館 埼玉県立歴史資料館館報　第5号（昭和58年度）

21377 埼玉県立歴史資料館 埼玉県立歴史資料館館報　第8号（昭和61年度）

21356 埼玉県立歴史資料館 収蔵資料目録Ⅰ（1975～1977）

21353 埼玉県立歴史資料館 菅谷館跡環境整備基本構想　1979

2492 所沢市教育委員会 ぼくらの祖先達は　日向遺跡編

2494 所沢市教育委員会 滝の城跡（第4次）　和田遺跡（第10次）　山崎遺跡　本村遺跡　膳棚東遺跡　上北向遺跡
第 次 　

所沢市文化財調査報告書　第２６集

21664 所沢市教育委員会 竹ノ花遺跡・東向大谷遺跡　所沢市久米地区所在の埋蔵文化財発掘調査　1980 所沢市文化財調査報告書　第４集

16750 所沢市教育委員会 柳瀬川流域遺跡群（Ⅻ）　1994 所沢市文化財調査報告書第３９集

2495 所沢市教育委員会 和田遺跡（第6次）　東内手遺跡　場北遺跡（第2次）　前久保峰遺跡　膳棚遺跡（確認調査） 所沢市文化財調査報告書　第２８集

41122 早稲田大学 早稲田大学所沢校地内埋蔵文化財調査報告書　お伊勢山遺跡の調査　第2部　旧石器時
代42098 鳩山窯跡群遺跡調査会・鳩山町教

育委 会
埼玉県比企郡　鳩山窯跡群Ⅳ　工人集落編（2） 鳩山窯跡群発掘調査報告書第４冊

2242 飯能市遺跡調査会 笠縫土地区画整理事業地内埋蔵文化財調査報告書1　新井原遺跡・榎戸遺跡　新井原遺
跡第 次調査　榎 遺跡第 次調査2243 飯能市遺跡調査会 栗屋遺跡第5次調査　1997 飯能市遺跡調査会発掘調査報告書１１

2244 飯能市教育委員会 加能里遺跡第17・18・22次発掘調査報告書　飯能の遺跡（23）　1997

2241 飯能市教育委員会 張摩久保遺跡第21次調査ほか発掘調査報告書　飯能の遺跡（22）　張摩久保遺跡第21・
次調査　株木遺跡第 次調査　中 遺跡第 次調査　

15220 (財)　印旛郡市文化財センター 佐倉市石川地区宅地造成予定地内埋蔵文化財調査報告書　千葉県佐倉市　石川阿ら地
遺跡　

（財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第６６集

15097 (財)　印旛郡市文化財センター 財団法人　印旛郡市文化財センター年報9　－平成4年度－　1993

15234 (財)　印旛郡市文化財センター 千葉県佐倉市　高岡遺跡群Ⅲ　（本文編・図版編・付図） （財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第７１集

15137 (財)　君津郡市文化財センター 君津郡市文化財センター　研究紀要Ⅵ　1993年3月

41817 (財)　君津郡市文化財センター 君津郡市文化財センター研究紀要Ⅱ

3157 (財)　君津郡市文化財センター 君津郡市文化財センター研究紀要Ⅳ

3686 (財)　君津郡市文化財センター 君津郡市文化財センター研究紀要Ⅴ　設立10年記念論集

14756 (財)　山武郡市文化財センター 南麦台遺跡 財団法人　山武郡市文化財センター発掘調査報告書第１８集

42560 (財)　千葉県文化財センター 海上町岩井安町遺跡 千葉県文化財センター調査報告２４７集

35539 (財)  千葉県文化財センター 袖ヶ浦市大塚台遺跡 千葉県文化財センター調査報告第３１１集

125222 (財)　千葉市文化財調査協会 財団法人　千葉市文化財調査協会年報10　平成8年度

22047 (財)千葉県文化財センター・住宅、
都 整備 首都 都 本

八千代市北海道遺跡　－萱田地区埋蔵文化財調査報告書Ⅱ－　本文編・図版編

22510 (財)印旛郡市文化財センター （財）印旛郡市文化財センター年報3　昭和61年度

22484 (財)印旛郡市文化財センター 栄町龍角寺ドライブイン建設予定地内埋蔵文化財報告書　大畑Ⅱ遺跡 （財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第１４集

3262 (財)印旛郡市文化財センター 江川上流多目的公園造成地内埋蔵文化財調査　富里町中木戸・北大溜袋地区野馬土手 財団法人印旛郡市文化財センター発掘調査報告書第５３集

22370 (財)印旛郡市文化財センター 財団法人　印旛郡市文化財センター年報1　－昭和59年度－

22391 (財)印旛郡市文化財センター 財団法人　印旛郡市文化財センター年報2　－昭和60年度－

22582 (財)印旛郡市文化財センター 財団法人　印旛郡市文化財センター年報4　－昭和62年度－

22588 (財)印旛郡市文化財センター 四街道市四街道南土地区画整理事業地内発掘調査報告書　中山遺跡・水流遺跡・東原遺
跡

（財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第１１集

22480 (財)印旛郡市文化財センター 四街道市第2福祉作業所建設予定地内調査報告書　中久喜№2遺跡 （財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第１２集

22429 (財)印旛郡市文化財センター 四街道総合運動公園予定地内埋蔵文化財調査報告書　割山遺跡 （財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第５集

22500 (財)印旛郡市文化財センター 酒々井町尾上藤木遺跡Ｄ地区発掘調査報告書 （財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第２３集

22486 (財)印旛郡市文化財センター 成田市産業廃棄物処理場予定地内埋蔵文化財調査報告書　椎ノ木遺跡 （財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第１５集

14727 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県印旛郡印西町　駒形北遺跡発掘調査報告書 印旛郡市文化財センター発掘調査報告書第６９集

千葉県



22482 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県印旛郡印西町　天神台遺跡発掘調査報告書 （財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第１３集

3261 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県印旛郡印西町　木下線延長（1期）工事に伴う埋蔵文化財調査　天神台・ヤジダ遺跡
発掘調査報告書　

財団法人印旛郡市文化財センター発掘調査報告書第５０集

15227 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県印旛郡印旛村　井ノ崎台遺跡Ⅱ　井ノ崎台地区土取工事に伴う埋蔵文化財調査報
告書　

（財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第１０３集

22490 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県印旛郡印旛村　岩戸広台遺跡Ａ地区・Ｂ地区発掘調査報告書 （財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第１７集

3393 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県印旛郡印旛村　岩戸城跡内岩戸市場遺跡　西福寺墓地造成地内埋蔵文化財調査 財団法人印旛郡市文化財センター発掘調査報告書第５４集

22504 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県印旛郡印旛村　平賀地先土採取場埋蔵文化財調査　平賀山ノ下10号墳発掘調査
報告書

（財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第２５集

6367 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県印旛郡印旛村　油作第1遺跡発掘調査報告書　印旛村立平賀小学校建設予定地内
埋蔵文化財調査　

印旛郡市文化財センター発掘調査報告書第５７集

6369 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県印旛郡栄町　敷内遺跡発掘調査報告書　1991 （財）印旛郡市文化財センター報告書第６０集

22496 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県印旛郡酒々井町　下台遺跡・尾上藤木遺跡Ａ・Ｂ地区発掘調査報告書 （財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書第２１集

22435 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県印旛郡酒々井町　古沢南Ⅱ遺跡発掘調査報告書 （財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第８集

22508 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県印旛郡酒々井町　篠山新田飯仲向遺跡発掘調査報告書 （財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第２７集

14728 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県印旛郡酒々井町　篠山新田六ツ塚遺跡発掘調査報告書 印旛郡市文化財センター発掘調査報告書第７７集

22478 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県印旛郡酒々井町　酒々井町総合公園遺跡発掘調査報告書 （財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第１０集

6359 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県印旛郡酒々井町　尾上藤木遺跡Ｃ地区発掘調査報告書 （財）印旛郡市文化財センター報告書第３５集

14731 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県印旛郡酒々井町　尾上柳作遺跡　酒々井町尾上柳作ガソリンスタンド建設予定地
蔵 財 査報告書

印旛郡市文化財センター発掘調査報告書第７６集

3390 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県印旛郡白井町　河原子台遺跡　白井総合運動公園建設事業地内埋蔵文化財調査 財団法人印旛郡市文化財センター発掘調査報告書第４９集

22488 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県印旛郡白井町　神々廻遺跡群 （財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第１６集

14730 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県印旛郡白井町　二部山遺跡発掘調査報告書 印旛郡市文化財センター発掘調査報告書第８７集

14729 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県印旛郡白井町　木曽地遺跡発掘調査報告書 印旛郡市文化財センター発掘調査報告書第８３集

3259 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県印旛郡白井町松戸市営白井聖地公園埋蔵文化財調査報告書　向台Ⅱ遺跡 印旛郡市文化財センター発掘調査報告書第４８集

22494 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県印旛郡八街町　御成街道Ⅱ発掘調査報告書 （財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第２０集

22425 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県印旛郡八街町　大関大曲遺跡・柳沢牧・御成街道発掘調査報告書 （財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第３集

22506 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県印旛郡八街町　用草宮の前遺跡発掘調査報告書 （財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第２６集

3257 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県印旛郡八街町　麾拝塚1号墳・宮前古墳・南常盤野馬土手発掘調査報告書　1991 財団法人印旛郡市文化財センター発掘調査報告書第４６集

22492 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県印旛郡富里町　久能遺跡群発掘調査報告書 （財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第１９集

15228 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県印旛郡富里町　獅子穴Ⅱ遺跡　富里町中央公園建設予定地内埋蔵文化財調査報
告書 　

（財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第１０５集

15225 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県印旛郡本埜村　宮内遺跡発掘調査報告書　本埜村総合運動場建設に伴う埋蔵文
化財調査　

印旛郡市文化財センター発掘調査報告書第９７集

3258 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県印旛郡本埜村　龍腹寺1号塚・天王前遺跡発掘調査報告書　1991 財団法人印旛郡市文化財センター発掘調査報告書第４７集

14736 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県佐倉市　臼井屋敷跡遺跡 （財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第１０７集

3385 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県佐倉市　臼井田小笹台遺跡 調査報告書第４４集

3256 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県佐倉市　曲輪ノ内遺跡　江原台ガソリンスタンド建設予定地内埋蔵文化財調査 印旛郡市文化財センター発掘調査報告書第４５集

14742 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県佐倉市　高岡遺跡群Ⅰ（本文編・図版編・付図） （財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第７１集

14743 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県佐倉市　高岡遺跡群Ⅱ（本文編・図版編・付図） （財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第７１集

14744 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県佐倉市　高岡遺跡群Ⅳ（本文編・図版編・付図） （財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第７１集

22476 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県佐倉市　高崎新山遺跡発掘調査報告書 （財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第９集

14734 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県佐倉市　佐倉市臼井台地区宅地造成予定地内埋蔵文化財調査報告書　臼井台大
名宿遺跡　

印旛郡市文化財センター発掘調査報告書第104集

14732 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県佐倉市　佐倉市上座壱番原遺跡発掘調査報告書　佐倉市上座壱番原開発予定地
内埋蔵文化財調査　

印旛郡市文化財センター発掘調査報告書第７０集

14733 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県佐倉市　大蛇石橋台遺跡発掘調査報告書　佐倉市千成地区宅地造成予定地内埋
蔵 財 査　

印旛郡市文化財センター発掘調査報告書第98集

22433 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県佐倉市　大蛇要行寺脇遺跡発掘調査報告書 （財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第７集

14735 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県佐倉市　木村留古墳群7・8号墳 （財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第１０８集

22431 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県佐倉市　弥勒日暮台遺跡　岩富萩山遺跡発掘調査報告書 （財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第６集

3383 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県佐倉市　六崎貴舟台遺跡発掘調査報告書 印旛郡市文化財センター発掘調査報告書第２８集

22427 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県佐倉市第2ユーカリヶ丘宅地造成地内埋蔵文化財調査報告書　上座矢橋遺跡 （財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第４集

7906 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県四街道市　西山№3遺跡発掘調査報告書　四街道市営霊園拡張に伴う埋蔵文化財
査　

（財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書第７３集

15222 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県四街道市　木戸先遺跡　御成台団地宅地造成事業地内埋蔵文化財調査　1994 （財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第７９集

3254 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県四街道市　和良比御屋敷遺跡発掘調査報告書 印旛郡市文化財センター発掘調査報告書第４２集

22502 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県成田市　押畑地区急傾斜地崩壊対策事業埋蔵文化財調査　押畑子の神城跡発掘
査報告書

（財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第２４集

14739 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県成田市　公津東遺跡群Ⅰ（本文篇　図版篇） （財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第７５集

14740 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県成田市　公津東遺跡群Ⅱ　2分冊（本文編・図版編） （財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第９１集

15224 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県成田市　上福田向台遺跡発掘調査報告書　成田市上福田向台ガソリンスタンド建
定 蔵 財 査　

（財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第８９集

22498 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県成田市　全日空成田プロジェクト造成工事に伴う埋蔵文化財調査報告書　堀之内前
畑遺跡発掘調査報告書

（財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第２２集

14726 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県八街市　一之綱Ⅰ・鉄砲作遺跡発掘調査報告書 印旛郡市文化財センター発掘調査報告第74集

15226 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県八街市　新地遺跡第1地点　八街市榎戸地区市道拡幅予定地内埋蔵文化財調査報
告書　

（財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第１０１集



5200 (財)印旛郡市文化財センター 栄町立栄中学校校舎増築に伴う埋蔵文化財調査報告書　千葉県印旛郡栄町　大台遺跡 （財）印旛郡市文化財センター報告書第５９集

5198 (財)印旛郡市文化財センター 財団法人印旛郡市文化財センター　年報7　-平成2年度-

5187 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県印旛郡酒々井町　長勝寺脇館跡 印旛郡市文化財センター発掘調査報告書第３６集

5199 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県印旛郡酒々井町　尾上出戸遺跡　1991 財団法人印旛郡市文化財センター発掘調査報告書第５１号

5195 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県佐倉市　宮本宮後遺跡Ｂ地区発掘調査報告書　1992 （財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書第５６集

5192 (財)印旛郡市文化財センター 千葉県成田市　長田要害・長田長台遺跡発掘調査報告書 印旛郡市文化財センター発掘調査報告書第２９集

22372 (財)印旛郡市文化財センター・酒々 北大堀・猿楽場遺跡発掘調査報告書 （財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第１集

22887 (財)君津郡市文化財センター 君津郡市文化財センター　年報　№2 （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書

22889 (財)君津郡市文化財センター 君津郡市文化財センター　年報　№5 （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書

22945 (財)君津郡市文化財センター 君津郡市文化財センター　年報　№6　昭和62年度

22947 (財)君津郡市文化財センター 君津郡市文化財センター　年報　№7　昭和63年度

22859 (財)君津郡市文化財センター 君津郡市文化財センター年報　№3　－昭和59年度－

22861 (財)君津郡市文化財センター 君津郡市文化財センター年報　№4　－昭和60年度－

3155 (財)君津郡市文化財センター 君津郡市文化財センター年報　№8　-平成元年度-

3156 (財)君津郡市文化財センター 君津郡市文化財センター年報　№9　-平成2年度-

22920 (財)君津郡市文化財センター 千葉県君津市　臼井台北遺跡　亀山カントリー倶楽部建設工事に伴う埋蔵文化財確認調
査　

（財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第４０集

14716 (財)君津郡市文化財センター 千葉県君津市　外箕輪遺跡発掘調査報告書 (財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書第98集

14715 (財)君津郡市文化財センター 千葉県君津市　郡条里遺跡Ⅲ （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書第８９集

14714 (財)君津郡市文化財センター 千葉県君津市　戸崎城山遺跡　Ｃ地点 （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書第８８集

22926 (財)君津郡市文化財センター 千葉県君津市　星谷上古墳・畑沢遺跡（第2次調査）　1989 （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第４３集

22928 (財)君津郡市文化財センター 千葉県君津市　蔵玉砦跡

3692 (財)君津郡市文化財センター 千葉県君津市　天神台遺跡発掘調査報告書 君津郡市文化財センター発掘調査報告書第５５集

22845 (財)君津郡市文化財センター 千葉県君津市　品子台遺跡　関栄企業山砂採取事業に伴う埋蔵文化財確認調査報告書 （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第１５集

22869 (財)君津郡市文化財センター 千葉県君津市　富田遺跡群 （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第２５集

22893 (財)君津郡市文化財センター 千葉県君津市　箕輪富士塚群 （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第２７集

14720 (財)君津郡市文化財センター 千葉県袖ヶ浦市　下向山遺跡　1994 （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第９４集

14721 (財)君津郡市文化財センター 千葉県袖ヶ浦市　嘉登遺跡・大竹長作古墳群 （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第９０集

6354 (財)君津郡市文化財センター 千葉県袖ケ浦市　小谷遺跡発掘調査報告書 君津郡市発掘調査報告書第７２集

14737 (財)君津郡市文化財センター 千葉県袖ケ浦市　大竹遺跡群発掘調査報告書Ⅱ　二又堀遺跡　大竹古墳群（第1,第2分 （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第８３集

14738 (財)君津郡市文化財センター 千葉県袖ケ浦市　美生遺跡群Ⅰ　第1地点　本文編/写真図版編 （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第７１集

22913 (財)君津郡市文化財センター 千葉県袖ケ浦町　永吉台遺跡群（本文編・図面編･写真図版編･土器法量一覧編　4分冊） （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第１２集

3691 (財)君津郡市文化財センター 千葉県袖ケ浦町　寒沢遺跡　向萩原遺跡　向山野遺跡 君津郡市文化財センター発掘調査報告書第５３集

22891 (財)君津郡市文化財センター 千葉県袖ケ浦町　境№2遺跡 （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第９集

22924 (財)君津郡市文化財センター 千葉県袖ケ浦町　境遺跡　第2次調査　1989 （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第４２集

3693 (財)君津郡市文化財センター 千葉県袖ケ浦町　広町遺跡　町道0121号線道路改良事業に伴う埋蔵文化財調査 君津郡市文化財センター発掘調査報告書第５８集

22882 (財)君津郡市文化財センター 千葉県袖ケ浦町　三箇遺跡群Ⅰ （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書

22884 (財)君津郡市文化財センター 千葉県袖ケ浦町　三箇遺跡群Ⅳ （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書

22885 (財)君津郡市文化財センター 千葉県袖ケ浦町　三箇遺跡群Ⅳ （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書

22932 (財)君津郡市文化財センター 千葉県袖ケ浦町　三箇遺跡群Ⅴ

22874 (財)君津郡市文化財センター 千葉県袖ケ浦町　西萩原遺跡 （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第３０集

22922 (財)君津郡市文化財センター 千葉県袖ケ浦町　打越岱遺跡　1989 （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第４１集

22849 (財)君津郡市文化財センター 千葉県袖ヶ浦町　東郷台遺跡（川原井廃寺）　南総ゴルフ場増設に伴う埋蔵文化財確認調
査　

（財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第１７集

22865 (財)君津郡市文化財センター 千葉県袖ケ浦町　念仏塚遺跡　岩井地区土地改良事業に伴う埋蔵文化財確認調査 （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第２３集

3695 (財)君津郡市文化財センター 千葉県袖ケ浦町　未園崎遺跡　民家保存事業に伴う埋蔵文化財調査 君津郡市文化財センター発掘調査報告書第６０集

14717 (財)君津郡市文化財センター 千葉県富津市　横峰遺跡 (財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書第97集

3690 (財)君津郡市文化財センター 千葉県富津市　下谷古墳・下谷遺跡 君津郡市文化財センター発掘調査報告書第４９集

6356 (財)君津郡市文化財センター 千葉県富津市　下北原遺跡 （財）君津郡市文化財センター調査報告書第７４集

22918 (財)君津郡市文化財センター 千葉県富津市　岩井作横穴墓群　株式会社鋸南実業宅地造成に伴う埋蔵文化財調査 （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第２１集

3689 (財)君津郡市文化財センター 千葉県富津市　宮花輪遺跡 君津郡市文化財センター発掘調査報告書第４８集

22895 (財)君津郡市文化財センター 千葉県富津市　金谷城跡 （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第２８集

6355 (財)君津郡市文化財センター 千葉県富津市　郡条里遺跡Ⅱ （財）君津郡市文化財センター調査報告書第７３集

14718 (財)君津郡市文化財センター 千葉県富津市　上北原古墳　1994 (財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書第96集

22880 (財)君津郡市文化財センター 千葉県富津市　上野塚古墳　1988 （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第３４集



3694 (財)君津郡市文化財センター 千葉県富津市　植ノ台遺跡　1991 君津郡市文化財センター発掘調査報告書第５９集

22908 (財)君津郡市文化財センター 千葉県富津市　東天王台遺跡　富津市立天羽中学校テニスコート造成に伴う埋蔵文化財
調査　

（財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第３９集

6231 (財)君津郡市文化財センター 千葉県富津市　内裏塚古墳群 （財）君津郡市文化財センター調査報告書第６７集

3687 (財)君津郡市文化財センター 千葉県富津市　南口遺跡 調査報告書第４５集

125218 (財)君津郡市文化財センター 千葉県富津市　富士見台遺跡 （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第２６集

6232 (財)君津郡市文化財センター 千葉県富津市　富士見台遺跡Ⅲ （財）君津郡市文化財センター調査報告書第６８集

22872 (財)君津郡市文化財センター 千葉県富津市　野々間古墳 （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第２９集

22905 (財)君津郡市文化財センター 千葉県木更津市　花山遺跡（本文編,写真図版編　2分冊） （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書第３８集

22878 (財)君津郡市文化財センター 千葉県木更津市　宮脇遺跡　昭和63年3月 （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第３２集

22863 (財)君津郡市文化財センター 千葉県木更津市　高千穂古墳群　1986 （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第２０集

22930 (財)君津郡市文化財センター 千葉県木更津市　三箇遺跡群Ⅵ

22897 (財)君津郡市文化財センター 千葉県木更津市　四留作第1古墳群第1号墳　1988 （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第３３集

6353 (財)君津郡市文化財センター 千葉県木更津市　四留作第2古墳群第1号墳　四留作第1号塚・第2号塚　1992 （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書第６３集

22935 (財)君津郡市文化財センター 千葉県木更津市　小浜遺跡群Ⅱ　マミヤク遺跡 （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第４４集

22937 (財)君津郡市文化財センター 千葉県木更津市　小浜遺跡群Ⅲ　浜ヶ谷古墳・西谷塚・浜清水遺跡・二十歩古墳・丸山塚・
古墳群

（財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第４７集

6230 (財)君津郡市文化財センター 千葉県木更津市　小浜遺跡群Ⅳ　俵ヶ谷遺跡 （財）君津郡市文化財センター調査報告書第５４集

22876 (財)君津郡市文化財センター 千葉県木更津市　上ノ山遺跡 （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第３１集

3688 (財)君津郡市文化財センター 千葉県木更津市　請西遺跡群Ⅰ 調査報告書第４６集

6351 (財)君津郡市文化財センター 千葉県木更津市　請西遺跡群Ⅱ　鹿島塚古墳群 （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書第５７集

6352 (財)君津郡市文化財センター 千葉県木更津市　天神前遺跡 君津郡市文化財センター発掘調査報告書第６２集

22899 (財)君津郡市文化財センター 千葉県木更津市　明石口遺跡／中金谷遺跡　1988 （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第３５集

22867 (財)君津郡市文化財センター 千葉県木更津市　林遺跡 （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第２４集

14719 (財)君津郡市文化財センター 千葉県木更津市　林遺跡Ⅱ　道路改良工事（市道145号線）に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書

(財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書第86集

22901 (財)君津郡市文化財センター 千葉県木更津市　蓮華寺遺跡　1988 （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第３６集

6084 (財)君津郡市文化財センター 千葉県君津市　西郷遺跡・万崎古墳群 君津郡市文化財センター調査報告書第７５集

6086 (財)君津郡市文化財センター 千葉県袖ｹ浦市　七人堀込遺跡 （財）君津郡市文化財センター調査報告書第７８集

6082 (財)君津郡市文化財センター 千葉県富津市　岩井遺跡　1992 君津郡市文化財センター調査報告書第６５集

6080 (財)君津郡市文化財センター 千葉県富津市　打越遺跡・神明山遺跡　2分冊
（打越遺跡本文編 神 山遺跡編 打越遺跡遺物編）

（財）君津郡市調査報告書第６４集

6085 (財)君津郡市文化財センター 千葉県富津市　竹岡十三塚遺跡 （財）君津郡市調査報告書第７６集

6083 (財)君津郡市文化財センター 川島遺跡発掘調査報告書　県立君津商業高等学校代替え野球場整備に伴う埋蔵文化財
調査

君津郡市文化財センター調査報告書第６６集

14723 (財)山武郡市文化財センター 古内遺跡　1994 （財）山武郡市文化財センター発掘調査報告書第２０集

23000 (財)山武郡市文化財センター 財団法人　山武郡市文化財センター年報　№5

15274 (財)山武郡市文化財センター 財団法人山武郡市文化財センター年報№10　平成5年度　1995

14724 (財)山武郡市文化財センター 山中台遺跡 （財）山武郡市文化財センター発掘調査報告書　第２７集

3529 (財)山武郡市文化財センター 千葉県山武町　胡摩手台古墳群　1991 山武郡市文化財センター発掘調査報告書第１０集

3459 (財)山武郡市文化財センター 千葉県大網白里町　中林遺跡　1991 財団法人山武郡市文化財センター発掘調査報告書第９集

14725 (財)山武郡市文化財センター 道塚横穴・ヤグラ群 （財）山武郡市文化財センター発掘調査報告書　第２４集

14722 (財)山武郡市文化財センター 油井古塚原遺跡　丑子台　1037地点 （財）山武郡市文化財センター発掘調査報告書　第１９集

125163 (財)山武郡市文化財センター 遠山瓜ヶ作谷遺跡・遠山瓜ヶ作台遺跡　国道126号山武東総道路建設に伴う発掘調査報
告書

財団法人山武郡市文化財センター発掘調査報告書第８２集

6758 (財)山武郡市文化財センター 財団法人山武郡市文化財センター年報№6　平成元年度

5066 (財)山武郡市文化財センター 財団法人山武郡市文化財センター年報№7　-平成2年度-

125164 (財)山武郡市文化財センター 三田古墳群531－1地点 財団法人山武郡市文化財センター　第７７集

125162 (財)山武郡市文化財センター 上引切遺跡　金谷郷遺跡群Ⅴ 財団法人山武郡市文化財センター発掘調査報告書第７４集

125165 (財)山武郡市文化財センター 中台遺跡（1349－3地点） 財団法人山武郡市文化財センター調査報告書第８１集

22987 (財)山武郡南部地区文化財セン
タ

財団法人山武郡南部地区文化財センター年報№2　昭和60年度

22998 (財)山武郡南部地区文化財セン
タ

財団法人山武郡南部地区文化財センター年報№3　昭和61年度

23002 (財)山武郡南部地区文化財セン
タ

財団法人山武郡南部地区文化財センター年報№4　昭和62年度

23003 (財)山武郡南部地区文化財セン
タ

財団法人山武郡南部地区文化財センター年報№4　昭和62年度

22979 (財)山武郡南部地区文化財セン
タ

千葉県大綱白里町　瑞穂横穴群　1986 財団法人　山武郡南部地区文化財センター発掘調査報告書
第 集22990 (財)山武郡南部地区文化財セン

タ
千葉県大網白里町　宮台遺跡　1989 財団法人山武郡南部地区文化財センター発掘調査報告書

第 集22995 (財)山武郡南部地区文化財セン
タ

千葉県大網白里町　本宿横穴群確認調査報告書　大網城跡測量調査報告書 財団法人　山武郡南部地区文化財センター発掘調査報告書
第 集22993 (財)山武郡南部地区文化財セン

タ
千葉県東金市　岩崎横穴群　1989 財団法人　山武郡南部地区文化財センター発掘調査報告書

第 集22981 (財)山武郡南部地区文化財セン
タ

千葉県東金市　小野城跡　1986 財団法人　山武郡南部地区文化財センター発掘調査報告書
第 集



22985 (財)山武郡南部地区文化財セン
タ

千葉県東金市　森ノ木台遺跡 財団法人　山武郡南部地区文化財センター発掘調査報告書
第 集22983 (財)山武郡南部地区文化財セン

タ
千葉県東金市　滝東台遺跡　油井古塚原遺跡 財団法人　山武郡南部地区文化財センター発掘調査報告書

第 集22518 (財)市原市文化財センター 下ヶ谷台遺跡　1987 （財）市原市文化財センター調査報告書　第１８集

22516 (財)市原市文化財センター 下鈴野遺跡　1987 （財）市原市文化財センター調査報告書　第１６集

4862 (財)市原市文化財センター 今富大道遺跡　1988 財団法人市原市文化財センター調査報告書第２６集

22524 (財)市原市文化財センター 皿郷田茂遺跡　第2次　1988 （財）市原市文化財センター調査報告書　第２４集

22542 (財)市原市文化財センター 市原市　永田・不入窯跡

22374 (財)市原市文化財センター 市原市文化財センター年報　昭和57・58年度

22376 (財)市原市文化財センター 市原市文化財センター年報　昭和59年度

22395 (財)市原市文化財センター 市原市文化財センター年報　昭和60年度

22544 (財)市原市文化財センター 市原市文作遺跡

22514 (財)市原市文化財センター 上大堀遺跡　1987 （財）市原市文化財センター調査報告書　第１７集

22357 (財)市原市文化財センター 千葉県市原市　皿郷田茂遺跡

22386 (財)市原市文化財センター 千葉県市原市　潤井戸西山遺跡

22359 (財)市原市文化財センター 千葉県市原市　石川城郭跡 財団法人　市原市文化財センター調査報告書　第２集

4863 (財)市原市文化財センター 千葉県市原市　千草山遺跡・東千草山遺跡　1989 （財）市原市文化財センター調査報告書第２９集

22378 (財)市原市文化財センター 千葉県市原市　草刈遺跡　1985

22363 (財)市原市文化財センター 千葉県市原市　池ノ谷遺跡・福増遺跡

22361 (財)市原市文化財センター 千葉県市原市　片又木遺跡 財団法人　市原市文化財センター調査報告書　第３集

22512 (財)市原市文化財センター 川中遺跡　1987 （財）市原市文化財センター調査報告書　第１３集

22415 (財)市原市文化財センター 第2回　市原市文化財センター遺跡発表会要旨　昭和61年度

4857 (財)市原市文化財センター 第7回　市原市文化財センター遺跡発表会要旨　平成3年度

22520 (財)市原市文化財センター 沢遺跡　1987 （財）市原市文化財センター調査報告書　第１９集

22526 (財)市原市文化財センター 中潤ヶ広遺跡・天王台遺跡　1988 （財）市原市文化財センター調査報告書　第２７集

22522 (財)市原市文化財センター 南富士台遺跡　1987 （財）市原市文化財センター調査報告書　第２２集

4860 (財)市原市文化財センター 白船城跡　第1次　1987 （財）市原市文化財センター調査報告書第１５集

4865 (財)市原市文化財センター 福増山ノ神遺跡発掘調査報告書 （財）市原市文化財センター調査報告書第３３集

6770 (財)市原市文化財センター 市原市叶台遺跡 （財）市原市文化財センター調査報告書第４４集

6768 (財)市原市文化財センター 市原市姉崎東原遺跡 （財）市原市文化財センター調査報告書第３７集

6771 (財)市原市文化財センター 市原市小谷1号墳 （財）市原市文化財センター調査報告書第４５集

6772 (財)市原市文化財センター 市原市奈良大仏台遺跡 （財）市原市文化財センター調査報告書第４７集

6766 (財)市原市文化財センター 市原市棒ヶ谷遺跡・永田遺跡・海士有木遺跡・北旭台遺跡・姉崎山谷遺跡・喜多高沢遺跡・
遺跡 遺跡　 特定遺跡 掘 査報告

（財）市原市文化財センター調査報告書第３２集

6760 (財)市原市文化財センター 千葉県市原市　村上城跡　1986

6769 (財)市原市文化財センター 千葉県市原市　奉免上原台遺跡 （財）市原市文化財センター調査報告書第４３集

6763 (財)市原市文化財センター 大和田遺跡　1988 （財）市原市文化財センター調査報告書第２５集

3071 (財)千葉県文化財センター （二）江川住宅宅地関連公共施設整備促進事業に伴う埋蔵文化財調査　君津市郡遺跡発
掘調査報告書　

千葉県文化財センター調査報告第１９８集

22761 (財)千葉県文化財センター 遺跡ガイドブック2　埋もれた歴史　－常磐道の遺跡から－ 遺跡ガイドブック２

5293 (財)千葉県文化財センター 横芝町　上仁羅台遺跡・西長山野遺跡・東長山野遺跡 千葉県文化財センター調査報告第２１３集

22203 (財)千葉県文化財センター 関宿城跡　東葛飾郡関宿町久世曲輪に所在する関宿城跡確認調査報告書　1989 千葉県文化財センター調査報告　第１５５集

22205 (財)千葉県文化財センター 関宿町飯塚貝塚　下総利根大橋有料道路建設事業に伴う埋蔵文化財調査報告書 千葉県文化財センター調査報告　第１５６集

5295 (財)千葉県文化財センター 君津市滝原塚　一般県道三島大多喜線特殊改良工事第1種に伴う埋蔵文化財調査報告書 千葉県文化財センター調査報告第２１１集

22777 (財)千葉県文化財センター 研究連絡誌第15・16号

22780 (財)千葉県文化財センター 研究連絡誌第17号

22787 (財)千葉県文化財センター 研究連絡誌第18号

22794 (財)千葉県文化財センター 研究連絡誌第20号

22792 (財)千葉県文化財センター 研究連絡誌第22号

22796 (財)千葉県文化財センター 研究連絡誌第23号

22798 (財)千葉県文化財センター 研究連絡誌第24号

22800 (財)千葉県文化財センター 研究連絡誌第25号

22809 (財)千葉県文化財センター 研究連絡誌第26号

22813 (財)千葉県文化財センター 研究連絡誌第28号

22817 (財)千葉県文化財センター 研究連絡誌第29号

22819 (財)千葉県文化財センター 研究連絡誌第30号



3374 (財)千葉県文化財センター 研究連絡誌第31号

3226 (財)千葉県文化財センター 研究連絡誌第32号

4696 (財)千葉県文化財センター 研究連絡誌第33号

4697 (財)千葉県文化財センター 研究連絡誌第34号

12165 (財)千葉県文化財センター 研究連絡誌第43号

12166 (財)千葉県文化財センター 研究連絡誌第44号

22217 (財)千葉県文化財センター 国道409号道路改良事業地内埋蔵文化財発掘調査報告書 千葉県文化財センター調査報告　第１６２集

22207 (財)千葉県文化財センター 佐倉市向原遺跡　佐倉第三工業団地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅵ 千葉県文化財センター調査報告　第１５７集

5292 (財)千葉県文化財センター 佐倉市松向作遺跡 千葉県文化財センター調査報告第２１５集

22163 (財)千葉県文化財センター 佐倉市大作遺跡　佐倉第三工業団地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅶ 千葉県文化財センター調査報告　第１７２集

22197 (財)千葉県文化財センター 佐倉市南志津地区埋蔵文化財発掘調査報告書1（本文　図版　2分冊） 千葉県文化財センター調査報告　第１５２集

3072 (財)千葉県文化財センター 佐倉第三工業団地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅷ　佐倉市栗野Ⅰ・Ⅱ遺跡（本
版 表　

千葉県文化財センター調査報告第１９９集

5280 (財)千葉県文化財センター 山武郡芝山町宝永作遺跡 千葉県文化財センター調査報告書第２１４集

3073 (財)千葉県文化財センター 四街道市　内黒田遺跡群 千葉県文化財センター調査報告第２００集

22215 (財)千葉県文化財センター 市原市西野遺跡・白山遺跡・村上遺跡発掘調査報告書 千葉県文化財センター調査報告　第１６１集

22161 (財)千葉県文化財センター 市原市草刈貝塚　千葉急行線内埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅳ 千葉県文化財センター調査報告　第１７１集

22165 (財)千葉県文化財センター 市川市新山遺跡　北総開発鉄道埋蔵文化財調査報告書Ⅱ 千葉県文化財センター調査報告　第１７３集

3065 (財)千葉県文化財センター 主要地方道成田松尾線Ⅵ 千葉県文化財センター調査報告第１９２集

5285 (財)千葉県文化財センター 主要地方道成田松尾線Ⅶ 千葉県文化財センター調査報告書第２０９集

5281 (財)千葉県文化財センター 小見川町天神後遺跡 千葉県文化財センター調査報告書第２１０集

22167 (財)千葉県文化財センター 松戸市　野見塚遺跡・前原Ⅰ遺跡・根之神台遺跡・中内遺跡・中峠遺跡・新橋台Ⅰ遺跡・串
崎新 東 在 除 　 総 鉄道 蔵 財 査報告書

千葉県文化財センター調査報告　第１７４集

22223 (財)千葉県文化財センター 松戸市・沼南町　高柳新田所在野馬土手 千葉県文化財センター調査報告　第１６５集

5294 (財)千葉県文化財センター 松尾町山室城跡 千葉県文化財センター調査報告第２１２集

5282 (財)千葉県文化財センター 神崎町西の城貝塚 千葉県文化財センター調査報告書第２１７集

22219 (財)千葉県文化財センター 成田市　林北遺跡・長山遺跡 千葉県文化財センター調査報告　第１６３集

22209 (財)千葉県文化財センター 成田市畑ケ田地区埋蔵文化財発掘調査報告書 千葉県文化財センター調査報告　第１５８集

22031 (財)千葉県文化財センター 成東町真行寺廃寺跡研究調査報告

3062 (財)千葉県文化財センター 千原台ニュータウンⅣ　中永谷遺跡 千葉県文化財センター調査報告第１８９集

22221 (財)千葉県文化財センター 千葉ニュータウン埋蔵文化財調査報告書Ⅸ 千葉県文化財センター調査報告　第１６４集

3530 (財)千葉県文化財センター 千葉ニュータウン埋蔵文化財調査報告書Ⅹ 千葉文化財センター調査報告第１９０集

5296 (財)千葉県文化財センター 千葉ニュータウン埋蔵文化財調査報告書ⅩⅠ　林跡遺跡 千葉県文化財センター調査報告第２０５集

22141 (財)千葉県文化財センター 千葉県東葛飾郡沼南町片山古墳群内Ｄ地点遺跡　－北千葉導水事業に伴う埋蔵文化財
査22775 (財)千葉県文化財センター 千葉県文化財センター研究紀要10　10周年記念論集

22784 (財)千葉県文化財センター 千葉県文化財センター研究紀要11

22815 (財)千葉県文化財センター 千葉県文化財センター研究紀要12

6349 (財)千葉県文化財センター 千葉県文化財センター研究紀要13

14453 (財)千葉県文化財センター 千葉県文化財センター研究紀要15

15284 (財)千葉県文化財センター 千葉県文化財センター研究紀要16　20周年記念論集

22770 (財)千葉県文化財センター 千葉県文化財センター蔵書目録Ⅰ　埋蔵文化財発掘調査報告書編　－北海道・東北・関東
地方 （ 和 年 在）22782 (財)千葉県文化財センター 千葉県文化財センター年報№11

22790 (財)千葉県文化財センター 千葉県文化財センター年報№12

22803 (財)千葉県文化財センター 千葉県文化財センター年報№13

22805 (財)千葉県文化財センター 千葉県文化財センター年報№14　昭和63年度

22807 (財)千葉県文化財センター 千葉県文化財センター年報№15　平成元年度

3060 (財)千葉県文化財センター 千葉県文化財センター年報№16　平成2年度

15273 (財)千葉県文化財センター 千葉県文化財センター年報№19　平成5年度　平成6年8月

5283 (財)千葉県文化財センター 千葉市榎作遺跡（第1分冊） 千葉県文化財センター調査報告書第２１６集

5284 (財)千葉県文化財センター 千葉市榎作遺跡（第2分冊） 千葉県文化財センター調査報告書第２１６集

22199 (財)千葉県文化財センター 千葉市荒久遺跡（1）　千葉県立中央博物館野外観察地建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書

千葉県文化財センター調査報告　第１５３集

22201 (財)千葉県文化財センター 千葉市荒久遺跡（2）　県立青葉の森公園建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 千葉県文化財センター調査報告　第１５４集

3066 (財)千葉県文化財センター 千葉市荒久遺跡（3） 千葉県文化財センター調査報告第１９３集

22159 (財)千葉県文化財センター 千葉市種ヶ谷津遺跡　千葉急行線内埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅲ 千葉県文化財センター調査報告　第１７０集

22213 (財)千葉県文化財センター 千葉市小中台（2）・新堀込・馬場遺跡 千葉県文化財センター調査報告　第１６０集



22135 (財)千葉県文化財センター 千葉市浜野川遺跡群（低湿地における遺跡確認調査）

22211 (財)千葉県文化財センター 千葉市浜野川神門遺跡 千葉県文化財センター調査報告　第１５９集

22171 (財)千葉県文化財センター 千葉東南部ニュータウン17　－高沢遺跡－　（写真図版編） 千葉県文化財センター調査報告　第１７５集

22170 (財)千葉県文化財センター 千葉東南部ニュータウン17　－高沢遺跡－　（本文編） 千葉県文化財センター調査報告　第１７５集

3069 (財)千葉県文化財センター 袖ケ浦町上泉遺跡・永地遺跡　（二）松川河川災害復旧助成事業に伴う埋蔵文化財調査報
告書

千葉県文化財センター調査報告第１９６集

3068 (財)千葉県文化財センター 多古町南借当遺跡　県単橋梁架換（借当橋）事業に伴う埋蔵文化財調査報告書 千葉県文化財センター調査報告第１９５集

3381 (財)千葉県文化財センター 銚子市余山貝塚　高田川災害関連事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 千葉県文化財センター調査報告第１９７集

3064 (財)千葉県文化財センター 東関東自動車道埋蔵文化財調査報告書Ⅵ　（佐原地区3） 千葉県文化財センター調査報告第１９１集

5289 (財)千葉県文化財センター 東関東自動車道埋蔵文化財調査報告書Ⅶ佐原地区4（写真図版編） 千葉県文化財センター調査報告書第２０７集

5288 (財)千葉県文化財センター 東関東自動車道埋蔵文化財調査報告書Ⅶ佐原地区4（本文編） 千葉県文化財センター調査報告書第２０７集

5286 (財)千葉県文化財センター 東金市井戸ケ谷遺跡 千葉県文化財センター調査報告書第２０８集

22173 (財)千葉県文化財センター 八千代市仲ノ台遺跡・芝山遺跡　東葉高速鉄道引込み線および車庫用地内埋蔵文化財調
査報告書

千葉県文化財センター調査報告　第１７６集

3061 (財)千葉県文化財センター 八千代市白幡前遺跡 千葉県文化財センター調査報告第１８８集

3379 (財)千葉県文化財センター 八日市場市小高遺跡 千葉県文化財センター調査報告第１９４集

125234 (財)千葉県文化財センター 房総考古学ライブラリー1　先土器時代

125318 (財)千葉県文化財センター 房総考古学ライブラリー2　縄文時代（1） 房総考古学ライブラリー２

125319 (財)千葉県文化財センター 房総考古学ライブラリー3　縄文時代（2） 房総考古学ライブラリー３

125320 (財)千葉県文化財センター 房総考古学ライブラリー4　弥生時代 房総考古学ライブラリー４

125321 (財)千葉県文化財センター 房総考古学ライブラリー5　古墳時代（1） 房総考古学ライブラリー５

5279 (財)千葉県文化財センター 研究連絡誌第35号

125219 (財)千葉県文化財センター 山武郡芝山町宝永作遺跡　付図 千葉県文化財センター調査報告書第２１４集

125269 (財)千葉県文化財センター 千葉県文化財センター蔵書目録Ⅱ　埋蔵文化財発掘調査報告書編　－中部・関西・中国・
九州地方 （ 成 年 在）6109 (財)千葉県文化財センター 千葉県文化財センター年報№17　平成3年度

6112 (財)千葉県文化財センター 千葉市地蔵山遺跡（1） 千葉県文化財センター調査報告第２０６集

6110 (財)千葉県文化財センター 船橋市夏見台遺跡　船橋夏見郵政宿舎・簡易保険福祉事業団船橋夏見宿舎新築に伴う埋
蔵文化財調査報告書　

千葉県文化財センター調査報告第２０４集

5501 (財)千葉県文化財センター 房総考古学ライブラリー6　古墳時代（2） 房総考古学ライブラリー６

22534 (財)茂原市文化財センター 千葉県長生郡長南町　上小沢遺跡　1988 （財）茂原市文化財センター調査報告　第５集

22532 (財)茂原市文化財センター 千葉県茂原市　山崎横穴群　1988 （財）茂原市文化財センター調査報告　第４集

22536 (財)茂原市文化財センター 茂原市文化財センター年報　№2　昭和61年度

22075 千葉県教育庁施設課・(財)千葉県
文化財 タ

富里町南内野遺跡　－県立富里地区（仮称）高等学校建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書21848 千葉県教育庁文化課 佐倉江原台遺跡発掘調査概報　昭和48年度

21997 千葉県住宅供給公社・県文化財セ
タ

成田市三里塚馬場遺跡

21996 千葉県住宅供給公社・県文化財セ
タ

成田市三里塚馬場遺跡

21995 千葉県住宅供給公社・県文化財セ
タ

成田市三里塚馬場遺跡

22019 千葉県水道局・県文化財センター 市原市番後台竹部田遺跡　－高滝取水場建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－

22067 千葉県土地開発公社・(財)県文化
財 タ

佐倉市タルカ作遺跡　－佐倉第三工業団地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅲ－

22033 千葉県土木部・(財)千葉県文化財
タ

富津市　岩坂大台遺跡

22007 千葉県土木部・県文化財センター 主要地方道成田松尾線Ⅰ　小池麻生遺跡・小池向台遺跡

22015 千葉県東葛飾土木事業所・県文化
財 タ

松戸市五香六実元山所在馬土手　松戸市計画道路事業3－4－17稔台六実線道路事業に
伴う埋蔵文化財調査報告書22104 千葉県農業開発公社・(財)千葉県

文化財 タ
酒々井町伊篠白幡遺跡　－本文編・図版編－

21999 千葉県文化財センター 成東町真行寺廃寺跡研究調査概報

22003 千葉県文化財センター・県土地開発
社

佐倉市立山遺跡　－佐倉第三工業団地造成に伴う埋文発掘調査報告書Ⅱ－

22005 千葉県文化財センター・県土地開発
社

千葉市大道遺跡・生実城跡発掘調査報告書

22276 一の谷遺跡調査会（松戸市教育委
会

千葉県松戸市　一の谷西貝塚　発掘調査報告書

22621 印旛郡市文化財センター ニュー東京空港ゴルフ場造成地内埋蔵文化財調査報告書（Ⅰ）　千葉県成田市　長田和田
遺跡

印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第３０集

22623 印旛郡市文化財センター ニュー東京空港ゴルフ場造成地内埋蔵文化財調査報告書（Ⅱ）　千葉県成田市　長田雉
遺跡 香花 遺跡

印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第３１集

16763 印旛郡市文化財センター ニュー東京空港ゴルフ場造成地内埋文調査報告書（Ⅲ）　千葉県成田市　野毛平木戸下遺
跡　他

（財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書第３２集

14469 印旛郡市文化財センター 印旛郡市文化財センター年報10　平成5年度

22615 印旛郡市文化財センター 財団法人　印旛郡市文化財センター年報5　昭和63年度

22617 印旛郡市文化財センター 財団法人　印旛郡市文化財センター年報6　平成元年度

16778 印旛郡市文化財センター 財団法人印旛郡市文化財センター年報8　平成3年度

16768 印旛郡市文化財センター 千葉県印旛郡　卜ヶ前遺跡発掘調査報告書　印旛村泉カントリー倶楽部コース造成事業地
蔵 財 査 　

（財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第７２集

22627 印旛郡市文化財センター 千葉県印旛郡印西町　印西町ゴルフ練習場造成地内埋蔵文化財調査　武西千駄苅遺跡
確 査報告書

印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第３７集



22619 印旛郡市文化財センター 千葉県印旛郡富里町　獅子穴Ⅱ遺跡　富里町中央公園予定地内埋蔵文化財調査 印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第１８集

14470 印旛郡市文化財センター 千葉県佐倉市　臼井田小笹台遺跡発掘調査報告書　ファースト用地内埋蔵文化財調査 印旛郡市文化財センター発掘調査報告書第78集

22625 印旛郡市文化財センター 千葉県成田市　囲護台遺跡発掘調査報告書　セコム独身寮建設に伴う埋蔵文化財調査 印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第３４集

16765 印旛郡市文化財センター 千葉県成田市　駒井野荒追遺跡　マロウドインターナショナルホテル成田建設予定地内埋
蔵文化財調査報告書　

（財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書第６４集

16764 印旛郡市文化財センター 千葉県成田市　西向野Ⅰ遺跡　西向野Ⅱ遺跡　1991 （財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第５８集

16766 印旛郡市文化財センター 千葉県成田市　西向野Ⅰ遺跡（第2地点）　成田市石原貸店舗造成予定地内埋蔵文化財調
査　

（財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書第６５集

16767 印旛郡市文化財センター 千葉県成田市　土室林第一遺跡発掘調査報告書　成田ゴルフ倶楽部付帯施設工事に伴う
埋蔵文化財調査　

（財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第６８集

15223 印旛村・(財)印旛郡市文化財セン
タ

千葉県印旛郡印旛村　印旛村道山田平賀線予定地内埋蔵文化財調査報告書　1994 印旛郡市文化財センター発掘調査報告書第８１集

24163 下総町遺跡調査会 千葉県下総町　成井鶴ヶ峰遺跡発掘調査報告書　昭和63年

24164 下総町遺跡調査会 千葉県下総町　大菅向台遺跡発掘調査報告書　昭和63年

24161 下総町遺跡調査会 千葉県香取郡下総町　菊水城址主郭部調査報告書

24160 下総町遺跡調査会 千葉県香取郡下総町　名古屋薄立遺跡発掘調査報告書

24165 下総町教育委員会 千葉県下総町　文化財調査報告Ⅲ

22348 下総町教育委員会 千葉県下総町文化財調査報告Ⅱ　－町道1～3号線改良事業に伴う埋蔵文化財調査報告

4226 下総町教育委員会 千葉県香取郡　下総町内遺跡群発掘調査報告　カネヤキ遺跡　カネヤキ台遺跡　1988年
度4227 下総町教育委員会 千葉県香取郡　下総町内遺跡群発掘調査報告　清水台遺跡　1989年度

22630 下総町教育委員会 千葉県香取郡　下総町内遺跡発掘調査報告　菊水山2号墳・花立遺跡　1990年度

4248 下総町教育委員会 千葉県香取郡　下総町内遺跡発掘調査報告　大和田城址・名古屋横峰遺跡

24158 下総町教育委員会 千葉県香取郡下総町　高岡塙遺跡　下総町総合運動公園造成事業に伴う発掘調査　1991
年24157 下総町教育委員会 千葉県香取郡下総町　小野焼山遺跡発掘調査概報　町道大和田倉水線改良事業に伴う

蔵 財 掘 査　 年16770 下総町教育委員会 千葉県香取郡下総町　小野八幡神社遺跡発掘調査報告書　小野地区コミュニティセンター
建 事業 伴う 蔵 財 掘 査　 年4224 下総町教育委員会 千葉県香取郡下総町　文化財調査報告Ⅶ　中里原ノ台遺跡

24166 下総町教育委員会 文化財調査報告6集　猿山膳棚遺跡 文化財調査報告６集

4225 下総町教育委員会 文化財調査報告7集　名木大台遺跡第2次調査 文化財調査報告７集

125393 株式会社　和協 千葉県千葉市　仁戸名遺跡発掘調査報告書　昭和61年

14445 関東農政局・千葉県文化財センター 芝山町大谷遺跡 千葉県文化財センター調査報告第273集

22384 関東郵政局・(財)市原市文化財セン
タ

千葉県市原市　山田大宮遺跡　1986

14480 君津郡市文化財センター 君津郡市文化財センター年報　№12

16800 君津郡市文化財センター 君津郡市文化財センター年報　№8　-平成元年度-

16801 君津郡市文化財センター 君津郡市文化財センター年報　№9　-平成2年度-

16792 君津郡市文化財センター 君津郡市文化財センター年報Ｎｏ．10　-平成3年度-

16802 君津郡市文化財センター 君津郡市文化財センター年報№11　－平成4年度－

16785 君津郡市文化財センター 君津郡袖ケ浦町　笊田遺跡、三ツ田台遺跡、大竹古墳群（1）　大竹遺跡群埋蔵文化財調
査報告書

君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第６１集

16798 君津郡市文化財センター 設立10年記念誌　10年のあゆみ

22829 君津郡市文化財センター 千葉県　祝崎古墳群、戸崎城山遺跡発掘調査報告書 （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第４集

14477 君津郡市文化財センター 千葉県君津市　戸崎城山遺跡Ⅲ　M地点 君津郡市文化財センター発掘調査報告書第１０４集

22839 君津郡市文化財センター 千葉県君津市　星谷上古墳・野馬木戸古墳　1985 （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第１１集

22821 君津郡市文化財センター 千葉県君津市　青柳向台遺跡発掘調査報告書 （財）君津郡市文化財センター報告書　第１集

14479 君津郡市文化財センター 千葉県袖ケ浦市　境遺跡　第3次調査 君津郡市文化財センター発掘調査報告書第１０６集

14474 君津郡市文化財センター 千葉県袖ケ浦市　上笠上谷遺跡 君津郡市文化財センター発掘調査報告書第９９集

14475 君津郡市文化財センター 千葉県袖ケ浦市　上大城遺跡発掘調査報告書 君津郡市文化財センター発掘調査報告書第１００集

14476 君津郡市文化財センター 千葉県袖ケ浦市　神田遺跡・神田古墳群 君津郡市文化財センター発掘調査報告書第１０１集

16791 君津郡市文化財センター 千葉県袖ヶ浦市　清水井遺跡　1993 （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書第９２集

14473 君津郡市文化財センター 千葉県袖ケ浦市　大竹遺跡群発掘調査報告書Ⅲ 君津郡市文化財センター発掘調査報告書第９１集

16787 君津郡市文化財センター 千葉県袖ヶ浦市　中六遺跡Ⅱ 君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第７７集

22823 君津郡市文化財センター 千葉県袖ケ浦町　清水川台遺跡発掘調査報告書 （財）君津郡市文化財センター報告書　第２集

14478 君津郡市文化財センター 千葉県富津市　狐塚遺跡発掘調査報告書 君津郡市文化財センター発掘調査報告書第１０５集

16790 君津郡市文化財センター 千葉県富津市　前三舟台遺跡　1992 （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書第８２集

16799 君津郡市文化財センター 千葉県富津市　飯野陣屋二の丸跡 (財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書第79集

16788 君津郡市文化財センター 千葉県木更津市　小浜遺跡群Ⅴ 君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第８０集

14471 君津郡市文化財センター 千葉県木更津市　請西遺跡群Ⅲ　鹿島塚Ａ遺跡 君津郡市文化財センター発掘調査報告書第８４集

22825 君津郡市文化財センター 千葉県木更津市　塚原遺跡発掘調査報告書 （財）君津郡市文化財センター報告書　第３集

16786 君津郡市文化財センター 千葉県木更津市　田蔵中塚遺跡　道路改良工事（市道226号線）に伴う埋蔵文化財調査報
告書　

（財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書第８５集



14472 君津郡市文化財センター 千葉県木更津市　蓮華寺遺跡Ⅱ 君津郡市文化財センター発掘調査報告書第８７集

16789 君津郡市文化財センター 千葉県木更津市　藪台遺跡群　1993 （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書第８１集

22308 君津市教育委員会 千葉県　君津市埋蔵文化財分布地図　1986

22847 君津土木事務所・(財)君津郡市文
化財 タ

千葉県君津市　本名輪遺跡　1986 （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第１６集

22843 君津土木事務所・(財)君津郡市文
化財 タ

千葉県木更津市　下中郷塚　1986 （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第１４集

22183 建設省・(財)千葉県文化財センター 一般国道127号拡幅工事に伴う埋蔵文化財調査　君津市外箕輪遺跡　八幡神社古墳発掘
査報告書

千葉県文化財センター調査報告　第１８０集

22155 建設省・(財)千葉県文化財センター 御料牧場遺跡　－麻薬犬訓練所建設予定地内埋蔵文化財調査－

22185 建設省関東地方建設局・(財)千葉
県文化財 タ

鋸南道路建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　安房郡鋸南町　下ノ坊遺跡Ｂ地点発掘調
査報告書

千葉県文化財センター調査報告　第１８１集

22189 建設省関東地方建設局・(財)千葉
財 タ

木更津市大久保石澄横穴墓群　一般国道127号拡幅工事（大久保地区）に伴う埋蔵文化財
掘 査報告書

千葉県文化財センター調査報告　第１８３集

22045 建設省関東地方建設局千葉国道工
事事務所

千葉市村田服部遺跡　一般国道16号村田地区埋蔵文化財発掘調査報告書

22083 建設省関東地方建設局千葉国道工
事事務 財 葉 財

千葉市荒屋敷北貝塚・谷津上・須摩堀遺跡　一般国道51号（北千葉バイパス）改築工事に
伴う 蔵 財 掘 査報告書22009 県企業庁・県文化財センター 芝山第二工業団地進入路敷内　芝山町山田古墳群・山田出口遺跡

22017 県供給公社・県文化財センター 千葉市双子塚　－横戸団地建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－

125176 香取郡市文化財センター 貝塚長薙遺跡 香取郡市文化財センター調査報告書　第９４集

22446 作畑遺跡調査会 千葉県東金市　作畑遺跡発掘調査報告書　昭和61年

125186 山武郡市文化財センター 一本松遺跡　（399地点） 山武郡市文化財センター発掘調査報告書第６９集

125184 山武郡市文化財センター 駒形台遺跡　2000 山武郡市文化財センター発掘調査報告書第６３集

125182 山武郡市文化財センター 沓掛貝塚遺跡　－金谷郷遺跡群Ⅲ－ 山武郡市文化財センター発掘調査報告書第６７集

125173 山武郡市文化財センター 研究ノート山武　第2号

125174 山武郡市文化財センター 研究ノート山武　第3号

125180 山武郡市文化財センター 山荒久遺跡　－金谷郷遺跡群Ⅰ－ 山武郡市文化財センター発掘調査報告書第２９集

125189 山武郡市文化財センター 山武郡市文化財センター年報　Ｎｏ16　平成11年度

125178 山武郡市文化財センター 新坂遺跡･東風吹山遺跡･蒲野遺跡･西後藤遺跡 山武郡市文化財センター発掘調査報告書第２３集

125185 山武郡市文化財センター 西椎崎台遺跡　（414地点） 山武郡市文化財センター発掘調査報告書第７２集

16794 山武郡市文化財センター 千葉県芝山町　小池木戸脇遺跡 (財）山武郡市文化財センター発掘調査報告書第14集

2976 山武郡市文化財センター 千葉県芝山町　大台遺跡群　1991（2分冊） 山武郡市文化財センター発掘調査報告書第8集

16795 山武郡市文化財センター 千葉県東金市　上布田向遺跡Ⅰ (財）山武郡市文化財センター発掘調査報告書第15集

125181 山武郡市文化財センター 台前遺跡　－金谷郷遺跡群Ⅳ－ 山武郡市文化財センター発掘調査報告書第６８集

125179 山武郡市文化財センター 台前遺跡･上引切遺跡　－金谷郷遺跡群Ⅱ－ 山武郡市文化財センター発掘調査報告書第３９集

125188 山武郡市文化財センター 大山遺跡605－3地点 山武郡市文化財センター発掘調査報告書第７６集

125187 山武郡市文化財センター 東遠芝遺跡（1421－10地点） 山武郡市文化財センター発掘調査報告書第７８集

125183 山武郡市文化財センター 油井古塚原遺跡・滝木浦遺跡 山武郡市文化財センター発掘調査報告書第６２集

22972 山武考古学研究所 千葉県　九十九里地域の古墳研究

22968 山武考古学研究所 千葉県下総町　大菅向台遺跡　－発掘調査報告書－

22970 山武考古学研究所 千葉県佐原市　牧野大荒久遺跡　－発掘調査報告書－

94550 山武町教育委員会 駒形台遺跡　2002 山武町埋蔵文化財発掘調査報告書第５集

14710 山武町教育委員会 平成6年度　山武町内遺跡発掘調査報告書　木戸前Ⅱ遺跡（木原1466地点）　1995

15221 四街道市・(財)印旛郡市文化財セン
タ

千葉県四街道市　上野遺跡・出口遺跡発掘調査報告書　四街道総合公園事業地内埋蔵文
財 査　

（財）印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第６７集

22540 市原市教育委員会 昭和62年度　市原市埋蔵文化財緊急調査報告書　1988・3

22529 市原市教育委員会 昭和63年度　市原市内遺跡群発掘調査報告　1989.3

22355 市原市教育委員会・(財)市原市文
財 タ

千葉県市原市　永田、不入窯跡

22596 市原市文化財センター 御蓙目浅間神社古墳　1987・3

2673 市原市文化財センター 市原市郡本遺跡　1987 財団法人市原市文化財センター調査報告書第１４集

22460 市原市文化財センター 市原市大厩弁天台遺跡　1989 市原市文化財センター調査報告書第３４集

125273 市原市文化財センター 市原市徒士橋遺跡 市原市文化財センター調査報告書　第３８集

22462 市原市文化財センター 市原市文化財センター　研究紀要Ⅰ　1987・3

2562 市原市文化財センター 市原市文化財センター年報　昭和61年度

2670 市原市文化財センター 市原市文化財センター年報　昭和62年度

2539 市原市文化財センター 市原市北旭台遺跡 市原市文化財センター調査報告書第３９集

22598 市原市文化財センター 青柳塚群

2560 市原市文化財センター 千葉県市原市　小田部新地遺跡　1984 財団法人市原市文化財センター調査報告書第４集

22608 市原市文化財センター 第4回　市原市文化財センター遺跡発表会要旨　昭和63年度

6011 酒々井町 千葉県印旛郡酒々井町　上宿遺跡　1991



6012 酒々井町 千葉県印旛郡酒々井町　本佐倉南大堀遺跡　1991

22127 住宅、都市整備公団、首都圏都市
開発本部 財 葉県文化財

八千代市井戸向遺跡　－萱田地区埋蔵文化財調査報告書Ⅳ－　図版編

22126 住宅、都市整備公団、首都圏都市
本部 財 葉 財

八千代市井戸向遺跡　－萱田地区埋蔵文化財調査報告書Ⅳ－　本文編

22037 住宅、都市整備公団、首都圏都市
開発本部 財 葉県文化財

八千代市権現後遺跡　萱田地区埋蔵文化財調査報告書Ⅰ　1984（本文編　図版編　2分
）22111 住宅、都市整備公団・(財)千葉県文

化財 タ
千原台ニュータウンⅢ　草刈遺跡（Ｂ区）　本文編・図版編

21942 住宅・都市整備公団・(財)千葉県文
財 タ

千葉東南部ニュータウン14　－バクチ穴遺跡・有吉遺跡（第3次）・有吉南遺跡－

21944 住宅・都市整備公団・(財)千葉県文
化財 タ

千葉東南部ニュータウン15　－馬ノ口遺跡・有吉城跡・白鳥台遺跡－

21946 住宅・都市整備公団・(財)千葉県文
化財 タ

千葉東南部ニュータウン16　－大膳野北遺跡－

22001 住宅・都市整備公団・県文化財セン
タ

千原台ニュータウンⅡ　草刈遺跡Ａ区（第1次調査）鶴牧古墳群・人形塚

22041 住宅・都市整備公団東京支社 千葉市蓑輪遺跡

15230 住宅都市整備公団・(財)千葉県文
財 タ

四街道市御山遺跡（1）　物井地区埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅰ（第1,第2,第3分冊 付図） 千葉県文化財センター調査報告　第２４２集

22268 松戸市寒風台遺跡調査団 寒風台

22248 松戸市教育委員会 幸田貝塚　第6次（昭51年度）発掘調査概要　松戸市文化財調査小報11 松戸市文化財調査小報１１

22250 松戸市教育委員会 幸田貝塚　第7次（昭52年度）発掘調査概要　松戸市文化財調査小報12 松戸市文化財調査小報１２

22240 松戸市教育委員会 幸田貝塚　第二次（昭46年度）調査概報　松戸市文化財調査小報5 松戸市文化財調査小報５

22284 松戸市教育委員会 幸田貝塚（第11次調査）・東平賀貝塚（第4次調査）　－昭和60年度市内遺跡群調査報告書 松戸市文化財調査報告　第１２集

22243 松戸市教育委員会 幸田貝塚の調査（4）　昭和49年度発掘調査概要　松戸市文化財調査小報7 松戸市文化財調査小報７

125265 松戸市教育委員会 坂之台遺跡・東平賀遺跡第3次調査　松戸市文化財小報16 松戸市文化財小報１６

42097 松戸市教育委員会 子和清水貝塚　遺物図版編1 松戸市文化財調査報告第８集

22280 松戸市教育委員会 子和清水貝塚　遺物図版編2 松戸市文化財調査報告　第１１集

22263 松戸市教育委員会 若芝遺跡　松戸市文化財小報15 松戸市文化財小報１５

22287 松戸市教育委員会 昭和61年度松戸市内遺跡群発掘調査概報 松戸市文化財調査報告　第１３集

125267 松戸市教育委員会 昭和62年度松戸市内遺跡群発掘調査概報 松戸市文化財調査報告書　第１４集

22302 松戸市教育委員会 昭和63年度松戸市内遺跡群発掘調査概報 松戸市文化財調査報告　第１５集

22234 松戸市教育委員会 松戸の遺跡　松戸市埋文包蔵地所在調査報告 松戸市文化財調査報告　第６集

22292 松戸市教育委員会 松戸市関台地区遺跡群確認調査報告書　－関台遺跡・坂花遺跡－　松戸市文化財調査小
報

松戸市文化財調査小報１８

22289 松戸市教育委員会 松戸市紙敷地区遺跡群確認調査報告書　－中内遺跡・坂之台遺跡・新橋台Ⅰ遺跡－　松
市文化財調査 報

松戸市文化財調査小報１７

125266 松戸市教育委員会 松戸市紙敷地区遺跡群確認調査報告書（2）　松戸市文化財調査小報20 松戸市文化財調査小報２０

22297 松戸市教育委員会 松戸市秋山地区遺跡群確認調査報告書　松戸市文化財調査小報19 松戸市文化財調査小報１９

22253 松戸市教育委員会 中芝遺跡　松戸市文化財調査小報14 松戸市文化財調査小報１４

22274 松戸市教育委員会 中峠遺跡・根木内遺跡　－昭和58年度北部遺跡群調査報告書－ 松戸市文化財調査報告　第９集

22246 松戸市教育委員会 殿平賀遺跡1977　松戸市文化財調査小報10 松戸市文化財調査小報１０

22278 松戸市教育委員会 島崎遺跡・幸田貝塚（第10次調査）　－昭和59年度北部地区遺跡群調査報告書－ 松戸市文化財調査報告　第１０集

22266 松戸市根木内北の台遺跡調査会 千葉県松戸市　根木内北ノ台遺跡　調査報告

22258 松戸市文化ホール 秋山向山遺跡出土の中期縄文土器　松戸市文化ホール資料目録2　文化ホール紀要3 文化ホール紀要３

22175 新東京国際空港公団 新東京国際空港　埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅵ　成田市木戸下遺跡・富里町七栄古込遺
跡

千葉県文化財センター調査報告　第１７７集

22053 新東京国際空港公団・(財)県文化
財 タ

新東京国際空港　埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅴ　№2遺跡・№10遺跡

22021 新東京国際空港公団・(財)千葉県
財 タ

新東京国際空港　埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅳ　№7遺跡

15231 新東京国際空港公団・(財)千葉県
文化財 タ

新東京国際空港埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅷ　取香和田戸遺跡（空港№60遺跡）　第1,
第 第 分

千葉県文化財センター調査報告　第２４４集

22011 新東京国際空港公団・県文化財セ
タ

新東京国際空港　埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅲ　№14遺跡

22388 森永開発株式会社 千葉県市原市　大羽根城郭跡　南部外郭の測量調査　1986

22153 水資源開発公団・(財)千葉県文化
財 タ

東金市久我台遺跡　房総導水路建設事業に伴う埋蔵文化財調査報告　（写真図版編）

22152 水資源開発公団・(財)千葉県文化
財 タ

東金市久我台遺跡　房総導水路建設事業に伴う埋蔵文化財調査報告　（本文・挿図編）

22039 水資源開発公団東総用水建設所・
財 葉 財 タ

東総用水　高部宮ノ前遺跡・今郡カチ内遺跡　小座ふちき遺跡・青馬前畑遺跡

22029 千葉急行電鉄株式会社・(財)千葉
県文化財 タ

千葉急行線内埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅰ　鷲谷津遺跡・観音塚遺跡・山ノ神遺跡・大
森第 遺跡 荒立遺跡22089 千葉急行電鉄株式会社・(財)千葉

財 タ
千葉急行線内埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅱ　大北遺跡・谷津遺跡・瓜作遺跡・池田古墳
群12163 千葉教育庁生涯学習部文化課 千葉県埋蔵文化財発掘調査抄報　平成5年度

22091 千葉県衛生部・(財)千葉県文化財
タ

千葉市辺田山谷遺跡　－千葉県小児医療センター（仮称）建設予定地内埋蔵文化財調査
報告書125279 千葉県企業庁 千葉ニュータウン埋蔵文化財調査報告書　Ⅷ

22143 千葉県企業庁・(財)千葉県文化財
タ

成田市新住宅市街地内埋蔵文化財調査報告　山口雷土遺跡

22108 千葉県企業庁・(財)千葉県文化財
タ

多古工業団地内遺跡群発掘調査報告書　－林小原子台・巣根・土持台・林中ノ台・吹入台

22109 千葉県企業庁・(財)千葉県文化財
タ

多古工業団地内遺跡群発掘調査報告書　－林小原子台・巣根・土持台・林中ノ台・吹入台
　22145 千葉県企業庁・(財)千葉県文化財

タ
八日市場市平木遺跡　－県立海匝地区（仮称）養護学校建設に伴う埋蔵文化財調査－



21880 千葉県教委 市原市二日市場廃寺跡確認調査報告

21878 千葉県教委 千葉県中近世城跡研究調査報告書　第4集　稲村城跡・臼井城跡発掘調査報告　昭和58
年度

千葉県中近世城跡研究調査報告書　第４集

21883 千葉県教委 千葉県中近世城跡研究調査報告書　第5集　大崎城跡・万喜城跡発掘調査報告　昭和59
年度

千葉県中近世城跡研究調査報告書　第５集

21871 千葉県教委 竜角寺古墳群発掘調査報告書　－第1次（昭和57年度）－

21874 千葉県教委 竜角寺古墳群発掘調査報告書　－第2次（昭和58年度）－

21897 千葉県教育委員会 栄町埴生郡衙跡確認調査報告書Ⅱ

21909 千葉県教育委員会 古代寺院跡（宝珠院）確認調査報告

21895 千葉県教育委員会 佐倉市長熊廃寺跡確認調査報告書

14461 千葉県教育委員会 山武町胡摩手台16号墳発掘調査報告書

14460 千葉県教育委員会 市原市永田窯跡群第2次発掘調査報告書

21912 千葉県教育委員会 市原市石川須恵器窯跡確認調査報告書

14457 千葉県教育委員会 市原市川焼瓦窯跡発掘調査報告書　平成5年度

14463 千葉県教育委員会 千葉県記念物実態調査報告書Ⅲ

4611 千葉県教育委員会 千葉県重要古墳群測量調査報告書　　山武地区古墳群（4）

14712 千葉県教育委員会 千葉県重要古墳群測量調査報告書　－市原市姉崎古墳群－

14464 千葉県教育委員会 千葉県所在中近世城館跡詳細分布調査報告書Ⅰ

14455 千葉県教育委員会 千葉県中近世城跡研究調査報告書　第14集　土気城跡・池和田城跡測量調査報告　平成
年度

千葉県中近世城跡研究調査報告書　第１４集

14456 千葉県教育委員会 千葉県中近世城跡研究調査報告書　第15集　造海城跡測量調査報告

21893 千葉県教育委員会 千葉県中近世城跡研究調査報告書　第7集　飯櫃城跡・鏑木城跡発掘調査報告　昭和61
年度

千葉県中近世城跡研究調査報告書　第７集

35773 千葉県教育委員会 千葉県中近世城跡研究調査報告書第18集　増尾城跡・佐津間城跡測量調査報告　平成9
年度16780 千葉県教育委員会 袖ヶ浦市　滝ノ口向台遺跡・大作古墳群（第1分冊） 千葉県文化財センター調査報告２３２集

16781 千葉県教育委員会 袖ヶ浦市　滝ノ口向台遺跡・大作古墳群（第2分冊） 千葉県文化財センター調査報告２３２集

16779 千葉県教育委員会 東関東自動車道埋蔵文化財調査報告書Ⅶ佐原地区4（付図　遺構配置図） 千葉県文化財センター調査報告第２０７集

23027 千葉県教育委員会 房総のあけぼのⅠ

14458 千葉県教育委員会 野田市東金野井貝塚発掘調査報告書 平成5年度

14462 千葉県教育委員会 流山市上新宿貝塚発掘調査報告書

22113 千葉県教育委員会・(財)千葉県文
化財 タ

関宿城跡　－東葛飾郡関宿町久世曲輪に所在する関宿城確認調査概報－　1986

22139 千葉県教育委員会・(財)千葉県文
化財 タ

関宿城跡　－東葛飾郡関宿町久世曲輪に所在する関宿城確認調査概報Ⅱ－

15233 千葉県教育委員会・(財)千葉県文
財 タ

沼南町　石揚遺跡（第1,第2,第3分冊） 千葉県文化財センター調査報告　第２５５集

22043 千葉県教育庁学校建設室・(財)千
葉県文化財 タ

船橋市八木ヶ谷遺跡（遠山塚群）　－千葉県立船橋地区高校建設に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告書22115 千葉県教育庁施設課・(財)千葉県

文化財 タ
千葉県山武郡大網白里町　北後谷横穴　－千葉県立山武農業高等学校グランド造成に伴
う埋蔵文化財発掘調査報告書14481 千葉県教育庁生涯学習部文化課 千葉県埋蔵文化財発掘調査抄報　平成4年度

21852 千葉県教育庁文化課 千葉県埋蔵文化財発掘調査抄報　昭和49・50年

21876 千葉県教育庁文化課 千葉県埋蔵文化財発掘調査抄報　－昭和57年度－

22077 千葉県警察本部・(財)千葉県文化
財 タ

千葉市中薙遺跡　－千葉東署建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－

22099 千葉県水道局・(財)千葉県文化財
タ

市原市門脇遺跡　－高滝導水管事業に伴う埋蔵文化財調査報告書－

14446 千葉県都市部 流山市野々下貝塚確認調査報告書 千葉県文化財センター調査報告第274集

22121 千葉県都市部・(財)千葉県文化財
タ

千葉市小中台遺跡　千葉都市計画道路3・4・43号磯辺茂呂町線建設に伴う埋蔵文化財発
掘 査報告書22027 千葉県都市部・(財)千葉県文化財

タ
千葉市谷津台貝塚

22087 千葉県都市部モノレール建設課・
財 葉県文化財 タ

千葉都市モノレール関係埋蔵文化財発掘調査報告書　五味ノ木遺跡・殿山堀込遺跡・甘五
城跡 根崎遺跡 京 台遺跡 柳沢遺跡22081 千葉県都市部住宅課・(財)千葉県

財 タ
加曽利貝塚　－県営桜木第二団地建設に伴う埋蔵文化財調査報告書－

22117 千葉県土地開発公社・(財)千葉県
文化財 タ

佐倉市向山谷津・明代台・木戸場・古内遺跡　－佐倉第三工業団地造成に伴う埋蔵文化財
発掘調査報告書22133 千葉県土地開発公社・(財)千葉県

財 タ
佐倉市腰巻遺跡　－佐倉第三工業団地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅴ－

14447 千葉県土木部 四街道市堂ノ後遺跡 千葉県文化財センター調査報告第275集

22065 千葉県土木部・(財)県文化財セン
タ

栄町大畑Ⅰ－2遺跡　－県単道路成田安食線埋蔵文化財調査報告書－

22063 千葉県土木部・(財)県文化財セン
タ

主要地方道成田安食線道跡改良工事（住宅宅地関連事業）地内埋蔵文化財発掘調査報
告書　本 版22061 千葉県土木部・(財)県文化財セン

タ
主要地方道成田安食線道路改良事業地内埋蔵文化財調査報告書Ⅰ　－成田市烏内遺跡

22057 千葉県土木部・(財)県文化財セン
タ

主要地方道成田松尾線Ⅱ　小池新林遺跡　小池地蔵遺跡

22059 千葉県土木部・(財)県文化財セン
タ

成田市　芦田台1・2号塚　－県道成田下総線建設に伴う埋蔵文化財調査報告－

22129 千葉県土木部・(財)千葉県文化財
タ

沓掛貝塚　－一般県道大網停車場丘山線事業地内埋蔵文化財調査－（本文編）

22093 千葉県土木部・(財)千葉県文化財
タ

栗源町外部台遺跡　主要地方道成田・小見川・鹿島港線事業地内埋蔵文化財発掘調査報
告書22101 千葉県土木部・(財)千葉県文化財

タ
君津市岩出遺跡・岩出城跡　県道長浦・上総線特殊改良第1種工事に伴う埋蔵文化財発掘

査報告書22147 千葉県土木部・(財)千葉県文化財
タ

山武町椎崎遺跡　主要地方道成東・酒々井線建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書



22095 千葉県土木部・(財)千葉県文化財
タ

主要地方道成田松尾線Ⅲ　鯉ヶ窪遺跡・中台柿谷遺跡・遠山天ノ作遺跡

22097 千葉県土木部・(財)千葉県文化財
タ

主要地方道成田松尾線Ⅳ　小池元高田遺跡・柳谷遺跡・上宿遺跡・井森戸遺跡

22119 千葉県土木部・(財)千葉県文化財
タ

主要地方道成田松尾線Ⅴ　中台貝塚・松尾東雲遺跡　八田太田台遺跡

22131 千葉県土木部・(財)千葉県文化財
タ

大井東山遺跡・大井大畑遺跡　一級河川手賀沼河川浄化に伴う埋蔵文化財発掘調査報告
書22181 千葉県土木部・(財)千葉県文化財

タ
大栄栗源干潟線埋蔵文化財調査報告書 千葉県文化財センター調査報告　第１７９集

22149 千葉県土木部・(財)千葉県文化財
タ

東金市・外荒遺跡発掘調査報告書　－国道409号交通安全対策事業に伴う埋蔵文化財調
査22187 千葉県土木部河川課・(財)千葉県

文化財 タ
佐原市仁井宿東遺跡・牧野谷中田遺跡　中小河川改良事業小野川放水路建設に伴う埋蔵
文化財発掘調査報告書

千葉県文化財センター調査報告　第１８２集

22055 千葉県土木部道路建設課・(財)県
文化財 タ

千葉市種ヶ谷津遺跡　県道生実本納線道路建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

22023 千葉県道路公社・千葉県文化財セ
タ

市原市瀬又北・瀬又南、千葉市大木戸・板倉町遺跡　－千葉外房有料道路建設予定地内
蔵 財 査報告書14431 千葉県文化財センター 印西町　小林城跡 千葉県文化財センター調査報告　第250集

14441 千葉県文化財センター 下総町　新シ山・柳和田台遺跡　青山中峰遺跡　青山宮脇遺跡 千葉県文化財センター調査報告第265集

14432 千葉県文化財センター 下総町長稲葉遺跡 千葉県文化財センター調査報告　第251集

22740 千葉県文化財センター 研究連絡誌第1号

22742 千葉県文化財センター 研究連絡誌第2号

22744 千葉県文化財センター 研究連絡誌第3号

14448 千葉県文化財センター 研究連絡誌第40号

14449 千葉県文化財センター 研究連絡誌第41号

14450 千葉県文化財センター 研究連絡誌第42号

22746 千葉県文化財センター 研究連絡誌第4号

22751 千葉県文化財センター 研究連絡誌第5号

22753 千葉県文化財センター 研究連絡誌第6号

22755 千葉県文化財センター 研究連絡誌第7・8合併号

14444 千葉県文化財センター 佐倉市池向遺跡　佐倉第三工業団地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書ⅩⅡ　3分冊 千葉県文化財センター調査報告　第268集

14443 千葉県文化財センター 佐倉市六拾部遺跡　佐倉第三工業団地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書ⅩⅠ 千葉県文化財センター調査報告第267集

14435 千葉県文化財センター 市原市南青野遺跡 千葉県文化財センター調査報告２５４集

14436 千葉県文化財センター 松戸市岩瀬塚田遺跡 千葉県文化財センター調査報告第260集

14440 千葉県文化財センター 新東京国際空港　埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅸ　一鍬田甚兵衛山北遺跡（空港№11遺
跡）

千葉県文化財センター調査報告　第264集

14438 千葉県文化財センター 成田市三里塚御料牧場遺跡　A隊舎移転予定地内埋蔵文化財調査報告書 千葉県文化財センター調査報告　第262集

14439 千葉県文化財センター 成田市大袋塔之下遺跡　TV中継放送局建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 千葉県文化財センター調査報告　第263集

22734 千葉県文化財センター 千葉県文化財センター研究紀要7

22749 千葉県文化財センター 千葉県文化財センター研究紀要8

14454 千葉県文化財センター 千葉県文化財センター年報№20　平成6年度

22723 千葉県文化財センター 千葉県文化財センター年報№3

22725 千葉県文化財センター 千葉県文化財センター年報№4

22727 千葉県文化財センター 千葉県文化財センター年報№5

22736 千葉県文化財センター 千葉県文化財センター年報№6

22738 千葉県文化財センター 千葉県文化財センター年報№7

22758 千葉県文化財センター 千葉県文化財センター年報№9

22757 千葉県文化財センター 千葉県文化財センター年報№9

14433 千葉県文化財センター 千葉市矢作貝塚Ⅱ 千葉県文化財センター調査報告　第252集

21939 千葉県文化財センター 千葉東南部ニュータウン10　小金沢貝塚

14437 千葉県文化財センター 船橋市古作中台遺跡　東京税関古作寮建設に伴う埋蔵文化財調査報告書 千葉県文化財センター調査報告　第261集

14442 千葉県文化財センター 袖ｹ浦市文脇遺跡 千葉県文化財センター調査報告第266集

14434 千葉県文化財センター 土気緑の森工業団地内発掘調査報告書　3分冊 千葉県文化財センター調査報告　第253集

15232 千葉県文化財センター 東金市　妙経遺跡・井戸谷9号墳（第1分冊　第2分冊） 千葉県文化財センター調査報告　第２４６集

14429 千葉県文化財センター 東金市道庭遺跡 千葉県文化財センター調査報告　第248集

14467 千葉県文化財センター 二十年の歩み　千葉県文化財センター創立二十周年記念誌

14427 千葉県文化財センター 八千代市沖塚遺跡・上の台遺跡他 千葉県文化財センター調査報告　第245集

14426 千葉県文化財センター 八千代市権現後遺跡・北海道遺跡・井戸向遺跡 千葉県文化財センター調査報告　第243集

14482 千葉県文化財センター 房総考古学ライブラリー8　歴史時代（2） 房総考古学ライブラリー８

14430 千葉県文化財センター 野田市岩名第14遺跡 千葉県文化財センター調査報告２４９集

22025 千葉県立市原園芸高等学校・(財)
葉 財 タ

市原市雪解沢遺跡　－千葉県立市原園芸高等学校グランド造成に伴う埋蔵文化財調査報
告書22546 千葉市教育委員会 昭和63年度　千葉市内遺跡群発掘調査報告書



22408 千葉市教育委員会 千葉・上ノ台遺跡（全5分冊－4　図版編1）　1983

22410 千葉市教育委員会 千葉・上ノ台遺跡（全5分冊－5　図版編2）　1983

22674 千葉市教育委員会 千葉市　子和清水遺跡　房地遺跡　一枚田遺跡　1987

22676 千葉市教育委員会 千葉市へたの台貝塚　1990

22678 千葉市教育委員会 千葉市古山遺跡　1990

22400 千葉市教育委員会 千葉市文化財調査報告書　第6集　1983 千葉市文化財調査報告書　第６集

22402 千葉市教育委員会 千葉市文化財調査報告書第8集
星久喜遺跡発掘調査報告　 向南遺跡発掘調査報告　

千葉市文化財調査報告書　第８集

22404 千葉市教育委員会 千葉市芳賀輪遺跡　－第2・7次発掘調査概報－　1984.3 千葉市文化財報告　第９集

22406 千葉市教育委員会 谷津遺跡　本文編　1984 千葉市文化財調査報告書　第１０集

22646 千葉市教育委員会 埋蔵文化財調査（市内遺跡）報告書　平成2年度　1991.3

4294 千葉市教育委員会 埋蔵文化財調査（市内遺跡）報告書　平成3年度　1992.3

14713 千葉市教育委員会 埋蔵文化財調査（市内遺跡）報告書　－平成6年度－

22670 千葉市教育委員会・千葉市文化財
調査協会

千葉市迎山遺跡　1987

22662 千葉市教育委員会・千葉市文化財
査協会

千葉市広南遺跡　1988

22654 千葉市教育委員会・千葉市文化財
査協会

千葉市高台向遺跡　1989

22664 千葉市教育委員会・千葉市文化財
調査協会

千葉市砂子遺跡　1988

22652 千葉市教育委員会・千葉市文化財
査協会

千葉市辰ヶ台・住吉・東住吉遺跡　昭和の森遺跡群昭和60・61年度調査報告書　1989

22656 千葉市教育委員会・千葉市文化財
査協会

千葉市馬場塚遺跡　1989

22658 千葉市教育委員会・千葉市文化財
調査協会

千葉市芳賀輪遺跡　昭和61年度発掘調査報告書　1988

22668 千葉市教育委員会・千葉市文化財
査協会

千葉市餅ヶ崎遺跡　昭和60年度発掘調査報告書　1988

22666 千葉市教育委員会・千葉市文化財
査協会

平川遺跡群　1988

22672 千葉市教育委員会・千葉市文化財
調査協会

芳賀輪遺跡　太田アラク遺跡　1987

22660 千葉市教育委員会・千葉市文化財
査協会

立木南遺跡　1988

96490 千葉市教育振興財団・埋蔵文化財
タ

埋蔵文化財調査センター年報15
成 年度22648 千葉市文化財調査協会 財団法人千葉市文化財調査協会年報1　昭和60・61年度

125251 千葉市文化財調査協会 千葉市　榎作遺跡･種ヶ谷津遺跡･立堀城跡･高有遺跡･宮ノ後遺跡･谷当･上ノ台遺跡

125248 千葉市文化財調査協会 千葉市　榎作遺跡･網田遺跡･宇津志野遺跡群･海老遺跡･荒屋敷貝塚

96489 千葉市文化財調査協会 千葉市　後谷遺跡

96487 千葉市文化財調査協会 千葉市　川崎遺跡・草刈場北遺跡・味噌草野遺跡

96488 千葉市文化財調査協会 千葉市　都町山王遺跡
　　 成 年度調査96485 千葉市文化財調査協会 千葉市　土気東遺跡群Ⅰ

奥 台遺跡 十 遺跡
土気東遺跡群第1冊目

96484 千葉市文化財調査協会 千葉市　内野第1遺跡発掘調査報告書
第 第 第125249 千葉市文化財調査協会 千葉市うならすず遺跡　－平成12年度調査－

125259 千葉市文化財調査協会 千葉市愛生遺跡

125260 千葉市文化財調査協会 千葉市遠坪遺跡

125277 千葉市文化財調査協会 千葉市下田遺跡

93540 千葉市文化財調査協会 千葉市海老遺跡　平成4年度調査　1996

96483 千葉市文化財調査協会 千葉市海老遺跡　平成4年度調査　1996

125254 千葉市文化財調査協会 千葉市海老遺跡　－平成8年度発掘調査報告書－

125261 千葉市文化財調査協会 千葉市源町遺跡群　－高津辺田遺跡･南屋敷遺跡－

125275 千葉市文化財調査協会 千葉市戸張作遺跡Ⅰ

125257 千葉市文化財調査協会 千葉市戸張作遺跡Ⅱ

125258 千葉市文化財調査協会 千葉市御林遺跡

125245 千葉市文化財調査協会 千葉市根崎遺跡（K地点）

22650 千葉市文化財調査協会 千葉市山ノ神遺跡　1989

125252 千葉市文化財調査協会 千葉市小満遺跡

125278 千葉市文化財調査協会 千葉市生実城跡　2000

125250 千葉市文化財調査協会 千葉市生実城跡　2001

96486 千葉市文化財調査協会 千葉市生実城跡
年度 成 年度 査125262 千葉市文化財調査協会 千葉市多部田貝塚

125253 千葉市文化財調査協会 千葉市築地台貝塚

125247 千葉市文化財調査協会 千葉市猪鼻城跡

125255 千葉市文化財調査協会 千葉市文化財調査協会年報11　－平成9年度－



125256 千葉市文化財調査協会 千葉市文化財調査協会年報12　－平成10年度－

125276 千葉市文化財調査協会 千葉市文化財調査協会年報13　－平成11年度－

96491 千葉市文化財調査協会 千葉市文化財調査協会年報14
成 年度125274 千葉市文化財調査協会 千葉市芳賀輪遺跡　平成8年度調査報告書

125246 千葉市文化財調査協会 千葉市坊屋敷遺跡

125271 千葉市文化財調査協会 土気南遺跡群Ⅵ

125272 千葉市文化財調査協会 土気南遺跡群Ⅷ

22705 千葉市立加曽利貝塚博物館 加曽利貝塚博物館20年の歩み　野外博物館をめざして

22697 千葉市立加曽利貝塚博物館 貝塚博物館紀要　第11号

22703 千葉市立加曽利貝塚博物館 貝塚博物館紀要　第14号

22710 千葉市立加曽利貝塚博物館 貝塚博物館紀要　第15号

22711 千葉市立加曽利貝塚博物館 貝塚博物館紀要　第15号

15283 千葉市立加曽利貝塚博物館 貝塚博物館紀要　第22号　1995年3月

22708 千葉市立加曽利貝塚博物館 千葉市立加曽利貝塚博物館　開館20周年記念特別講座講演集

41162 千葉市立加曽利貝塚博物館友の会 加曽利貝塚

125105 千葉市立郷土博物館 平成24年度特別展
漆 史と文化9101 千葉大学文学部考古学研究室 千葉県館山市　大寺山洞穴　第1次発掘調査概報　1994.3

16797 千葉大学文学部考古学研究室　同
仁会

千葉市　立木南遺跡　1996

15229 袖ヶ浦市・(財)君津郡市文化財セン
タ

千葉県袖ヶ浦市　文脇遺跡　1992　（本文編その1,その2,写真図版編　3分冊） （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第６９集

22855 袖ヶ浦町・(財)君津郡市文化財セン
タ

千葉県袖ヶ浦町　中六遺跡　町道蔵波・木瓜台線道路工事に伴う埋蔵文化財調査　1987 （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第２２集

22835 袖ヶ浦町・君津郡市文化財センター 千葉県袖ヶ浦町　境遺跡　1985 （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第８集

2802 長生郡市文化財センター 千葉県長生郡長南町　長南城跡　1991 長生郡市文化財センター調査報告第１１集

16775 長生郡市文化財センター 千葉県長生郡長柄町　下久保遺跡　1993 長生郡市文化財センター調査報告　第１９集

22602 長生郡市文化財センター 千葉県長生郡長柄町　四反目横穴墓群　1990 長生郡市文化財センター調査報告第７集

16776 長生郡市文化財センター 千葉県茂原市　猿袋横穴墓群　1993 長生郡市文化財センター調査報告　第２０集

16771 長生郡市文化財センター 千葉県茂原市　国府関遺跡群　1993 （財）長生郡市文化財センター調査報告第１５集

16773 長生郡市文化財センター 千葉県茂原市　山崎横穴墓　1993 長生郡市文化財センター調査報告　第１７集

2859 長生郡市文化財センター 千葉県茂原市　柴名坂横穴墓　1991 長生郡市文化財センター調査報告第９集

16774 長生郡市文化財センター 千葉県茂原市　神田山第Ⅰ遺跡・菜摘台遺跡　1993 長生郡市文化財センター調査報告　第１８集

16772 長生郡市文化財センター 千葉県茂原市　野際遺跡　1993 長生郡市文化財センター調査報告　第１６集

16793 長生郡市文化財センター 長生郡市文化財センター　年報№7　平成3年度

22604 長生郡市文化財センター 長生郡市文化財センター年報　№4　昭和63年度

2799 長生郡市文化財センター 長生郡市文化財センター年報№5　平成元年度

22260 鉄道建設公団・河原塚貝塚第2地点
発掘調査会

河原塚Ⅱ遺跡　1977

6761 唐崎台遺跡発掘調査団 千葉県市原市　　唐崎台　千葉県市原市能満唐崎台における弥生時代後期の集落址発掘
査　22397 東京電力（株）千葉支店 宮附遺跡発掘調査報告　1985

22851 東京電力株式会社・(財)君津郡市
文化財 タ

千葉県　木更津市・君津市　富津火力線鉄塔建設用地内埋蔵文化財発掘調査報告書　熊
野台遺跡　 根谷遺跡　金 谷遺跡　畝山遺跡　

（財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第１８集

22853 東京電力株式会社・(財)君津郡市
財 タ

千葉県木更津市・君津市　上総線鉄塔建設用地内埋蔵文化財発掘調査報告書　1986 （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第１９集

22552 東金市教育委員会 昭和63年度　東金市内遺跡群発掘調査報告書　小野遺跡　1989

22642 東金市教育委員会 平成2年度　東金市内遺跡群発掘調査報告書　小野城跡・道庭遺跡　1991

6105 東金市教育委員会 平成3年度　東金市内遺跡群発掘調査報告書　小野遺跡Ｄ地区・Ｅ地区　1992

16796 東金市教育委員会 平成5年度　東金市内遺跡発掘調査報告書　油井古塚遺跡（丑子台地点）

14709 東金市教育委員会 平成6年度　東金市内遺跡発掘調査報告書　油井古塚原遺跡（丑子台1037-40地点）

22473 東金市教育委員会 平成元年度　東金市内遺跡群発掘調査報告書　小野遺跡B地区　1990

22444 東金市上行寺裏横穴群調査会 千葉県東金市　上行寺裏横穴　第6・7号横穴発掘調査報告書　1983

22440 道庭遺跡調査会 道庭遺跡　第1分冊

22442 道庭遺跡調査会 道庭遺跡　第1分冊　別冊墓址篇

22035 道路公団東京第一建設局・(財)千
葉県文化財 タ

常磐自動車道埋蔵文化財調査報告書Ⅱ　－花前Ⅰ・中山新田Ⅱ・中山新田Ⅲ－

22085 道路公団東京第一建設局・(財)千
葉 財 タ

東関東自動車道埋蔵文化財調査報告書Ⅱ　－大栄地区（1）－

22069 日本鉄道建設公団・(財)県文化財
タ

成田新線建設事業地内　埋蔵文化財発掘調査報告書　Ⅱ　（関戸遺跡）

22137 日本鉄道建設公団・(財)千葉県文
化財 タ

松戸市彦八山遺跡　－北総開発鉄道埋蔵文化財調査報告書Ⅰ－

22013 日本鉄道建設公団・県埋蔵文化財
タ

成田新線建設事業地内　埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅲ　堀之内遺跡

21935 日本住宅公団・千葉県都市公社 千葉東南部ニュータウン12　南二重堀遺跡



21937 日本住宅公団・千葉県文化財セン
タ

千葉東南部ニュータウン13　上赤塚1号墳・狐塚古墳群

22071 日本道路公団東京第1建設局・(財)
県文化財 タ

常磐自動車道埋蔵文化財調査報告書　Ⅳ　－元割・聖人塚・中山新田Ⅰ－

22049 日本道路公団東京第1建設局・(財)
財 タ

常磐自動車道埋蔵文化財調査報告書Ⅲ　－花前Ⅱ－1・花前Ⅱ－2・矢船－

22073 日本道路公団東京第1建設局・(財)
県文化財 タ

常磐自動車道埋蔵文化財調査報告書Ⅴ　－谷・上貝塚・若葉台・塚（1）・（2）・馬土手（1）・
（ ） （ ）22051 日本道路公団東京第1建設局・(財)

県文化財 タ
東関東自動車道埋蔵文化財調査報告書Ⅰ　－成田地区－

22179 日本道路公団東京第一建設局・
財 葉 財 タ

佐原市吉原三王遺跡　東関東自動車道埋蔵文化財調査報告書Ⅴ（佐原地区2）（写真図版
編

千葉県文化財センター調査報告　第１７８集

22178 日本道路公団東京第一建設局・
財 葉県文化財 タ

佐原市吉原三王遺跡　東関東自動車道埋蔵文化財調査報告書Ⅴ（佐原地区2）（本文編） 千葉県文化財センター調査報告　第１７８集

22157 日本道路公団東京第一建設局・
財 葉県文化財 タ

東関東自動車道埋蔵文化財調査報告Ⅳ　－佐原地区（1）－　1988

22123 日本道路公団東京第一建設局・
財 葉 財 タ

東関東自動車道埋蔵文化財調査報告書Ⅲ　－大栄地区（2）－　1987

5990 富津市教育委員会 千葉県富津市　加藤遺跡　1992

5975 富津市教育委員会 千葉県富津市　神明山遺跡発掘事前総合調査報告書　1992年3月

5976 富津市教育委員会 千葉県富津市　西原古墳　1992

22419 富津市教育委員会 千葉県富津市　二間塚遺跡群確認調査報告書Ⅱ　（昭和59年度）－富津市古墳群周溝確
認調査22417 富津市教育委員会 千葉県富津市　飯野陣屋濠跡発掘調査報告書　昭和60年3月

6098 富津市教育委員会 平成3年度　千葉県　富津市内遺跡発掘調査報告書　内裏塚南方遺跡第2地点　青木遺跡
成 年22940 富津市教育委員会・(財)君津郡市

文化財 タ
千葉県富津市　三条塚古墳　－周溝・石室確認調査報告書－ （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第５１集

22831 富津市教育委員会・君津郡市文化
財 タ

千葉県富津市　二間塚遺跡群確認調査報告書 （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第５集

22458 平和農産工業（株）・市原市文化財
タ

外迎山遺跡・唐沢遺跡　山見塚遺跡　1987 財団法人市原市文化財センター調査報告書第２０集

22448 茂原市文化財センター 茂原市文化財センター年報№1　－昭和59・60年度－

22611 茂原市文化財センター 茂原市文化財センター年報№3　昭和62年度

22538 毛尻遺跡調査会 千葉県市原市　毛尻遺跡　発掘調査報告書　昭和58年

22466 木更津教育委員会 千葉県木更津市　市内遺跡群発掘調査報告書　伊豆島貝塚・宮脇遺跡　平成2年3月

22470 木更津教育委員会 千葉県木更津市　請西遺跡群発掘調査報告書Ⅱ　大山台遺跡　平成2年度3月

22468 木更津教育委員会 千葉県木更津市　千束台遺跡群確認調査報告書　平成2年3月

22464 木更津教育委員会 千葉県木更津市　丹過遺跡確認調査報告書Ⅱ　平成2年3月

22833 木更津市・君津郡市文化財センター 千葉県木更津市　高千穂古墳群第11・12号墳発掘調査報告書 （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第６集

22837 木更津市・君津郡市文化財センター 千葉県木更津市　真里谷城跡　少年自然の家建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査　1985 （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第１０集

16784 木更津市教育委員会 千葉県木更津市　市内遺跡発掘調査報告書　-花山遺跡-　平成5年3月

22421 木更津市教育委員会 千葉県木更津市　請西遺跡群確認調査報告書　昭和62年3月

22548 木更津市教育委員会 千葉県木更津市　請西遺跡群発掘調査報告書　昭和63年3月

22639 木更津市教育委員会 千葉県木更津市　請西遺跡群発掘調査報告書Ⅲ　野焼Ｂ遺跡・野焼古墳群第2号墳・鹿島
塚 遺跡 中郷谷遺跡　 成 年4215 木更津市教育委員会 千葉県木更津市　請西遺跡群発掘調査報告書Ⅳ　庚申塚A遺跡・庚申塚B遺跡・山伏作古
墳群第 墳　 成 年度22637 木更津市教育委員会 千葉県木更津市　千束台遺跡群確認調査報告書Ⅱ　平成3年3月

16782 木更津市教育委員会 千葉県木更津市　千束台遺跡群確認調査報告書Ⅲ　平成5年3月

16783 木更津市教育委員会 千葉県木更津市　大畑台遺跡群確認調査報告書Ⅱ　平成5年度3月

22550 木更津市教育委員会 千葉県木更津市　丹過遺跡確認調査報告書　昭和63年3月

22633 木更津市教育委員会 千葉県木更津市　木更津市内遺跡発掘調査報告書　－上馬船遺跡－　平成3年3月

6100 木更津市教育委員会 千葉県木更津市　木更津市内遺跡発掘調査報告書　蔵坪遺跡　平成4年3月

22635 木更津市教育委員会 木更津市　大畑台遺跡群確認調査報告書　平成3年3月

6452 木更津市教育委員会 木更津市文化財調査集報Ⅰ　塚原七号墳・太田山古墳の調査　1992 木更津市文化財調査集報Ⅰ

22841 木更津市教育委員会・(財)君津郡
財 タ

千葉県木更津市　塚原遺跡　1985 （財）君津郡市文化財センター発掘調査報告書　第１３集

22857 木更津土地改良事務所・(財)君津
市文化財 タ

千葉県袖ヶ浦町　三箇遺跡群Ⅱ　県営ほ場整備事業平川東部地区埋蔵文化財確認調査
排水対策特 事業 地 埋蔵文化財確認調査

15150 (財)　東京都教育文化財団 平成7年度　東京都埋蔵文化財センター要覧

42561 (財)　東京都教育文化財団　東京都
蔵 財 タ

東京都埋蔵文化財センター研究論集Ⅱ

23547 (財)東京都埋蔵文化財センター 研究論集Ⅳ

23554 (財)東京都埋蔵文化財センター 資料目録2　1987

23541 (財)東京都埋蔵文化財センター 東京都埋蔵文化財センター研究論集Ⅱ

23549 (財)東京都埋蔵文化財センター 東京都埋蔵文化財センター年報　6　昭和60年度

15241 葛飾区遺跡調査会 葛西城　ⅩⅢ　第1分冊 葛飾区遺跡調査会調査報告 第５集

15242 葛飾区遺跡調査会 葛西城　ⅩⅢ　第2分冊 葛飾区遺跡調査会調査報告 第５集

15243 葛飾区遺跡調査会 葛西城　ⅩⅢ　第3分冊　第5編・第6編 葛飾区遺跡調査会調査報告 第５集

東京都



15244 葛飾区遺跡調査会 葛西城　ⅩⅢ　第3分冊別刷・文献資料年表 葛飾区遺跡調査会調査報告 第５集

23364 葛飾区遺跡調査会 葛西城址　葛飾区青戸7丁目36番地点発掘調査報告書

23491 葛飾区遺跡調査会 鬼塚遺跡Ⅱ 葛飾区遺跡調査会調査報告 第８集

14749 葛飾区遺跡調査会 鬼塚遺跡Ⅲ・本郷遺跡Ⅲ　葛飾区奥戸2・3丁目歩道設置及び道路改良工事に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書　

葛飾区遺跡調査会調査報告 第20集

6736 葛飾区遺跡調査会 古録天遺跡 葛飾区遺跡調査報告 第４集

16842 葛飾区遺跡調査会 古録天東遺跡・古録天遺跡Ⅱ　付図有 葛飾区遺跡調査会調査報告 第17集

6737 葛飾区遺跡調査会 柴又河川敷遺跡Ⅱ 葛飾区遺跡調査報告 第10集

14748 葛飾区遺跡調査会 柴又帝釈天遺跡Ⅱ　葛飾区柴又7丁目7番第2地点及び柴又7丁目10番地点発掘調査報告
書

葛飾区遺跡調査会調査報告 第11集

125225 葛飾区遺跡調査会 柴又八幡神社遺跡 葛飾区遺跡調査会調査報告 第15集

6494 葛飾区遺跡調査会 前津遺跡　葛飾区亀有2丁目都営住宅建替工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　1991 葛飾区遺跡調査会調査報告 第16集

23489 葛飾区遺跡調査会 本郷・正福寺・鬼塚遺跡 葛飾区遺跡調査会調査報告 第３集

14750 葛飾区遺跡調査会 立石遺跡Ⅳ　葛飾区立石8丁目区道地点発掘調査報告書 葛飾区遺跡調査会調査報告 第29集

42406 オリエント時計工場地内遺跡調査 日野市南広間地遺跡群　オリエント時計工場地内遺跡　1991

41137 学校法人　東京純心女子学園 東京都八王子市東京純心女子学園構内半蔵窪遺跡調査報告書

6252 学校法人帝京大学 越野　越野遺跡発掘調査報告書1992

14568 宮堀北遺跡等調査会 宮堀北遺跡　神谷ポンプ所建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　1995

14567 宮堀北遺跡等調査会 都立五日市高校遺跡　仮設給食棟建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　1995

95540 玉川文化財研究所 東京都大田区　久ヶ原遺跡発掘調査報告書（久が原五丁目7番区立久が原さくら児童公園
在95541 玉川文化財研究所 東京都大田区　雪ヶ谷貝塚発掘調査報告書　2002.6

3165 五段田遺跡調査会 五段田遺跡Ⅱ　東京都板橋区五段田遺跡第二次発掘調査報告書　1991

16835 港区教育委員会 研究紀要2　平成4年

125145 港区教育委員会 研究紀要3　平成6年

15145 港区立　港郷土資料館 港郷土資料館館報　－12－　平成5年度版（1993年度版）

16811 港区立港郷土資料館 港郷土資料館館報　－11－　平成4年度版（1992年度版）

23346 高燥遺跡発掘調査団 東京都八王子市　高燥遺跡発掘調査報告書　1989.3

23375 国際基督教大学考古学研究セン
タ

Occasional Papers №6　向ノ原遺跡

14752 国立科学博物館上野地区埋文発掘
調査会

上野忍岡遺跡　国立科学博物館（たんけん館・屋外展示模型）地点　発掘調査報告書

23408 小笠原諸島他遺跡分布調査会 小笠原諸島他遺跡分布調査　平成元年度調査概報1

23528 小笠原諸島他遺跡分布調査会 小笠原諸島他遺跡分布調査　平成二年度調査概報2

23308 小金井市遺跡調査会 野川中州北遺跡　－水辺の狩人・その生活と環境－

13213 小田野遺跡発掘調査団 東京都八王子市　小田野遺跡発掘調査報告書　1996.3

41138 新井三丁目遺跡調査会 東京都中野区　新井三丁目遺跡　1987.4

23283 新島本村教育委員会 東京都新島本村　式根島吹之江遺跡

23209 椙山神社北遺跡調査会 町田市　椙山神社北遺跡

15415 世田谷区教育委員会 1994年度　世田谷区埋蔵文化財調査年報　1996 世田谷区遺跡調査報告16

15357 世田谷区教育委員会 下神明遺跡Ⅲ（世田谷区成城3丁目4番20号の発掘調査記録）1996

15355 世田谷区教育委員会 三島野屋敷遺跡・下覚東南遺跡（世田谷区喜多見9丁目18・20番付近の発掘調査記録）

15354 世田谷区教育委員会 諏訪山遺跡Ⅳ　世田谷区奥沢3丁目35番の発掘調査記録　1996

15356 世田谷区教育委員会 中野田遺跡Ⅱ（世田谷区喜多見8丁目23・24番の発掘調査記録）1996

15353 世田谷区教育委員会 堂ｹ谷戸遺跡Ⅳ（世田谷区岡本3丁目8番の発掘調査記録）1996年

16817 西原遺跡調査会 西原遺跡　東京都板橋区西原遺跡発掘調査報告書　1993

23507 石畑狭山嶺遺跡調査会 石畑狭山嶺遺跡調査報告書　1990年

16857 早稲田大学 早稲田大学東伏見総合グラウンド遺跡Ｂ地区調査報告書

36843 早稲田大学校地埋蔵文化財整理室 下野谷遺跡Ⅰ　縄文時代中期（1）　1998年6月

125118 多摩丘陵窯跡群分布調査団 南多摩窯跡群分布調査報告書

14753 多摩地区所在古墳確認調査団 多摩地区所在古墳確認調査報告書　1995.3

16863 台東区文化財調査団 東京都台東区　浅草松清町遺跡調査報告書　浅草郵便局庁舎・簡易保険福祉事業団事業
ビ 仮称 新築 事 伴う事前 掘 査14754 大島支庁遺跡調査会 大島オンダシ遺跡

16818 大島泉津道路遺跡調査団 大島泉津　波牛登り口遺跡

23234 大島町教育委員会 下高洞遺跡調査報告2　東京都大島町　下高洞遺跡 下高洞遺跡調査報告２

23272 大島町教育委員会 下高洞遺跡調査報告3　東京都大島町　下高洞遺跡 下高洞遺跡調査報告３

23274 大島町教育委員会 大島町　鉄砲場岩陰遺跡

23368 大島町教育委員会 大島町　野増遺跡　下高洞遺跡Ｄ地区　和泉浜Ｃ地点遺跡　1987



6495 大島和泉浜遺跡調査団 東京都大島町　和泉浜Ｂ遺跡発掘調査報告書

14767 地下鉄7号線溜池・駒込間遺跡調査
会

地下鉄7号線溜池・駒込間遺跡発掘調査報告書1　和泉伯太藩上屋敷跡　1994

14768 地下鉄7号線溜池・駒込間遺跡調査
会

地下鉄7号線溜池・駒込間遺跡発掘調査報告書2　江戸城外堀跡　牛込御門外橋詰　1994

14769 地下鉄7号線溜池・駒込間遺跡調査
会

地下鉄7号線溜池・駒込間遺跡発掘調査報告書3　江戸城外堀跡　赤坂御門　喰違土橋

857 地下鉄7号線溜池・駒込間遺跡調査
会

地下鉄7号線溜池・駒込間遺跡発掘調査報告書7-1　溜池遺跡　第Ⅰ分冊　1997

858 地下鉄7号線溜池・駒込間遺跡調査
会

地下鉄7号線溜池・駒込間遺跡発掘調査報告書7-2　溜池遺跡　第Ⅱ分冊　1997

125120 中台畠中遺跡調査会 中台畠中遺跡発掘調査報告書

23349 中野区新井三丁目遺跡調査会 新井三丁目遺跡　東京都中野区新井三丁目遺跡発掘調査報告書（本文篇・図版篇）　1988

23252 中里遺跡調査会 中里遺跡発掘調査の概要Ⅰ　1984

23256 中里遺跡調査会 中里遺跡発掘調査の概要Ⅱ

2444 仲宿遺跡調査会 東京都板橋区　仲宿遺跡

23359 町田木曽森野地区遺跡調査会 東京都町田市　木曽森野遺跡　歴史時代編　1989・3

14771 町田木曽森野地区遺跡調査会 木曽森野遺跡Ⅲ　歴史時代編2

23357 調布市№26遺跡調査会 野川遺跡　都立野川公園自然観察センター建設に伴う発掘調査報告書　1988

125121 調布市遺跡調査会 東京都調布市   堂山遺跡   富士見町遺跡
第 点 布 査

調布市埋蔵文化財調査報告 73

125124 調布市遺跡調査会 東京都調布市  下石原遺跡
第 地点（特 養護老 ホ 建設） 調査

調布市埋蔵文化財調査報告 67

125122 調布市遺跡調査会 東京都調布市  下石原遺跡
第 点 布都 計 道路 線整備事業 査

調布市埋蔵文化財調査報告  64

125125 調布市遺跡調査会 東京都調布市  宿遺跡
第 点 布 線 寺 整備事業 査

調布市埋蔵文化財調査報告  66

125123 調布市遺跡調査会 東京都調布市  宿遺跡
第 地点（調布 号線環境施設帯 大寺 デ 地 ） 調査

調布市埋蔵文化財調査報告  58

96079 調布市遺跡調査会･調布市教育委
会

東京都調布市　下石原遺跡　第26地点（調布3・2・6号調布保谷線拡幅整備）の調査　2001 調布市埋蔵文化財調査報告50

96082 調布市遺跡調査会･調布市教育委
会

東京都調布市　下石原遺跡　第29地点の調査　2001 調布市埋蔵文化財調査報告53

96081 調布市遺跡調査会･調布市教育委
員会

東京都調布市　下布田遺跡　第52地点（宅地造成工事）の調査　2001 調布市埋蔵文化財調査報告52

96083 調布市遺跡調査会･調布市教育委
会

東京都調布市　小島町遺跡　第17地点の調査　2001 調布市埋蔵文化財調査報告54

96084 調布市遺跡調査会･調布市教育委
会

東京都調布市　深大寺城山遺跡　第19地点（宅地造成工事）の調査　2001 調布市埋蔵文化財調査報告55

96080 調布市遺跡調査会･調布市教育委
員会

東京都調布市　中耕地遺跡　第19地点（共同住宅建設）の調査　2001 調布市埋蔵文化財調査報告51

96086 調布市遺跡調査会･調布市教育委
会

東京都調布市　飛田給遺跡　第67地点（宅地造成工事）の調査　2001 調布市埋蔵文化財調査報告56

14746 調布市教育委員会 調布市上ケ給遺跡　第1地点　1993 調布市埋蔵文化財調査報告29

14747 調布市教育委員会 調布市上ヶ給遺跡　第4地点　1993 調布市埋蔵文化財調査報告28

6153 調布市教育委員会 東京都調布市埋蔵文化財年報　平成2年度

6152 調布市教育委員会 東京都調布市埋蔵文化財年報　平成元年度

15100 調布市教育委員会 東京都調布市埋蔵文化財年報－平成4年度－(1992)

23439 調布市教育委員会・調布市遺跡調
査会

調布市下石原遺跡　第3地点（第8地域福祉センター）　1987 調布市埋蔵文化財調査報告25

6151 調布市教育委員会・調布市遺跡調
査会

調布市上ヶ給遺跡　第10地点　1992 調布市埋蔵文化財調査報告27

23443 調布市教育委員会・調布市遺跡調
査会

調布市上石原遺跡　上石原遺跡第5・6地点 調布市埋蔵文化財調査報告22

6149 調布市教育委員会・調布市遺跡調
査会

調布市上布田遺跡　第2地点の調査 調布市埋蔵文化財調査報告23

23276 調布市深大寺町上野原遺跡調査会 上野原遺跡　都立農業高校神代農場内実習棟建設地の調査　1986

23258 田端不動坂遺跡調査団 北区　田端不動坂遺跡

3164 都営川越道住宅遺跡調査会 武蔵台東遺跡発掘調査概報1

6622 都営川越道住宅遺跡調査会　都営
越道住宅遺跡調査

武蔵台東遺跡発掘調査概報2　　武蔵国分尼寺北方地区

643 都営川越道住宅遺跡調査団 武蔵台東遺跡発掘調査概報4　武蔵国分尼寺北方地区

23304 都道32号線留原遺跡調査会 留原　東京都五日市町都道32号線留原遺跡発掘調査報告書　1987

38989 都立学校遺跡調査会 高島平北　（第1分冊・第2分冊）

38990 都立学校遺跡調査会 田無南町

38991 都立学校遺跡調査会 東叡山寛永寺護国院Ⅰ・Ⅱ

38993 都立学校遺跡調査会 鉢山町Ⅱ　都立第一商業高等学校内埋蔵文化財発掘調査報告書　1995

38992 都立学校遺跡調査会 本郷元町　都立工芸高等学校（先端技術教育センター）地点　1995

16815 都立赤塚公園遺跡範囲確認調査会 板橋区都立赤塚公園内遺跡範囲確認調査報告　沖山遺跡

23366 都立府中高等学校遺跡調査会 武蔵国分寺跡南方地区発掘調査報告書　都立府中高等学校体育施設建設予定地の調査

23278 都立府中病院内遺跡調査会 武蔵国分寺遺跡発掘調査報告書　都立府中病院医師公舎建設地の調査

14764 都立府中病院内遺跡調査会 武蔵国分寺跡西方地区　武蔵台遺跡Ⅱ　資料編1　1989

14777 都立府中病院内遺跡調査会 武蔵国分寺跡西方地区　武蔵台遺跡Ⅱ　資料編2　（2分冊写真図版）

14778 都立府中病院内遺跡調査会 武蔵国分寺跡西方地区　武蔵台遺跡Ⅱ　資料編3　1995

14779 都立府中病院内遺跡調査会 武蔵国分寺跡西方地区　武蔵台遺跡Ⅱ　資料編4　1992



14780 都立府中病院内遺跡調査会 武蔵国分寺跡西方地区　武蔵台遺跡Ⅱ　資料編5　1993

23280 都立府中病院内遺跡調査会 武蔵台遺跡Ⅰ　武蔵国分寺跡西方地区の調査

125144 東久留米教育委員会 東久留米市の遺跡　東京都久留米市遺跡分布調査概報　久留米市文化財資料集8 久留米市文化財資料集８

15240 東京国立近代美術館遺跡調査委員
会

竹橋門　江戸城址北丸竹橋門地区発掘調査報告　1991

23383 東京大学　理学部 東京大学本郷校内の遺跡　理学部7号館地点 東京大学遺跡調査室発掘調査報告書１

23514 東京大学遺跡調査室 東京大学遺跡調査室発掘調査報告書2　東京大学本郷構内の遺跡　法学部4号館・文学部
館建 遺跡　23516 東京大学遺跡調査室 東京大学遺跡調査室発掘調査報告書3　東京大学本郷構内の遺跡　医学部附属病院地点

125207 東京大学文学部考古学研究室 東京大学文学部考古学研究室研究紀要　第2号

23520 東京大学埋蔵文化財調査室 東京大学本郷構内の遺跡　山上会館・御殿下記念館地点（第1分冊）　山上会館地点の調
査　

東京大学埋蔵文化財調査室発掘調査報告書４

23521 東京大学埋蔵文化財調査室 東京大学本郷構内の遺跡　山上会館・御殿下記念館地点（第2分冊）　御殿下記念館地点
調査　

東京大学埋蔵文化財調査室発掘調査報告書４

23522 東京大学埋蔵文化財調査室 東京大学本郷構内の遺跡　山上会館・御殿下記念館地点（第3分冊）　考察編　1990 東京大学埋蔵文化財調査室発掘調査報告書４

23100 東京都教育委員会 学芸研究紀要　第4集

23058 東京都教育委員会 江戸川区　上小岩遺跡 東京都埋蔵文化財調査報告　第１４集

23054 東京都教育委員会 狛江市　寺前東遺跡 東京都埋文調査報告　第１２集

23050 東京都教育委員会 三宅島　坊田遺跡 東京都埋蔵文化財調査報告第10集

6015 東京都教育委員会 小笠原諸島他遺跡分布調査報告書

23060 東京都教育委員会 都内緊急立合調査集録　Ⅲ 東京都埋蔵文化財調査報告　第１７集

6007 東京都教育委員会 東京の遺跡散歩

23056 東京都教育委員会 八丈町　倉輪遺跡 東京都埋文調査報告　第１３集

23052 東京都教育委員会 八丈町　湯浜遺跡 東京都埋文調査報告　第１１集

23080 東京都教育委員会 文化財の保護　第19号　特集東京の遺跡展

16812 東京都港区教育委員会 港区文化財調査集録第2集　1994

14574 東京都港区教育委員会 筑前福岡藩黒田家屋敷跡遺跡発掘調査報告書　1994 港区内近世都市江戸関連遺跡発掘調査報告18

38994 東京都北区教育委員会 豊島馬場遺跡　（本文編）・（写真図版・観察表編）1995 北区埋蔵文化財調査報告第１６集

23149 東京都埋蔵文化財センター 多摩ニュータウン　№57遺跡

23135 東京都埋蔵文化財センター 多摩ニュータウン遺跡　昭和59年度　（第1分冊） 東京都埋蔵文化財センター調査報告　第７集

23137 東京都埋蔵文化財センター 多摩ニュータウン遺跡　昭和59年度　（第2分冊） 東京都埋蔵文化財センター調査報告　第７集

23139 東京都埋蔵文化財センター 多摩ニュータウン遺跡　昭和59年度　（第3分冊） 東京都埋蔵文化財センター調査報告　第７集

23141 東京都埋蔵文化財センター 多摩ニュータウン遺跡　昭和59年度　（第4分冊） 東京都埋蔵文化財センター調査報告　第７集

4272 東京都立埋蔵文化財調査センター 縄文誕生

6025 東日本旅客鉄道株式会社・東北新
幹線赤 地 遺跡調査会

東北新幹線建設に伴う発掘調査　赤羽台遺跡　八幡神社地区　1990年

6024 東日本旅客鉄道株式会社・東北新
幹線赤 遺跡 査会

東北新幹線建設に伴う発掘調査　赤羽台遺跡　八幡神社地区2　1991年

23565 東北新幹線赤羽地区遺跡調査会 東北新幹線建設に伴う発掘調査　赤羽台遺跡　赤羽台横穴墓群　1989年

23563 東北新幹線赤羽地区遺跡調査会 東北新幹線建設工事に伴う遺跡発掘調査概要　赤羽台・袋低地・舟渡　1986・3

125116 東北新幹線赤羽地区遺跡調査会・
東 本旅客鉄道株式会社

東北新幹線建設に伴う発掘調査　袋低地遺跡　（自然科学編1　1988年）（自然科学編2
年15237 東北新幹線中里遺跡調査会 中里遺跡　5　遺物Ⅱ

15238 東北新幹線中里遺跡調査会 中里遺跡　6　遺物Ⅲ

15235 東北新幹線中里遺跡調査会 東北新幹線建設に伴う発掘調査　中里遺跡3　遺構　1989

15236 東北新幹線中里遺跡調査会 東北新幹線建設に伴う発掘調査　中里遺跡4　遺物Ⅰ　1989

15352 等々力根遺跡第2次調査会 等々力根遺跡Ⅰ（東京都世田谷区等々力1丁目8・17番間道路の発掘調査記録）1996

23476 日本製鋼所遺跡調査会 武蔵国府関連遺跡調査概報　－日鋼地区第一次調査－

2593 日本製鋼所遺跡調査会 武蔵国府関連遺跡調査概報Ⅱ　-日鋼地区第二次調査-

14758 日本製鋼所遺跡調査会 武蔵国府関連遺跡調査報告　日鋼地区第一分冊（遺構図版編）　1994.3.31

14762 日本製鋼所遺跡調査会 武蔵国府関連遺跡調査報告　日鋼地区第五分冊　遺構・遺物別表編　1995.2.28

14760 日本製鋼所遺跡調査会 武蔵国府関連遺跡調査報告　日鋼地区第三分冊　遺物図版編　1995.2.28

14761 日本製鋼所遺跡調査会 武蔵国府関連遺跡調査報告　日鋼地区第四分冊　遺物図面編　1995.2.28

14759 日本製鋼所遺跡調査会 武蔵国府関連遺跡調査報告　日鋼地区第二分冊　遺構図面編　1995.2.28

14763 日本製鋼所遺跡調査会 武蔵国府関連遺跡調査報告　日鋼地区第六分冊　本文編　1995.2.28

23396 日野市栄町遺跡調査会 日野市栄町遺跡調査概報Ⅲ　1987・3

15245 日野市落川遺跡調査会 日野市　落川遺跡調査概報　Ⅸ

23370 日野市落川遺跡調査会 日野市　落川遺跡調査概報Ⅴ　1987.3

13922 日野市落川遺跡調査会 日野市　落川遺跡調査概報Ⅵ　1988・3

13923 日野市落川遺跡調査会 日野市　落川遺跡調査概報Ⅶ　1992・3



13924 日野市落川遺跡調査会 日野市　落川遺跡調査概報Ⅷ　1993・3

23266 馬場谷戸遺跡調査団 馬場谷戸南遺跡　1985

23206 八王子ﾊﾞｲﾊﾟｽ町田地区遺跡発掘調
査

境遺跡　東京都町田市相原町に於ける歴史時代住居遺構の調査　1981

23236 八王子バイパス町田地区遺跡発掘
調査

相原遺跡　東京都町田市縄文後期遺跡

23502 八王子市春日台遺跡発掘調査団 東京都八王子市　春日台遺跡　1990年8月

13249 八王子市南部地区遺跡調査会 南八王子地区遺跡調査報告10　郷田原遺跡　1996

23317 八丈町教育委員会 東京都八丈町　倉輪遺跡

23285 八丈島教育委員会 八丈島　倉輪遺跡

16862 八丈島八重根遺跡調査会 東京都八丈島八丈町八重根遺跡発掘調査報告　八重根

5165 板橋区四葉遺跡調査会 四葉地区遺跡　平成4年度年報

15099 板橋区四葉遺跡調査会 四葉地区遺跡　平成6年度年報

797 板橋区四葉遺跡調査会 四葉地区遺跡　平成8年度年報

125115 板橋区四葉遺跡調査会 四葉地区遺跡　本文編(中近世･古代･弥生時代編),写真図版編1(中近世・古代編),2(弥生
時代編 版編 中近世 古代編 弥生時代編 　 分

板橋区四葉地区遺跡調査報告Ⅶ

2667 板橋区四葉遺跡調査会 板橋区四葉地区遺跡調査報告Ⅲ　四葉地区遺跡　平成元年度　1990

14772 板橋区四葉遺跡調査会 板橋区四葉地区遺跡調査報告Ⅳ　四葉地区遺跡　平成5年度　1994

796 板橋区四葉遺跡調査会 板橋区四葉地区遺跡調査報告Ⅴ　四葉地区遺跡　平成8年度【旧石器時代編】1996 板橋区四葉地区遺跡調査報告Ⅴ

37641 板橋区四葉遺跡調査会 板橋区四葉地区遺跡調査報告Ⅵ　四葉地区遺跡　平成9年度[縄文時代編]　1997 板橋区四葉地区遺跡調査報告Ⅵ

23355 板橋区四葉地区遺跡発掘調査会 板橋区四葉地区遺跡発掘調査報告Ⅱ　四葉地区遺跡　昭和62年度　1988

23353 板橋区徳丸森木遺跡調査会 徳丸森木遺跡　1989

16814 板橋市場内遺跡調査会 東京都板橋区　徳丸原大橋遺跡　東京都中央卸売市場板橋市場花き部建設に伴う遺跡調
査報告　23212 府中市遺跡調査会 清水が丘遺跡発掘調査概報1　府中都市計画道路214号線建設に伴う事前調査

23225 府中市遺跡調査会 清水が丘遺跡発掘調査概報Ⅱ　府中都市計画道路2・1・4号線建設に伴う事前調査

125117 府中市遺跡調査会･府中市教育委
会

武蔵国府関連遺跡調査報告28　武蔵国分寺跡調査報告5 府中市埋蔵文化財調査報告第２９集

23362 府中病院内遺跡調査会 武蔵国分寺跡出土の漆紙文書－武蔵台遺跡－

23168 武蔵国分寺遺跡調査会 東京国分寺市　恋ｹ窪遺跡発掘調査概報Ⅲ1982.3

125387 武蔵国分寺関連（府中都市計画道
路 線 遺跡 査会

武蔵国分寺跡発掘調査報告　南方地区・府中都市計画道路（1・2・1号線の2）建設に伴う調
査　16841 文京区遺跡調査会 上富士前町遺跡 文京区埋蔵文化財調査報告書第３集

16807 文京区遺跡調査会 本富士町遺跡　警視庁本富士警察署庁舎建て替え工事に伴う埋蔵文化財調査報告書 文京区埋蔵文化財調査報告書第2集

7850 文京区教育委員会 春日町遺跡　発掘調査概報

16808 文京区教育委員会 春日町遺跡Ⅰ 文京区埋蔵文化財調査報告書　第１集

23512 法政大学 法政大学多摩校地遺跡群　Ⅳ　Ｅ・Ｄ・Ｂ地区

23398 法政大学 法政大学多摩校地遺跡群Ⅰ　－Ａ地区－　（附図1～11）

23290 法政大学 法政大学多摩校地遺跡群Ⅱ　－Ｇ地区－

23381 法政大学 法政大学多摩校地遺跡群Ⅲ　－Ｃ・Ｒ地区－

125223 豊島区教育委員会 巣鴨町Ⅱ 豊島区埋蔵文化財調査報告８

23418 妙正寺№1遺跡調査会 妙正寺川№1遺跡　多目的遊水地事業に伴う緊急発掘調査報告書（本編　自然科学分析
編）　23378 明治大学和泉校地遺跡発掘調査団 明治大学和泉校地遺跡発掘調査報告書　1988

23499 落越遺跡調査団 東京都八王子市　中郷遺跡　1990

5772 落越遺跡調査団 東京都八王子市　落越遺跡Ⅰ　1992

16840 落越遺跡調査団 東京都八王子市　落越遺跡Ⅱ　1992

10983 落川・一の宮遺跡調査会 落川・一の宮遺跡調査略報Ⅱ　1993年の調査

14751 林野庁六本木宿舎跡地内遺跡調査
会

陸奥八戸藩南部家屋敷跡遺跡発掘調査報告書Ⅰ　1995 港区内近世都市江戸関連遺跡発掘調査報告２０－１

16838 恋ヶ窪遺跡調査会 花沢東遺跡　都営国分寺南町三丁目団地建設に伴う調査　1984年3月

15102 (財)　かながわ考古学財団 かながわ考古学財団年報1　平成5年度　1994.3

14789 (財)　かながわ考古学財団 宮ヶ瀬遺跡群Ⅴ　馬場（№6）遺跡　宮ヶ瀬ダム建設にともなう発掘調査　1995.3 かながわ考古学財団調査報告4

37444 (財)　かながわ考古学財団 神奈川考古学財団年報5　平成9年度　1998.10

14787 (財)　かながわ考古学財団 青根上野田遺跡　国道413号線青根バイパス搬入路建設にともなう調査　1994.11 かながわ考古学財団調査報告2

14788 (財)　かながわ考古学財団 池子遺跡群Ⅱ　№1－Ｄ地点　池子米軍家族住宅建設にともなう調査　1995.3 かながわ考古学財団調査報告３

37442 (財)　かながわ考古学財団 池子遺跡群Ⅵ　№5地点・№19地点　池子米軍家族住宅建設にともなう調査　1998.3 かながわ考古学財団調査報告36

14786 (財)　かながわ考古学財団 長津田遺跡群Ⅰ　中丸遺跡・玄海田西遺跡・長月遺跡　横浜市緑区長津田地区特定土地
整 事業 伴う 掘 査　

かながわ考古学財団調査報告1

15152 (財)　かながわ考古学財団 眠りからさめた古代　第一東海自動車道遺跡発掘調査成果展

神奈川県



14782 (財)　かながわ考古学財団 甦る池子の歴史　池子遺跡群発掘調査の記録

14708 一般県道上粕屋厚木線埋蔵文化財
発掘調査

県道上粕屋厚木線交通安全施設等整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査　伊勢原市№14
遺跡　伊勢 市 遺跡　9638 横須賀市自然博物館・同人文博物

館
横須賀市博物館報　No．41

14321 横浜市教育委員会 Ｃ18横穴・矢崎山古墳 港北ニュータウン地域内埋蔵文化財調査報告ⅩⅩ

14783 横浜市教育委員会 平成6年度　神奈川県指定史跡市ヶ尾横穴古墳群（Ｂ群）保存整備事業報告書

2580 横浜市埋蔵文化財センター 鴨居原遺跡発掘調査報告　緑区鴨居原地区農業土地基盤整備事業に伴う埋蔵文化財調
査報告書　2581 横浜市埋蔵文化財センター 茅ヶ崎城　1991

4482 横浜市埋蔵文化財センター 港北ニュータウン地域内埋蔵文化財調査報告ⅩⅠ山田大塚遺跡 港北ニュータウン地域内埋蔵文化財調査報告ⅩⅠ

2579 横浜市埋蔵文化財センター 中耕地遺跡　1991

4487 横浜市埋蔵文化財センター 調査研究集録第7冊　特集　称名寺式土器に関する交流研究会の記録　1990

2582 横浜市埋蔵文化財センター 都筑自然公園予定地内遺跡群（2）発掘調査報告　都筑自然公園建設計画に伴う埋蔵文化
財 査報告書 点遺跡 　4492 横浜市埋蔵文化財調査委員会 港南区　野庭町永作遺跡発掘調査報告　都市計画道路環状2号線建設に伴う埋蔵文化財

査報告書　4479 横浜市埋蔵文化財調査委員会 港北ニュータウン地域内埋蔵文化財調査報告Ⅷ　亀ノ甲山・オオデラ・百崩 港北ニュータウン地域内埋蔵文化財調査報告Ⅷ

4478 横浜市埋蔵文化財調査委員会 港北ニュータウン地域内埋蔵文化財調査報告Ⅸ　七ツ塚・権田池東遺跡 港北ニュータウン地域内埋蔵文化財調査報告Ⅸ

4494 横浜市埋蔵文化財調査委員会 上白根おもて遺跡発掘調査報告　県営上白根団地建設に伴う埋蔵文化財調査報告書

4490 横浜市埋蔵文化財調査委員会 神明台遺跡Ａ地点発掘調査報告　神名台処分地第6次Ⅱ期埋立事業に伴う埋蔵文化財調
査報告書　23635 横浜市埋文調査委員会 折本西原遺跡　横浜市都市計画道路新横浜元石川線折本地区埋蔵文化財調査報告書

23682 釜利谷やぐら遺跡調査団 神奈川県横浜市　釜利谷やぐら遺跡発掘調査報告書　昭和62年

23758 鎌倉駅舎改築に係る遺跡調査会 蔵屋敷遺跡　日本国有鉄道鎌倉駅舎改築に伴う鎌倉市小町所在遺跡の調査　1984.2

94003 茅ヶ崎市教育委員会 円蔵御屋敷Ａ遺跡 茅ヶ崎市文化振興財団調査報告１３

3318 下鶴間甲一号遺跡調査団 神奈川県大和市　下鶴間甲一号遺跡　1991.10

23842 下鶴間甲一号遺跡調査団 神奈川県大和市　下鶴間甲一号遺跡　第3次調査　1990.8

10756 海老名市 中山毎吉-その人と業績

2442 海老名市教育委員会 相模国分寺関連遺跡2　僧寺第1次・2次調査

23825 慶應義塾大学藤沢校地埋蔵文化財
調査室

慶應義塾藤沢校地内遺跡発掘調査報告1　試掘調査の概要　1988年3月

23760 月見野上野遺跡調査団 神奈川県大和市　月見野上野遺跡　第2地点発掘調査報告書　1984.3

125126 細山代官山遺跡発掘調査団 細山代官山遺跡

3366 三浦市急傾斜地区埋蔵文化財調査 三浦市小網代やぐら群の第2次調査

23652 住宅都市整備公団 神奈川県横浜市緑区奈良町　奈良地区遺跡群発掘調査報告Ⅱ　№8地点・熊ヶ谷横穴墓
群　24196 上粕屋厚木線発掘調査団 神奈川県伊勢原市　　長竹遺跡　一般県道上粕屋厚木線交通安全施設等整備工事にとも
なう調査　23623 神奈川県教育委員会 神奈川の遺跡　先土器から小田原城まで

2439 神奈川県教育委員会 神奈川県遺跡範囲確認調査報告1（昭和62年度～平成元年度）

23604 神奈川県教育委員会 神奈川県文化財調査報告書　第47集　厚木市山ノ上遺跡Ⅰ　1988.3

23610 神奈川県教育委員会 神奈川県文化財調査報告書　第48集　厚木市山ノ上遺跡Ⅱ 神奈川県文化財調査報告書第４８集

37480 神奈川県教育委員会 神奈川県埋蔵文化財調査報告16　尾尻遺跡 神奈川県埋蔵文化財調査報告１６

23596 神奈川県教育委員会 神奈川県埋蔵文化財調査報告26　昭和57年度　県埋蔵文化財緊急発掘調査概要　昭和
年度　県内埋蔵文化財発掘調査概

神奈川県埋蔵文化財調査報告26

23598 神奈川県教育委員会 神奈川県埋蔵文化財調査報告27　昭和58年度　県埋蔵文化財緊急発掘調査概要　昭和
年度県内埋蔵文化財発掘調査概

神奈川県埋蔵文化財調査報告27

23600 神奈川県教育委員会 神奈川県埋蔵文化財調査報告28　昭和59年度　県埋蔵文化財緊急発掘調査概要　昭和
年度 蔵 財 掘 査概

神奈川県埋蔵文化財調査報告28

23602 神奈川県教育委員会 神奈川県埋蔵文化財調査報告29　昭和60年度　県埋蔵文化財緊急発掘調査概要　昭和
年度県内埋蔵文化財発掘調査概

神奈川県埋蔵文化財調査報告　29

23606 神奈川県教育委員会 神奈川県埋蔵文化財調査報告30　昭和61年度　神奈川県内埋蔵文化財発掘調査概要 神奈川県埋蔵文化財調査報告　30

23608 神奈川県教育委員会 神奈川県埋蔵文化財調査報告31　昭和62年度　神奈川県埋蔵文化財緊急発掘調査概要
年度神奈 蔵 財 掘 査概

神奈川県埋蔵文化財調査報告　31

23612 神奈川県教育委員会 神奈川県埋蔵文化財調査報告32　昭和63年度神奈川県埋蔵文化財緊急発掘調査概要
和 年度神奈 県内埋蔵文化財発掘調査概

神奈川県埋蔵文化財調査報告　32

23614 神奈川県教育委員会 神奈川県埋蔵文化財調査報告33　平成元年度神奈川県埋蔵文化財緊急発掘調査概要
成 年度神奈 蔵 財 掘 査概 　 成 年度4271 神奈川県教育委員会 神奈川県埋蔵文化財調査報告34　平成2年度神奈川県埋蔵文化財緊急発掘調査概要　平

成 年度神奈 蔵 財 掘 査概 　 成 年度16917 神奈川県教育委員会 神奈川県埋蔵文化財調査報告36　平成4年度神奈川県埋蔵文化財緊急発掘調査概要　平
成 年度神奈 県内埋蔵文化財発掘調査概 　 成 年15103 神奈川県教育委員会 神奈川県埋蔵文化財調査報告37　平成5年度神奈川県埋蔵文化財緊急発掘調査概要　平
成 年度神奈 蔵 財 掘 査 覧　 成 年125371 神奈川県立博物館 神奈川県立博物館発掘調査報告書　第14号　師岡遺跡(1)本文編

23891 神奈川県立博物館 神奈川県立博物館発掘調査報告書　第15号　師岡遺跡(2)

23893 神奈川県立博物館 神奈川県立博物館発掘調査報告書　第16号　師岡遺跡(3)

23895 神奈川県立博物館 神奈川県立博物館発掘調査報告書　第18号　大磯丘陵横穴墳墓群（1）

14538 神奈川県立埋蔵文化財センター かながわの弥生文化

23941 神奈川県立埋蔵文化財センター 一つ山遺跡　昭和61年度横浜市港区太尾町地区内急傾斜地崩壊対策事業に伴う調査

23927 神奈川県立埋蔵文化財センター 帰源院下やぐら群　昭和60年度鎌倉市山ノ内地区内急傾斜地崩壊対策事業にともなう調
査　

神奈川県立埋蔵文化財センター調査報告9



23975 神奈川県立埋蔵文化財センター 宮ｹ瀬遺跡群Ⅰ　上村遺跡　半原向原遺跡　宮ヶ瀬ﾀﾞﾑ建設に伴う調査　1990.9 神奈川県立埋蔵文化財センター調査報告21

4000 神奈川県立埋蔵文化財センター 宮ヶ瀬遺跡群Ⅱ　ナラサス遺跡　ナラサス北遺跡　宮ヶ瀬ダム建設にともなう調査　1991.11 神奈川県立埋蔵文化財センター調査報告21

23937 神奈川県立埋蔵文化財センター 宮久保遺跡Ⅰ　県立綾瀬西高等学校建設に伴う調査　1987.3 神奈川県立埋蔵文化財センター調査報告１５

23951 神奈川県立埋蔵文化財センター 宮久保遺跡Ⅱ　県立綾瀬西高等学校建設に伴う調査　1988.3 神奈川県立埋蔵文化財センター調査報告１５

125090 神奈川県立埋蔵文化財センター 宮久保遺跡Ⅲ　埋文センター調査報告書15［2分冊　1（本文編）
　 （土器観察表 版編）］

神奈川県立埋蔵文化財センター調査報告１５

23957 神奈川県立埋蔵文化財センター 金沢文庫遺跡　県立金沢文庫新築予定地内遺跡（国指定史跡「称名寺境内」）の調査 神奈川県立埋蔵文化財センター調査報告19

6694 神奈川県立埋蔵文化財センター 向原遺跡Ⅱ　県企業庁平塚配水池建設に伴う平塚市上吉沢所在遺跡の調査　1992.9 神奈川県立埋蔵文化財センター調査報告２５

125082 神奈川県立埋蔵文化財センター 砂田台遺跡Ⅱ　県立秦野精華園建替えに伴う調査　［本文編］　1991.2 神奈川県立埋蔵文化財センター調査報告２０

125355 神奈川県立埋蔵文化財センター 砂田台遺跡Ⅱ　県立秦野精華園建替えに伴う調査［遺物観察表・図版編］　1991.2 神奈川県立埋蔵文化財センター調査報告２０

23925 神奈川県立埋蔵文化財センター 山王山遺跡　県立岸根高等学校建設にともなう調査　1985.7 神奈川県立埋蔵文化財センター調査報告８

23921 神奈川県立埋蔵文化財センター 小池遺跡　1984.10 神奈川県立埋蔵文化財センター調査報告７

6093 神奈川県立埋蔵文化財センター 上溝6丁目遺跡　県立上溝高校体育館改築工事にともなう調査　1992.3 神奈川県立埋蔵文化財センター調査報告２４

23955 神奈川県立埋蔵文化財センター 新吉田町四ﾂ家横穴墓群　昭和62年度横浜市新吉田東地区急傾斜地崩壊対策工事にとも
なう調査　14535 神奈川県立埋蔵文化財センター 神奈川の考古学の諸問題　1994.3 かながわの考古学第4集

12097 神奈川県立埋蔵文化財センター 神奈川の考古学の諸問題（Ⅱ）　1995.3 かながわの考古学第5集

16911 神奈川県立埋蔵文化財センター 神奈川県の考古学の問題点とその展望　埋蔵文化財センター開所10周年記念　1993.3 かながわの考古学第3集

4310 神奈川県立埋蔵文化財センター 神奈川県下における集落変遷の分析　1992.3 かながわの考古学第2集

23971 神奈川県立埋蔵文化財センター 神奈川県埋蔵文化財センター年報8　昭和63年度　1989.7

125476 神奈川県立埋蔵文化財センター 神奈川県立埋蔵文化財センター　三ツ俣遺跡調査の概要　1987.1

23906 神奈川県立埋蔵文化財センター 神奈川県立埋蔵文化財センター調査報告1　向原遺跡　県企業庁平塚配水池建設に伴う
吉 在遺跡 査　第

神奈川県立埋蔵文化財センター調査報告１

125091 神奈川県立埋蔵文化財センター 神奈川県立埋蔵文化財センター調査報告13　三ﾂ俣遺跡　都市計画道路飯泉国府津線外
線 穴部 府津線 び主 方道 府津線 改良 伴う 府津 在遺

神奈川県立埋蔵文化財センター調査報告１３

125092 神奈川県立埋蔵文化財センター 神奈川県立埋蔵文化財センター調査報告17　新戸遺跡［2分冊］ 神奈川県立埋蔵文化財センター調査報告17

23962 神奈川県立埋蔵文化財センター 神奈川県立埋蔵文化財センター調査報告20　砂田台遺跡Ⅰ 神奈川県立埋蔵文化財センター調査報告２０

23911 神奈川県立埋蔵文化財センター 神奈川県立埋蔵文化財センター調査報告3　栗原中丸遺跡　県立栗原高等学校建設に伴
う調査4001 神奈川県立埋蔵文化財センター 神奈川県立埋蔵文化財センター年報10　平成2年度　1991.9

6685 神奈川県立埋蔵文化財センター 神奈川県立埋蔵文化財センター年報11　平成3年度　1992

14537 神奈川県立埋蔵文化財センター 神奈川県立埋蔵文化財センター年報13　平成5年度　1994

37440 神奈川県立埋蔵文化財センター 神奈川県立埋蔵文化財センター年報17　平成9年度　1998

23909 神奈川県立埋蔵文化財センター 神奈川県立埋蔵文化財センター年報2　1984.3

23923 神奈川県立埋蔵文化財センター 神奈川県立埋蔵文化財センター年報4　1985.6

23945 神奈川県立埋蔵文化財センター 神奈川県立埋蔵文化財センター年報6　昭和61年度　1987.7

23964 神奈川県立埋蔵文化財センター 神奈川県立埋蔵文化財センター年報7　昭和62年度　1988.7

23973 神奈川県立埋蔵文化財センター 神奈川県立埋蔵文化財センター年報9　平成元年度　1990.7

23917 神奈川県立埋蔵文化財センター 神奈川県立埋文センター調査報告5　小田原城跡八幡山遺構群　県立小田原高等学校体
育館建設 伴う調査

神奈川県立埋文センター調査報告５

23919 神奈川県立埋蔵文化財センター 西管領屋敷やぐら群　昭和59年度鎌倉市山ノ内地区内急傾斜地崩壊対策事業にともなう
査　

神奈川県立埋蔵文化財センター調査報告６

23929 神奈川県立埋蔵文化財センター 千葉地東遺跡　鎌倉県税事務所建設工事にともなう鎌倉市御成町所在遺跡の調査 神奈川県立埋蔵文化財センター調査報告１０

23900 神奈川県立埋蔵文化財センター 早川天神森遺跡　都市計画道路早川本蓼川線建設にともなう調査　1983.3 神奈川県立埋蔵文化財センター調査報告２

23947 神奈川県立埋蔵文化財センター 草山遺跡Ⅰ　県立秦野曽屋高等学校建設に伴う調査　1988.11 神奈川県立埋蔵文化財センター調査報告１８

23960 神奈川県立埋蔵文化財センター 草山遺跡Ⅱ　県立秦野曽屋高等学校建設に伴う調査　1989.11 神奈川県立埋蔵文化財センター調査報告１８

125373 神奈川県立埋蔵文化財センター 草山遺跡Ⅲ　県立秦野曽屋高等学校建設に伴う調査　［本文篇　出土遺物観察表　図版篇
分 ］

神奈川県立埋蔵文化財センター調査報告１８

125372 神奈川県立埋蔵文化財センター 代官山遺跡　県立長後高等学校建設にともなう調査　1986.7 神奈川県立埋蔵文化財センター調査報告１１

23943 神奈川県立埋蔵文化財センター 泥牛庵脇やぐら群　昭和61年度横浜市六浦町一丁目地区内急傾斜地崩壊対策事業に伴
う調査　23953 神奈川県立埋蔵文化財センター 泥牛庵脇やぐら群Ⅱ　昭和62年度横浜市六浦町一丁目地区内急傾斜地崩壊対策事業に

もなう 査　125367 神奈川県立埋蔵文化財センター 天屋遺跡　第三京浜道路保土ｹ谷パーキングエリア改築に伴う調査　1990.12 神奈川県立埋蔵文化財センター調査報告２２

23932 神奈川県立埋蔵文化財センター 田名稲荷山遺跡　県立県北方面高校建設にともなう調査　1986.7 神奈川県立埋蔵文化財センター調査報告１２

23984 神奈川県立埋蔵文化財センター 南金原下遺跡　一般県道中野・厚木線の道路災害防除事業にともなう調査　1991.3

23939 神奈川県立埋蔵文化財センター 日向南新田遺跡　神奈川能力開発センター建設に伴う調査　1987.3 神奈川県立埋蔵文化財センター調査報告１６

15153 神奈川県立埋蔵文化財センター 平成7年度かながわの遺跡展　謎の敷石住居

23968 神奈川県立埋蔵文化財センター 未来への伝言　－宮久保遺跡発掘調査の記録－

23913 神奈川県立埋蔵文化財センター 裏八幡西谷遺跡　県立近代美術館別館建設にともなう調査　1984・3 神奈川県立埋蔵文化財センター調査報告４

23800 神明久保遺跡調査団 神奈川県平塚市　神明久保遺跡　第3地区　1989.9

125368 川崎市教育委員会 川崎市文化財調査集録　第28集　1992

2441 相武考古学研究所 神奈川県海老名市　かしわ台駅前遺跡 研究所調査報告第３集



6002 相模原市№63遺跡調査団 神奈川県相模原市　田名坂上遺跡　県道相模原愛川線道路改良事業に伴う埋蔵文化財
発掘調査　2440 草柳中村遺跡発掘調査団 神奈川県大和市　草柳中村遺跡　1990

125370 大和市下鶴間調査団 下鶴間甲一号遺跡　第2次調査　1989・7

125369 大和市下鶴間調査団 神奈川県大和市　下鶴間甲一号遺跡　Ⅲ・Ⅳ地区の出土遺物　1989・9

38615 大和市教育委員会 開発行為等に係る埋蔵文化財の手続き　付大和市遺跡地図・遺跡一覧・埋蔵文化財関係
法令 通知等（抄）14785 中井町遺跡調査団 神奈川県中井町　中井町№41遺跡　1995

4200 長谷小路南遺跡発掘調査団 長谷小路南遺跡　鎌倉市由比ｹ浜3丁目202番2外所在遺跡の発掘調査

36215 津久井町教育委員会 寺原遺跡発掘調査報告書

10503 東谷横穴墓群発掘調査団 横須賀市　東谷横穴墓群発掘調査報告書　1993

42078 日本窯業史研究所 横浜市緑区　松風台遺跡　平成2年11月

42080 日本窯業史研究所 神奈川県海老名市　杉久保遺跡Ⅰ（勝坂期）　平成4年6月

14784 八幡谷戸遺跡調査団 神奈川県伊勢原市　八幡谷戸遺跡　1994.12

41160 比々多第一地区遺跡調査団 比々多遺跡群Ⅱ　1987

8286 舞岡リサーチパーク内遺跡調査団 舞岡リサーチパーク内遺跡(資料編）

13234 平塚市教育委員会 岡崎権現堂遺跡 平塚市埋蔵文化財調査報告書第7集

368 平塚市教育委員会 梶谷原・高林寺遺跡他 平塚市埋蔵文化財シリーズ16

367 平塚市教育委員会 御領宮遺跡　都市計画道路平塚・山下線建設に伴う発掘調査 平塚市埋蔵文化財シリーズ15

36352 平塚市教育委員会 根坂間横穴墓Ｂ支群　根坂間通学路の建設にともなう発掘調査 平塚市埋蔵文化財シリーズ14

369 平塚市教育委員会 山王久保遺跡　岡崎76号線道路建設に伴う発掘調査 平塚市埋蔵文化財シリーズ17

11116 平塚市教育委員会 真土六の域遺跡Ⅱ 平塚市埋蔵文化財シリーズ3

36350 平塚市教育委員会 諏訪前Ｂ・高林寺 平塚市埋蔵文化財シリーズ6

36351 平塚市教育委員会 諏訪前Ｂ・大縄橋遺跡他 平塚市埋蔵文化財シリーズ13

7567 平塚市教育委員会 東中原Ｆ 平塚市埋蔵文化財調査報告書第3集

23787 平塚市教育委員会 平塚市埋蔵文化財緊急調査報告書1
和 年度発掘調査　高林寺遺跡 か 所9163 平塚市教育委員会 平塚市埋蔵文化財緊急調査報告書7　平成4年度発掘調査　東中原Ｇ遺跡他3箇所

38661 平塚市教育委員会・平塚市遺跡調
査会

諏訪前Ｂ・高林寺 平塚市埋蔵文化財シリーズ6

41723 米の台遺跡発掘調査団 横須賀市　米の台遺跡　1998

16919 本郷中谷津遺跡発掘調査団 神奈川県海老名市　本郷中谷津遺跡　－第8次調査－

16518 (財)新潟県埋蔵文化財調査事業団 新潟県埋蔵文化財調査事業団年報　平成4年度

16519 (財)新潟県埋蔵文化財調査事業団 新潟県埋蔵文化財調査事業団年報　平成5年度

20709 新潟県埋文調査事業団 関越自動車道（新潟線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書第6集　中尾（遺物篇）　1984 関越自動車道（新潟線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書第6
集19453 国学院大学文学部考古学研究室 新潟県中魚沼郡中里村　壬遺跡1983 國學院大學文学部考古学実習報告第５集

125391 国学院大学文学部考古学研究室 新潟県中魚沼郡中里村　壬遺跡1987 國學院大學文学部考古学実習報告第１３集

37940 糸魚川市教育委員会 国指定史跡　長者ヶ原遺跡8次調査概報 糸魚川市埋蔵文化財調査報告書第２４集

37945 糸魚川市教育委員会 国指定史跡　長者ヶ原遺跡9次調査概報 糸魚川市埋蔵文化財調査報告書第２７集

19469 糸魚川市教育委員会 昭和61年度遺跡範囲確認調査報告書　苦竹原Ｃ遺跡　山崎三十三塚　正面遺跡　後生山
遺跡

糸魚川市埋蔵文化財報告書　第１４

37944 糸魚川市教育委員会 平成5年度　歴史の道（旧松本街道）発掘調査報告書 糸魚川市埋蔵文化財調査報告書第２５集

36322 糸魚川市教育委員会 平成5年度遺跡発掘調査概報　細池遺跡　大原B遺跡 糸魚川市埋蔵文化財調査報告書２３

19465 糸魚川市教育委員会・新潟市教育
委 会

新潟市文化財調査報告書　六地山遺跡　－1982年発掘調査を中心に－

19447 七軒町遺跡等発掘調査会 埋蔵文化財調査報告書　七軒町遺跡・本村金塚

19436 上越市教育委員会 国指定史跡　春日山城跡発掘調査概報Ⅲ　昭和54年度　1980

19467 上川村教育委員会 新潟県東蒲原郡上川村　人ヶ谷岩陰（第1次発掘調査概報）1986 上川村文化財調査報告書２

19472 上川村教育委員会 新潟県東蒲原郡上川村　人ヶ谷岩陰（第2次発掘調査報告書）1987 上川村文化財調査報告書４

93913 新潟県教育委員会 一般国道18号改築工事関係発掘調査報告書　小重遺跡　2002 新潟県埋蔵文化財調査報告書第１０８集

14635 新潟県教育委員会 横雲バイパス関係発掘調査報告書　上郷遺跡Ⅰ 新潟県埋蔵文化財調査報告書第６２集

14636 新潟県教育委員会 国道18号線視距改良工事発掘調査報告書　関川関所跡 新潟県埋蔵文化財調査報告書第６３集

14633 新潟県教育委員会 磐越自動車道関係発掘調査報告書　沖ノ羽遺跡Ⅰ（Ａ地区） 新潟県埋蔵文化財調査報告書第５８集

14634 新潟県教育委員会 磐越自動車道関係発掘調査報告書　細池遺跡　寺道上遺跡 新潟県埋蔵文化財調査報告書第５９集

14637 新潟県教育委員会 磐越自動車道関係発掘調査報告書　上ノ平遺跡Ａ地点 新潟県埋蔵文化財調査報告書第６４集

15205 新潟県教育委員会・(財)新潟県埋
蔵 財 査事業

北越北線関係発掘調査報告書　宮平遺跡・虫川遺跡・中ノ山遺跡 新潟県埋蔵文化財調査報告書第６９集

16517 新潟県教育委員会・(財)新潟県埋
蔵 財 査事業

北陸自動車道　上越市春日・木田地区発掘調査報告書Ⅳ　一之口遺跡東地区(本文編　図
版編

新潟県埋蔵文化財調査報告書第６０集

新潟県



15204 新潟県教育委員会・(財)新潟県埋
蔵 財 査事業

北陸自動車道上越市春日・木田地区発掘調査報告書Ⅴ　鉄砲町遺跡 新潟県埋蔵文化財調査報告書第６５集

46307 新潟県考古学会 新潟考古　第11号

125238 新潟県朝日村教育委員会 奥三面民俗文化財調査報告書Ⅱ
　採鉱 金編 漁労編

朝日村文化財報告書第２４集

44259 新潟県埋蔵文化財調査事業団 新潟県埋蔵文化財調査事業団年報　平成10年度

44260 新潟県埋蔵文化財調査事業団 新潟県埋蔵文化財調査事業団年報　平成11年度

10539 新潟県埋蔵文化財調査事業団 新潟県埋蔵文化財調査事業団年報　平成6年度

12927 新潟県埋蔵文化財調査事業団 新潟県埋蔵文化財調査事業団年報　平成7年度

849 新潟県埋蔵文化財調査事業団 新潟県埋蔵文化財調査事業団年報　平成8年度

4679 新津市教育委員会 古津八幡山古墳Ⅰ　1991年測量調査報告

19484 大潟町教育委員会 新潟県中頸城郡大潟町　丸山遺跡発掘調査報告書

39115 朝日村教育委員会 奥三面ダム関連遺跡発掘調査報告書Ⅷ　アチヤ平遺跡中・下段 朝日村文化財報告書第１４集

95629 津南町教育委員会 芦ヶ崎西平遺跡　国道117号線大倉トンネル開削工事に伴う遺跡発掘調査報告書　2002 津南町文化財調査報告書第４０輯

125242 津南町教育委員会 下モ原Ⅰ遺跡 津南町文化財調査報告書第３２輯

95625 津南町教育委員会 下モ原Ⅲ遺跡　国営農地再編整備事業に伴う遺跡発掘調査報告書　2002 津南町文化財調査報告書第３６輯

95628 津南町教育委員会 貝坂桐ノ木平遺跡群（縄文時代編）　国営農地再編整備事業に伴う遺跡発掘調査報告書 津南町文化財調査報告書第３９輯

125243 津南町教育委員会 正面ヶ原Ｄ遺跡 津南町文化財調査報告書第３４輯

95626 津南町教育委員会 正面中島遺跡　国営農地再編パイロット事業に伴う遺跡発掘調査報告書 津南町文化財調査報告書第３７輯

95627 津南町教育委員会 大原北遺跡群　国営農地再編整備事業に伴う遺跡発掘調査報告書　2002 津南町文化財調査報告書第３８輯

95624 津南町教育委員会 町内遺跡確認試掘調査報告書　2001 津南町文化財調査報告書第３５輯

95630 津南町教育委員会 天狗寺遺跡　携帯移動電話中継基地建設に伴う埋蔵文化財調査報告書　2002 津南町文化財調査報告書第４１輯

6708 (財)富山県文化振興財団 東海北陸自動車道関連発掘調査概報（3）　梅原胡摩堂遺跡・田尻遺跡　1992

6709 (財)富山県文化振興財団 埋蔵文化財年報（3）　平成3年度

15206 (財)富山県文化振興財団埋蔵文化
財調査事務所

能越自動車道関係埋蔵文化財包蔵調査報告　ＮＥＪ-08遺跡　1995 富山県文化振興財団埋蔵文化財発掘調査報告第６集

16529 (財)富山県文化振興財団埋文調査
事務

能越自動車関係埋蔵文化財包蔵地調査報告　－小矢部市～福岡町間－　1993

16530 (財)富山県文化振興財団埋文調査
事務所

梅原胡摩堂遺跡発掘調査報告（遺構編）　東海北陸自動車建設に伴う埋蔵文化財発掘報
告

富山県文化振興財団埋蔵文化財発掘調査報告　第５集

16535 (財)富山県文化振興財団埋文調査
事務所

埋蔵文化財年報（4）　平成4年度

26772 小布施町教育委員会 中子塚境遺跡　1978・2

19670 小矢部市教育委員会 谷内16号古墳　1988年3月 小矢部市埋蔵文化財調査報告書　第２３冊

6596 小矢部市教育委員会 谷内21号墳　1992・3 小矢部市埋蔵文化財調査報告書　第35冊

6301 小矢部市教育委員会 富山県小矢部市　臼谷遺跡群発掘調査報告　1991 小矢部市埋蔵文化財調査報告書第３２冊

19664 小矢部市教育委員会 富山県小矢部市　臼谷岡ノ城北遺跡・臼谷竹屋橋Ⅰ遺跡　1990 小矢部市埋蔵文化財調査報告書　第２７冊

6302 小矢部市教育委員会 富山県小矢部市　臼谷岡ノ城北遺跡発掘調査概要 小矢部市埋蔵文化財調査報告書第３４冊

19654 小矢部市教育委員会 富山県小矢部市　桜町遺跡　県道改良工事に伴う深沢地区の調査　1989 小矢部市埋蔵文化財調査報告書　第２６冊

19636 小矢部市教育委員会 富山県小矢部市　桜町遺跡　－県道改良工事に伴う雀谷地区の調査－　1987 小矢部市埋蔵文化財調査報告書　第２１冊

19634 小矢部市教育委員会 富山県小矢部市　桜町遺跡　－個人住宅の建築に伴う中出地区の調査－ 小矢部市埋蔵文化財調査報告書　第２０冊

19666 小矢部市教育委員会 富山県小矢部市　桜町遺跡　船岡地区の重要遺跡確認緊急調査　1990 小矢部市埋蔵文化財調査報告書　第２８冊

16525 小矢部市教育委員会 富山県小矢部市　小白山山麓遺跡・臼谷岡ノ城北遺跡　1993 小矢部市埋蔵文化財調査報告書　第３８冊

19652 小矢部市教育委員会 富山県小矢部市　北反畝遺跡　1989・3 小矢部市埋蔵文化財調査報告書　第２５冊

19668 小矢部市教育委員会 富山県小矢部市　北反畝遺跡　条里遺構の発掘調査概要Ⅱ　1990・3 小矢部市埋蔵文化財調査報告書　第３０冊

16524 小矢部市教育委員会 平成4年度小矢部市埋蔵文化財発掘調査概報 小矢部市埋蔵文化財調査報告書　第３７冊

19632 小矢部市教育委員会・小矢部市古
墳 掘 査

関野古墳群　1987年3月 小矢部市埋蔵文化財調査報告書　第１９冊

19619 小矢部市教育委員会・小矢部市埋
布 査

小矢部市埋蔵文化財分布調査概報Ⅴ　1983年度 小矢部市埋蔵文化財調査報告書　第１６冊

4764 山武考古学研究所 小杉町小杉流通業務団地内№1遺跡発掘調査報告

19601 上市町教育委員会 北陸自動車道遺跡調査報告　上市町遺構編　神田遺跡　飯坂遺跡　正印新遺跡　江上Ａ
遺跡　 経 遺跡　 遺跡　 泉遺跡　東 遺跡　 年19610 上市町教育委員会 北陸自動車道遺跡調査報告　上市町土器・石器編　神田遺跡、飯坂遺跡、正印新遺跡、江

遺跡 経 遺跡 遺跡 泉遺跡 東 遺跡16542 大山町教育委員会 富山県大山町　一ノ瀬遺跡発掘調査報告　1994年3月

16543 婦中町教育委員会 富山県婦中町　小倉中稲遺跡　発掘調査報告　県営農地流動化特別ほ場整備実験事業
婦 倉 係 蔵 財包蔵 掘 査報告19573 富山県教育委員会 県民公園太閤山ランド内遺跡群調査報告（2）　石太郎Ａ遺跡　石太郎Ｃ遺跡　土代Ａ遺跡

新造 遺跡　東 遺跡　 遺跡　 年19563 富山県教育委員会 昭和57年度　富山県埋蔵文化財調査一覧

19568 富山県教育委員会 都市計画街路　七美・太閤山・高岡線内遺跡群　発掘調査概要　高山遺跡・東山Ⅰ遺跡・
東 遺跡 表 遺跡 南太 遺跡 南太 遺跡19565 富山県教育委員会 東海北陸自動車道関連埋蔵文化財包蔵地分布調査報告書　－砺波市・福光町間－

富山県



19572 富山県教育委員会 富山県高岡市　桜谷古墳群調査報告書Ⅱ

19570 富山県教育委員会 富山県小杉町・大門町　小杉流通業務団地内遺跡群　第5次緊急発掘調査概要

19596 富山県教育委員会 北陸自動車道遺跡調査報告　－朝日町編4－　境Ａ遺跡　遺構編

19598 富山県教育委員会 北陸自動車道遺跡調査報告　朝日町編5　境Ａ遺跡石器編（第1分冊本文　第2分冊計測表
第 分 真 版） 年6139 富山県教育委員会 北陸自動車道遺跡調査報告　朝日町編6　境Ａ遺跡　土器編（第一分冊本文編）

6140 富山県教育委員会 北陸自動車道遺跡調査報告　朝日町編6　境Ａ遺跡　土器編（第二分冊写真図版編）

16538 富山県教育委員会 北陸自動車道遺跡調査報告　-朝日町編7-　境Ａ遺跡総括編

14639 富山県婦中町教育委員会 千坊山遺跡（1）　1995年3月

19700 富山県文化振興財団 東海北陸自動車道関連発掘調査概報（1）　梅原胡摩堂遺跡　1990

2850 富山県文化振興財団 東海北陸自動車道関連発掘調査概報（2）　梅原胡摩堂遺跡　久戸遺跡　梅原加賀坊遺跡
梅 安丸遺跡　 遺跡　19698 富山県文化振興財団 埋蔵文化財年報（1）　平成元年度

2849 富山県文化振興財団 埋蔵文化財年報（2）　平成2年度

14511 富山県文化振興財団　埋蔵文化財
調査事務所

埋蔵文化財年報（5）　平成5年度

14512 富山県文化振興財団　埋蔵文化財
査事務

埋蔵文化財年報（6）　平成6年度

125280 富山県文化振興事業団 富山考古学研究　紀要第5号

5723 富山県埋蔵文化財センター ジャパンエキスポ関連遺跡群発掘調査報告書Ⅰ　石太郎Ｇ遺跡・石太郎Ｊ遺跡

5728 富山県埋蔵文化財センター ジャパンエキスポ関連遺跡群発掘調査報告書Ⅱ　石太郎Ⅰ遺跡・石太郎Ｊ遺跡

6145 富山県埋蔵文化財センター 古沢バイパス関連遺跡発掘調査報告　中老田Ｃ遺跡・塚越Ａ遺跡

19686 富山県埋蔵文化財センター 三谷遺跡・一ツ山古墳群　1989年3月

19688 富山県埋蔵文化財センター 都市計画街路　七美・太閤山・高岡線内遺跡群発掘調査概要（6）　黒河尺目遺跡

19684 富山県埋蔵文化財センター 東海北陸自動車道遺跡試掘調査報告　－福光町編－

15130 富山県埋蔵文化財センター 特別企画展　米作りの始まり

16539 富山県埋蔵文化財センター 富山県小杉町・大門町　小杉流通業務団地内遺跡群　第10・11次発掘調査概要

14641 富山県埋蔵文化財センター 富山県小杉町・大門町　小杉流通業務団地内遺跡群　第12次発掘調査概要　№15Ａ遺跡

125282 富山県埋蔵文化財センター 富山県小杉町・大門町　小杉流通業務団地内遺跡群　第9次緊急発掘調査概要　－№19
遺跡125281 富山県埋蔵文化財センター 富山県総合運動公園内遺跡群発掘調査概要Ⅰ　栗山楮原遺跡、南中田Ａ遺跡、任海鎌倉
遺跡 南 遺跡　 年14640 富山県埋蔵文化財センター 富山県総合運動公園内遺跡発掘調査報告（4）　吉倉Ｂ遺跡

16540 富山県埋蔵文化財センター 富山県総合運動公園内遺跡発掘調査報告書（3）　任海遺跡・吉倉Ａ遺跡・吉倉B遺跡

6142 富山県埋蔵文化財センター 富山県富山市　南中田Ｄ遺跡発掘調査報告書　1991年3月

19691 富山県埋蔵文化財センター 富山県埋蔵文化財センター年報　昭和63年度

6223 富山県埋蔵文化財センター 富山県埋蔵文化財センター年報　平成2年度

6224 富山県埋蔵文化財センター 富山県埋蔵文化財センター年報　平成3年度

16541 富山県埋蔵文化財センター 富山県埋蔵文化財センター年報　平成4年度

14513 富山県埋蔵文化財センター 富山県埋蔵文化財センター年報　平成5年度

19693 富山県埋蔵文化財センター 富山県埋蔵文化財センター年報　平成元年度

9843 富山県埋蔵文化財センター 平成6年度特別企画展　古代の須恵器　新技術の伝来

19646 福野町教育委員会 寺家新屋敷館跡Ⅱ

125396 金沢市教育委員会 金沢市寺中遺跡　第Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ次調査報告書　昭和52年3月 金沢市文化財紀要１１

19964 金沢市教育委員会 昭和61年度　金沢市埋蔵文化財調査年報　昭和62年3月 金沢市文化財紀要６９

20032 金沢大学 角間　金沢大学総合移転用地内埋蔵文化財調査報告　1989年

125301 金沢大学考古学研究室 金沢城の発掘　1981　藤右衛門丸北側法面裾部発掘報告 金沢大学日本海域研究所報告　第１８号別刷

20003 小松市教育委員会 二ツ梨横川1号窯跡　団体営二ツ梨土地改良事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

16560 松任市教育委員会 松任市横江荘遺跡　昭和62年度～平成2年度　横江荘家跡確認調査概要報告書

16561 松任市教育委員会 松任市乾町遺跡　宅地造成事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　1993

16564 松任市教育委員会 松任市橋爪ガンノアナ遺跡　市道福正寺成線道路改良工事に伴う埋蔵文化財緊急発掘調
査16566 松任市教育委員会 松任市倉部出戸遺跡　第4次調査　農機具格納庫新築工事に伴う埋蔵文化財緊急発掘調
査16565 松任市教育委員会 松任市中村井出遺跡　1993

16562 松任市教育委員会 松任市徳光聖興寺遺跡　市道徳光千代野線改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

16550 石川県教育委員会 県土幹線軸道路整備事業（加賀産業開発道路）関係埋蔵文化財発掘調査報告書　能美郡
岩内遺跡 岩内茶仙堂遺跡 来丸 ク 窯跡 湯 窯跡16547 石川県教育委員会 小松市高堂遺跡　一般国道8号改築事業（金沢西バイパス）関係埋蔵文化財発掘調査報

告書16548 石川県教育委員会 小川　県営ほ場整備事業宮保地区に係る発掘調査報告書

石川県



16549 石川県教育委員会 松任市　浜相川・相川新遺跡　1993

16553 石川県教育委員会 正友ヤチヤマ窯跡　広域営農団地農道整備事業羽咋地区に係る発掘調査報告書（その2）

16552 石川県教育委員会 石川県鹿島郡鹿島町　徳前Ｃ遺跡　主要地方道氷見・田鶴浜線道路改良工事に係る埋蔵
財 掘 査報告書　16551 石川県教育委員会 大津ロクベエ遺跡　平成4年度一般国道249号線（能越自動車道）改良工事に係る緊急発

掘調査報告書）16555 石川県教育委員会 竹生野遺跡　1988

19714 石川県教育委員会 北陸自動車道路関係埋蔵文化財調査概報（Ⅱ）加賀市千崎・大畠遺跡・千崎台地第3次調
査6268 石川県高松町教育委員会 高松町大海西山遺跡　新農業構造改善事業関係　埋蔵文化財発掘調査報告書　1992

16557 石川県小松市教育委員会 戸津古窯跡群Ⅰ　平成元年度戸津古窯跡群発掘調査報告書　1991年3月

16558 石川県小松市教育委員会 戸津古窯跡群Ⅱ　昭和50・60年度戸津古窯跡群発掘調査報告書　1992年3月

16556 石川県小松市教育委員会 那谷桃の木山古窯跡　発掘調査報告書　1991

20019 石川県小松市教育委員会 二ツ梨東山古窯跡・矢田野向山古窯跡　二ツ梨東山古窯跡・矢田野向山古窯跡発掘調査
報告書16559 石川県小松市教育委員会 二ツ梨豆岡向山古窯跡　昭和58年度果樹園平地化事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告
書94743 石川県富来町教育委員会 石川県富来町　貝田遺跡

16574 石川県埋文センター 吉竹遺跡　1987

16572 石川県埋文センター 篠原遺跡　1987

16573 石川県埋文センター 小松市中海遺跡　県営ほ場整備事業小松東部地区関係埋蔵文化財調査報告書　1987

16570 石川県埋文センター 石川県立埋蔵文化財センター年報　第13号（平成3年度）

7144 石川県立埋蔵文化財センター 安養寺遺跡群発掘調査報告書　（安養寺・柴木・部入道地区）　手取ダム関連宅地造成事
業 係 蔵 財 急 掘 査報告　 版編19798 石川県立埋蔵文化財センター 羽咋市気多社僧坊跡群　能登海浜道関係埋蔵文化財調査報告書Ⅳ

19796 石川県立埋蔵文化財センター 羽咋市柳田シャコデ遺跡　能登海浜道関係埋蔵文化財調査報告書Ⅲ　1984

19843 石川県立埋蔵文化財センター 永町ガマノマガリ遺跡　1987

6257 石川県立埋蔵文化財センター 押水町冬野遺跡群　1991

19899 石川県立埋蔵文化財センター 押野西遺跡　－二級河川木呂川改良工事にかかる押野西遺跡緊急発掘調査報告－

6001 石川県立埋蔵文化財センター 横江　県営ほ場整備事業郷地区に係る発掘調査書　1992

19878 石川県立埋蔵文化財センター 下安原海岸遺跡　1988

19802 石川県立埋蔵文化財センター 花見月遺跡　県単高速ﾈｯﾄﾜｰｸ大規模幹線道路改良事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告
書　6266 石川県立埋蔵文化財センター 垣吉Ａ29・30号墳　垣吉マツサキ山中世墓　1992

19863 石川県立埋蔵文化財センター 吉崎・次場遺跡　県営ほ場整備事業に係る埋文発掘調査報告書第1分冊　資料編(1)

19897 石川県立埋蔵文化財センター 宮永市遺跡発掘調査報告　1989年3月

6262 石川県立埋蔵文化財センター 宮丸遺跡・村井北遺跡・北出遺跡・村井キヒダ遺跡・米永古屋敷遺跡　県営ほ場整備事業
松任市 木地 関係埋蔵文化財発掘調査報告書6261 石川県立埋蔵文化財センター 宮保遺跡群　1991

19818 石川県立埋蔵文化財センター 近岡遺跡　1986

19832 石川県立埋蔵文化財センター 金沢市笠舞Ａ遺跡（Ⅲ）金沢営林署宿舎建設工事に係る埋蔵文化財緊急発掘調査報告書

19787 石川県立埋蔵文化財センター 金沢市近岡遺跡　金沢港泊地造成事業関係埋蔵文化財発掘調査概要報告書(7)　1984

6000 石川県立埋蔵文化財センター 金沢市戸水Ｂ遺跡　第4・5次調査

19814 石川県立埋蔵文化財センター 金沢市戸水Ｃ遺跡　金沢港泊造成事業関係埋蔵文化財発掘調査報告　1986

19774 石川県立埋蔵文化財センター 金沢市犀川鉄橋遺跡第1・2次発掘調査報告書　犀川環境整備事業関係埋蔵文化財発掘
調査報告書第 集

犀川環境整備事業関係埋蔵文化財発掘調査報告書　第1集

6258 石川県立埋蔵文化財センター 金沢市寺中Ｂ遺跡　県営寺中住宅団地建設に係る発掘調査報告書　1991

19851 石川県立埋蔵文化財センター 金沢市米泉遺跡　1989

14647 石川県立埋蔵文化財センター 金沢城跡　石川門前　発掘調査概要報告書　1994年3月

19825 石川県立埋蔵文化財センター 軽海遺跡　県営公害防除特別土地改良事業に係る埋蔵文化財緊急発掘調査報告書

14652 石川県立埋蔵文化財センター 軽海西芳寺遺跡　1994

19891 石川県立埋蔵文化財センター 元菊町遺跡－近世城下町金沢の発掘調査報告－　1990

6260 石川県立埋蔵文化財センター 古府しのまち遺跡発掘調査報告　1991年3月

19880 石川県立埋蔵文化財センター 五十里Ａ遺跡　付　五十里洞穴中世墳墓

19764 石川県立埋蔵文化財センター 高堂遺跡　第Ⅲ次発掘調査概報

19853 石川県立埋蔵文化財センター 佐々木アサバタケ遺跡Ⅱ　県営公害防除特別土地改良事業に係る埋蔵文化財調査報告
書　19823 石川県立埋蔵文化財センター 佐々木ノテウラ遺跡　1986

19857 石川県立埋蔵文化財センター 犀川鉄橋遺跡Ⅱ　1989

19816 石川県立埋蔵文化財センター 三井小泉遺跡　1986

6263 石川県立埋蔵文化財センター 三浦遺跡　一般県道松任鶴来線交通安全施設等整備工事に係る埋蔵文化財緊急発掘調
査報告書　19829 石川県立埋蔵文化財センター 寺家遺跡発掘調査報告Ⅰ　能登海浜道関係埋蔵文化財調査報告書Ⅵ（附図あり）

19859 石川県立埋蔵文化財センター 寺家遺跡発掘調査報告Ⅱ　能登海浜道関係埋蔵文化財調査報告書Ⅶ



19800 石川県立埋蔵文化財センター 鹿首モリガフチ遺跡　能登海浜道関係埋蔵文化財調査報告書Ⅱ　1984

19885 石川県立埋蔵文化財センター 鹿島町井田堂坂遺跡　国道159号井田歩道工事に係る埋蔵文化財緊急発掘調査報告書

19821 石川県立埋蔵文化財センター 鹿島町徳前Ｃ遺跡調査報告（Ⅱ・Ⅲ）　国道159号線改築事業に係る石川県鹿島郡鹿島町
徳前 遺跡第 次 急 掘 査報告　19776 石川県立埋蔵文化財センター 鹿島町徳前Ｃ遺跡調査報告(Ⅳ)　国道159号線改築事業に係る石川県鹿島郡鹿島町徳前

遺跡第 次緊急発掘調査報告　19772 石川県立埋蔵文化財センター 七尾市奥原縄文遺跡・奥原遺跡　県道能登島和倉線改良工事に係る埋蔵文化財発掘調
査報告書　19782 石川県立埋蔵文化財センター 七尾市古府タブノキダ遺跡　石川県立七尾工業高等学校第二体育館建設工事に係る埋蔵

財 掘 査報告書　19768 石川県立埋蔵文化財センター 漆町遺跡　1982.3

19810 石川県立埋蔵文化財センター 漆町遺跡Ⅰ　1986.3.31

19861 石川県立埋蔵文化財センター 漆町遺跡Ⅱ　1988・3

19834 石川県立埋蔵文化財センター 宿向山遺跡　一般国道159号線押水ﾊﾞｲﾊﾟｽに係る埋蔵文化財緊急発掘調査報告書　1987

19836 石川県立埋蔵文化財センター 宿東山遺跡　一般国道159号線押水ﾊﾞｲﾊﾟｽ改築工事に係る埋蔵文化財発掘調査報告書

6265 石川県立埋蔵文化財センター 松任市　竹松遺跡群　1992

19893 石川県立埋蔵文化財センター 松任市一塚イチノツカ遺跡　県営ほ場整備事業旭第2地区関係埋蔵文化財調査報告書2

19791 石川県立埋蔵文化財センター 松任市横江Ａ遺跡発掘調査報告書　1984

19789 石川県立埋蔵文化財センター 松任市宮永遺跡　1984

19780 石川県立埋蔵文化財センター 松任市上二口遺跡　県営圃場整備事業（林中地区）・県営灌漑排水事業関係埋蔵文化財
調査報告書　6264 石川県立埋蔵文化財センター 松任市法仏遺跡　第5・6次発掘調査報告

19901 石川県立埋蔵文化財センター 松任市北安田北遺跡Ⅲ　松任市千代野ニュータウン拡張工事に係る埋蔵文化財緊急発掘
査報告19889 石川県立埋蔵文化財センター 浄水寺跡発掘調査報告書　第1分冊　浄水寺墨書資料集

6259 石川県立埋蔵文化財センター 杉森テラアト遺跡　1991

14644 石川県立埋蔵文化財センター 畝田遺跡　1991年

14651 石川県立埋蔵文化財センター 正友ヤチヤマ窯跡　広域営農団地農道整備事業羽咋地区に係る発掘調査報告書（その2）

19766 石川県立埋蔵文化財センター 石川県金沢市今町Ａ遺跡・金沢ﾊﾞｲﾊﾟｽ関係埋蔵文化財発掘調査報告　1982・3

19849 石川県立埋蔵文化財センター 石川県鹿島郡鹿島町　水白モンショ遺跡　1989

10073 石川県立埋蔵文化財センター 石川県七尾市　三室まどがけ古墳群

6005 石川県立埋蔵文化財センター 石川県小松市　千代　県営ほ場整備事業小松北部地区千代工区に係る埋蔵文化財発掘
査報告書　6004 石川県立埋蔵文化財センター 石川県松任市　相川遺跡群　県営ほ場整備事業御手洗・出城地区東相川工区に係る埋蔵

文化財発掘調査報告書19872 石川県立埋蔵文化財センター 石川県能美郡辰口町　岩内遺跡　1988

19827 石川県立埋蔵文化財センター 石川県能美郡辰口町　岩内遺跡発掘調査報告書　1986年3月

19874 石川県立埋蔵文化財センター 石川県能美郡辰口町　辰口西部遺跡群Ⅰ　1988

19882 石川県立埋蔵文化財センター 石川県立埋蔵文化財センター　設立10年の記録　1990

19919 石川県立埋蔵文化財センター 石川県立埋蔵文化財センター年報　第10号昭和63年度

6255 石川県立埋蔵文化財センター 石川県立埋蔵文化財センター年報　第11号（平成元年度）

6256 石川県立埋蔵文化財センター 石川県立埋蔵文化財センター年報　第12号（平成2年度）

15089 石川県立埋蔵文化財センター 石川県立埋蔵文化財センター年報　第14号（平成4年度）

19903 石川県立埋蔵文化財センター 石川県立埋蔵文化財センター年報　第1号　昭和54年度

19906 石川県立埋蔵文化財センター 石川県立埋蔵文化財センター年報　第2号昭和55年度

19908 石川県立埋蔵文化財センター 石川県立埋蔵文化財センター年報　第3号　昭和56年度

19910 石川県立埋蔵文化財センター 石川県立埋蔵文化財センター年報　第4号　昭和57年度

19915 石川県立埋蔵文化財センター 石川県立埋蔵文化財センター年報　第8号　昭和61年度

19917 石川県立埋蔵文化財センター 石川県立埋蔵文化財センター年報　第9号　昭和62年度

19895 石川県立埋蔵文化財センター 倉部　1990

14650 石川県立埋蔵文化財センター 大屋ヒヤマ窯跡・寺家クロバタケ窯跡　国営珠洲第二地区開拓建設事業に係る埋蔵文化
財 掘 査報告書6267 石川県立埋蔵文化財センター 大谷則貞　1991年度の調査概要

14649 石川県立埋蔵文化財センター 大津ロクベエ遺跡Ⅱ　一般国道470号線（能越自動車道）改良工事に係る埋蔵文化財緊急
発掘調査報告書　 年7143 石川県立埋蔵文化財センター 辰口町来丸ｻｸﾗﾏﾁ窯跡　辰口中部地区農免道路事業に係る埋蔵文化財緊急発掘調査報
告書　資料編　19870 石川県立埋蔵文化財センター 津幡町刈安野々宮遺跡　国道8号線改築事業に係る石川県河北郡津幡町刈安野々宮遺
跡 急 掘 査報告5998 石川県立埋蔵文化財センター 特別名勝  兼六園（江戸町跡推定地）発掘調査報告　附　本多家上屋敷跡試掘調査報告

19770 石川県立埋蔵文化財センター 能登海浜道関係埋蔵文化財調査報告書Ⅰ（志賀町中村畑遺跡　志賀町女郎塚遺跡）1982

14645 石川県立埋蔵文化財センター 能美丘陵東遺跡群Ⅰ　いしかわサイエンスパーク整備事業に係る埋蔵文化財発掘調査報
告書　19867 石川県立埋蔵文化財センター 白江梯川遺跡Ⅰ　1988

19876 石川県立埋蔵文化財センター 八田中遺跡　県営ほ場旭第2地区関係埋蔵文化財報告書1　1988

5993 石川県立埋蔵文化財センター 飯田町遺跡　1992



19886 石川県立埋蔵文化財センター 敷地鉄橋遺跡　1987

19806 石川県立埋蔵文化財センター 敷地天神山遺跡群

19865 石川県立埋蔵文化財センター 敷地天神山遺跡群　1987

19846 石川県立埋蔵文化財センター 普正寺遺跡　健民海浜公園野鳥飼育園整備事業に伴う緊急発掘調査報告書　1984

19838 石川県立埋蔵文化財センター 米光萬福寺遺跡　1987

19855 石川県立埋蔵文化財センター 末松遺跡　石川県農業短期大学附属農業資源研究所増築等工事に係る埋蔵文化財調査
報告書　19804 石川県立埋蔵文化財センター 柳田タンワリ1号窯跡　西出川通常砂防工事（予防）に係る埋蔵文化財発掘調査報告書

19784 石川県立埋蔵文化財センター 輪島市三井新保遺跡　主要地方道七尾・輪島線改良事業に係る埋蔵文化財緊急発掘調
査報告書　14646 石川県立埋蔵文化財センター 和住下遺跡　1993年度調査の概要

19812 石川県立埋蔵文化財センター 劒崎遺跡　1986

20009 富来町教育委員会 石川県羽咋郡富来町　鹿頭上の出遺跡　1989

20122 丸岡町教育委員会 豊原寺跡Ⅴ（推定）増房跡発掘調査概報　1984

20124 丸岡町教育委員会 豊原寺跡Ⅵ　山城山地係中世墓地跡発掘調査概報　1985

42755 福井県教育庁埋蔵文化財調査セン
タ

福井県教育庁埋蔵文化財調査センター年報2　昭和61年度

42757 福井県教育庁埋蔵文化財調査セン
タ

福井県教育庁埋蔵文化財調査センター年報3　昭和62年度

42759 福井県教育庁埋蔵文化財調査セン
タ

福井県教育庁埋蔵文化財調査センター年報4　昭和63年度

42761 福井県教育庁埋蔵文化財調査セン
タ

福井県教育庁埋蔵文化財調査センター年報5　平成元年度

42763 福井県教育庁埋蔵文化財調査セン
タ

福井県教育庁埋蔵文化財調査センター年報6　平成2年度

42765 福井県教育庁埋蔵文化財調査セン
タ

福井県教育庁埋蔵文化財調査センター年報7　平成3年度

125613 福井県教育庁埋蔵文化財調査セン
タ

福井県教育庁埋蔵文化財調査センター年報8　平成4年度

20049 福井県立県教育庁埋文調査セン
タ

下屋敷遺跡　堀江十楽遺跡　県営竹田川右岸地区土地改良事業に伴う調査　1988.3 福井県埋蔵文化財調査報告第１４集

20046 福井県立県教育庁埋文調査セン
タ

長屋遺跡　県営長屋地区土地改良総合整備事業に伴う調査　昭和61年度 福井県埋蔵文化財調査報告第１３集

2420 福井県立県教育庁埋文調査セン
タ

鳴鹿手島遺跡　主要地方道勝山・丸岡線改良工事に伴う調査　昭和62年度 福井県埋蔵文化財調査報告第１５集

40567 福井県立若狭歴史民俗資料館 鳥浜貝塚研究1　1996年

3840 一宮教育委員会 山梨県一宮町　筑前原塁跡　発掘調査報告書　1986

3841 一宮教育委員会 大原遺跡発掘調査概報　1990

29522 一宮市教育委員会 一宮市伝法寺地区　重要遺跡範囲確認調査概要報告書　1990

26208 境川村教育委員会 物見塚遺跡　1985 境川村埋蔵文化財発掘調査報告書第２輯

26206 境川村教育委員会 柳原遺跡　境川小学校校庭拡張工事に伴う発掘調査報告書　昭和58年 境川村埋蔵文化財発掘調査報告書第１輯

26217 境川村教育委員会・境川カントリー
ク ブ 定地内埋蔵文化財発掘調

小黒坂南遺跡群　1986 境川村埋蔵文化財発掘調査報告書第３輯

125411 櫛形町教育委員会 町内埋蔵文化財試掘調査報告　豊保育園改築に伴う豊小学校遺跡試掘調査他　2002 櫛形町埋蔵文化財調査報告書№25

16928 櫛形町教育委員会 物見塚　山梨県中巨摩郡櫛形町所在古式古墳発掘調査報告書　1983

42409 櫛形町教育委員会 六科丘遺跡　山梨県中巨摩郡櫛形町六科丘遺跡発掘調査報告書　1985 櫛形町文化財調査報告№３

26180 山梨県教育委員会 一の沢遺跡調査報告書　1989.3 山梨県埋蔵文化財センター調査報告第４２集

26161 山梨県教育委員会 一の沢北遺跡他発掘調査報告書　笛吹川農業水利事業に伴う発掘調査報告書　1988.3 山梨県埋蔵文化財センター調査報告第３３集

3160 山梨県教育委員会 一般国道411号（塩山バイパス）建設に伴う　獅子之前遺跡発掘調査報告書　1991.3 山梨県埋蔵文化財センター調査報告第61集

3159 山梨県教育委員会 一般国道52号（甲西バイパス）建設に伴う　七ツ打Ｃ遺跡発掘調査報告書　1991.3 山梨県埋蔵文化財センター調査報告第60集

26171 山梨県教育委員会 稲荷塚古墳　1988.3 山梨県埋蔵文化財センター調査報告第３８集

26144 山梨県教育委員会 姥塚遺跡　姥塚無名墳　山梨県中央自動車道埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書　1987.3 山梨県埋蔵文化財センター調査報告第２４集

4349 山梨県教育委員会 横堰遺跡Ａ地区　国道137号線バイパス建設に伴う発掘調査報告　1988.3 山梨県埋蔵文化財センター調査報告書第４３集

26136 山梨県教育委員会 横畑遺跡　弥二郎遺跡　笛吹川農業水利事業に伴う発掘調査報告書　1987.3 山梨県埋蔵文化財センター調査報告第２０集

26182 山梨県教育委員会 下長崎遺跡　両の木神社遺跡　笛吹川農業水利事業に伴う発掘調査報告書　1989.3 山梨県埋蔵文化財センター調査報告第４４集

125241 山梨県教育委員会 花鳥山遺跡・水呑場北遺跡 山梨県埋蔵文化財センター調査報告第４５集

26125 山梨県教育委員会 笠木地蔵遺跡　山梨県中央自動車道埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書　1985.10 山梨県埋蔵文化財センター調査報告第１２集

4352 山梨県教育委員会 観音溝遺跡　県道石橋・石和線建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　1991.3 山梨県埋蔵文化財センター調査報告書第６２集

26167 山梨県教育委員会 関山遺跡Ⅰ　中央自動車道上野原インターチェンジ建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告
書 道部

山梨県埋蔵文化財センター調査報告第３６集

26175 山梨県教育委員会 関山遺跡Ⅱ　中央自動車道上野原インターチェンジ建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告
書（道路 部分）　

山梨県埋蔵文化財センター調査報告第４０集

26155 山梨県教育委員会 岩清水遺跡・考古博物館構内古墳　1987・3 山梨県埋蔵文化財センター調査報告第３０集

4350 山梨県教育委員会 丘の公園第2遺跡　発掘調査報告書　丘の公園地内遺跡範囲確認調査（第2次）報告書（丘
第 遺跡 　

山梨県埋蔵文化財センター調査報告書第４６集

福井県

山梨県



5650 山梨県教育委員会 丘の公園第5遺跡　発掘調査報告書　1990.3 山梨県埋蔵文化財調査報告書第５６集

26148 山梨県教育委員会 丘の公園地内遺跡範囲確認調査（第1次）報告書（丘の公園第1・2・3・4遺跡）　1987.3 山梨県埋蔵文化財センター調査報告第２６集

26108 山梨県教育委員会 牛奥遺跡調査報告書　昭和59年3月 山梨県埋蔵文化財センター調査報告第２集

26157 山梨県教育委員会 郷蔵地遺跡　塩川ダム建設に伴う発掘調査報告　1987.3 山梨県埋蔵文化財センター調査報告第３１集

26146 山梨県教育委員会 金の尾遺跡　無名墳（きつね塚）　山梨県中央自動車道埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告
書　

山梨県埋蔵文化財センター調査報告第２５集

26173 山梨県教育委員会 金生遺跡Ⅰ（中世編）　県営圃場整備事業に伴う発掘調査報告書　1988.3 山梨県埋蔵文化財センター調査報告書第３９集

2467 山梨県教育委員会 金生遺跡Ⅱ（縄文時代編）　県営圃場整備事業に伴う発掘調査報告書　1989.3 山梨県埋蔵文化財センター調査報告書第４１集

2964 山梨県教育委員会 県指定史跡　甲府城跡Ⅰ　山梨県指定史跡甲府城跡整備事業に伴う発掘調査概報 山梨県埋蔵文化財センター調査報告第65集

3162 山梨県教育委員会 県指定史跡　甲府城跡Ⅰ　山梨県指定史跡甲府城跡整備事業に伴う発掘調査概報 山梨県埋蔵文化財センター調査報告第65集

2468 山梨県教育委員会 甲斐風土記の丘・曽根丘陵公園　東山南（Ｂ）遺跡　1991.3 山梨県埋蔵文化財センター調査報告第６４集

14515 山梨県教育委員会 甲斐風土記の丘・曽根丘陵公園　東山北遺跡　第1次～第3次調査　1993.3 山梨県埋蔵文化財センター調査報告書第７９集

26165 山梨県教育委員会 国指定史跡　銚子塚古墳附丸山塚古墳　保存整備事業報告書　1988.3 山梨県埋蔵文化財センター調査報告第３５集

26186 山梨県教育委員会 妻ノ神遺跡　1989.3 山梨県埋蔵文化財センター調査報告第４８集

26121 山梨県教育委員会 妻神遺跡・真福寺遺跡・手古松遺跡・市川北遺跡・勝沼氏館跡・藤垈遺跡　笛吹川農業水
事業 伴う 掘 査報告書　

山梨県埋蔵文化財センター調査報告第９集

26190 山梨県教育委員会 桜井畑遺跡（Ｂ地区）　山梨県立青少年会館建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 山梨県埋蔵文化財センター調査報告第５０集

26197 山梨県教育委員会 桜井畑遺跡Ａ・Ｃ地区　甲府勤労者総合福祉センター建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告
書　

山梨県埋蔵文化財センター調査報告第５４集

26099 山梨県教育委員会 山梨県の中世城館跡　分布調査報告書　昭和61年3月

26115 山梨県教育委員会 山梨県甲府市　飯田一丁目遺跡　1985 山梨県埋蔵文化財センター調査報告第６集

26192 山梨県教育委員会 山梨県生産遺跡分布調査報告書（窯業遺跡）　1990.3 山梨県埋蔵文化財センター調査報告第５１集

5063 山梨県教育委員会 山梨県中巨摩郡若草町　二本柳遺跡　農道建設に伴う中世寺院跡の発掘調査　1992・3 山梨県埋蔵文化財センター調査報告第７２集

26106 山梨県教育委員会 山梨県韮崎市　久保屋敷遺跡発掘調査報告書　1984.3 山梨県埋蔵文化財センター調査報告第１集

26195 山梨県教育委員会 山梨県韮崎市　大輪寺東遺跡　中世城館跡の発掘調査　1990.3 山梨県埋蔵文化財センター調査報告第５３集

26119 山梨県教育委員会 山梨県北巨摩郡高根町　丘の公園14番ホール遺跡範囲確認調査報告書　1985.3 山梨県埋蔵文化財センター調査報告第８集

26150 山梨県教育委員会 山梨県北巨摩郡大泉村　寺所遺跡　1987.3 山梨県埋蔵文化財センター調査報告第２７集

26130 山梨県教育委員会 釈迦堂Ⅰ　山梨県中央自動車道埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書　1986.3 山梨県埋蔵文化財センター調査報告第１７集

26140 山梨県教育委員会 釈迦堂Ⅲ　山梨県中央自動車道埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書 山梨県埋蔵文化財センター調査報告第２２集

3161 山梨県教育委員会 小坂遺跡　八ヶ岳広域農道建設に伴う発掘調査報告書　1991.3 山梨県埋蔵文化財センター調査報告第63集

26086 山梨県教育委員会 上の平　1980.3

4351 山梨県教育委員会 上の平遺跡（第1・2・3次調査）　1991.3 山梨県埋蔵文化財センター調査報告書第５９集

26134 山梨県教育委員会 上野原遺跡　智光寺遺跡　切附遺跡　笛吹川農業水利事業に伴う発掘調査報告書 山梨県埋蔵文化財センター調査報告第１９集

26199 山梨県教育委員会 身洗沢遺跡　一町五反遺跡　県道石橋・石和線建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告
書　

山梨県埋蔵文化財センター調査報告第５５集

26159 山梨県教育委員会 清里の森第1遺跡　範囲確認調査報告書　1987.3 山梨県埋蔵文化財センター調査報告第３２集

5061 山梨県教育委員会 西の入遺跡　篠八田遺跡　八ヶ岳広域農道建設に伴う発掘調査報告書　1992.3 山梨県埋蔵文化財センター調査報告書第６８集

26169 山梨県教育委員会 西川遺跡　八ヶ岳広域農道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　1988.3 山梨県埋蔵文化財センター調査報告第３７集

4353 山梨県教育委員会 青木北遺跡　梅の木遺跡　県営圃場整備事業に伴う発掘調査報告書　1992・3 山梨県埋蔵文化財センター調査報告書第６６集

5060 山梨県教育委員会 大月遺跡Ⅱ　1992.3 山梨県埋蔵文化財センター調査報告書第６７集

26111 山梨県教育委員会 豆塚遺跡　東新居遺跡　山梨県中央自動車道埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書　1984.3 山梨県埋蔵文化財センター調査報告第４集

26188 山梨県教育委員会 鍋弦塚　東山南遺跡　1989.3 山梨県埋蔵文化財センター調査報告第４９集

26163 山梨県教育委員会 南堀之内遺跡　大畑遺跡　1988.3 山梨県埋蔵文化財センター調査報告第３４集

26152 山梨県教育委員会 八ヶ岳東南麓他遺跡分布調査報告書　1987.3 山梨県埋蔵文化財センター調査報告第２８集

26184 山梨県教育委員会 八ヶ岳東南麓他遺跡分布調査報告書　1989.3 山梨県埋蔵文化財センター調査報告第４７集

26117 山梨県教育委員会 北堀遺跡　山梨県中央自動車道埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書　1985.3 山梨県埋蔵文化財センター調査報告第７集

95640 山梨県考古学協会 山梨県考古学協会誌　第13号　2002

16930 山梨県西八代郡下部町湯之奥金山
遺跡学術 査会 査

山梨県西八代郡下部町　湯之奥金山遺跡学術調査報告書　湯之奥金山遺跡の研究

4354 山梨県埋蔵文化財センター 研究紀要7　1991

26278 山梨県埋蔵文化財センター 年報2　昭和58～60年度

26280 山梨県埋蔵文化財センター 年報3　昭和61年度

26282 山梨県埋蔵文化財センター 年報4　昭和62年度

26274 山梨県埋蔵文化財センター 年報5　昭和63年度

26276 山梨県埋蔵文化財センター 年報6　平成元年度

3158 山梨県埋蔵文化財センター 年報7　平成2年度

5064 山梨県埋蔵文化財センター 年報8　平成3年度

25991 山梨県立考古博物館 開館5周年記念第5回企画展　古代官道と甲斐の文化　都と甲斐を結ぶ古代絹の道　1987



25994 山梨県立考古博物館 古代の装身具　美と祈りと技術　第6回企画展　1988年

5351 山梨県立考古博物館 第9回特別展　縄文土器　その心象世界

26262 山梨県立考古博物館・山梨県埋蔵
財 タ

研究紀要1　1983

125609 山梨県立考古博物館・山梨県埋蔵
文化財 タ

研究紀要3　1986

26268 山梨県立考古博物館・山梨県埋蔵
文化財 タ

研究紀要4　1987

26270 山梨県立考古博物館・山梨県埋蔵
財 タ

研究紀要5　1990

41147 春日居町教育委員会 甲斐寺本廃寺Ⅰ　昭和56年3月

41148 春日居町教育委員会 甲斐寺本廃寺Ⅱ　昭和57年3月

41152 春日居町教育委員会 国府遺跡Ⅰ　国府遺跡第1次発掘調査概報　1989

41153 春日居町教育委員会 国府遺跡Ⅱ　国府関連遺跡第2次発掘調査概報　1990

41154 春日居町教育委員会 国府遺跡Ⅲ　国府関連遺跡第3次発掘調査概報　1991

41151 春日居町教育委員会 寺本廃寺　第1・2・3次発掘調査報告書　1988

41150 春日居町教育委員会 寺本廃寺と古代の春日居　1987

26220 昭和町教育委員会・義清神社内遺
跡 掘 査

山梨県中巨摩郡昭和町　義清神社内遺跡　付・昭和町の埋蔵文化財分布調査報告

2814 石和町遺跡調査会 松本塚ノ越遺跡　1990.3 石和町埋蔵文化財調査報告第１集

42492 大泉村教育委員会 山梨県北巨摩郡大泉村　史跡　谷戸城跡Ⅰ　平成10年度環境整備事業に伴う発掘調査概
報　

大泉村埋蔵文化財調査報告第１１集

26238 大泉村教育委員会 山梨県北巨摩郡大泉村　大和田遺跡　大和田第2遺跡　県営圃場整備事業に伴う埋蔵文
財 査報告書　

大泉村埋蔵文化財調査報告書第７集

42493 大泉村教育委員会 平成4年度埋蔵文化財発掘調査報告Ⅰ　古林第4遺跡Ⅰ（石器編）　1999.3 大泉村埋蔵文化財調査報告第１２集

26258 湯之奥金山遺跡学術調査会・調査 湯之奥金山遺跡第1次調査概報　1990.3

125405 南アルプス市教育委員会 山梨県南アルプス市文化財年報　平成15・16・17年度

125410 南アルプス市教育委員会 寺部村附第11遺跡　新山梨環状道路建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　2005.3 南アルプス市埋蔵文化財調査報告書　第８集

97681 韮崎市教育委員会 山梨県韮崎市　宮ノ前遺跡（本文編　図版編）　1992

125611 韮崎市教育委員会 山梨県韮崎市　石之坪遺跡（東地区）　県営圃場整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書　125614 韮崎市教育委員会 山梨県韮崎市　中本田遺跡　堂の前遺跡　県営圃場整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査
報告書　125610 韮崎市教育委員会・塩川下河原堤

防遺跡発掘調査会
山梨県韮崎市　塩川下河原堤防遺跡　発掘調査報告書　1998

125615 韮崎市教育委員会・韮崎市遺跡調
査会

山梨県韮崎市　坂井遺跡　送電線鉄塔建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　1998

26225 敷島町教育委員会 天狗沢瓦窯跡　発掘調査概報　1988

26257 敷島町教育委員会 天狗沢瓦窯跡　発掘調査報告書　1990

41146 武川村教育委員会 山梨県北巨摩郡武川村　宮間田遺跡　県営圃場整備事業に伴う平安時代集落遺跡の緊
急 掘 査報告書　26214 武川村教育委員会・峡北土地改良

事務所
山梨県北巨摩郡武川村　宮間田遺跡　県営圃場整備事業に伴う発掘調査概報　1986

26222 明野村教育委員会・峡北土地改良
事務所

普門寺遺跡　県営圃場整備事業に伴う埋蔵文化財調査報告書　1987.3 明野の文化財第２集

10737 伊那史学会 伊那　第43巻第6号　通巻805号

336 伊那史学会 伊那　第45巻第6号　通巻829号

1201 上伊那郷土研究会 伊那路　第41巻第7号　通刊486号

125326 佐久考古学会 佐久考古通信№55

125327 佐久考古学会 佐久考古通信№56

125137 信濃史学会 信濃第55巻第11号（通巻第646号）

125138 信濃史学会 信濃第55巻第7号（通巻第642号）

9754 高井地方史学会 高井第109号

5493 高井地方史研究会 高井第100号

5494 高井地方史研究会 高井第101号

5669 高井地方史研究会 高井第102号

7672 高井地方史研究会 高井第104号

7991 高井地方史研究会 高井第105号

8344 高井地方史研究会 高井第106号

8862 高井地方史研究会 高井第107号

9448 高井地方史研究会 高井第108号

10128 高井地方史研究会 高井第110号

10740 高井地方史研究会 高井第111号

11244 高井地方史研究会 高井第112号

11635 高井地方史研究会 高井第113号

長野県



12101 高井地方史研究会 高井第114号

12612 高井地方史研究会 高井第115号

16010 高井地方史研究会 高井第116号

13783 高井地方史研究会 高井第117号

14219 高井地方史研究会 高井第118号

452 高井地方史研究会 高井第119号

880 高井地方史研究会 高井第120号

1429 高井地方史研究会 高井第121号

2080 高井地方史研究会 高井第122号

35826 高井地方史研究会 高井第123号

36528 高井地方史研究会 高井第124号

37141 高井地方史研究会 高井第125号

37598 高井地方史研究会 高井第126号

38307 高井地方史研究会 高井第127号

39210 高井地方史研究会 高井第128号

40994 高井地方史研究会 高井第129号

42163 高井地方史研究会 高井第130号

43296 高井地方史研究会 高井第131号

45454 高井地方史研究会 高井第135号

3471 高井地方史研究会 高井第96号

3629 高井地方史研究会 高井第97号

4189 高井地方史研究会 高井第98号

4468 高井地方史研究会 高井第99号

44466 高井地方誌研究会 高井第133号

42430 長野県考古学会 長野県考古学会誌　第12号

125309 長野県考古学会 長野県考古学会誌　第13号　1972年3月

125316 長野県考古学会 長野県考古学会誌　第15号　1973年5月

125312 長野県考古学会 長野県考古学会誌　第9号

6609 社団法人長野県文化財保護協会 文化財信濃第19巻第2号　通巻第68号

125622 上郷考古博物館 秋季展示　死者への祈り　長野県の縄文時代から弥生時代の墓制

7757 諏訪考古学研究会 諏訪考古学研究会総会公開講演　天皇陵の是非を問う　1993年5月23日

26885 須坂市教育委員会・日滝史跡保存
会

シンポジウム　須坂の古墳文化を語る

125621 長野県立歴史館 平成14年度夏季企画展　世界と地域を見つめた長野県教育　信山育材（伊沢修二の言葉）

6249 (財)岐阜県文化財保護センター 宮下遺跡　東海北陸自動車道建設に伴う緊急発掘調査報告書 岐阜県文化財保護センター調査報告書第４集

6247 (財)岐阜県文化財保護センター 史跡高山陣屋跡　郡代役宅跡発掘調査報告書 岐阜県文化財保護センター調査報告書第１集

6248 (財)岐阜県文化財保護センター 城之内遺跡Ⅱ 岐阜県文化財保護センター調査報告書第３集

6288 (財)岐阜県文化財保護センター 門坂シズマ遺跡 岐阜県文化財保護センター調査報告書第２集

17427 岐阜県教育委員会 元三ヶ根古墳群・白土原9・10号古窯跡 岐阜県文化財保護センター調査報告書第９集

17426 岐阜県教育委員会 深沼遺跡 岐阜県文化財保護センター調査報告書第８集

17424 岐阜県教育委員会 鶴尾山城跡・深戸遺跡　東海北陸自動車道建設に伴う緊急発掘調査報告書 岐阜県文化財保護センター調査報告書第６集

17425 岐阜県教育委員会 藤原遺跡 岐阜県文化財保護センター調査報告書第７集

29629 岐阜県教育委員会 徳山ダム水没地区　埋蔵文化財発掘調査報告書「はいずめ遺跡」

17423 岐阜県教育委員会 徳山ダム水没地区埋蔵文化財発掘調査報告書　第3集　追分遺跡・下開田村平遺跡 岐阜県文化財保護センター調査報告書第５集

125407 岐阜県教育文化財団文化財保護セ
タ

ぎふの埋蔵文化財　センターだより「きずな」№43　特集　飛騨の古代瓦

14822 岐阜県土木部、池田町教育委員会 舟子古窯跡　－灰原の調査－

17422 岐阜県文化財保護センター 国道41号線改良工事に伴う発掘調査報告書

17428 岐阜県文化財保護センター 中筬遺跡 岐阜県文化財保護センター調査報告書第１０集

125217 岐阜県文化財保護センター 年報Ⅰ（10年のあゆみ） 財団法人岐阜県文化財保護センター年報１

2827 各務原市教育委員会 山の前1・2号古墳発掘調査報告書 各務原市文化財調査報告書第６号

岐阜県



14815 (財)　静岡県埋蔵文化財調査研究
所

下原遺跡Ⅰ　平成5・6年度東駿河湾環状道路工事に伴う埋蔵文化財調査報告書 静岡県埋蔵文化財調査研究所調査報告　第６４集

14811 (財)　静岡県埋蔵文化財調査研究 岳美遺跡Ⅰ（遺構編）平成4・5年度静清バイパス（岳美地区）埋蔵文化財発掘調査報告書 静岡県埋蔵文化財調査研究所調査報告第６０集

14806 (財)　静岡県埋蔵文化財調査研究
所

宮下遺跡（遺物編）　平成2年度静清バイパス（川合地区）埋蔵文化財発掘調査報告書 静岡県埋蔵文化財調査研究所調査報告第３１集

14813 (財)　静岡県埋蔵文化財調査研究
所

牛岡遺跡Ⅰ・頭地遺跡　平成6年度日坂バイパス埋蔵文化財発掘調査報告書　1995 静岡県埋蔵文化財調査研究所調査報告　第56集

14814 (財)　静岡県埋蔵文化財調査研究 牛岡遺跡Ⅱ　平成6年度日坂バイパス埋蔵文化財発掘調査報告書　1995 静岡県埋蔵文化財調査研究所調査報告　第57集

14809 (財)　静岡県埋蔵文化財調査研究
所

御殿川流域遺跡群Ⅱ　平成2・3年度一級河川御殿川小規模河川改修工事に伴う埋蔵文化
財発掘調査報告書　中島 遺跡　 畑前 遺跡　梅名大曲 遺跡　

静岡県埋蔵文化財調査研究所調査報告第５０集

15158 (財)　静岡県埋蔵文化財調査研究
所

財団法人静岡県埋蔵文化財調査研究所　設立10周年記念誌　10年のあゆみ　1995

14810 (財)　静岡県埋蔵文化財調査研究 上反方遺跡　平成5・6年度伊久美元島田線県道拡幅工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告
書

静岡県埋蔵文化財調査研究所調査報告　第５８集

14808 (財)　静岡県埋蔵文化財調査研究
所

新堀遺跡　静岡県住宅供給公社新堀団地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　1993 静岡県埋蔵文化財調査研究所調査報告　第45集

14807 (財)　静岡県埋蔵文化財調査研究 瀬名遺跡Ⅱ（遺構編Ⅱ）昭和61・62・63・平成元・2年度静清バイパス（瀬名地区）埋蔵文化
財 掘 査報告書

静岡県埋蔵文化財調査研究所調査報告　第４３集

15106 (財)　静岡県埋蔵文化財調査研究 静岡県埋蔵文化財調査研究所　年報ⅩⅠ（平成6年度事業概要）

14819 (財)　静岡県埋蔵文化財調査研究
所

川合遺跡　遺物編2　平成3年度静清バイパス（川合地区）埋蔵文化財発掘調査報告書
（ 製 金属製 本文編）

静岡県埋蔵文化財調査研究所調査報告　第３６集

14817 (財)　静岡県埋蔵文化財調査研究 川合遺跡（遺構編）　平成元年静清バイパス（川合地区）埋蔵文化財発掘調査報告書　本
編　

静岡県埋蔵文化財調査研究所調査報告　第２５集

14816 (財)　静岡県埋蔵文化財調査研究 長崎遺跡Ⅳ（遺物・考察編）　昭和62年度～平成元年度・4年度静清バイパス（長崎地区）
蔵 財 掘 査報告書　

静岡県埋蔵文化財調査研究所調査報告　第５９集

14805 (財)　静岡県埋蔵文化財調査研究
所

内荒遺跡（遺物編）　昭和62年度静清バイパス（川合地区）埋蔵文化財発掘調査報告書 静岡県埋蔵文化財調査研究所調査報告第１６集

29288 (財)駿府博物館付属静岡埋蔵文化
財 査 究

原川遺跡　昭和58年度発掘調査概報－袋井バイパス（掛川地区）埋蔵文化財発掘調査－

29280 (財)駿府博物館付属静岡埋蔵文化
財 査 究

昭和57年度　埋蔵文化財発掘調査概報

29286 (財)駿府博物館付属静岡埋蔵文化
財調査 究所

茶木畑遺跡発掘調査概報－田方学医新設高校敷地内埋蔵文化財発掘調査－

29282 (財)駿府博物館付属静岡埋蔵文化
財 査 究

八ツ島遺跡　伊豆中央道埋蔵文化財発掘調査報告書　1983 静岡埋蔵文化財調査研究所発掘調査報告第１集

29304 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 宮下遺跡（遺構編）　昭和59年度静清バイパス（川合地区）埋蔵文化財発掘調査報告書 静岡県埋蔵文化財発掘調査報告第９集

3168 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 牛岡遺跡　平成2年度日坂バイパス埋蔵文化財（頭地遺跡・向畑遺跡・社宮寺遺跡）発掘
調査概報29292 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 原川遺跡　昭和59年度発掘調査概報－袋井バイパス（掛川地区）埋蔵文化財発掘調査－

29307 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 原川遺跡　昭和60年度発掘調査概報　袋井バイパス（掛川地区）埋蔵文化財発掘調査

29313 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 原川遺跡　昭和61年度発掘調査概報　袋井バイパス（掛川地区）埋蔵文化財発掘調査

29335 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 原川遺跡Ⅰ　昭和62年度袋井バイパス（掛川地区）埋蔵文化財発掘調査報告書　1988 静岡県埋蔵文化財調査研究所調査報告　第１７集

29366 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 原川遺跡Ⅱ　昭和63年度袋井バイパス（掛川地区）埋蔵文化財発掘調査報告書　1989 静岡県埋蔵文化財調査研究所調査報告　第22集

3169 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 原川遺跡Ⅲ　平成元年度袋井バイパス（掛川地区）埋蔵文化財発掘調査報告書　1990 静岡県埋蔵文化財調査研究所調査報告第２４集

3171 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 原川遺跡Ⅳ　平成2年度袋井バイパス（掛川地区）埋蔵文化財発掘調査報告書　図版編 静岡県埋蔵文化財調査研究所調査報告第２６集

3170 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 原川遺跡Ⅳ　平成2年度袋井バイパス（掛川地区）埋蔵文化財発掘調査報告書　本文編 静岡県埋蔵文化財調査研究所調査報告第２６集

125361 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 坂尻遺跡　昭和63年度袋井バイパス（袋井地区）埋蔵文化財発掘調査概報　1989

29354 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 坂尻遺跡　平成元年度袋井バイパス（袋井地区）埋蔵文化財発掘調査概報　1990

29296 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 祝田遺跡Ⅰ　昭和57・58年度都田川河川改修工事（細江地区）埋蔵文化財発掘調査報告
書　

静岡埋蔵文化財調査研究所調査報告第４集

29360 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 祝田遺跡Ⅱ－昭和57～59年度都田川河川改修工事（細江地区）埋蔵文化財発掘調査報
告

静岡県埋蔵文化財調査研究所調査報告第７集

3167 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 新堀遺跡　平成2年度新堀団地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査概報　1991

29317 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 瀬名遺跡　昭和61年度発掘調査概報－静清バイパス（瀬名地区）埋蔵文化財発掘調査－

29327 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 瀬名遺跡　昭和62年度静清バイパス（瀬名地区）埋蔵文化財発掘調査概報　1988

29311 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 静岡県埋蔵文化財調査研究所　研究紀要Ⅰ

29358 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 静岡県埋蔵文化財調査研究所　研究紀要Ⅲ

29349 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 静岡県埋蔵文化財調査研究所　年報Ⅳ（昭和62年度事業概要）

29345 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 静岡県埋蔵文化財調査研究所　年報Ⅴ（昭和63年度事業概要）

3166 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 静岡県埋蔵文化財調査研究所　年報Ⅵ（平成元年事業概要）

6182 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 静岡県埋蔵文化財調査研究所　年報Ⅶ（平成2年度事業概要）

6183 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 静岡県埋蔵文化財調査研究所　年報Ⅷ（平成3年度事業概要）

29324 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 川合遺跡　昭和60・61年度静清バイパス（川合地区）埋蔵文化財発掘調査概報　1986

29325 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 川合遺跡　昭和60・61年度静清バイパス（川合地区）埋蔵文化財発掘調査概報　1986

29362 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 大谷川（稲妻地区）　昭和60年度巴川（大谷川放水路工区）特定河川緊急整備事業埋蔵文
財 掘 査報告書 神 宮 遺跡 　

静岡県埋蔵文化財調査研究所調査報告第１２集

29300 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 大谷川Ⅰ　昭和58年度巴川（大谷川）総合治水対策特定河川事業埋蔵文化財発掘調査報
告書（神 宮 遺跡）

静岡県埋蔵文化財発掘調査報告第５集

125401 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 大谷川Ⅱ　昭和59・60年度巴川（大谷川）総合治水対策特定河川事業埋蔵文化財発掘調
査報告書 神 宮 遺跡 版編

静岡県埋蔵文化財調査研究所調査報告第１１集

29340 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 大谷川Ⅲ（遺物編）　巴川（大谷川）総合治水対策特定河川事業埋蔵文化財発掘調査報告
書 神 宮 遺跡 　 本 編　 版編 　

静岡県埋蔵文化財調査研究所調査報告第１３集

125404 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 大谷川Ⅳ（遺物・考察編）巴川（大谷川）総合治水対策特定河川事業埋蔵文化財発掘調査
報告書（神 宮 遺跡） ［ 版編］

静岡県埋蔵文化財調査研究所調査報告第２０集

29364 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 大谷川Ⅳ（遺物・考察編）巴川（大谷川）総合治水対策特定河川事業埋蔵文化財発掘調査
報告書 神 宮 遺跡 本 編

静岡県埋蔵文化財調査研究所調査報告第２０集

29302 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 茶木畑遺跡　田方学区新設高校敷地内埋蔵文化財発掘調査報告書　1985 静岡県埋蔵文化財発掘調査報告第８集

静岡県



29330 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 長崎遺跡　昭和62年度静清バイパス（長崎地区）埋蔵文化財発掘調査概報　1988

29352 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 長崎遺跡　昭和63年・平成元年度静清バイパス（長崎地区）埋蔵文化財発掘調査概報

29294 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 椿野遺跡Ⅰ　昭和57年度都田川河川改修工事（浜松地区）埋蔵文化財発掘調査報告書 静岡埋蔵文化財調査研究所調査報告第３集

29356 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 頭地遺跡・牛岡遺跡・向畑遺跡　平成元年度日坂バイパス埋蔵文化財発掘調査概報

29309 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 内荒遺跡（遺構編）　昭和60年度静清バイパス（川合地区）埋蔵文化財発掘調査報告書 静岡県埋蔵文化財調査研究所調査報告　第１０集

29298 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 能島遺跡　昭和60年度発掘調査概報　静清バイパス（能島地区）埋蔵文化財発掘調査

29315 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 能島遺跡　昭和61年度発掘調査概報－静清バイパス（能島地区）埋蔵文化財発掘調査－

125354 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 能島遺跡（図版編）　昭和60～62年度静清バイパス（能島地区）埋蔵文化財発掘調査報告
書　

静岡県埋蔵文化財調査研究所調査報告第１５集

29333 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 能島遺跡（本文編）　昭和60～63年度静清バイパス（能島地区）埋蔵文化財発掘調査報告
書　

静岡県埋蔵文化財調査研究所調査報告第１９集

29343 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 梅橋北遺跡　昭和62年度二級河川太田川中小河川改修事業に伴う埋蔵文化財発掘調査
報告書　

静岡県埋蔵文化財調査研究所調査報告　第14集

6049 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 角江遺跡　平成2年度 静岡県埋文調査研究所調査報告第３０集

6050 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 吉岡原遺跡 静岡県埋蔵文化財調査研究所調査報告第３４集

6051 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 向畑遺跡・社宮司遺跡 静岡県埋蔵文化財調査研究所調査報告第３５集

6039 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 瀬名遺跡　昭和63年度静清バイパス（瀬名地区）埋蔵文化財発掘調査概報　1989

6040 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 瀬名遺跡 平成元年度・平成2年度静清バイパス（瀬名地区）埋蔵文化財発掘調査概報

6041 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 池ケ谷遺跡　昭和63年度静清バイパス（池ヶ谷地区）埋蔵文化財発掘調査概報　1989

6042 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 池ヶ谷遺跡 平成2年度静清バイパス（池ヶ谷地区）埋蔵文化財発掘調査概報　1991

6047 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 長崎遺跡Ⅰ（遺構編）　昭和62・63・平成元年度静清バイパス（長崎地区）埋蔵文化財発掘
査報告書　本 編　

静岡県埋蔵文化財調査研究所調査報告第２７集

6046 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所 領家遺跡　昭和62年度袋井バイパス（掛川地区）埋蔵文化財発掘調査報告書　1988 静岡県埋蔵文化財調査研究所調査報告第１８集

6471 焼津市教育委員会 清水遺跡　1992 焼津市埋蔵文化財発掘調査報告書１４

6472 焼津市教育委員会 大覚寺遺跡確認調査報告書 焼津市埋蔵文化財発掘調査報告書１５

6473 焼津市歴史民俗資料館 焼津市歴史民俗資料館　年報　5

17311 焼津市歴史民俗資料館 焼津市歴史民俗資料館　年報　6

10926 焼津市歴史民俗資料館 焼津市歴史民俗資料館　年報　7

15276 焼津市歴史民俗資料館 焼津市歴史民俗資料館　年報　8

29116 静岡教育委員会 伊庄谷横穴群　県立静岡南高等学校建設用地内埋蔵文化財調査概報

29119 静岡教育委員会 遠江の横穴群（静岡県内横穴群分布調査報告書Ⅰ）地名表・分布地図編　1983

29117 静岡教育委員会 遠江の横穴群（静岡県内横穴群分布調査報告書Ⅰ）本文編　1983

29106 静岡教育委員会 血松塚古墳発掘調査報告書　墳丘測量及び範囲確認調査　1988 静岡県文化財調査報告書第40集

29108 静岡教育委員会 国分寺・国府台遺跡　県立磐田南高等学校仮設校舎及びプール・給食棟建設に伴う埋蔵
文化財発掘調査報告書　

静岡県文化財調査報告書第43集

29103 静岡教育委員会 静岡県埋蔵文化財発掘調査報告書　小笠町朝日神社古墳　浜松市三方原学園内4号墳 静岡県文化財調査報告書第36集

14804 静岡県教育委員会 曲金東遺跡　平成5年度仮称県立医療福祉短大建設予定地内埋蔵文化財発掘調査概報

14524 静岡県教育委員会 駿府城三の丸跡・駿府城内遺跡 静岡県文化財調査報告書第４７集

3889 静岡県教育委員会 静岡県の窯業遺跡　本文編／地名表・分布図編 静岡県文化財調査報告書第４２集

17301 静岡県教育委員会 静岡県埋蔵文化財年報（昭和62年度）

17304 静岡県教育委員会 静岡県埋蔵文化財年報（昭和63年度）

17296 静岡県教育委員会 静岡県埋蔵文化財年報（平成2年度）

17297 静岡県教育委員会 静岡県埋蔵文化財年報（平成3年度）

17298 静岡県教育委員会 静岡県埋蔵文化財年報（平成4年度）

15157 静岡県教育委員会・(財)埋蔵文化
財調査 究所

平成7年度ふるさと文化財ふれあい事業　静岡の原像をさぐる　発掘調査報告会

125360 静岡県教育委員会・静岡県埋蔵文
財 査 究

平成8年度「歩き・み・ふれる」ふるさと文化財活用推進事業　静岡の原像をさぐる　発掘調
査報告会12937 静岡県埋蔵文化財調査研究所 静岡県埋蔵文化財調査研究所年報ⅩⅡ（平成7年度事業概要）　1996

2951 静岡県埋文調査研究所 原川遺跡Ⅳ　平成2年度袋井バイパス（掛川地区）埋蔵文化財発掘調査報告書　図版編 静岡県埋蔵文化財調査研究所調査報告第２６集

17316 袋井市教育委員会 久野城

17314 袋井市教育委員会 金山古墳群・金山横穴群　Ⅰ・Ⅱ 袋井市考古資料集　第２集

29368 袋井市教育委員会 高尾向山遺跡（昭和63年度中東遠地区新設養護学校埋蔵文化財発掘調査報告書） 静岡県埋蔵文化財調査研究所調査報告第２３集

17315 袋井市教育委員会 高尾向山遺跡Ⅱ

820 袋井市教育委員会 八幡山横穴群　袋井の群集墳と横穴群を考える（2）　1997 袋井市考古資料集第３集

29160 浜松市教育委員会 伊場遺跡　遺物編3 伊場遺跡発掘調査報告書第５冊

125097 浜松市教育委員会 笠井町下組遺跡

125098 浜松市教育委員会 宮竹野際遺跡3

14812 富士市教育委員会 沢東Ａ遺跡　富士不燃建材工業株式会社工場増設に伴う埋蔵文化財第3次発掘調査報告
書　17326 富士市教育委員会 東平遺跡第3次調査　1992 富士市埋蔵文化財発掘調査報告書第３集



2414 立教学院三の原遺跡調査団 静岡県伊東市　三の原遺跡　1991

29206 郵政省東海郵便局　焼津市教育委
員会

焼津市埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅳ　道添遺跡　焼津郵便局建設に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書　

焼津市埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅳ

3336 (財)愛知県埋蔵文化財センター 愛知県埋蔵文化財情報6　平成元年度

3337 (財)愛知県埋蔵文化財センター 財団法人愛知県埋蔵文化財センター年報　平成2年度

17354 (財)愛知県埋蔵文化財センター 財団法人愛知県埋蔵文化財センター年報　平成4年度

15107 (財)愛知県埋蔵文化財センター 財団法人愛知県埋蔵文化財センター年報　平成6年度

6148 (財)愛知県埋蔵文化財センター 愛知県埋蔵文化財情報7　平成2年度

6147 (財)愛知県埋蔵文化財センター 財団法人愛知県埋蔵文化財センター年報　平成3年度

29575 愛知県教育サ－ビスセンタ－ 環状2号線関係埋蔵文化財発掘調査年報Ⅰ　昭和57年度

29579 愛知県教育サ－ビスセンタ－ 埋蔵文化財発掘調査年報Ⅲ　昭和59年度

29400 愛知県教育委員会 愛知県古窯跡群分布調査報告（Ⅴ）（渥美古窯跡群）1986・3

14575 愛知県教育委員会 愛知県埋蔵文化財情報9　平成4年度

29403 愛知県教育委員会 愛知県古窯跡群分布調査報告（Ⅵ）（常滑古窯跡群）1988・3

29603 愛知県教育委員会　愛知県埋蔵文
化財 タ

愛知県埋蔵文化財情報5　昭和63年度

15108 愛知県教育委員会・(財)愛知県埋
蔵 財 タ

愛知県埋蔵文化財情報10　平成5年度

17403 愛知県教育委員会・(財)愛知県埋
蔵 財 タ

愛知県埋蔵文化財情報8　平成3年度

6346 愛知県瀬戸市教育委員会 穴田南古窯跡群Ⅳ　第4・5・7号窯跡発掘調査報告　1992

17382 愛知県陶磁資料館 愛知県陶磁資料館　研究紀要1　1982

29612 愛知県埋蔵文化財センタ－ 愛知県埋蔵文化財情報1　昭和59年度

29583 愛知県埋蔵文化財センタ－ 愛知県埋蔵文化財情報2　昭和60年度

29597 愛知県埋蔵文化財センタ－ 愛知県埋蔵文化財情報3　昭和61年度

29614 愛知県埋蔵文化財センタ－ 愛知県埋蔵文化財情報4　昭和62年度

29581 愛知県埋蔵文化財センタ－ 財団法人愛知県埋蔵文化財センタ－年報　昭和60年度

29585 愛知県埋蔵文化財センタ－ 財団法人愛知県埋蔵文化財センタ－年報　昭和61年度

29599 愛知県埋蔵文化財センタ－ 財団法人愛知県埋蔵文化財センタ－年報　昭和62年度

29589 愛知県埋蔵文化財センタ－ 財団法人愛知県埋蔵文化財センタ－年報　昭和63年度

29601 愛知県埋蔵文化財センタ－ 財団法人愛知県埋蔵文化財センタ－年報　平成元年度

15160 愛知県埋蔵文化財センター 10年のあゆみ　創立10周年記念誌　1995

15159 愛知県埋蔵文化財センター 愛知県清洲貝殻山貝塚資料館開館20周年記念　㈶愛知県埋蔵文化財センター創立10周
年 念　埋蔵文化財展　朝 遺跡 招待125470 愛知県埋蔵文化財センター 財団法人愛知県埋蔵文化財センター年報　平成8年度

29895 愛知川町教育委員会 市遺跡発掘調査概要Ⅰ　愛知郡愛知川町　1983

38904 岡崎市教育委員会 愛知県岡崎市　小針遺跡　岡崎小針土地区画整理事業に伴う発掘調査報告書　1999

29538 吉良町教育委員会 愛知県幡豆郡吉良町　中根山遺跡発掘調査報告書　1989

29428 旧紫川遺跡調査会　名古屋市教育
委員会

旧名古屋城下町遺構発掘調査概要報告書（Ⅲ）（名古屋市中区栄一丁目・旧紫川遺跡第
次調査）29430 旧紫川遺跡調査会　名古屋市教育

委員会
旧名古屋城下町遺構発掘調査概要報告書（Ⅳ）（名古屋市中区大須一丁目・旧紫川遺跡
第 次調査）6033 瀬戸市教育委員会 愛知県瀬戸市　海上遺跡　1992.3

29564 瀬戸市教育委員会 愛知県瀬戸市　上品野遺跡　中部電力株式会社「電名北豊田線」№51鉄塔地点　1990.3

6507 瀬戸市教育委員会 上之山　愛知県瀬戸市吉田・吉田奥遺跡群広久手古窯跡群発掘調査報告書　1992

6504 瀬戸市教育委員会 上半田川遺跡　愛知県瀬戸市上半田川町地内試掘・発掘調査報告　1992.3

6505 瀬戸市教育委員会 東本町Ａ窯跡　愛知県瀬戸市東本町・陶栄町における埋蔵文化財発掘調査報告　1992

6506 瀬戸市教育委員会 平成2年度　瀬戸市埋蔵文化財年報　1992.2

125413 多治見市教育委員会 喜多町東遺跡発掘調査報告書（第3次）2003 多治見市埋蔵文化財発掘調査報告書第６９集

29530 豊橋市教育委員会 見丁塚遺跡　1990年6月 豊橋市埋蔵文化財発掘調査報告書第１１集

7865 豊橋市教育委員会 古墳測量調査（Ⅰ）　奈木古墳群　三ツ山古墳　妙見古墳　勝山1号墳　茶臼山1号墳　北
墳　向 墳

豊橋市埋蔵文化財調査報告書第１７集

29513 豊橋市教育委員会 公文遺跡（Ⅰ）　1988年3月 豊橋市埋蔵文化財調査報告書第８集

29515 豊橋市教育委員会 公文遺跡（Ⅱ）　1989年3月 豊橋市埋蔵文化財調査報告書第９集

29519 豊橋市教育委員会 国道23号豊橋東バイパス建設に伴う埋蔵文化財分布調査報告書　1986

29517 豊橋市教育委員会 桜遺跡試掘調査報告書　1989年6月 豊橋市埋蔵文化財調査報告書第１０集

3676 豊橋市教育委員会 市杵嶋神社遺跡（1）　市杵嶋神社貝塚・市杵嶋神社古墳　1991年10月 豊橋市埋蔵文化財調査報告書第１３集

7864 豊橋市教育委員会 上寒之谷1号墳　1993年7月 豊橋市埋蔵文化財調査報告書第１６集

31866 豊橋市教育委員会 水神古窯　1987年3月 豊橋市埋蔵文化財発掘調査報告書第７集

愛知県



31865 豊橋市教育委員会 石巻神郷地区ほ場整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　1986年3月 豊橋市埋蔵文化財発掘調査報告書第６集

6146 豊橋市教育委員会 東山1号墳　1992年3月 豊橋市埋蔵文化財調査報告書第１４集

7863 豊橋市教育委員会 白石遺跡　1993年3月 豊橋市埋蔵文化財調査報告書第１５集

35674 豊田市教育委員会 神明遺跡　1996.3 豊田市埋蔵文化財発掘調査報告書第６集
6312 名古屋市教育委員会 ＮＡ320号窯群調査報告書　1992

6313 名古屋市教育委員会 ＮＮ302号窯・ＮＮ304号窯発掘調査報告書　1992.3

40978 名古屋市教育委員会 伊勢山中学校遺跡　第4次調査概報　1989

29451 名古屋市教育委員会 伊勢山中学校遺跡Ⅱ　昭和59年度校舎増築に伴う発掘調査の概要　1985

29560 名古屋市教育委員会 貴生町遺跡　第1次・第2次発掘調査概要報告書　1988

40950 名古屋市教育委員会 貴生町遺跡　第1次・第2次発掘調査概要報告書　1988

6590 名古屋市教育委員会 貴生町遺跡　第6～8次発掘調査概要報告書　1992.3

3976 名古屋市教育委員会 吉根4　笹ヶ根1・5号墳,山沖塚,越水古墳の発掘調査報告書　1990 　

29449 名古屋市教育委員会 旧名古屋城下町遺構発掘調査概要報告書（Ⅴ）（名古屋市中区大須一丁目・旧紫川遺跡
第 次 査29488 名古屋市教育委員会 旧名古屋城下町遺構発掘調査概要報告書（Ⅵ）（名古屋市中区大須一丁目・旧紫川遺跡
第 次調査）17342 名古屋市教育委員会 堅三蔵通遺跡　第12次調査の概要　1993

125471 名古屋市教育委員会 荒池北古窯【ＮＮ335窯】発掘調査概要報告書　1993.3

3978 名古屋市教育委員会 三王山遺跡　発掘調査の概要　1991.3

29473 名古屋市教育委員会 守山区吉根　吉根地区埋蔵文化財発掘調査報告書　1986

29550 名古屋市教育委員会 守山区小幡　茶臼山古墳発掘調査の概要　1989

40951 名古屋市教育委員会 守山区小幡　茶臼山古墳発掘調査の概要　1989

29471 名古屋市教育委員会 守山区中志段味　天白・元屋敷遺跡第二次発掘調査報告書　1986

29421 名古屋市教育委員会 守山区中志段味　天白・元屋敷遺跡発掘調査報告書　1985

29510 名古屋市教育委員会 昭和・天白区の考古遺跡 文化財叢書第八十九号

29490 名古屋市教育委員会 瑞穂遺跡　第4次調査の概要　1987

29438 名古屋市教育委員会 瑞穂区牧町　第Ⅲ次瑞穂遺跡発掘調査概要報告書　1985

3977 名古屋市教育委員会 正木町遺跡　第4次発掘調査概要報告書　1991

29436 名古屋市教育委員会 西区幅下町所在　第Ⅲ次幅下小学校遺跡発掘調査概要報告書　1985

15247 名古屋市教育委員会 石神遺跡　玉ノ井遺跡　高蔵遺跡（第7次）発掘調査報告書　1995

3983 名古屋市教育委員会 竪三蔵通遺跡　第11次調査の概要　1991

29457 名古屋市教育委員会 中区栄1丁目　第Ⅲ次竪三蔵通遺跡発掘調査概要報告書　1986

29478 名古屋市教育委員会 中区栄一丁目　第4次竪三蔵通遺跡発掘調査概要報告書　1987

29480 名古屋市教育委員会 中区栄一丁目　第5次竪三蔵通遺跡発掘調査概要報告書　1987

29482 名古屋市教育委員会 中区栄一丁目　第6次竪三蔵通遺跡発掘調査概要報告書　1987

29494 名古屋市教育委員会 中区栄二丁目白川公園所在　白川公園遺跡第2次発掘調査概要報告書　1987

29469 名古屋市教育委員会 中区栄二丁目白川公園所在　白川公園遺跡発掘調査概要報告書　1986

17343 名古屋市教育委員会 中区丸の内一丁目・二丁目　名古屋城本町御門跡発掘調査概要報告書　1992

29447 名古屋市教育委員会 中区正木一丁目所在　正木町遺跡発掘調査概要報告書　1986

29486 名古屋市教育委員会 中区正木三丁目　伊勢山中学校遺跡第3次発掘調査概要報告書　1987

29453 名古屋市教育委員会 中区正木四丁目　尾張元興寺跡　第Ⅱ次発掘調査概要報告書　1985

29424 名古屋市教育委員会 中区正木四丁目　尾張元興寺跡第Ⅰ次発掘調査概要報告書　1985

29467 名古屋市教育委員会 中区正木四丁目10番　尾張元興寺跡第Ⅳ次発掘調査概要報告書　1986

29484 名古屋市教育委員会 東区白壁三丁目　片山神社遺跡発掘調査概要報告書　1987

3975 名古屋市教育委員会 東古渡町遺跡　第2次発掘調査概要報告書　1990

3981 名古屋市教育委員会 東古渡町遺跡　第3次発掘調査概要報告書

6592 名古屋市教育委員会 東古渡町遺跡　第4次発掘調査概要報告書　1992

6588 名古屋市教育委員会 那古野山古墳　発掘調査の記録　1992年

29434 名古屋市教育委員会 南区薬師通所在　第Ⅱ次呼続遺跡発掘調査概要報告書　1985

17341 名古屋市教育委員会 熱田区・白鳥古墳　法持寺改築に伴う発掘調査の概要　1985

40957 名古屋市教育委員会 熱田区神宮一丁目　熱田神宮内遺跡発掘調査概要報告書　1989

29504 名古屋市教育委員会 熱田区白鳥一丁目　白鳥古墳第Ⅱ次発掘調査報告書　1989 名古屋市文化財調査報告２１

29497 名古屋市教育委員会 熱田区夜寒町　高蔵遺跡発掘調査報告書　1987 名古屋市文化財調査報告ⅩⅩ

6345 名古屋市教育委員会 尾張元興寺跡　第5次調査の概要　1992

6311 名古屋市教育委員会 富士見町遺跡第4次発掘調査の概要　1992



3974 名古屋市教育委員会 幅下小学校遺跡　第2次発掘調査概要報告書 　

40949 名古屋市教育委員会 菩薩遺跡発掘調査概要報告書　1988

6589 名古屋市教育委員会 名古屋市昭和区山手通一丁目　Ｈ－1号窯発掘調査報告書　1991

3982 名古屋市教育委員会 名古屋市中区栄一丁目　竪三蔵通遺跡　第10次調査の概要　1991

40955 名古屋市教育委員会 名古屋市中区栄一丁目　竪三蔵通遺跡第8次・9次調査の概要　1989

40956 名古屋市教育委員会 名古屋市中区橘二丁目　古渡城跡発掘調査の概要　1989

7529 名古屋市教育委員会 名古屋市中区正木一丁目　正木町遺跡第3次調査概報　1989

40952 名古屋市教育委員会 名古屋市北区若葉通四丁目　若葉通遺跡発掘調査の概要　1989

125473 名古屋市教育委員会 名古屋市緑区大高町　菩薩遺跡　第3次発掘調査の概要　1992

29554 名古屋市教育委員会 名古屋城三の丸遺跡　1・2・3次調査の概要　1989

3980 名古屋市教育委員会 鳴門城跡・城遺跡発掘調査の概要　1991

3979 名古屋市教育委員会 緑区大高町　菩薩遺跡　第2次調査の概要　1991

29432 名古屋市教育委員会 緑区大高町字川添所在　込高新田堤防発掘調査概要報告書　1985

29440 名古屋市教育委員会 緑区鳴海町亀ヶ洞　ＮＮ311号古窯跡発掘調査報告書　1985

29455 名古屋市教育委員会 緑区鳴海町亀ヶ洞所在　ＮＮ-286号窯跡発掘調査概要報告書　1986

29558 名古屋市教育委員会 緑区鳴海町字赤松所在　ＮＮ－259号窯跡発掘調査報告書　1989

40953 名古屋市教育委員会 緑区鳴海町小坂　ドンドン塚発掘調査の記録　1989

29442 名古屋市教育委員会 緑区鳴海町本町　鳴海廃寺発掘調査概要報告書（圓龍寺・東海銀行地点）1985

6309 名古屋市見晴台考古資料館 見晴台遺跡　第30次発掘調査の記録　1992.3

29492 名古屋市見晴台考古資料館 見晴台遺跡第25次発掘調査の記録

6310 名古屋市見晴台考古資料館 見晴台遺跡発掘調査報告書　近代編　1992

17349 名古屋市見晴台考古資料館 見晴台教室’85

17351 名古屋市見晴台考古資料館 見晴台教室’86

17353 名古屋市見晴台考古資料館 見晴台教室’87

3985 名古屋市見晴台考古資料館 見晴台教室’91

17395 名古屋市見晴台考古資料館 見晴台教室’92　見晴台遺跡第31次発掘調査市民参加の記録

1107 名古屋市見晴台考古資料館 見晴台教室’96　見晴台遺跡第36次発掘調査市民参加の記録

40974 名古屋市見晴台考古資料館 名古屋市見晴台考古資料館年報12　1994年（平成6）年度事業報告

40968 名古屋市見晴台考古資料館 名古屋市見晴台考古資料館年報8（1990年度事業報告）

40970 名古屋市見晴台考古資料館 名古屋市見晴台考古資料館年報9（1991年度事業報告）

40962 名古屋市見晴台考古資料館 名古屋市見晴台考古資料館年報Ⅳ（1982・1983年度事業報告）

40964 名古屋市見晴台考古資料館 名古屋市見晴台考古資料館年報Ⅴ（1984・1985年度事業報告）

40966 名古屋市見晴台考古資料館 名古屋市見晴台考古資料館年報Ⅵ（1986・1987年度事業報告）

6591 名古屋市見晴台考古資料館 名古屋市緑区大高町　西大高遺跡調査報告書　1992

17366 名古屋市博物館 名古屋市博物館　年報　昭和60年度　№9

斎宮歴史博物館 斎宮跡発掘資料選　平成元年10月

2690 斎宮歴史博物館 史跡斎宮跡　平成2年度発掘調査概報　1991

41161 斎宮歴史博物館 史跡斎宮跡　平成元年度発掘調査概報　1990

29764 三重県教育委員会 一級河川中村川埋蔵文化財発掘調査概要Ⅱ　下之庄東方遺跡（小野・四反畑・夜ノ掘地
　29774 三重県教育委員会 一般国道1号亀山バイパス埋蔵文化財発掘調査概要Ⅴ　大鼻（4次）・堀越（2次）遺跡

29772 三重県教育委員会 一般国道23号中勢道路埋蔵文化財発掘調査概報Ⅰ　森山東・太田遺跡　1989.3

29766 三重県教育委員会 近畿自動車道（久居～勢和間）埋蔵文化財発掘調査概報Ⅴ　1989・3

29768 三重県教育委員会 三重県阿山郡大山田村　向山2・6号墳発掘調査報告　1987・3 三重県埋蔵文化財調査報告76

29750 三重県教育委員会 昭和59年度農業基盤整備事業地域　埋蔵文化財発掘調査報告　1985・3 三重県埋蔵文化財調査報告72

29754 三重県教育委員会 松阪市深長町野村町　前沖遺跡発掘調査報告　1986.3 三重県埋蔵文化財調査報告74

29752 三重県教育委員会 上野市下郡　下郡遺跡発掘調査報告　第7次調査　1986.3 三重県埋蔵文化財調査報告73

29756 三重県教育委員会 度会郡南勢町　田曽城跡発掘調査報告　1986.3 三重県埋蔵文化財調査報告75

17464 三重県教育委員会・三重県斎宮跡
査事務

三重県斎宮跡調査事務所年報1986　史跡斎宮跡発掘調査概報　昭和62年3月

17466 三重県教育委員会・三重県斎宮跡
調査事務所

三重県斎宮跡調査事務所年報1987　史跡斎宮跡発掘調査概報　昭和63年3月

17468 三重県教育委員会・三重県斎宮跡
査事務

三重県斎宮跡調査事務所年報1988　史跡斎宮跡発掘調査概報　平成元年3月

3288 三重県埋蔵文化財センター 近畿自動車道（久居～勢和）埋蔵文化財発掘調査報告　第2分冊1　新田遺跡　平田遺跡
薮 遺跡　 遺跡　榎 遺跡　さ ざ 林遺跡　

三重県埋蔵文化財調査報告87-3

三重県



4341 三重県埋蔵文化財センター 近畿自動車道（久居～勢和）埋蔵文化財発掘調査報告　第2分冊2　垣内田古墳群　天神
山古墳群　 林古墳群　横 古墳群　

三重県埋蔵文化財調査報告87-4

3958 三重県埋蔵文化財センター 近畿自動車道（久居～勢和）埋蔵文化財発掘調査報告　第3分冊1　ビハノ谷遺跡　中尾遺
跡　東峡遺跡 女牛谷古墳群　

三重県埋蔵文化財調査報告87-7

3959 三重県埋蔵文化財センター 近畿自動車道（久居～勢和）埋蔵文化財発掘調査報告　第3分冊2　堀之内遺跡A・B地区 三重県埋蔵文化財調査報告87-8

4045 三重県埋蔵文化財センター 近畿自動車道（久居～勢和）埋蔵文化財発掘調査報告　第3分冊3　天保古墳群　1991・3 三重県埋蔵文化財調査報告87-9

3961 三重県埋蔵文化財センター 近畿自動車道（久居～勢和）埋蔵文化財発掘調査報告　第3分冊4　西野7号墳　焼野遺跡 三重県埋蔵文化財調査報告87-10

3962 三重県埋蔵文化財センター 近畿自動車道（久居～勢和）埋蔵文化財発掘調査報告　第3分冊5　戸木遺跡　鳥居本遺
跡　 遺跡　庄村遺跡　

三重県埋蔵文化財調査報告87-11

3963 三重県埋蔵文化財センター 近畿自動車道（久居～勢和）埋蔵文化財発掘調査報告　第3分冊6　天保遺跡A・B地区 三重県埋蔵文化財調査報告87-12

3964 三重県埋蔵文化財センター 近畿自動車道（勢和～伊勢）埋蔵文化財発掘調査報告　第3分冊　楠ノ木遺跡　1991・10 三重県埋蔵文化財調査報告101-3

125366 三重県埋蔵文化財センター 三重県上野市比土　城之越遺跡　1991.12

125400 三重県埋蔵文化財センター 第17回三重県埋蔵文化財展　三重の埴輪　1997・11

17486 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅨ-9　南桜北遺跡（野洲郡野洲町南桜）　上代遺跡・
北代遺跡（蒲生 野 大谷）6528 (財)滋賀県文化財保護協会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅨ-1　高橋南遺跡Ⅱ（長浜市高橋町）　宮ノ前遺跡
坂 近 能登瀬6531 (財)滋賀県文化財保護協会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅨ-4　森西城遺跡・十禅師遺跡　蒲生郡日野町木

津 在6510 (財)滋賀県文化財保護協会 一般国道161号線（高島バイパス）建設に伴う新旭町内遺跡発掘調査報告書Ⅳ　針江北遺
跡 針 北遺跡（ ）　［ 分 　本文編　 版編］17480 (財)滋賀県文化財保護協会 県営かんがい排水事業関連遺跡発掘調査報告書Ⅸ-3　常衛遺跡（近江八幡市西生来町

在 　観音寺城 遺跡 蒲生 安 寺 在6775 (財)滋賀県文化財保護協会 県道栗東志那中線道路改良工事に伴う　霊仙寺遺跡発掘調査報告書

6526 (財)滋賀県文化財保護協会 文化財調査出土遺物仮収納保管業務　平成3年度発掘調査概要

6168 (財)滋賀県文化財保護協会 県営かんがい排水事業関連遺跡発掘調査報告書Ⅶ-4　樋之口遺跡　蒲生郡日野町日田
在30264 伊吹町教育委員会 弥高寺跡調査概報　昭和61年3月 伊吹町文化財調査報告書１

15249 近江町教育委員会 黒田遺跡3　1994 近江町文化財調査報告書第１７集

29876 湖北町教育委員会 湖北町簡易水道西部地区布設事業に伴う　埋蔵文化財調査概要Ⅰ　1983年

14837 高月町教育委員会 古保利古墳群　詳細分布調査報告書　1995

29874 高月町教育委員会 高月町上水道事業に伴う　埋蔵文化財調査概要Ⅱ　1983年

30272 高月町教育委員会 高月町埋蔵文化財発掘調査報告書第1集　1986 高月町埋蔵文化財発掘調査報告書第１集

30106 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書Ⅵ－3　1979

30058 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書Ⅶ－4　1980

30060 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書Ⅷ－4　1981

29938 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書Ⅹ－5－2　1982

30016 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅡ－2　1985

30041 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅡ－4　1985.3

29961 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅡ－9　1985

30010 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅢ－2　1986

30151 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅢ－4　1986.3

30108 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅣ－3　1987

30099 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅣ－5　1987

125769 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅤ－1　長浜市森前遺跡・国友遺跡・小沢城跡・坂田
近 寺遺跡　30086 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅤ－2　1988

30123 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅤ－3　蒲生郡蒲生町　堂田・市子遺跡　1988

30125 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅤ－4　1988

30184 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅥ－1　長沢・西火打遺跡,正恩寺遺跡　国友遺跡,寺
遺跡30177 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅥ－2　高木（浅小井）遺跡　近江八幡市長田町所在

30155 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅥ－3　東出遺跡　近江八幡市所在

30179 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅥ－4　麻生遺跡　蒲生郡蒲生町上麻生所在

30193 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅥ－5　堂田・市子遺跡（2）　蒲生郡蒲生町市子沖・
在125755 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅦ-1　法勝寺遺跡　坂田郡近江町

6782 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅧ-1　堀部西遺跡,　森前・松塚遺跡　長浜市堀部
今 榎木 所在3028 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅧ-2　大東遺跡（Ⅰ）

4325 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅧ-3　高橋南遺跡（Ⅰ）　高橋遺跡　安導寺遺跡

2996 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅧ-4　寺倉遺跡　坂田郡近江町寺倉所在

3030 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅧ-5　五斗井遺跡・太田氏館遺跡・宮ノ後遺跡（事
業名　 遺跡 　蒲生 在　 成 年3032 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅧ-7　金剛寺・後川遺跡　近江八幡市長田町所在

滋賀県



6784 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅧ-8　五条・南山田遺跡　草津市南山田町所在

4327 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅧ-9　箕浦城・浄蓮寺遺跡　坂田郡近江町箕浦・新
庄 瀬 所在6529 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅨ-2　堀部西・堀部遺跡　長浜市堀部町所在

6530 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅨ-3　尼子遺跡　一色城遺跡

6532 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅨ-5　草津市五条・南山田遺跡、蒲生郡日野町西中
道 太 氏館遺跡　 成 年6402 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅨ-8　金剛寺・後川遺跡　近江八幡市長田町所在

成 年6533 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅨｰ7　大手前・御所内遺跡　近江八幡市御所内所
在　 成 年17488 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅩ－2　観音寺城下町遺跡　蒲生郡安土町石寺所在

成 年14829 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅩ－4　尼子遺跡　犬上郡甲良町尼子所在

14830 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅩ－5　墓ノ町遺跡　草津市南山田町　古堂遺跡・樋
之 遺跡 十禅師遺跡　蒲生 野 木津14831 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅩ－7　蔵ノ町遺跡　近江八幡市西宿町・上田町・野

14832 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅩⅡ－3　北落古墳群Ⅱ　犬上郡甲良町北落

29955 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書Ⅻ－1　1985.3

29959 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書Ⅻ－3　1985

29940 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書Ⅻ－7　1985・3

29957 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書Ⅻ－8　1985

30121 滋賀県教育委員会 一般県道荒見上野近江八幡線特殊改良第1種工事に伴う　笠原南遺跡発掘調査報告書

3021 滋賀県教育委員会 一般県道野洲中主線改良事業に伴う　中北遺跡発掘調査報告書

17474 滋賀県教育委員会 一般国道161号（湖北バイパス）建設に伴う今津町内遺跡発掘調査報告書　高田館遺跡

30251 滋賀県教育委員会 一般国道161号（湖北バイパス）工事関連今津町内埋蔵文化財発掘調査報告書　妙見山
遺跡 妙 古墳群 　 成 年8763 滋賀県教育委員会 一般国道161号（湖北バイパス）工事関連今津町内埋蔵文化財発掘調査報告書　妙見山
遺跡 妙 古墳群 　 成 年5626 滋賀県教育委員会 一般国道161号（高島バイパス）建設に伴う　新旭町内遺跡発掘調査報告書Ⅱ　新庄城遺
跡　 成 年5627 滋賀県教育委員会 一般国道161号（高島バイパス）建設に伴う　新旭町内遺跡発掘調査報告書Ⅲ　針江中遺
跡　針 南遺跡　 成 年8762 滋賀県教育委員会 一般国道161号（高島バイパス）建設に伴う新旭町内遺跡発掘調査報告書Ⅴ　針江川北
（ ）遺跡 吉武城遺跡　（本文編　 版編）30014 滋賀県教育委員会 一般国道161号（西大津バイパス）建設に伴う　大津市大伴遺跡発掘調査報告書

14841 滋賀県教育委員会 一般国道161号（西大津バイパス）建設に伴う発掘調査報告書　大通寺古墳群　平成7年3
　 本 編　 版編8760 滋賀県教育委員会 一般国道161号線（高島バイパス）建設に伴う新旭町内遺跡発掘調査報告書Ⅰ　正伝寺南

遺跡（ 分 　本文編　 版編　折 ）30127 滋賀県教育委員会 一般国道8号（長浜バイパス）関連遺跡発掘調査報告書Ⅴ　狐塚遺跡・法勝寺遺跡　1988

30197 滋賀県教育委員会 一般国道8号（長浜バイパス）関連遺跡発掘調査報告書Ⅵ　奥松戸遺跡　1989

30074 滋賀県教育委員会 宇曽川災害復旧助成事業に伴う　肥田城遺跡発掘調査報告書　彦根市肥田所在

125770 滋賀県教育委員会 宇曽川災害復旧助成事業に伴う　妙楽寺遺跡Ⅲ　彦根市日夏町　1989年　（本文編　図版
編）29969 滋賀県教育委員会 延勝寺湖底遺跡発掘調査報告書　1985

29882 滋賀県教育委員会 延暦寺発掘調査報告書Ⅱ　1981

29889 滋賀県教育委員会 延暦寺発掘調査報告書Ⅲ　里坊・護心院跡の調査　1982

30149 滋賀県教育委員会 柿田遺跡発掘調査報告書　県道中山東上坂線道路改良事業に伴う埋蔵文化財発掘調査
報告書　14828 滋賀県教育委員会 鴨田遺跡発掘調査報告書Ⅲ　長浜市大戌亥町所在

29965 滋賀県教育委員会 吉身中遺跡発掘調査報告書　守山市吉身町所在　1982

14823 滋賀県教育委員会 錦織・南滋賀遺跡近江国庁跡発掘調査概要Ⅳ

30147 滋賀県教育委員会 錦織・南滋賀遺跡発掘調査概報Ⅲ　1988

30119 滋賀県教育委員会 錦織・南滋賀遺跡発掘調査概要Ⅱ　1987

6776 滋賀県教育委員会 錦織・南滋賀遺跡発掘調査概要Ⅴ　付．近江国庁周辺遺跡調査概要

17476 滋賀県教育委員会 錦織・南滋賀遺跡発掘調査概要Ⅶ　付．近江国庁周辺遺跡調査概要

5636 滋賀県教育委員会 錦織遺跡　近江大津宮関連遺跡　（本文編　図版編）　平成4年3月

30137 滋賀県教育委員会 近江国庁周辺遺跡調査概要Ⅰ　1987

29987 滋賀県教育委員会 近江大橋有料道路建設工事に伴う　草津市墓ノ町遺跡発掘調査報告書　1986.9

29911 滋賀県教育委員会 金ヶ森西遺跡発掘調査報告書　湖南中部流域下水道管理用道路関連遺跡発掘調査報告
書 　29907 滋賀県教育委員会 県営かんがい排水事業　関連遺跡発掘調査報告Ⅰ　長浜市金剛寺遺跡　1984.3

29946 滋賀県教育委員会 県営かんがい排水事業関連遺跡発掘調査報告Ⅱ-3　長浜市大辰己遺跡　1985

30022 滋賀県教育委員会 県営かんがい排水事業関連遺跡発掘調査報告Ⅲ－1　守山市山賀西遺跡　1986

29951 滋賀県教育委員会 県営かんがい排水事業関連遺跡発掘調査報告書Ⅱ－4　守山市杉江北遺跡　守山市赤野
遺跡　守 森 遺跡　30143 滋賀県教育委員会 県営かんがい排水事業関連遺跡発掘調査報告書Ⅲ－3　びわ町早崎遺跡

30048 滋賀県教育委員会 県営かんがい排水事業関連遺跡発掘調査報告書Ⅳ－1　蒲生郡安土町安土城城下町遺
跡　30112 滋賀県教育委員会 県営かんがい排水事業関連遺跡発掘調査報告書Ⅳ－2　守山市杉江遺跡　近江八幡市金

寺遺跡



30129 滋賀県教育委員会 県営かんがい排水事業関連遺跡発掘調査報告書Ⅴ　蒲生郡蒲生町市子遺跡　犬上郡甲
良 之郷遺跡 法養寺遺跡17477 滋賀県教育委員会 県営かんがい排水事業関連遺跡発掘調査報告書Ⅵ－Ⅰ　法勝寺遺跡

2991 滋賀県教育委員会 県営かんがい排水事業関連遺跡発掘調査報告書Ⅶ-1　国友遺跡　長浜市今町所在

3026 滋賀県教育委員会 県営かんがい排水事業関連遺跡発掘調査報告書Ⅶ-2　北落古墳群（旧称　塚原古墳群）
犬 良 北落所在6524 滋賀県教育委員会 県営かんがい排水事業関連遺跡発掘調査報告書Ⅷ-1　北落古墳群　犬上郡甲良町北落
所在6525 滋賀県教育委員会 県営かんがい排水事業関連遺跡発掘調査報告書Ⅷ-2　慈恩寺・金剛寺遺跡　後川遺跡

17478 滋賀県教育委員会 県営かんがい排水事業関連遺跡発掘調査報告書Ⅷ-3　大手前・御所内遺跡　近江八幡市
野 御所内 所在17479 滋賀県教育委員会 県営かんがい排水事業関連遺跡発掘調査報告書Ⅸ-2　樋之口遺跡、野田代遺跡、古堂
遺跡　蒲生 野 木津 所在14825 滋賀県教育委員会 県営かんがい排水事業関連遺跡発掘調査報告書Ⅸ－4　慈恩寺・金剛寺遺跡　蒲生郡安

慈 寺 在14824 滋賀県教育委員会 県営かんがい排水事業関連遺跡発掘調査報告書Ⅸ－5　柿木原遺跡　近江八幡西宿町・
野 地先14826 滋賀県教育委員会 県営かんがい排水事業関連遺跡発掘調査報告書Ⅹ-1　今川東遺跡・十禅寺遺跡（事業

名 東 遺跡29949 滋賀県教育委員会 県営かんがい排水事業関連発掘調査報告書Ⅱ－1　1985.3

29963 滋賀県教育委員会 県営かんがい排水事業関連発掘調査報告書Ⅱ－2　日吉・吉住池遺跡発掘調査報告書

6523 滋賀県教育委員会 県営ふるさと街道整備事業関連遺跡発掘調査報告1　梅ノ木遺跡発掘調査報告書　近江
幡 新巻 在　 成 年29887 滋賀県教育委員会 県営干拓地等農地整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　近江八幡市塚町遺跡

29953 滋賀県教育委員会 県営干拓地等農地整備事業関係発掘調査報告書Ⅱ　塚町南遺跡　1985.3

29983 滋賀県教育委員会 県道下豊浦鷹飼線道路改良工事に伴う　金剛寺遺跡発掘調査報告書Ⅰ　1985.12

14836 滋賀県教育委員会 県道荒見上野近江八幡線改良工事に伴う中主町内遺跡（Ⅱ）　湯ノ部遺跡発掘調査報告
書14835 滋賀県教育委員会 県道荒見上野近江八幡線改良工事に伴う中主町内遺跡発掘調査報告書（Ⅰ）　小比江遺
跡 太 遺跡30160 滋賀県教育委員会 県道高山長浜線緊急地方道整備事業に伴う　東野館遺跡発掘調査報告書　（東野古墳
群 東 館遺跡17481 滋賀県教育委員会 県道高野・守山線特殊改良工事に伴う　高野・辻遺跡発掘調査報告書Ⅱ

29973 滋賀県教育委員会 県道高野・守山線特殊改良工事に伴う　高野遺跡発掘調査報告書

29925 滋賀県教育委員会 県道山賀－守山甲線単独工事に伴う　遺跡発掘調査報告書　大門遺跡　1983

30202 滋賀県教育委員会 県道西明寺水口線道路改良第一種工事に伴う　蓮台遺跡発掘調査報告書　1987

30162 滋賀県教育委員会 県道大津守山近江八幡線単独道路改良工事に伴う　五条遺跡発掘調査報告書　中主町
条所在29971 滋賀県教育委員会 県道大津能登川長浜線　交通安全施設工事関連　埋蔵文化財調査報告書Ⅱ　Ａ地点　中
遺跡 点　 東遺跡 村廃寺　29979 滋賀県教育委員会 県道中主-野洲線工事に伴う　上屋遺跡発掘調査報告書　1985

30141 滋賀県教育委員会 県道敏満寺野口線特殊改良第一種工事に伴う　尼子南遺跡発掘調査報告書　犬上郡甲
良30076 滋賀県教育委員会 県道片岡栗東線特殊改良第1種工事に伴う　芦浦遺跡発掘調査報告書Ⅱ　草津市芦浦町

在29936 滋賀県教育委員会 県道木部野洲線・県道大津能登川長浜線　交通安全施設工事関連埋蔵文化財調査報告
　 地点　市 宅東遺跡　 地点　久野部遺跡　 地点　富波遺跡　（ 地点　富波遺跡）29927 滋賀県教育委員会 県道六条－野洲線工事に伴う　関連遺跡発掘調査報告書Ⅰ　北東遺跡　1983

29929 滋賀県教育委員会 県立甲西高校建設に伴う　井戸遺跡発掘調査報告書　1983年

30133 滋賀県教育委員会 県立守山高校屋内運動場増築に伴う　金森東遺跡発掘調査報告書　1988.3

29995 滋賀県教育委員会 県立琵琶湖漕艇場浚渫工事に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告書　大江湖底遺跡

29993 滋賀県教育委員会 湖岸堤（赤野井南工区）工事に係る埋蔵文化財試掘調査概要報告書　赤野井湾遺跡

29878 滋賀県教育委員会 湖岸堤管理用道路（川尻・菖蒲工区）工事予定地内　埋蔵文化財試掘調査報告書　1983

29944 滋賀県教育委員会 湖岸堤管理用道路（南山田工区）建設に伴う埋蔵文化財試掘調査報告書　草津市南山田
所在　29977 滋賀県教育委員会 湖岸堤管理用道路下笠その2工区建設に伴う　埋蔵文化財試掘調査報告書　草津市志

笠 　30115 滋賀県教育委員会 湖岸堤管理用道路志那北その2工区建設に伴う　志那湖底遺跡試掘調査報告書　草津市
志那中 地先　30004 滋賀県教育委員会 湖岸堤天神川水門工事に伴う　埋蔵文化財発掘調査概要報告書　赤野井湾遺跡　1986.3

30052 滋賀県教育委員会 湖岸堤天神川水門工事に伴う　埋蔵文化財発掘調査概要報告書2　赤野井湾遺跡

29985 滋賀県教育委員会 湖岸堤矢橋工区　埋蔵文化財試掘調査概要報告書　1986

29975 滋賀県教育委員会 国道161号線バイパス関連遺跡調査概要（昭和60年度）　高島バイパス新旭町内遺跡発掘
査概 　針 遺跡　30024 滋賀県教育委員会 国道161号線バイパス関連遺跡調査概要（昭和61年度）7　高島バイパス新旭町内遺跡発

掘 査概 　吉武城遺跡　6779 滋賀県教育委員会 国道422号線改良事業に伴う　石山貝塚発掘調査報告書

30064 滋賀県教育委員会 三明川改良事業に伴う　蛇塚遺跡発掘調査報告書　1985

29836 滋賀県教育委員会 史跡　近江国衙跡　調査概要　1978

29967 滋賀県教育委員会 志那・北山田湖底遺跡調査報告書　1985年

30008 滋賀県教育委員会 志那漁港工区発掘調査概要報告書　1986.3

6169 滋賀県教育委員会 滋賀県住宅供給公社による横江団地建設に伴う発掘調査報告書　横江遺跡発掘調査報
告書4335 滋賀県教育委員会 滋賀県住宅供給公社宅地造成事業に伴う　石田三宅遺跡発掘調査報告書Ⅱ

93683 滋賀県教育委員会 柴原南遺跡･大森陣屋遺跡　八日市市柴原南町・尻無町地先 圃場整備関係遺跡発掘調査報告書２９－１

14838 滋賀県教育委員会 主要地方道大津・能登川・長浜線改良工事に伴う　加茂遺跡・一ノ坪遺跡発掘調査報告書
本 編　 版編



6774 滋賀県教育委員会 主要地方道大津能登川長浜線道路改良工事に伴う　高橋遺跡発掘調査報告書　平成2年

30168 滋賀県教育委員会 守山川中小河川改修事業に伴う　大宮遺跡発掘調査報告書　1989.2

3001 滋賀県教育委員会 守山川中小河川改修事業に伴う　大宮遺跡発掘調査報告書　1991.3

17507 滋賀県教育委員会 昭和63年度　滋賀県埋蔵文化財調査年報

17502 滋賀県教育委員会 昭和五十七年度　滋賀県文化財調査年報

17505 滋賀県教育委員会 昭和六十年度　滋賀県文化財調査年報

6537 滋賀県教育委員会 松原内湖遺跡発掘調査報告書Ⅱ　木製品　（図版編）

6536 滋賀県教育委員会 松原内湖遺跡発掘調査報告書Ⅱ　木製品　（本文編）

30018 滋賀県教育委員会 新守山川改修工事関連遺跡発掘調査概要Ⅰ　新守山川橋梁工事に伴う山賀遺跡の調査

30020 滋賀県教育委員会 新守山川改修工事関連遺跡発掘調査概要Ⅱ　山賀遺跡　昭和60年度調査

29831 滋賀県教育委員会 森浜遺跡（新川舟溜り航路部分）発掘調査報告書　高島郡新旭町針江地先湖中所在

6514 滋賀県教育委員会 瀬田川浚渫工事関連埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅱ　唐橋遺跡（本文編　図版編　付図）

17482 滋賀県教育委員会 瀬田川浚渫工事他関連埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅰ　螢谷遺跡・石山遺跡

30002 滋賀県教育委員会 石田遺跡発掘調査報告書　1985

30145 滋賀県教育委員会 石田三宅遺跡発掘調査報告書Ⅰ　滋賀県住宅供給公社宅地造成事業に伴う　昭和63年3

30072 滋賀県教育委員会 石田団地2期工事に伴う　石田三宅遺跡試掘調査概要

29989 滋賀県教育委員会 赤野井港建設に係る埋蔵文化財発掘調査概要報告書　赤野井湾遺跡　1986

30135 滋賀県教育委員会 草津川改修事業に伴う　埋蔵文化財発掘調査概報3　御倉・北萱地区　1988

29999 滋賀県教育委員会 草津川改修事業に伴う埋蔵文化財発掘調査概報　御倉・北萱地区　1986・3

29981 滋賀県教育委員会 草津川橋梁部　埋蔵文化財試掘調査概要報告書　1985

30200 滋賀県教育委員会 長浜新川中小河川改修工事に伴う　鴨田遺跡発掘調査報告書Ⅰ　1989

6401 滋賀県教育委員会 長浜新川中小河川改修工事に伴う　鴨田遺跡発掘調査報告書Ⅱ　平成4年3月

29885 滋賀県教育委員会 長命寺湖底遺跡発掘調査概要　近江八幡市　1984

6778 滋賀県教育委員会 長命寺川（蛇砂川）中小河川改修工事関連埋蔵文化財調査報告4　常衛遺跡発掘調査報
告書　 成 年3022 滋賀県教育委員会 長命寺川（蛇砂川）中小河川改修工事関連埋蔵文化財調査報告書2　金剛寺・後川遺跡発
掘調査報告書30062 滋賀県教育委員会 電々ケーブル・関電引出管路埋設に伴う　市三宅遺跡発掘調査報告書　滋賀県野洲町市

宅 久 部 在14834 滋賀県教育委員会 土地改良総合整備関連遺跡発掘調査報告書Ⅰ-1　芝原遺跡　出路遺跡　彦根市本庄町・
出路30110 滋賀県教育委員会 特別史跡『彦根城』　県立彦根東高等学校資料室建設に伴う発掘調査報告書　1986

30068 滋賀県教育委員会 南郷遺跡発掘調査報告書　一般国道一号（京滋バイパス）関係遺跡発掘調査報告書Ⅰ

5634 滋賀県教育委員会 南湖粟津航路（2）浚渫工事に伴う発掘調査概要報告書　粟津湖底遺跡　大津市晴嵐町地
先　 成 年17483 滋賀県教育委員会 南滋賀遺跡　平成5年3月

29997 滋賀県教育委員会 尼子南遺跡発掘調査概要Ⅰ　犬上郡甲良町尼子　1985

29915 滋賀県教育委員会 馬場遺跡発掘調査報告書　彦根市川瀬馬場町　1984.3

6539 滋賀県教育委員会 白鳥川中小河川改修工事関連遺跡調査報告3　千僧供廃寺遺跡発掘調査報告書　〈図版
編〉6540 滋賀県教育委員会 白鳥川中小河川改修工事関連遺跡調査報告3　千僧供廃寺遺跡発掘調査報告書　〈付図〉

6538 滋賀県教育委員会 白鳥川中小河川改修工事関連遺跡調査報告3　千僧供廃寺遺跡発掘調査報告書　〈本文
編〉6777 滋賀県教育委員会 白鳥川中小河川改修事業関連遺跡発掘調査報告2　馬淵遺跡発掘調査報告書　平成3年3

29891 滋賀県教育委員会 琵琶湖湖岸・湖底遺跡分布調査概要Ⅱ　大津市堅田～瀬田川河口　1981

30117 滋賀県教育委員会 敏満寺遺跡発掘調査報告書　名神高速道路多賀S.A上り線施設等改良工事に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書　6512 滋賀県教育委員会 服部遺跡発掘調査報告書Ⅱ　滋賀県守山市服部町所在　1985　（本文編・図版編）

125775 滋賀県教育委員会 服部遺跡発掘調査報告書Ⅲ　滋賀県守山市服部町所在　1986　（本文編　図版編）

125774 滋賀県教育委員会 服部遺跡発掘調査報告書Ⅴ　滋賀県守山市服部町所在　1984　（本文編　図版編）

30069 滋賀県教育委員会 文化財調査出土遺物仮収納保管業務　昭和62年度発掘調査概要

30164 滋賀県教育委員会 文化財調査出土遺物仮収納保管業務　昭和63年度発掘調査概要

3024 滋賀県教育委員会 文化財調査出土遺物仮収納保管業務　平成2年度発掘調査概要

29931 滋賀県教育委員会 法養寺遺跡発掘調査報告書　犬上郡甲良町　1984.3

125771 滋賀県教育委員会 北陸自動車道関連遺跡　発掘調査報告書Ⅺ　伊香郡余呉町桜内遺跡　1989.3

29917 滋賀県教育委員会 北陸自動車道関連遺跡発掘調査報告書Ⅸ　伊香郡余呉町坂口遺跡　1984.3

30131 滋賀県教育委員会 北陸自動車道関連遺跡発掘調査報告書Ⅹ　長浜市国友遺跡　1988

6781 滋賀県教育委員会 木瓜原遺跡試掘調査報告書　平成3年2月

17489 滋賀県教育委員会 欲賀西遺跡発掘調査報告書　滋賀県住宅供給公社宅地造成事業に伴う

29870 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書Ⅷ－3　1981

29880 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書Ⅸ－1　1981



29901 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書Ⅹ－1　1983

29903 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書Ⅹ－2　1983.3

29893 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書Ⅹ－3　1983

29923 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書Ⅹ－4　1983

29933 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書Ⅹ－5－1　1982

29905 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書Ⅺ－1　1984.3

29919 滋賀県教育委員会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書Ⅺ－2　1984

29868 滋賀県教育委員会 一般国道8号線歩道敷設工事に伴う大郡遺跡発掘調査報告書　1983.3

29909 滋賀県教育委員会 瀬田川浚渫工事に伴う流域分布調査　瀬田川　1983.1

30092 滋賀県教育委員会　(財)滋賀県文
化財保護協会

ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書Ⅵ-1　1979

30102 滋賀県教育委員会　(財)滋賀県文
財保護協会

ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書Ⅶ－3　1980

30104 滋賀県教育委員会　(財)滋賀県文
財保護協会

ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅢ－1　1986

30095 滋賀県教育委員会　(財)滋賀県文
化財保護協会

ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅢ－3　1986.3

30083 滋賀県教育委員会　(財)滋賀県文
財保護協会

ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅣ－1　　長浜市神照寺坊・泉町西遺跡・松塚遺跡

30096 滋賀県教育委員会　(財)滋賀県文
財保護協会

ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅣ－2　犬上郡豊郷町四十九院遺跡・甲良町下之郷
遺跡　125459 滋賀県教育委員会　(財)滋賀県文

化財保護協会
ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅣ－4　Ⅰ近江八幡市蔵ノ町遺跡・久郷屋敷跡　Ⅱ
近 幡市高木遺跡　 近 幡市観音堂遺跡　他　30066 滋賀県教育委員会　(財)滋賀県文

財保護協会
ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅣ－6　1987

30235 滋賀県教育委員会　(財)滋賀県文
財保護協会

ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅦ-10　市子遺跡・平塚遺跡　蒲生郡蒲生町所在

30236 滋賀県教育委員会　(財)滋賀県文
化財保護協会

ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅦ-11　杉ノ木遺跡　蒲生郡蒲生町大塚所在　1989

30237 滋賀県教育委員会　(財)滋賀県文
財保護協会

ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅦ-12　御倉遺跡　草津市御倉町所在

30208 滋賀県教育委員会　(財)滋賀県文
財保護協会

ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅦ-3　長寺（横枕古墳群）遺跡　犬上郡甲良町長寺
在　30231 滋賀県教育委員会　(財)滋賀県文

化財保護協会
ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅦ－4　下之郷遺跡・法養寺遺跡　犬上郡甲良町下
之郷 法養寺所在　 成 年30216 滋賀県教育委員会　(財)滋賀県文

財保護協会
ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅦ-5　大手前遺跡・金剛寺遺跡　近江八幡市野田町

在　30232 滋賀県教育委員会　(財)滋賀県文
財保護協会

ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅦ－7　大手前遺跡・上下遺跡　近江八幡市野田町・
長光寺 所在　 成 年30233 滋賀県教育委員会　(財)滋賀県文

化財保護協会
ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅦ-8　上下遺跡・常衛遺跡　近江八幡市御所内町・

生来 所在30234 滋賀県教育委員会　(財)滋賀県文
財保護協会

ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅦ-9　中出遺跡（近江八幡市所在）　杉江東遺跡（守
在 　神 寺坊 蔵遺跡 在30084 滋賀県教育委員会　(財)滋賀県文

化財保護協会
一般国道8号（長浜バイパス）関連遺跡発掘調査報告書Ⅳ　西火打遺跡・狐塚遺跡　1987

30079 滋賀県教育委員会　(財)滋賀県文
化財保護協会

宇曽川災害復旧助成事業に伴う妙楽寺遺跡Ⅰ　1986

30080 滋賀県教育委員会　(財)滋賀県文
財保護協会

宇曽川災害復旧助成事業に伴う妙楽寺遺跡Ⅱ　1985年

30113 滋賀県教育委員会　(財)滋賀県文
化財保護協会

錦織・南滋賀遺跡発掘調査概要Ⅰ　1985

30081 滋賀県教育委員会　(財)滋賀県文
化財保護協会

県営かんがい排水事業関連遺跡発掘調査報告Ⅲ－2　近江八幡市八甲・黒橋遺跡　長浜
市相撲北遺跡　30239 滋賀県教育委員会　(財)滋賀県文

財保護協会
県営かんがい排水事業関連遺跡発掘調査報告書Ⅵ－2　下之郷・法養寺遺跡　犬上郡甲
良 郷 養寺 在　 成 年30093 滋賀県教育委員会　(財)滋賀県文

化財保護協会
県営干拓地等農地整備事業関係発掘調査報告書Ⅲ　浅小井（高木）遺跡　1986

30101 滋賀県教育委員会　(財)滋賀県文
化財保護協会

県道下豊浦鷹飼線道路改良工事に伴う金剛寺遺跡発掘調査報告書Ⅱ　1987・3

30238 滋賀県教育委員会　(財)滋賀県文
財保護協会

県道佐野長浜線道路改良工事に伴う　国友遺跡発掘調査報告書　平成2年3月

30082 滋賀県教育委員会　(財)滋賀県文
化財保護協会

県道片岡栗東線特殊改良第1種工事に伴う　芦浦遺跡発掘調査報告書Ⅰ　草津市芦浦町
所在　30089 滋賀県教育委員会　(財)滋賀県文

化財保護協会
湖岸堤管理用道路志那北その2工区　志那湖底遺跡発掘調査概要報告書　草津市志那中

地先所在　30025 滋賀県教育委員会　(財)滋賀県文
財保護協会

山ノ神遺跡発掘調査報告書　国道1号京滋バイパス関連遺跡発掘調査報告書第2冊　1986

30090 滋賀県教育委員会　(財)滋賀県文
化財保護協会

志那湖底遺跡発掘調査概要　志那南その2工区　1987.3

30100 滋賀県教育委員会　(財)滋賀県文
化財保護協会

新守山川改修工事関連遺跡発掘調査概要Ⅲ　守山市杉江遺跡　1986.3

30091 滋賀県教育委員会　(財)滋賀県文
財保護協会

新守山川改修工事関連遺跡発掘調査概要Ⅳ　守山市山賀遺跡・小津浜遺跡　1987.3

29991 滋賀県教育委員会　(財)滋賀県文
化財保護協会

赤野井消波堤工事に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告書　赤野井湾遺跡　1986

125477 滋賀県教育委員会　(財)滋賀県文
財保護協会

草津川改修事業に伴う埋蔵文化財発掘調査概報2　御蔵・北萱地区　1987

30241 滋賀県教育委員会　(財)滋賀県文
財保護協会

長命寺川（蛇砂川）中小河川改修工事関連埋蔵文化財調査報告1　金剛寺・後川遺跡発掘
査報告書30056 滋賀県教育委員会　(財)滋賀県文

化財保護協会
尾上遺跡発掘調査報告書　東浅井郡湖北町所在　1985

30094 滋賀県教育委員会　(財)滋賀県文
財保護協会

琵琶湖大橋有料道路建設工事に伴う　栗東町高野遺跡発掘調査報告書　1987.3

30240 滋賀県教育委員会　(財)滋賀県文
財保護協会

文化財調査出土遺物仮収納保管業務　平成元年度発掘調査概要

30087 滋賀県教育委員会　(財)滋賀県文
化財保護協会

宝持坊遺跡発掘調査報告書　坂田郡山東町清滝　1987.3

30186 滋賀県教育委員会　(財)滋賀県文
財保護協会

矢倉口遺跡発掘調査報告書　国道1号京滋バイパス関連遺跡発掘調査報告書第3冊

30006 滋賀県教育委員会　(財)滋賀県文
財保護協会

葉山川改修工事に伴う　栗東町久徳家墓地遺跡発掘調査報告書　1986.10

29942 滋賀県教育委員会　草津市教育委
員会

横土井（観音寺）遺跡発掘調査報告書　国道一号京滋バイパス関連遺跡発掘調査報告書
第 　29897 滋賀県教育委員会　草津市教育委

会
野路小野山遺跡発掘調査概報　滋賀県草津市野路町所在

125461 滋賀県教育委員会　文化財保護協
会

国道365号線バイパス工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅱ　伊香郡高月町井口・柏
遺跡　



2998 滋賀県文化財保護協会 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書ⅩⅧ-6　金剛寺遺跡　近江八幡市御所内町所在　平
成 年41110 滋賀県文化財保護協会 紀要　第1号　1988.3

41112 滋賀県文化財保護協会 紀要　第2号　1989.3

41117 滋賀県文化財保護協会 紀要　第3号　1990.3

41115 滋賀県文化財保護協会 紀要　第4号　1990.12

6651 滋賀県文化財保護協会 紀要　第5号　1992.3

17515 滋賀県文化財保護協会 紀要　第6号　1993.3

15161 滋賀県文化財保護協会 紀要　第7号　1994.3

15162 滋賀県文化財保護協会 紀要　第8号　1995.3

2993 滋賀県文化財保護協会 県営かんがい排水事業関連遺跡発掘調査報告書Ⅶ-3　金剛寺遺跡　近江八幡市御所内
所在　 成 年17487 滋賀県文化財保護協会 特別展　近江の原始・古代　最近の発掘調査から

17512 滋賀県埋蔵文化財センター 滋賀県埋蔵文化財センター紀要1　昭和60年度

29913 西浅井町教育委員会 諸川遺跡発掘調査報告書　西浅井町管浦所在諸川瓦窯跡の調査　1984

30293 雪野山古墳発掘調査団 雪野山古墳　第1次発掘調査概報

7641 雪野山古墳発掘調査団 雪野山古墳Ⅱ　第2次・第3次発掘調査概報

30257 余呉町教育委員会 余呉町埋蔵文化財発掘調査報告書1　余呉湖底遺跡・松田遺跡　1985年

125416 (財)  京都市埋蔵文化財研究所 史跡旧二条離宮（二条城）2003年 京都市埋蔵文化財研究所発掘調査概報

125417 (財)  京都市埋蔵文化財研究所 長岡京右京二条四坊一･八･九町跡、上里遺跡　2003年 京都市埋蔵文化財研究所発掘調査概報2003－3

125414 (財)  京都市埋蔵文化財研究所 長岡京右京二条四坊一町跡・上里遺跡　2003年 京都市埋蔵文化財研究所発掘調査概報

125415 (財)  京都市埋蔵文化財研究所 平安京左京北辺三坊四町跡　2002年 京都市埋蔵文化財研究所発掘調査概報

125398 (財)京都市埋蔵文化財研究所 岩倉幡枝2号墳　木棺直葬墳の調査 京都市埋蔵文化財研究所調査報告第12冊

6787 (財)京都市埋蔵文化財研究所 昭和62年度　京都市埋蔵文化財調査概要

125752 (財)京都市埋蔵文化財研究所 昭和63年度　京都市埋蔵文化財調査概要　1993

30679 学校法人同志社 京の公家屋敷と武家屋敷　同志社女子中・高校静和館地点、校友会新島会館別館地点の
掘 査　

同志社埋蔵文化財委員会調査報告Ⅰ

14586 京都市埋蔵文化財研究所 研究紀要　第1号　1994年

125686 京都市埋蔵文化財研究所 研究紀要　第7号　財団法人　京都市埋蔵文化財研究所

95639 京都市埋蔵文化財研究所 研究紀要　第8号　㈶京都市埋蔵文化財研究所　設立25周年記念号

98439 京都市埋蔵文化財研究所 史跡　慈照寺（銀閣寺）旧境内　2003年 京都市埋蔵文化財研究所発掘調査概報２００３－１

125682 京都市埋蔵文化財研究所 史跡賀茂御祖神社境内　2003年 京都市埋蔵文化財研究所発掘調査概報２００１－１２

97976 京都市埋蔵文化財研究所 史跡旧二条離宮（二条城）　2002年 京都市埋蔵文化財研究所発掘調査概報２００２－１３

98434 京都市埋蔵文化財研究所 史跡旧二条離宮（二条城）・平安宮神祇官・平安京冷然院跡　2002年 京都市埋蔵文化財研究所発掘調査概報２００２－１２

98437 京都市埋蔵文化財研究所 史跡妙心寺境内・平安京右京一条四坊八町跡　2003年 京都市埋蔵文化財研究所発掘調査概報２００２－１６

98433 京都市埋蔵文化財研究所 史跡名勝嵐山　2002年 京都市埋蔵文化財研究所発掘調査概報２００２－１０

98436 京都市埋蔵文化財研究所 史跡木嶋坐天照御魂神社（蚕ノ社）境内　2002年 京都市埋蔵文化財研究所発掘調査概報２００２－１５

6786 京都市埋蔵文化財研究所 昭和61年度　京都市埋蔵文化財調査概要　1989年

98435 京都市埋蔵文化財研究所 植物園北遺跡　2002年 京都市埋蔵文化財研究所発掘調査概報２００２－１４

96004 京都市埋蔵文化財研究所 仁和寺院家跡（花園宮ノ上町遺跡）　2002年 京都市埋蔵文化財研究所発掘調査概報２００１－１

2848 京都市埋蔵文化財研究所 仁和寺境内発掘調査報告　御室会館建設に伴う調査　1990 京都市埋蔵文化財研究所調査報告第９冊

96605 京都市埋蔵文化財研究所 草木町遺跡　2003年 京都市埋蔵文化財研究所発掘調査概報２００１－１３

125680 京都市埋蔵文化財研究所 長岡京右京一条四坊十三・十四町跡　2003年 京都市埋蔵文化財研究所発掘調査概報２００２－２

97977 京都市埋蔵文化財研究所 鳥羽離宮跡　2003年 京都市埋蔵文化財研究所発掘調査概報２００２－１８

96604 京都市埋蔵文化財研究所 鳥羽離宮跡・下鳥羽遺跡　2002年 京都市埋蔵文化財研究所発掘調査概報２００１－８

96603 京都市埋蔵文化財研究所 東寺（教王護国寺）旧境内　2002年 京都市埋蔵文化財研究所発掘調査概報２００１－７

98432 京都市埋蔵文化財研究所 特別史跡・特別名勝　鹿苑寺（金閣寺）庭園　2003年 京都市埋蔵文化財研究所発掘調査概報２００１－９

125681 京都市埋蔵文化財研究所 白河街区・岡崎遺跡　2003年 京都市埋蔵文化財研究所発掘調査概報２００１－１４

98438 京都市埋蔵文化財研究所 白河街区跡・岡崎遺跡　2003年 京都市埋蔵文化財研究所発掘調査概報２００２－１７

96602 京都市埋蔵文化財研究所 平安宮左馬寮・御井・豊楽院跡　2002年 京都市埋蔵文化財研究所発掘調査概報２００１－５

96601 京都市埋蔵文化財研究所 平安宮漆室跡　2002年 京都市埋蔵文化財研究所発掘調査概報２００１－４

14845 京都市埋蔵文化財研究所 平安京Ⅰ　1995 京都市埋蔵文化財研究所調査報告第１３冊

125679 京都市埋蔵文化財研究所 平安京右京三条一坊三・六・七町跡　2002年 京都市埋蔵文化財研究所発掘調査概報２００２－５

97972 京都市埋蔵文化財研究所 平安京右京三条一坊三町（右京職）跡　2002年 京都市埋蔵文化財研究所発掘調査概報２００１－３

京都府



96606 京都市埋蔵文化財研究所 平安京右京三条一坊七町跡　2003年 京都市埋蔵文化財研究所発掘調査概報２００２－１

96006 京都市埋蔵文化財研究所 平安京右京三条一坊十・十五町跡　2002年 京都市埋蔵文化財研究所発掘調査概報２００１－２

30617 京都市埋蔵文化財研究所 平安京右京三条三坊　1990 京都市埋蔵文化財研究所調査報告第１０冊

125684 京都市埋蔵文化財研究所 平安京右京三条四坊十四町・四条四坊十六町跡　2003年 京都市埋蔵文化財研究所発掘調査概報２００２－３

96010 京都市埋蔵文化財研究所 平安京右京三条二坊十五・十六町　「齋宮」の邸宅跡　2002年 京都市埋蔵文化財研究所調査報告第２１冊

97973 京都市埋蔵文化財研究所 平安京右京三条二坊十五町・三坊二町跡　2002年 京都市埋蔵文化財研究所発掘調査概報２００１－６

125683 京都市埋蔵文化財研究所 平安京右京四条四坊十五・十六町跡　2003年 京都市埋蔵文化財研究所発掘調査概報２００２－４

6225 京都市埋蔵文化財研究所 平安京右京六条一坊　平安時代前期邸宅跡の調査　1992 京都市埋蔵文化財研究所調査報告第11冊

97975 京都市埋蔵文化財研究所 平安京左京一条四坊九町跡　2002年 京都市埋蔵文化財研究所発掘調査概報２００２－８

97974 京都市埋蔵文化財研究所 平安京左京三条三坊十町（押小路殿・二条殿）跡　2002年 京都市埋蔵文化財研究所発掘調査概報２００２－７

125685 京都市埋蔵文化財研究所 平安京左京二条四坊十町　2001年 京都市埋蔵文化財研究所調査報告第１９冊

125325 京都市埋蔵文化財研究所 平安京左京北辺四坊　第1分冊（公家町形成前）
　　第 家 本 編 第 家 版編　

京都市埋蔵文化財研究所調査報告第２２冊

30571 京都市埋蔵文化財研究所 平安京跡発掘資料選

96008 京都市埋蔵文化財研究所 平成11年度　京都市埋蔵文化財調査概要　2002年

125239 京都市埋蔵文化財研究所 平成12年度　京都市埋蔵文化財調査概要

14594 京都市埋蔵文化財研究所 平成2年度　京都市埋蔵文化財調査概要　1994年

14843 京都市埋蔵文化財研究所 平成3年度　京都市埋蔵文化財調査概要　1995年

14844 京都市埋蔵文化財研究所 平成4年度　京都市埋蔵文化財調査概要　1995年

30595 京都市埋蔵文化財研究所 平安京跡発掘資料選（二）

30681 京都大学文学部 椿井大塚山古墳と三角縁神獣鏡　1989 京都大学文学部博物館図録

30683 京都大学文学部博物館 先史時代の北白川　1991 京都大学文学部博物館図録第4冊

6788 京都府京都文化博物館 平安京右京五条二坊九町・十六町　京都市右京区西院三蔵町　1991 京都文化博物館調査研究報告第７集

6789 京都府京都文化博物館 平安京右京六条四坊九町・五条大路　京都市右京区西院月双町　1991 京都文化博物館調査研究報告第８集

6073 京都府京都文化博物館 平安京左京五条二坊十六町　京都市下京区傘鉾町　1991 京都文化博物館調査研究報告第６集

30332 京都府教育委員会 埋蔵文化財発掘調査概報　1988

30329 京都府教育委員会 埋蔵文化財発掘調査概報　1989

30364 京都府埋蔵文化財調査研究センタ 京都府遺跡調査概報　第5冊　1982

30376 京都府埋蔵文化財調査研究センタ 京都府遺跡調査概報　第6冊　1983

30385 京都府埋蔵文化財調査研究センタ 京都府遺跡調査概報　第7冊　1983

30342 京都府埋蔵文化財調査研究センタ 京都府埋蔵文化財情報　創刊号　1981年9月

30377 京都府埋蔵文化財調査研究センタ 京都府埋蔵文化財情報　第11号

30391 京都府埋蔵文化財調査研究センタ 京都府埋蔵文化財情報　第16号

30396 京都府埋蔵文化財調査研究センタ 京都府埋蔵文化財情報　第17号

30400 京都府埋蔵文化財調査研究センタ 京都府埋蔵文化財情報　第19号

30402 京都府埋蔵文化財調査研究センタ 京都府埋蔵文化財情報　第20号

30418 京都府埋蔵文化財調査研究センタ 京都府埋蔵文化財情報　第21号

30422 京都府埋蔵文化財調査研究センタ 京都府埋蔵文化財情報　第23号

30567 京都府埋蔵文化財調査研究センタ 京都府埋蔵文化財情報　第24号

30463 京都府埋蔵文化財調査研究センタ 京都府埋蔵文化財情報　第26号

30464 京都府埋蔵文化財調査研究センタ 京都府埋蔵文化財情報　第26号

30441 京都府埋蔵文化財調査研究センタ 京都府埋蔵文化財情報　第28号

30481 京都府埋蔵文化財調査研究センタ 京都府埋蔵文化財情報　第35号

30479 京都府埋蔵文化財調査研究センタ 京都府埋蔵文化財情報　第36号

30486 京都府埋蔵文化財調査研究センタ 京都府埋蔵文化財情報　第37号

30489 京都府埋蔵文化財調査研究センタ 京都府埋蔵文化財情報　第38号

2688 京都府埋蔵文化財調査研究センタ 京都府埋蔵文化財情報　第39号

30372 京都府埋蔵文化財調査研究センタ 京都府埋蔵文化財情報第10号　1983年12月

30383 京都府埋蔵文化財調査研究センタ 京都府埋蔵文化財情報第12号　1984年6月

30381 京都府埋蔵文化財調査研究センタ 京都府埋蔵文化財情報第13号　1984年9月

30387 京都府埋蔵文化財調査研究センタ 京都府埋蔵文化財情報第14号　1984年12月

30389 京都府埋蔵文化財調査研究センタ 京都府埋蔵文化財情報第15号　1985年3月

30398 京都府埋蔵文化財調査研究センタ 京都府埋蔵文化財情報第18号　1985年12月

30468 京都府埋蔵文化財調査研究センタ 京都府埋蔵文化財情報第27号　1988年3月



30344 京都府埋蔵文化財調査研究センタ 京都府埋蔵文化財情報第2号　1981年12月

30466 京都府埋蔵文化財調査研究センタ 京都府埋蔵文化財情報第30号　1988年12月

30439 京都府埋蔵文化財調査研究センタ 京都府埋蔵文化財情報第31号　1989年3月

30470 京都府埋蔵文化財調査研究センタ 京都府埋蔵文化財情報第32号　1989年6月

30474 京都府埋蔵文化財調査研究センタ 京都府埋蔵文化財情報第34号　1989年12月

30346 京都府埋蔵文化財調査研究センタ 京都府埋蔵文化財情報第3号　1982年3月

30349 京都府埋蔵文化財調査研究センタ 京都府埋蔵文化財情報第4号　1982年6月

30348 京都府埋蔵文化財調査研究センタ 京都府埋蔵文化財情報第4号　1982年6月

30353 京都府埋蔵文化財調査研究センタ 京都府埋蔵文化財情報第5号　1982年9月

125397 京都府埋蔵文化財調査研究センタ 京都府埋蔵文化財情報第5号　1982年9月

30356 京都府埋蔵文化財調査研究センタ 京都府埋蔵文化財情報第6号　1982年12月

30355 京都府埋蔵文化財調査研究センタ 京都府埋蔵文化財情報第6号　1982年12月

30358 京都府埋蔵文化財調査研究センタ 京都府埋蔵文化財情報第7号　1983年3月

30368 京都府埋蔵文化財調査研究センタ 京都府埋蔵文化財情報第8号　1983年6月

30370 京都府埋蔵文化財調査研究センタ 京都府埋蔵文化財情報第9号　1983年9月

30448 京都府埋蔵文化財調査研究センタ 京都府埋蔵文化財論集　第1集　創立五周年記念誌 京都府埋蔵文化財論集第１集

30374 京都府埋蔵文化財調査研究センタ 焼きもののふる里　篠窯跡群　発掘調査の記録から

30365 京都府埋蔵文化財調査研究センタ 第8回研修会資料　梵鐘鋳造遺構の現状とその諸問題

43349 京都府埋蔵文化財調査研究セン
タ

15年のあゆみ　1981▶1996

3677 京都府埋蔵文化財調査研究セン
タ

京都府埋蔵文化財情報　第41号

3995 京都府埋蔵文化財調査研究セン
タ

京都府埋蔵文化財情報　第42号

6075 京都府埋蔵文化財調査研究セン
タ

京都府埋蔵文化財情報　第43号

6717 京都府埋蔵文化財調査研究セン
タ

京都府埋蔵文化財情報　第44号

6076 京都府埋蔵文化財調査研究セン
タ

京都府埋蔵文化財情報　第45号

6226 京都府埋蔵文化財調査研究セン
タ

京都府埋蔵文化財情報　第46号

17543 京都府埋蔵文化財調査研究セン
タ

京都府埋蔵文化財情報　第48号

17544 京都府埋蔵文化財調査研究セン
タ

京都府埋蔵文化財情報　第49号

17546 京都府埋蔵文化財調査研究セン
タ

京都府埋蔵文化財情報　第51号

10628 京都府埋蔵文化財調査研究セン
タ

京都府埋蔵文化財情報　第52号

15164 京都府埋蔵文化財調査研究セン
タ

京都府埋蔵文化財情報　第54号

14842 京都府埋蔵文化財調査研究セン
タ

京都府埋蔵文化財情報　第55号

11230 京都府埋蔵文化財調査研究セン
タ

京都府埋蔵文化財情報　第56号

15111 京都府埋蔵文化財調査研究セン
タ

京都府埋蔵文化財情報第57号　1995年9月

43348 京都府埋蔵文化財調査研究セン
タ

第17回小さな展覧会　平成10年度京都府内遺跡発掘調査成果速報

2984 京都府埋文調査研究センター 京都府埋蔵文化財情報　第40号

37 京都文化博物館 宮ノ口遺跡　京都府綴喜郡田辺町　1993 京都文化博物館調査研究報告第１０集

35 京都文化博物館 京都文化博物館研究紀要　朱雀　第6集　1993

11209 向日市教育委員会 向日市埋蔵文化財調査報告書　物集女車塚古墳保全整備事業報告　第40集　1995

38401 阪神文化財調査会 東畑・南浦遺跡発掘調査報告書　1999

30521 大山崎町教育委員会 大山崎町埋蔵文化財調査報告書第4集　1984 大山崎町埋蔵文化財調査報告書第４集

747 長岡京市教育委員会 井ノ内稲荷塚古墳Ⅱ　1997 長岡京市文化財調査報告書第３７冊

41036 長岡京市教育委員会 長岡京市文化財調査報告書　第11冊　1983

41038 長岡京市教育委員会 長岡京市文化財調査報告書　第12冊

41041 長岡京市教育委員会 長岡京市文化財調査報告書　第14冊　1985

30662 長岡京市埋蔵文化財センタ－ 長岡京市埋蔵文化財センタ－年報　昭和58年度　1984

30664 長岡京市埋蔵文化財センタ－ 長岡京市埋蔵文化財センタ－年報　昭和59年度　1985

30666 長岡京市埋蔵文化財センタ－ 長岡京市埋蔵文化財センタ－年報　昭和60年度　1987

41062 長岡京市埋蔵文化財センター 長岡京市埋蔵文化財調査報告書　第1集　1984

41064 長岡京市埋蔵文化財センター 長岡京市埋蔵文化財調査報告書　第2集　1985

30502 同志社大学校地学術調査委員会 マムシ谷窯址発掘調査報告書　1983年 同志社大学校地学術調査委員会調査資料№14

30536 同志社大学校地学術調査委員会 公家屋敷二条家東辺地点の調査　同志社同窓会館・幼稚園新築に伴う調査　1988 同志社大学校地学術調査委員会調査資料№20

30500 同志社大学校地学術調査委員会 公家屋敷二条家北辺地点の調査　同志社女子中・高　黎明館増築に伴う発掘調査 同志社大学校地学術調査委員会調査資料№15

30538 同志社大学校地学術調査委員会 大本山相国寺境内の発掘調査Ⅱ　1988 同志社大学校地学術調査委員会調査資料№21



2863 (財)大阪市文化財協会 平成元年度　大阪市内埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書　1991.3

6643 (財)大阪市文化財協会 昭和61年度　大阪市内埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書　1988.3

31285 (財)大阪府埋蔵文化財協会 関西国際空港に伴う　阪南町内埋蔵文化財分布調査報告書　1985.11.30 （財）大阪府埋蔵文化財協会調査報告書第３輯

31497 (財)大阪府埋蔵文化財協会 主要地方道枚方・富田林・泉佐野線（一般国道170号）建設に伴う　福瀬遺跡・仏並遺跡
掘 査事業報告書　

（財）大阪府埋蔵文化財協会調査事業報告第２冊

31370 (財)大阪府埋蔵文化財協会 第2回　泉州の遺跡　昭和61年度発掘調査成果展　1987・2・7～3・23

31283 (財)大阪府埋蔵文化財協会 府道磯之上・山直線建設に伴う　西大路遺跡・今木廃寺遺跡　発掘調査事業報告書　1985 （財）大阪府埋蔵文化財協会調査事業報告第１冊

17616 (財)大阪文化財センター 巨摩・若江北（その3）発掘調査概要　都市計画道路大阪中央環状線仮説迂回路建設に伴
う 摩 若 遺跡 蔵 財 掘 査概 報告書　17617 (財)大阪文化財センター 新家（その5）　近畿自動車道天理～吹田線東大阪ジャンクション建設に伴う埋蔵文化財発
掘調査概 報告書　15170 (財)大阪文化財センター 大阪文化財センター研究助成報告書　研究紀要　Ｖｏｌ1

15174 (財)大阪文化財センター 大阪文化財研究　20周年記念増刊号

15171 (財)大阪文化財センター 大阪文化財研究　第3号

15172 (財)大阪文化財センター 大阪文化財研究　第4号

15173 (財)大阪文化財センター 大阪文化財研究　第5号

31854 (財)東大阪市文化財協会 若江遺跡第25次発掘調査報告　1987

31905 (財)東大阪市文化財協会 神並遺跡第12次発掘調査概報　1988

31904 (財)東大阪市文化財協会 西ノ辻遺跡・鬼虎川遺跡　西ノ辻遺跡第6次、第7次、第8次調査　鬼虎川遺跡第18次調査
概 報告書　31800 (財)東大阪市文化財協会 法通寺　石切剣箭神社穂積殿建設工事に伴う調査　1985

6387 (財)枚方市文化財研究調査会 財団法人枚方市文化財研究調査会　研究紀要　第2集

31806 (財)枚方市文化財研究調査会 津田トッパナ遺跡現地説明会資料　1986年3月15・16日

31784 (財)枚方市文化財研究調査会 田口（田口・出屋敷両地区を含む）　1985.3 枚方市民俗文化財調査報告２

14854 羽曳野市遺跡調査会 樫山地区試掘調査報告　1993

24208 羽曳野市遺跡調査会 南恵我之荘地区試掘調査報告書　阿弥陀廃寺跡　1994

5660 下田遺跡調査団 しもだ　下田遺跡発掘調査概要

13405 貝塚市教育委員会 貝塚市遺跡群発掘調査概要18　1996.3.29 貝塚市埋蔵文化財調査報告第38集

2558 高槻市教育委員会 高槻市文化財年報　昭和63・平成元年度

6640 高槻市教育委員会 高槻市文化財年報　平成2年度

17646 高槻市教育委員会 高槻市文化財年報　平成4年度

17625 高槻市教育委員会 新池　新池埴輪製作遺跡発掘調査報告書 高槻市文化財調査報告書第１７冊

4824 高槻市教育委員会 嶋上遺跡群16　1992 高槻市文化財調査概要ⅩⅦ

17624 高槻市教育委員会 嶋上遺跡群18　1994 高槻市文化財調査概要ⅩⅩ

2986 高槻市教育委員会 嶋上郡衙跡他関連遺跡発掘調査概要・15　1991 高槻市文化財調査概要ⅩⅥ

125424 泉佐野市教育委員会 宮ノ前遺跡　04－1区の調査　2005年3月 泉佐野市埋蔵文化財調査報告63

125426 泉佐野市教育委員会 泉佐野市埋蔵文化財発掘調査概要　平成16年度

125706 泉佐野市教育委員会 岡ノ崎遺跡　01-1区の調査 泉佐野市埋蔵文化財調査報告６２

32057 泉佐野市教育委員会 三軒屋遺跡　89－6区の調査

31813 泉佐野市教育委員会 山出遺跡発掘調査報告書　85－1区の調査 泉佐野市埋蔵文化財調査報告Ⅶ

31938 泉佐野市教育委員会 若宮遺跡発掘調査報告書　87－1区の調査 泉佐野市埋蔵文化財調査報告ⅩⅢ

31819 泉佐野市教育委員会 昭和60年度　泉佐野市埋蔵文化財発掘調査概要Ⅵ

31817 泉佐野市教育委員会 昭和60年度　泉佐野市埋蔵文化財分布調査概要Ⅱ

31860 泉佐野市教育委員会 昭和61年度　泉佐野市埋蔵文化財発掘調査概要Ⅶ

31933 泉佐野市教育委員会 昭和62年度　泉佐野市埋蔵文化財発掘調査概要Ⅷ

31994 泉佐野市教育委員会 昭和63年度　泉佐野市埋蔵文化財発掘調査概要Ⅸ

31964 泉佐野市教育委員会 植田池遺跡発掘調査報告書　87－2区の調査 泉佐野市埋蔵文化財調査報告Ⅹ

31935 泉佐野市教育委員会 川原出地区埋蔵文化財試掘調査報告書　団営川原出地区土地改良総合整備事業に伴う 泉佐野市埋蔵文化財調査報告Ⅺ

31937 泉佐野市教育委員会 泉佐野市高松東・上町・市場町所在　泉佐野駅上地区試掘調査報告書　泉佐野駅上地区
伴う 査

泉佐野市埋蔵文化財調査報告Ⅻ

125139 泉佐野市教育委員会 泉佐野市埋蔵文化財発掘調査概要　第45号

125707 泉佐野市教育委員会 泉佐野市埋蔵文化財発掘調査概要　平成13年度

125322 泉佐野市教育委員会 泉佐野市埋蔵文化財発掘調査概要　平成14年度

125425 泉佐野市教育委員会 泉佐野市埋蔵文化財発掘調査概要　平成15年度

6729 泉佐野市教育委員会 団体営土地改良総合整備事業（川原出地区）に伴う　向井代遺跡発掘調査概要 泉佐野市埋蔵文化財調査報告ⅩⅥ

31858 泉佐野市教育委員会 檀波羅蜜寺　86－4区の調査 泉佐野市埋蔵文化財調査報告Ⅸ

大阪府



125408 泉佐野市教育委員会 日根荘遺跡詳細分布調査概要　泉佐野市大木地区の調査　平成15年度

31992 泉佐野市教育委員会 日根野遺跡　88－6区の調査

31815 泉佐野市教育委員会 夫婦池遺跡発掘調査報告書　市営住宅建築工事に伴う調査 泉佐野市埋蔵文化財調査報告Ⅷ

4054 泉佐野市教育委員会 平成2年度　泉佐野市埋蔵文化財発掘調査概要

32053 泉佐野市教育委員会 平成元年度　泉佐野市埋蔵文化財発掘調査概要Ⅹ

31990 泉佐野市教育委員会 湊遺跡　89－2区調査の報告 泉佐野市埋蔵文化財調査報告ⅩⅤ

31811 泉佐野市教育委員会 湊遺跡Ⅳ　84－6・85－1区の調査 泉佐野市埋蔵文化財調査報告Ⅵ

31864 泉南市教育委員会 海会寺　海会寺遺跡発掘調査報告書　本文編　図版編　別添図　1987・9

125689 泉南市教育委員会 泉南市遺跡群発掘調査報告書Ⅲ 泉南市文化財調査報告書第十集

31981 泉南市教育委員会 泉南市遺跡群発掘調査報告書Ⅴ 泉南市文化財調査報告書第十五集

31951 泉南市教育委員会 泉南市遺跡群発掘調査報告書Ⅶ　1990.3 泉南市文化財調査報告書第２１集

32060 泉南市教育委員会 泉南市遺跡群発掘調査報告書Ⅷ　1991.3 泉南市文化財調査報告書第２２集

6317 泉南市教育委員会 泉南市遺跡群発掘調査報告書Ⅸ 泉南市文化財調査報告書第二十三集

17626 泉南市教育委員会 泉南市遺跡群発掘調査報告書Ⅹ 泉南市文化財調査報告書第二十四集

17645 泉南市教育委員会 泉南市遺跡群発掘調査報告書Ⅺ 泉南市文化財調査報告書第二十五集

31909 大阪市教育委員会 昭和58年度　大阪市内埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書

31953 大阪市教育委員会 昭和59年度　大阪市内埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書

31955 大阪市教育委員会 昭和60年度　大阪市内埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書

4368 大阪市教育委員会 大阪市文化財年報　1991.3

125688 大阪市教育委員会 大阪市文化財年報　創刊号

4365 大阪市教育委員会 平成2年度　大阪市内埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書　1991.11

17637 大阪市教育委員会 平成4年度　大阪市内埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書

14882 大阪市教育委員会 平成5年度　大阪市内埋蔵文化財包蔵地　発掘調査報告書

125687 大阪市文化財協会 神並遺跡Ⅱ　1987

11249 大阪市文化財協会 大阪市文化財論集　1994年10月

32075 大阪大学 待兼山遺跡　大阪大学待兼山遺跡発掘調査団編　1984年3月

4617 大阪大学桜井谷窯跡群調査団 桜井谷窯跡群2-23号窯跡　1991年12月

30498 大阪大学南原古墳調査団 長法寺南原古墳　1983年3月

32090 大阪大学南原古墳調査団 長法寺南原古墳Ⅳ　1990年3月

15175 大阪大学文学部 日本古代の葬制と社会関係の基礎的研究　平成6年度科学研究費補助金（一般A）成果報
告書32094 大阪大学文学部考古学研究室 鳥居前古墳　総括編 大阪大学文学部考古学研究報告第１冊

31913 大阪大学埋蔵文化財調査委員会 待兼山遺跡Ⅱ　1988年3月

17591 大阪府教育委員会 一須賀古墳群資料目録Ⅰ　土器編（実測図）　1992.3

31388 大阪府教育委員会 稲葉遺跡発掘調査概要・Ⅰ　府立玉川高等学校建設に伴う調査

31425 大阪府教育委員会 恩智遺跡発掘調査概要　八尾市柏村所在　1987.3

31429 大阪府教育委員会 河西西部地区農地開発事業に伴う　寛弘寺遺跡発掘調査概要・Ⅵ

31403 大阪府教育委員会 河南西部地区農地開発事業に伴う　寛弘寺遺跡発掘調査概要・Ⅴ

31294 大阪府教育委員会 河南西部地区農地造成事業に伴う　寛弘寺古墳群発掘調査概要・Ⅱ

31319 大阪府教育委員会 萱振遺跡発掘調査概要・Ⅰ　八尾市緑ヶ丘2丁目所在

31372 大阪府教育委員会 萱振遺跡発掘調査概要・Ⅱ　八尾市緑ヶ丘2丁目所在

31311 大阪府教育委員会 観音寺遺跡発掘調査報告書　1982.3

31333 大阪府教育委員会 喜志遺跡・東阪田遺跡発掘調査概要・Ⅵ　富田林市喜志・羽曳野市東阪田所在

31210 大阪府教育委員会 喜志遺跡・東阪田遺跡発掘調査概要Ⅲ　富田林市喜志・羽曳野市東阪田所在　1980.3

125699 大阪府教育委員会 久宝寺南（その2）　久宝寺・加美遺跡の調査　近畿自動車道天理～吹田線建設に伴う埋
蔵 財 掘 査概 報告書 本 編 版編31298 大阪府教育委員会 挟山遺跡発掘調査概要・Ⅴ　藤井寺市藤ヶ丘・野中所在

31449 大阪府教育委員会 近畿自動車道和歌山線建設に伴う　滑瀬遺跡　発掘調査報告書　1987 （財）大阪府埋蔵文化財協会調査報告書第１０輯

31349 大阪府教育委員会 近畿自動車道和歌山線建設に伴う　向井池遺跡　試掘調査報告書　1985 （財）大阪府埋蔵文化財協会調査報告書第１輯

31453 大阪府教育委員会 近畿自動車道和歌山線建設に伴う　信太山遺跡　発掘調査報告書 （財）大阪府埋蔵文化財協会調査報告書第１２輯

125698 大阪府教育委員会 近畿自動車道和歌山線建設に伴う　別所遺跡　試掘調査報告書　1985 （財）大阪府埋蔵文化財協会調査報告書第２輯

31280 大阪府教育委員会 近畿自動車道和歌山線建設に伴う　別所遺跡　試掘調査報告書　1985 （財）大阪府埋蔵文化財協会調査報告書第２輯

31374 大阪府教育委員会 甲田南遺跡発掘調査概要・Ⅴ　一般国道309号線建設予定地内の埋蔵文化財発掘調査

31255 大阪府教育委員会 高安城跡範囲確認調査概要・Ⅱ　八尾市服部川所在

31495 大阪府教育委員会 高屋城跡発掘調査概要・Ⅴ　1979年3月



31307 大阪府教育委員会 高屋城址発掘調査概要・Ⅵ　1980年3月

31327 大阪府教育委員会 高屋城址発掘調査概要・Ⅸ

31305 大阪府教育委員会 国府遺跡発掘調査概要・Ⅸ　藤井寺市国府・惣社・北条町・大井所在

31321 大阪府教育委員会 国府遺跡発掘調査概要・ⅩⅢ

31384 大阪府教育委員会 志紀遺跡発掘調査概要　府営志紀住宅建替に伴う調査

31613 大阪府教育委員会 小阪遺跡（その3）　調査の概要

31600 大阪府教育委員会 小阪遺跡（その4）　調査の概要

6188 大阪府教育委員会 小阪遺跡（南その2-2）　調査の概要

31407 大阪府教育委員会 小阪合遺跡発掘調査概要報告書　柏原・八尾幹線管渠築造工事に伴う発掘調査

31235 大阪府教育委員会 昭和54年度　はさみ山遺跡発掘調査概要

31317 大阪府教育委員会 昭和57年度　はさみ山遺跡発掘調査概要

31380 大阪府教育委員会 昭和60年度　向泉寺跡発掘調査概要　1986年3月

31586 大阪府教育委員会 城山（その3）　近畿自動車道天理～吹田線建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告書

31219 大阪府教育委員会 新家遺跡発掘調査概要・Ⅰ　富田林市新家所在

125694 大阪府教育委員会 新家遺跡発掘調査概要・Ⅱ　一般国道309号建設予定地内の埋蔵文化財発掘調査

125696 大阪府教育委員会 崇禅寺遺跡発掘調査概要・Ⅰ　大阪市東淀川区所在

31421 大阪府教育委員会 成法寺遺跡発掘調査概要・Ⅱ　八尾市南本町所在

31296 大阪府教育委員会 西大井遺跡第3次発掘調査概要

31411 大阪府教育委員会 石川左岸幹線管渠築造遺跡群　発掘調査概要・Ⅱ　茶山遺跡　誉田白鳥遺跡　栄町遺跡
浦地 遺物散布地125695 大阪府教育委員会 泉南郡岬町所在　淡輪遺跡発掘調査概要・Ⅳ　宇度墓古墳外堤部・淡輪遺跡

31341 大阪府教育委員会 泉南郡岬町所在　淡輪遺跡発掘調査概要・Ⅴ

31329 大阪府教育委員会 泉北ニュータウン内栂地区　ＴＧ41号窯発掘調査概要　堺市庭代台所在

31593 大阪府教育委員会 太井遺跡（その1）　調査の概要

31595 大阪府教育委員会 太井遺跡（その2）　調査の概要

31596 大阪府教育委員会 太井遺跡（その3）　調査の概要

6187 大阪府教育委員会 太井遺跡（その4ほか）　日置荘遺跡（その1-2）　調査の概要

31309 大阪府教育委員会 大園遺跡発掘調査概要・Ⅶ　府道松原・泉大津線建設に伴う調査　1982年3月

2837 大阪府教育委員会 大阪府下埋蔵文化財研究会（第24回）資料

125702 大阪府教育委員会 大阪府教育委員会文化財調査事務所年報1

125697 大阪府教育委員会 大阪府藤井寺市　国府遺跡発掘調査概要・Ⅻ

31417 大阪府教育委員会 大阪府藤井寺市　津堂遺跡　86－1区の調査　1987

31413 大阪府教育委員会 大阪府藤井寺市所在　はさみ山、土師の里遺跡他発掘調査概要・昭和61年度　古市古墳
群 遺跡 査14862 大阪府教育委員会 大阪府立近つ飛鳥博物館（仮称）用地　一須賀古墳群Ⅰ支群発掘調査概要

31335 大阪府教育委員会 大阪府立大塚高等学校建設に伴う　大塚遺跡発掘調査概要・Ⅰ　大阪府松原市西大塚所
在31396 大阪府教育委員会 大水川改修にともなう発掘調査概要・Ⅳ　古室遺跡・Ⅱ

31378 大阪府教育委員会 大塚西遺跡発掘調査概要　1986年3月

31431 大阪府教育委員会 大里遺跡発掘調査概要・Ⅲ

31386 大阪府教育委員会 大和川・今池遺跡発掘調査概要・Ⅲ　大和川下流域下水道今池処理場建設に伴う　1986
年31591 大阪府教育委員会 丹上遺跡（その4・6）　調査の概要　1987

31398 大阪府教育委員会 淡輪遺跡発掘調査概要報告書・Ⅷ

31313 大阪府教育委員会 池上・曽根遺跡発掘調査概要・ⅩⅣ

31315 大阪府教育委員会 池上遺跡　遺跡南部における調査　1982年11月

31409 大阪府教育委員会 池尻城跡発掘調査概要　狭山町池尻所在

31415 大阪府教育委員会 中筋遺跡発掘調査概要・Ⅳ　1987.3

31405 大阪府教育委員会 長峰地区府営圃場整備事業に伴なう長峰丘陵遺跡発掘調査概要・Ⅲ　堺市富蔵所在

31343 大阪府教育委員会 田辺遺跡発掘調査概要・Ⅰ　柏原市国分本町・田辺所在

31301 大阪府教育委員会 土師の里遺跡発掘調査概要　1979年3月

31331 大阪府教育委員会 土師の里遺跡発掘調査概要・Ⅴ

31325 大阪府教育委員会 東円寺跡発掘調査概要報告書・Ⅰ　国道170号線建設に伴なう発掘調査

31232 大阪府教育委員会 東阪田遺跡　1979年度第1区の調査

31400 大阪府教育委員会 湯屋の下遺跡・石ナ町遺跡発掘調査概要

31419 大阪府教育委員会 南花田遺跡発掘調査概要・Ⅱ

31423 大阪府教育委員会 八ヶ岡遺跡発掘調査概要　1987.3



31394 大阪府教育委員会 八尾市福万寺所在　池島遺跡発掘調査概要・Ⅱ　恩智川治水緑地建設に伴う発掘調査
（越流堤部 ）31337 大阪府教育委員会 板原遺跡発掘調査概要　国道26号線計量所及び無線鉄塔建設に伴う調査

31427 大阪府教育委員会 府中遺跡発掘調査概要・Ⅱ　府道和泉中央線道路改良工事に伴う発掘調査

31376 大阪府教育委員会 府道貝塚中央線　森Ｂ遺跡発掘調査概要・Ⅱ　貝塚市森所在

31339 大阪府教育委員会 府道松原・泉大津線建設に伴なう　鶴田池東遺跡発掘調査概要・Ⅱ　堺市菱木所在

31345 大阪府教育委員会 府立泉大津高等学校増築に伴う　七ノ坪遺跡発掘調査概要・Ⅲ　泉大津市北豊中町所在

31392 大阪府教育委員会 府立泉陽高等学校校舎増築に伴う　堺環濠都市遺跡発掘調査概要・Ⅰ　堺市車之町所在
（ ）31303 大阪府教育委員会 林遺跡発掘調査概要・Ⅰ　藤井寺市林・沢田所在

31226 大阪府教育委員会 林遺跡発掘調査概要・Ⅱ　藤井寺市林、沢田所在　1980.3

31323 大阪府教育委員会 林遺跡発掘調査概要・Ⅴ　1983.3

125423 大阪府教育委員会(財)大阪文化財
タ

西岩田　近畿自動車道天理～吹田線建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告書（本文
編 版編125703 大阪府近つ飛鳥博物館 平成12年度冬季企画展　発掘速報展　大阪2001　難波宮と大阪城

31580 大阪府文化財センター 亀井（その3）　近畿自動車道天理～吹田線建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告書

31578 大阪府文化財センター 亀井北（その1）　近畿自動車道天理～吹田線建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告書

31576 大阪府文化財センター 亀井北（その3）　近畿自動車道天理～吹田線建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告書

31589 大阪府文化財センター 久宝寺北（その1～3）　近畿自動車道天理～吹田線建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概要
報告書　（本文編 版編 付 ）3945 大阪府文化財センター 小阪遺跡(南その2）　調査の概要

31582 大阪府文化財センター 城山（その2）　近畿自動車道天理～吹田線建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告書
本 編 版編31584 大阪府文化財センター 新家（その1）　近畿自動車道天理～吹田線建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告書

3941 大阪府文化財センター 大阪文化財研究　第2号

37269 大阪府文化財調査研究センター 三ツ島遺跡　一般国道1号バイパス（大阪北道路）建設に伴う門真市三ツ島地区埋蔵文化
財確 査報告書14271 大阪府文化財調査研究センター 大阪府立弥生文化博物館　平成8年冬季企画展図録　発掘速報展　大阪　'96

31443 大阪府埋蔵文化財協会 近畿自動車道和歌山線建設に伴う　向井代遺跡発掘調査報告書　1987 （財）大阪府埋蔵文化財協会調査報告書第１４輯

31509 大阪府埋蔵文化財協会 近畿自動車道和歌山線建設に伴う　向井代遺跡発掘調査報告書　1987 （財）大阪府埋蔵文化財協会調査報告書第１４輯

31445 大阪府埋蔵文化財協会 近畿自動車道和歌山線建設に伴う　芝ノ垣外遺跡　発掘調査報告書 （財）大阪府埋蔵文化財協会調査報告書第８輯

31435 大阪府埋蔵文化財協会 阪南丘陵埋蔵文化財　試掘調査報告書　1987 （財）大阪府埋蔵文化財協会調査報告書第９輯

31291 大阪府埋蔵文化財協会 主要地方道枚方・富田林・泉佐野線建設に伴う　仏並遺跡　発掘調査報告書　1986 （財）大阪府埋蔵文化財協会調査報告書第５輯

31451 大阪府埋蔵文化財協会 都市計画道路・府道磯之上山直線建設に伴う　軽部池西遺跡　発掘調査報告書　1987 （財）大阪府埋蔵文化財協会調査報告書第１１輯

31455 大阪府埋蔵文化財協会 都市計画道路磯之上山直線建設に伴う　箕土路遺跡　発掘調査報告書　1987 （財）大阪府埋蔵文化財協会調査報告書第１３輯

31446 大阪府埋蔵文化財協会 都市計画道路貝塚中央線建設に伴う　畠中遺跡　発掘調査報告書　1986 （財）大阪府埋蔵文化財協会調査報告書第７輯

31433 大阪府埋蔵文化財協会 都市計画道路貝塚中央線建設に伴う　脇浜遺跡　発掘調査報告書　1986 （財）大阪府埋蔵文化財協会調査報告書第６輯

31289 大阪府埋蔵文化財協会 都市計画道路大阪臨海線外2線建設に伴う　堺砲台跡　発掘調査報告書　1986 （財）大阪府埋蔵文化財協会調査報告書第４輯

4071 大阪府埋蔵文化財協会 日根荘とその周辺　空港関連事業の調査から

15177 大阪府立近つ飛鳥博物館 アスカディア・古墳の森　大阪府立近つ飛鳥博物館常設展示図録

125701 大阪府立近つ飛鳥博物館 平成6年度春季企画展　「輝きの復原」　古墳・飛鳥の技術を求めて

15178 大阪府立近つ飛鳥博物館 平成七年度秋季特別展　古代人名録　戸籍と計帳の世界

15181 大阪府立近つ飛鳥博物館 平成七年度春季特別展　「鏡の時代　銅鏡百枚」

125700 大阪府立弥生文化博物館 大阪府立弥生文化博物館　平成15年冬季企画展　財団法人　大阪府文化財センター設立
年 念　 去 ジ　 掘 年17661 大阪府立弥生文化博物館 平成5年秋季特別展　弥生人の見た楽浪文化

15180 大阪府立弥生文化博物館 平成7年度春季特別展　弥生人の食卓　米食事始め

15179 大阪府立弥生文化博物館 平成七年度秋季特別展　邪馬台国への海の道　壱岐・対馬の弥生文化

17657 大阪府立弥生文化博物館 弥生文化博物館研究報告第2集

15176 大阪府立弥生文化博物館 弥生文化博物館要覧　平成6年度

31625 大阪文化財センター （財）大阪文化財センター設立10周年記念　シンポジウム邪馬台国の謎を解く　弥生時代の
近畿 九15168 大阪文化財センター みる　きく　ふれる　原始・古代のコメ作り　農耕の技術とまつり　発表要旨

10624 大阪文化財センター 一般府道本堂高井田線改良工事に伴う　青谷地区埋蔵文化財分布調査報告書

10640 大阪文化財センター 瓜生堂遺跡発掘調査報告　大阪府工業用水道改良事業分岐連絡管設置工事に伴う埋蔵
財 掘 査報告書　 年31597 大阪文化財センター 小阪遺跡（その2）　調査の概要

9260 大阪文化財センター 図録　大阪城跡の調査1 大阪城跡発掘調査概要１

14856 大阪文化財センター 図録　大阪城跡の調査2 大阪城跡発掘調査概要４

14857 大阪文化財センター 図録　大阪城跡の調査3 大阪城跡発掘調査概要６

14890 大阪文化財センター 大阪城跡の発掘調査3　1993 大阪城跡発掘調査概要５

10614 大阪文化財センター 大阪府松原市　河合遺跡　1993年3月



14892 大阪文化財センター 池島・福万寺遺跡　発掘調査概要Ⅲ　90－2（Ｈ2）・90－5調査区の概要

14893 大阪文化財センター 池島・福万寺遺跡発掘調査概要Ⅳ　90－1調査区　1990年度の調査略報

10620 大阪文化財センター 池島・福万寺遺跡発掘調査概要Ⅵ　90-2(H3)調査区の概要　1992.3

10622 大阪文化財センター 池島・福万寺遺跡発掘調査概要Ⅷ　90-1調査区1991年度の調査略報　1992

10639 大阪文化財センター 都市計画道路大阪モノレール建設に伴う　和道遺跡発掘調査概要報告書　平成5年3月

14895 大阪文化財センター 東大阪市池島町・八尾市福万寺町　池島・福万寺遺跡　発掘調査概要Ⅱ　90-3・6調査区
年度 概 　弥生時 水 古墳時 集落 安時 近 条 水10618 大阪文化財センター 東大阪市池島町・八尾市福万寺町　池島・福万寺遺跡発掘調査概要Ⅶ　90-3調査区(1991

年度 概 　10619 大阪文化財センター 東大阪市池島町所在　池島・福万寺遺跡発掘調査概要Ⅴ　90-7・8･9調査区の概要

31639 大阪文化財センター 財団法人大阪文化財センター蔵　図書目録（1983年2月10日現在）

5254 大塚古墳発掘調査団 摂津豊中　大塚古墳第3次調査概要報告書　大阪府豊中保健所建替工事に伴う発掘調査 豊中市文化財調査報告第３２集

1140 東大阪市遺跡保護調査会 若江遺跡発掘調査報告書Ⅰ　（本文編　図版編　文献編）

1131 東大阪市遺跡保護調査会 東大阪市遺跡保護調査会年報　1979年度

1132 東大阪市遺跡保護調査会 東大阪市遺跡保護調査会発掘調査概報集　1980年度

31872 東大阪市教育委員会 鬼虎川遺跡第12次発掘調査報告　1987.3

17647 東大阪市教育委員会 発掘20年のあゆみ　市制20周年記念特別展示

1141 東大阪市教育委員会・東大阪市文
化財協会

西ノ辻遺跡第22次発掘調査報告書　1995

32004 東大阪市文化財協会 （財）東大阪市文化財協会概報集　1989年度

31777 東大阪市文化財協会 （財）東大阪市文化財協会年報　1983年度

1136 東大阪市文化財協会 （財）東大阪市文化財協会年報　1983年度

1134 東大阪市文化財協会 鬼虎川の金属器関係遺物　1982年

31768 東大阪市文化財協会 鬼虎川遺跡　東大阪都市高速鉄道東大阪線計画事業に伴う第15次発掘調査概要（その2-
　32010 東大阪市文化財協会 鬼虎川遺跡第1～3次発掘調査報告　1990

31899 東大阪市文化財協会 鬼虎川遺跡第19次発掘調査報告　1988

31895 東大阪市文化財協会 鬼虎川遺跡第29・30次発掘調査報告　1988

125692 東大阪市文化財協会 鬼虎川遺跡第31次発掘調査報告

38851 東大阪市文化財協会 鬼虎川遺跡第35－2・3次発掘調査報告　1998

31770 東大阪市文化財協会 鬼虎川遺跡第7次発掘調査報告3　遺構編　1984.3

31958 東大阪市文化財協会 吉田遺跡第1次発掘調査報告　1989

31844 東大阪市文化財協会 久宝寺遺跡発掘調査報告　久宝寺緑地公園内雨水貯溜池築造工事に伴う発掘調査

31782 東大阪市文化財協会 高井田遺跡第2・3次調査報告　昭和59年度3月

31822 東大阪市文化財協会 財団法人　東大阪市文化財協会　紀要Ⅰ

31802 東大阪市文化財協会 芝ヶ丘遺跡発掘調査概報　市立石切中学校校舎増築工事に伴う第4次調査　1985

31890 東大阪市文化財協会 若江遺跡第27次発掘調査報告　1988

32008 東大阪市文化財協会 若江遺跡第32・33次発掘調査報告　1990.3

31901 東大阪市文化財協会 若江遺跡第35次発掘調査報告　1988

1135 東大阪市文化財協会 若江遺跡発掘調査報告書Ⅰ　遺物編　1983．3

1137 東大阪市文化財協会 若江北遺跡　樟蔭東学園校舎建設に伴う遺跡調査報告

31821 東大阪市文化財協会 神並遺跡Ⅰ　1986

31903 東大阪市文化財協会 神並遺跡Ⅲ　1988

31986 東大阪市文化財協会 神並古墳群遺跡第3次発掘調査報告

6650 東大阪市文化財協会 水走遺跡第2次・鬼虎川遺跡第20次発掘調査報告　1992

31852 東大阪市文化財協会 西の口遺跡第1次発掘調査概要　市立縄手中学校分教場建設工事に伴う第1次調査

32006 東大阪市文化財協会 西ノ辻遺跡第21次発掘調査報告　1990

31988 東大阪文化財協会 鬼虎川遺跡調査概要Ⅰ　遺物編　木製品　1988

44459 八尾市文化財調査研究会 八尾市文化財調査研究会報告65　2000年 八尾市文化財調査研究会報告６５

15257 豊中市教育委員会 しょうじ幼稚園東側崖を中心とした地質調査報告書

31915 豊中市教育委員会 蛍ヶ池西遺跡　1988年3月

32045 豊中市教育委員会 御獅子塚古墳　1990.11

17619 豊中市教育委員会 国指定史跡桜塚古墳群　大塚古墳・御獅子塚古墳　環境整備事業　1991年

6186 豊中市教育委員会 桜井谷窯跡群2-23号窯跡 豊中市文化財調査報告書第３０集

31927 豊中市教育委員会 新免遺跡　第11次発掘調査報告書　阪急宝塚線豊中市内連続立体交差事業に伴う埋蔵
文化財発掘調査

豊中市文化財調査報告第22集

31923 豊中市教育委員会 新免遺跡　第23次発掘調査概報　阪急宝塚線連続立体交差事業に伴う埋蔵文化財発掘
査

豊中市文化財調査報告第25集

15112 豊中市教育委員会 豊中市埋蔵文化財年報　Ｖｏｌ.1　1989,1990年度



15113 豊中市教育委員会 豊中市埋蔵文化財年報　ＶＯＬ．2

15280 豊中市教育委員会 豊中市埋蔵文化財年報　VOL．3

31921 豊中市教育委員会 豊中市埋蔵文化財発掘調査概要　1987年度

31925 豊中市教育委員会 豊中市埋蔵文化財発掘調査概要　1988年度

6318 豊中市教育委員会 豊中市埋蔵文化財発掘調査概要　1989年度

2864 豊中市教育委員会 豊中市埋蔵文化財発掘調査概要　1990年度

4685 豊中市教育委員会 豊中市埋蔵文化財発掘調査概要　1991（平成3）年度

17620 豊中市教育委員会 豊中市埋蔵文化財発掘調査概要　1992（平成4）年度

17621 豊中市教育委員会 豊中市埋蔵文化財発掘調査概要　1993（平成5）年度

14820 豊中市教育委員会 豊中市埋蔵文化財発掘調査概要　平成6（1994）年度

31917 豊中市教育委員会 野畑春日町遺跡　第1次調査報告書

31919 豊中市教育委員会 野畑春日町遺跡　第2次調査報告書

12580 枚方市教育委員会 旧川越村（村野・茄子作・山之上・田宮） 枚方市民俗文化財調査報告４

37418 枚方市文化財研究調査会 20年のあゆみ　1998

31751 枚方市文化財研究調査会 財団法人　枚方市文化財研究調査会　研究紀要　第1集　1984

14595 枚方市文化財研究調査会 財団法人　枚方市文化財研究調査会　研究紀要　第3集　1994

791 枚方市文化財研究調査会 財団法人　枚方市文化財研究調査会　研究紀要　第4集　1997

31842 枚方市文化財研究調査会 出屋敷遺跡Ⅱ　調査概要報告 枚方市文化財調査報告第１９集

31763 枚方市文化財研究調査会 春日　1984.3 枚方市民俗文化財調査報告１

31786 枚方市文化財研究調査会 小倉東遺跡　（関西外国語大学テニスコ－ト建設に伴う調査） 枚方市文化財調査報告第１８集

37420 枚方市文化財研究調査会 新版図録・枚方の遺跡　1998

17623 枚方市文化財研究調査会 図録・枚方の遺跡　1988

3483 枚方市文化財研究調査会 大阪府枚方市　鏡伝池遺跡　発掘調査概要報告 枚方市文化財調査報告第２５集

32047 枚方市文化財研究調査会 大阪府枚方市　藤阪東遺跡　発掘調査概要報告 枚方市文化財調査報告第２３集

31749 枚方市文化財研究調査会 楠葉瓦窯跡　粟倉瓦窯跡　発掘調査報告　1984.3 枚方市文化財研究調査会第１７集

32049 枚方市文化財研究調査会 枚方の鋳物師（一）　1990

4448 枚方市文化財研究調査会 枚方市文化財年報11　（1989年度）

5081 枚方市文化財研究調査会 枚方市文化財年報12　（1990年度分）

125754 枚方市文化財研究調査会 枚方市文化財年報13　(1991年度分)

10603 枚方市文化財研究調査会 枚方市文化財年報14　（1992年度分）

12062 枚方市文化財研究調査会 枚方市文化財年報15　（1993年度分）

13219 枚方市文化財研究調査会 枚方市文化財年報16　（1994年度分）

13221 枚方市文化財研究調査会 枚方市文化財年報17　（1995年度分）

793 枚方市文化財研究調査会 枚方市文化財年報18　（1996年度分）

36447 枚方市文化財研究調査会 枚方市文化財年報19　（1997年度分）

125693 枚方市文化財研究調査会 枚方市文化財年報Ⅲ　1982

31766 枚方市文化財研究調査会 枚方市文化財年報Ⅴ　1984

31804 枚方市文化財研究調査会 枚方市文化財年報Ⅵ　1985

31944 枚方市文化財研究調査会 枚方市文化財年報Ⅷ　1987

3673 枚方市文化財研究調査会 枚方市文化財年報Ⅹ　1989

31862 野畑遺跡発掘調査団 野畑遺跡　第2次発掘調査概報 豊中市文化財調査報告第１８集

125691 宮之前遺跡調査会 宮之前遺跡発掘調査概報　1970.3

40578 加西市教育委員会 遺跡の発掘調査から見る畑町の歴史　1995 根日女探訪７

40576 加西市教育委員会 横田遺跡　1994 根日女探訪５

40579 加西市教育委員会 村前遺跡　加西市西上野町　1996 根日女探訪８

40575 加西市教育委員会 長塚遺跡Ⅰ　加西中部地区県営ほ場整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告書
年

加西市埋蔵文化財調査報告２３

40577 加西市教育委員会 渡遺跡　1995 根日女探訪６

3537 五色町教育委員会 柳杭遺跡　発掘調査報告書　1991.3

32276 三田市教育委員会 天神遺跡　公共下水道管埋設にかかる発掘調査報告書（Ⅰ）　1987.3 兵庫県三田市文化財調査報告第３冊

32295 三田市教育委員会 武庫川下土地改良区圃場整備事業に伴う埋蔵文化財調査の記録’81～’87 兵庫県三田市文化財調査報告第５冊

32336 神戸市教育委員会 郡家遺跡　神戸市東灘区所在御影中町地区第3次調査概報　1990

兵庫県



32326 神戸市教育委員会 狩口台遺跡発掘調査報告書　1990

32330 神戸市教育委員会 住吉宮町遺跡　第11次調査　1990

32298 神戸市教育委員会 昭和60年度遺跡現地説明会資料　1舞子古墳群毘沙門2号墳　2住吉宮町遺跡（第2次）　3
楠 荒 遺跡　 家遺跡 城 前 第 次 　 神 タ 点遺跡　 森32316 神戸市教育委員会 昭和60年度神戸市埋蔵文化財年報　1988

32309 神戸市教育委員会 昭和61年度遺跡現地説明会資料

32286 神戸市教育委員会 昭和61年度神戸市埋蔵文化財年報　1989

32290 神戸市教育委員会 昭和63年度遺跡現地説明会資料

32284 神戸市教育委員会 神戸市須磨区　戎町遺跡　第1次発掘調査概報　1989

17721 神戸市教育委員会 地下に眠る神戸の歴史展Ⅵ　1988

32332 神戸市教育委員会 長田神社境内遺跡発掘調査概報　1990

32328 神戸市教育委員会 楠・荒田町遺跡Ⅲ　1990

32334 神戸市教育委員会 楠・荒田町遺跡発掘調査概報　第5次　1990

32288 神戸市教育委員会 日暮遺跡発掘調査報告書　1989

32279 神戸市教育委員会 繁田古窯址発掘調査報告書　1988

32338 神戸市教育委員会 舞子・東石ヶ谷遺跡Ⅱ　1990

32340 西淡町教育委員会　淡神文化財協
会

松原千畳敷遺跡試掘調査報告書　1990.12

6175 淡神文化財協会 下小名田遺跡発掘調査概要Ⅲ　その3　1992

6176 淡神文化財協会 玉津田中遺跡　発掘調査報告書Ⅰ　遺構編　1992

10546 淡神文化財協会 玉津田中遺跡発掘調査報告書Ⅱ　1993

3463 淡神文化財協会 元町遺跡発掘調査概報　1991

13916 淡神文化財協会 淡河中村遺跡　土地改良区圃場整備事業に伴う埋蔵文化財調査報告書　1992　2分冊（本
編 版編17686 淡神文化財協会 淡河萩原遺跡　発掘調査報告書（Ⅰ）　1992

11719 淡神文化財協会 都市計画道路北神中央線埋蔵文化財調査概要（Ⅳ）　下小名田遺跡（その4）　1993

7416 淡神文化財協会・赤松町遺跡調査 赤松町遺跡　発掘調査報告書　1992

17688 淡神文化財教会・淡河中山遺跡調
査

淡河中山遺跡　発掘調査報告書Ⅰ　1993

7211 淡神文化財教会・淡河萩原遺跡調
査

淡河萩原遺跡　発掘調査報告書（Ⅱ）　1992

4338 竹野町教育委員会 見蔵岡遺跡　1992

95841 中町教育委員会 多哥寺遺跡　1980～1982年度発掘調査報告書 奈良大学考古学研究室調査報告書第１３集
中 文化財報告11564 南淡町教育委員会 平松遺跡　1995

14925 姫路市教育委員会 御旅山13号墳　1995

125652 兵庫県教育委員会 西宮市所在　高畑町遺跡（Ⅲ）　ルネシティ西宮高畑町建設事業に伴う発掘調査報告書 兵庫県文化財調査報告第１９５冊

7605 兵庫県教育委員会 北青木遺跡　1986.3 兵庫県文化財調査報告第３６冊

125651 兵庫県三田市教育委員会 ミニミニ企画展第21弾　おかあさんの考古学

32324 妙見山麓遺跡調査会 神戸市灘区　都賀遺跡Ⅰ　神前地区の調査（1988年）

14922 妙見山麓遺跡調査会 神戸市灘区桜口町　灘・桜口遺跡　1990

32320 妙見山麓遺跡調査会 神戸市北区長尾　宅原遺跡　宮之元地区の調査（1986年）

32322 妙見山麓遺跡調査会 神出1986　神出古窯址群に関連する遺跡群の調査

17698 妙見山麓遺跡調査会 播磨産銅史の研究　1986

98001 妙見山麓遺跡調査会 播磨産銅史の研究　分析資料編　1999

98002 妙見山麓遺跡調査会 兵庫県多可郡中町　西安田長野遺跡群調査報告書（Ⅱ）　宮ヶ谷遺跡・長坂谷遺跡
満寺東 谷遺跡（関連遺構）　 安 遺跡　

中町文化財報告１８－２

98005 妙見山麓遺跡調査会 兵庫県多可郡八千代町　野間川流域の遺跡調査報告Ⅰ　保木遺跡　片瀬遺跡　花ノ宮遺
跡　 遺跡　

八千代町文化財調査報告書第３冊

98000 妙見山麓遺跡調査会 兵庫鉱業史の研究Ⅰ　（特集）兵庫県の鉱山・鉱物辞典　1994

98004 妙見山麓遺跡調査会・八千代町教
育委 会

兵庫県多可郡八千代町　大和川流域の遺跡群Ⅱ埋蔵文化財発掘調査報告書 八千代町文化財調査報告書第２冊

32292 奈良大学考古学研究室 満久谷遺跡　兵庫県加西市・加西カントリー倶楽部用地内遺跡の調査　1989・10 奈良大学考古学研究室調査報告書第１３集

125765 王寺町教育委員会 達磨寺3号墳　範囲確認調査報告書 王寺町文化財調査報告書第２集

125720 御所市教育委員会 御所市　樋野古墳群　昭和55年3月 御所市埋蔵文化財調査報告第１集

125711 御所市教育委員会 奈良県御所市　鴨都波遺跡　1977

7270 香芝市二上山博物館 第3回特別展　朱と黄金の世界・藤ノ木古墳　1993年4月29日～6月6日

125721 高取町教育委員会 タニグチ古墳群（付　タニグチ墳墓群）　発掘調査報告

125715 桜井市 安倍寺跡埋蔵文化財発掘調査概報　桜井市

125717 桜井市 桜井市　舞谷第5号墳前庭部　発掘調査報告　昭和62年3月

奈良県



125719 三郷町教育委員会 生駒郡　三郷町所在遺跡　発掘調査報告　1992　奈良県遺跡調査概報1991年度

30997 榛原町教育委員会 神木坂古墳群　1986年 榛原町文化財調査報告第２集

125710 田原本町教育委員会 昭和53年度　唐古・鍵遺跡　第4・5次発掘調査概報　1979

125731 奈良県 奈良カトリック教会跡の発掘調査

125724 奈良県 奈良県史跡名勝天然記念物調査会報告　第八回　（県内御陵墓・同伝説地及ビ古墳墓表）

125730 奈良県 緑地保全と古墳保護　中間報告

125725 奈良県記念物調査報告発行会 星塚古墳　大和国天理市上之庄 奈良県史跡名勝天然記念物調査抄報第七輯

125733 奈良県教育委員会 夏美ヶ丘団地予定地内所在遺跡　昭和46年度発掘調査概要　昭和47年3月

125727 奈良県教育委員会 昭和36年度　飛鳥遺跡調査概報（板蓋宮伝承地）　第2回

125742 奈良県教育委員会 菅原寺　喜光寺旧境内緊急発掘調査報告書 奈良県文化財調査報告書第12集

125737 奈良県教育委員会 西隆寺金堂跡発掘調査概報

125740 奈良県教育委員会 大和國磯城郡大三輪町穴師　珠城山古墳

125732 奈良県教育委員会 天理市平等坊・岩室遺跡発掘調査概要　昭和45年3月

125729 奈良県教育委員会 都祁村吐山池ノ谷1号墳　奈良市登大路町の瓦窯　発掘調査概要　昭和45年3月31日

125726 奈良県教育委員会 唐古彌生遺跡調査概要

125734 奈良県教育委員会 藤原宮跡　昭和43年度調査概要

125741 奈良県教育委員会 奈良県綜合文化調査報告書　吉野川流域　龍門地区　1953

125758 奈良県教育委員会 奈良山Ⅲ　平城ニュータウン予定地内遺跡調査概報

125739 奈良県教育委員会 飛鳥遺跡　発掘経過報告　昭和35～37年度 奈良県史跡名勝天然記念物調査抄報第16輯

125763 奈良県教育委員会 飛鳥宮跡　昭和41年度　発掘調査概報

125735 奈良県教育委員会 飛鳥京跡　昭和43年度発掘調査概報

125736 奈良県教育委員会 平城京左京三条二坊三坪発掘調査報告

125714 奈良県立橿原考古学研究所 橿原考古学研究所　第6回公開講演会資料　1989年11月3日

30781 奈良県立橿原考古学研究所 橿原考古学研究所記要　考古学論攷　第7冊

125718 奈良県立橿原考古学研究所 宮滝遺跡　昭和50年度発掘調査概報

125716 奈良県立橿原考古学研究所 考古学圖説　第1回配本　吉野川・紀ノ川流域　先史文化篇　奈良県北六田遺跡出土品
奈良 稲 遺跡30711 奈良県立橿原考古学研究所 太安萬侶墓 奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第４３冊

11036 奈良県立橿原考古学研究所 奈良県遺跡調査概報（第二分冊）　1989年度

125712 奈良県立橿原考古学研究所 奈良県御所市　巨勢山古墳群分布図　昭和59年3月31日

15256 奈良県立橿原考古学研究所 斑鳩　藤ノ木古墳　第二・三次調査報告書（2分冊　調査報告篇　考察篇　図版篇、分析と
技術篇 付 ）125713 奈良県立橿原考古学研究所 斑鳩町瓦塚1号墳発掘調査概報　昭和51年3月

125738 奈良県立橿原考古学研究所 平城京右京3条1坊6ノ坪　1976

30962 奈良国立文化財研究所 1989年度　平城宮跡発掘調査部発掘調査概報

6712 奈良国立文化財研究所 1991年度　　平城宮跡発掘調査部発掘調査概報

17567 奈良国立文化財研究所 1992年度　平城宮跡発掘調査部発掘調査概報

14847 奈良国立文化財研究所 1993年度　平城宮跡発掘調査部　発掘調査概要

30871 奈良国立文化財研究所 昭和53年度　平城宮跡発掘調査部発掘調査概報

30958 奈良国立文化財研究所 昭和55年度　平城宮跡発掘調査部発掘調査概報

30880 奈良国立文化財研究所 昭和56年度　平城宮跡発掘調査部発掘調査概報

30888 奈良国立文化財研究所 昭和57年度　平城宮跡発掘調査部発掘調査概報

30906 奈良国立文化財研究所 昭和61年度　平城宮跡発掘調査部発掘調査概報

30919 奈良国立文化財研究所 藤原京右京七条一坊西南坪　発掘調査報告

30921 奈良国立文化財研究所 藤原京左京二条一坊・同二条二坊　発掘調査報告

30831 奈良国立文化財研究所 奈良国立文化財研究所年報　1979

30833 奈良国立文化財研究所 奈良国立文化財研究所年報　1981

30838 奈良国立文化財研究所 奈良国立文化財研究所年報　1983

30840 奈良国立文化財研究所 奈良国立文化財研究所年報　1984

3057 奈良国立文化財研究所 奈良国立文化財研究所年報　1990

17562 奈良国立文化財研究所 奈良国立文化財研究所年報　1992

30989 奈良市教育委員会 奈良市埋蔵文化財調査センター紀要　1985

31003 奈良市教育委員会 奈良市埋蔵文化財調査センター紀要　1986

125764 奈良市教育委員会 奈良市埋蔵文化財調査センター紀要　1987

31005 奈良市教育委員会 奈良市埋蔵文化財調査概要報告書　昭和61年度



31007 奈良市教育委員会 奈良市埋蔵文化財調査概要報告書　昭和62年度

31015 奈良市教育委員会 奈良市埋蔵文化財調査概要報告書　昭和63年度

31022 奈良市教育委員会 奈良市埋蔵文化財調査概要報告書　平成元年度

30991 奈良市教育委員会 奈良市埋蔵文化財調査報告書　昭和60年度

30999 奈良市教育委員会 平城京東市跡推定地の調査Ⅳ　第6次発掘調査概報

31001 奈良市教育委員会 平城京東市跡推定地の調査Ⅴ　第7次発掘調査概報

31018 奈良市教育委員会 平城京東市跡推定地の調査Ⅵ　第8次発掘調査概報

31012 奈良市教育委員会 平城京東市跡推定地の調査Ⅶ　第9次発掘調査概報

125757 奈良市教育委員会 平城京東市跡推定地の調査Ⅷ　第10次発掘調査概報

42109 奈良市教育委員会 平城京東市跡推定地の調査Ⅸ　第11次発掘調査概報

31098 奈良大学考古学研究室 菅原遺跡　平城京西方丘陵基壇建物跡の発掘調査　1982・3 奈良大学平城京発掘調査報告書第１集

95839 奈良大学考古学研究室 平城京左京四条三坊十一坪　発掘調査報告書　平城京跡および下層縄文遺跡の調査 奈良大学平城京発掘調査報告書第２集

125418 奈良文化財研究所 飛鳥・藤原宮発掘調査出土木簡概報（17）

125419 奈良文化財研究所 飛鳥･藤原宮発掘調査出土木簡概報（18）

125420 奈良文化財研究所 飛鳥･藤原宮発掘調査出土木簡概報（19）

125760 奈良文化財研究所 飛鳥･藤原宮発掘調査出土木簡概報（十五）

125761 奈良文化財研究所 飛鳥・藤原宮発掘調査出土木簡概報（十六）

125759 奈良文化財研究所 平城宮発掘調査出土木簡概報（三十七）　付『平城宮木簡一』補訂三

30915 奈良国立文化財研究所 飛鳥・藤原宮発掘調査概報11　昭和56年4月

30867 奈良国立文化財研究所 飛鳥・藤原宮発掘調査報告Ⅲ　藤原宮西辺地区・内裏東外郭の調査　1980 奈良国立文化財研究所学報第37冊

125723 奈良国立文化財研究所 飛鳥寺南方遺跡　発掘調査報告　1995.3

14848 奈良国立文化財研究所 平城宮跡発掘調査部　発掘調査概報　1994年度

44632 奈良国立文化財研究所 平城宮発掘調査出土木簡概報(35)　付『平城宮木簡一』補訂一

30856 奈良国立文化財研究所 平城宮発掘調査報告Ⅹ　古墳時代Ⅰ　1980 奈良国立文化財研究所学報第３９冊

125750 奈良国立文化財研究所 平城宮発掘調査報告ⅩⅢ　内裏の調査Ⅱ［本文編・図版編］ 奈良国立文化財研究所学報第５０冊

125751 奈良国立文化財研究所 平城宮発掘調査報告ⅩⅣ　第二次大極殿院の調査　1993 奈良国立文化財研究所創立40周年記念学報第51冊

30877 奈良国立文化財研究所 平城京右京二条二坊十六坪　発掘調査概報

30944 奈良国立文化財研究所 平城京右京八条一坊十三・十四坪発掘調査報告 奈良国立文化財研究所学報第46冊

17566 奈良国立文化財研究所 平城京左京三条一坊七坪　発掘調査報告

30908 奈良国立文化財研究所 平城京左京四条二坊一坪　1987.3

125728 奈良国立文化財研究所 平城京左京四條四坊九坪　発掘調査報告

38957 奈良国立文化財研究所 平城京木簡一　長屋王家木簡一　解説

125722 飛鳥平城京跡保存会 藤原宮跡　木簡　昭和四十三年三月

31085 法隆寺発掘調査概報編集小委員会 法隆寺発掘調査概報Ⅱ

38663 埋蔵文化財天理教調査団 奈良県天理市　布留遺跡守目堂（ツルクビ）地区・守目堂（鑵子山）地区発掘調査報告書 考古学調査研究中間報告２０

94078 埋蔵文化財天理教調査団 布留遺跡出土の中国陶磁器　2002 考古学調査研究中間報告２１

15410 埋蔵文化財天理教調査団 布留遺跡布留（西小路）地区古墳時代の遺構と遺物　1976.9～1977.3調査 考古学調査研究中間報告19

6465 (財)和歌山県文化財センター （財）和歌山県文化財センター年報　1988

5504 (財)和歌山県文化財センター （財）和歌山県文化財センター年報　1989

5505 (財)和歌山県文化財センター （財）和歌山県文化財センター年報　1990

5506 (財)和歌山県文化財センター （財）和歌山県文化財センター年報　1991

15281 (財)和歌山県文化財センター （財）和歌山県文化財センター年報　1994

9586 (財)和歌山県文化財センター （財）和歌山県埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ年報　1993

5509 (財)和歌山県文化財センター 粟生遺跡　県道有田・高野線改良工事に伴う縄文時代遺跡発掘調査概報　1988.3

5519 (財)和歌山県文化財センター 粟生遺跡発掘調査報告書　県道有田・高野線改良工事に伴う発掘調査　1990年3月

5516 (財)和歌山県文化財センター 稲成遺跡　一般国道42号（田辺バイパス）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　1990年3月

6629 (財)和歌山県文化財センター 稲成遺跡発掘調査概報　1990年3月

6623 (財)和歌山県文化財センター 岡村遺跡　亀の川中小河川改修工事に伴う弥生遺跡発掘調査概報　1988・10

5529 (財)和歌山県文化財センター 笠嶋遺跡　串本中学校校舎建築に伴う発掘調査報告書　1991年3月

5522 (財)和歌山県文化財センター 吉原遺跡　県道柏・御坊線改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　1990年3月

6397 (財)和歌山県文化財センター 吉原遺跡　県道柏・御坊線改良工事に伴う弥生遺跡発掘調査概報　1988.3

和歌山県



5517 (財)和歌山県文化財センター 金剛峯寺遺跡　高野山霊宝館新収蔵庫及び駐車場建設に伴う発掘調査報告書　1990年3

6395 (財)和歌山県文化財センター 金剛峯寺遺跡　南都銀行高野山支店新築工事に伴う発掘調査　1990年3月

6632 (財)和歌山県文化財センター 金剛峯寺遺跡発掘調査概報　紀陽銀行高野山支店新築工事に伴う発掘調査　1991.3

125376 (財)和歌山県文化財センター 金剛峯寺遺跡発掘調査概報　高野山文化財防災施設貯水槽新設工事に伴う　1992

125375 (財)和歌山県文化財センター 警察庁舎等建設に伴う　金剛峯寺遺跡発掘調査概報　1993年3月

5507 (財)和歌山県文化財センター 今福町遺跡発掘調査概報　1987

5510 (財)和歌山県文化財センター 根来寺坊院跡　岩出町立歴史民俗資料館建設に伴う発掘調査　1988年3月

5512 (財)和歌山県文化財センター 根来寺坊院跡　根来公衆便所設置に伴う発掘調査概報　1989.3

5531 (財)和歌山県文化財センター 根来寺坊院跡　前山地区宅地造成工事に伴う調査　1991年12月

14899 (財)和歌山県文化財センター 根来寺坊院跡　大谷川改修工事に伴う発掘調査　1995年10月

6624 (財)和歌山県文化財センター 根来寺坊院跡　町道根来・北大池線改良舗装工事に伴う事前発掘調査概報　1988.10

17670 (財)和歌山県文化財センター 根来寺坊院跡　平成4年度

5515 (財)和歌山県文化財センター 佐藤春夫記念館建設に伴う　速玉大社境内遺跡発掘調査概報　1989.3

5524 (財)和歌山県文化財センター 佐野遺跡発掘調査概報　1990.12

5532 (財)和歌山県文化財センター 山東22号古墳　県道和歌山橋本線改良工事に伴う発掘調査概報　1992年3月

5527 (財)和歌山県文化財センター 小熊Ⅲ・木曽遺跡試掘調査報告書　1991・2

17663 (財)和歌山県文化財センター 西国分Ⅱ遺跡　株式会社ゴトーキン店舗建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概要　1993.12

5525 (財)和歌山県文化財センター 西国分Ⅱ遺跡発掘調査概報　1990.11

14900 (財)和歌山県文化財センター 西庄遺跡発掘調査Ⅰ　都市計画西脇・山口線道路拡張工事に伴う確認調査　1995

14901 (財)和歌山県文化財センター 川辺遺跡発掘調査報告書　一般国道24号和歌山バイパス建設に伴う遺跡発掘調査1（本
版 5526 (財)和歌山県文化財センター 鳥居遺跡発掘調査概報　JR紀勢本線海南駅連続立体交差事業に伴う発掘調査　1991.3

5521 (財)和歌山県文化財センター 田殿尾中遺跡発掘調査概報　1990.3

5530 (財)和歌山県文化財センター 南紀男山焼　1992.3

17662 (財)和歌山県文化財センター 蛭田坪遺跡　御坊駅前吉原線街路整備工事に伴う埋蔵文化財発掘調査概要　1993.12

17665 (財)和歌山県文化財センター 蛭田坪遺跡　御坊駅前新川橋線街路整備工事に伴う埋蔵文化財発掘調査概要　1994・3

17664 (財)和歌山県文化財センター 名古曽Ⅰ遺跡　高野口町町道福島一之戸線建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概要　1994.3

17668 (財)和歌山県文化財センター 明恵上人遺跡発掘調査概報　1992.10

5514 (財)和歌山県文化財センター 有田郡清水町　粟生遺跡　県道有田・高野線道路改良工事に伴う第4次発掘調査概報

17669 (財)和歌山県文化財センター 和歌山県有田郡吉備町　旧吉備中学校校庭遺跡　県営緊急畑地帯総合整備事業に係る
掘 査概 報告書　 年17667 (財)和歌山県文化財センター・和歌

山県教育委員会
根来寺坊院跡　1994．3

17666 (財)和歌山県文化財センター・和歌
山県教育委員会

根来寺坊院跡　広域営農団地農道整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　1994年3

4949 (財)和歌山市文化体育振興事業団 鳴神Ⅵ遺跡第3次発掘調査報告書　1992年3月 和歌山市文化体育振興事業団調査報告書第５集

4945 (財)和歌山市文化体育振興事業団 鳴神Ⅵ遺跡発掘調査報告書　1991年3月 和歌山市文化体育振興事業団調査報告書第３集

32165 帝塚山大学考古学研究室 田辺市　三栖廃寺遺跡発掘調査概要Ⅳ　1981

32167 帝塚山大学考古学研究室 田辺市　三栖廃寺遺跡発掘調査概要Ⅴ　1982

32169 帝塚山大学考古学研究室 田辺市　立戸遺跡確認発掘調査概要　1982

17680 同志社大学考古学研究室・和歌山
市教育委員会

和歌山市　木ノ本釜山（木ノ本Ⅲ）遺跡　発掘調査報告書　1989.3

17681 和歌山教育委員会 ふるさとの心民俗芸能保存対策事業記録作成　花園村の年中行事

32155 和歌山県教育委員会 広域遺跡群詳細分布調査3　伊都地方広域遺跡群詳細分布調査概報 広域遺跡群詳細分布調査３

32153 和歌山県教育委員会 根来寺坊院跡　昭和63年度

125323 和歌山県文化財研究会 下富安遺跡発掘調査概報　1977.3

4944 和歌山市教育委員会 和歌山県和歌山市　六十谷古墳群発掘調査報告書　1991

33058 (財)鳥取県教育文化財団 鳥取県米子市中国横断自動車道岡山・米子線建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　上
福 遺跡 遺跡 州府第 遺跡 州府古墳群　

鳥取県教育文化財団調査報告書17

15466 倉吉教育委員会 山名氏館跡推定地発掘調査報告書　平成4年度 倉吉市文化財調査報告書第７５集

15467 倉吉教育委員会 西焼ス古墳群・清水谷尻1号墳　発掘調査報告書　平成4年度 倉吉市文化財調査報告書第７７集

15464 倉吉教育委員会 大日寺遺跡群発掘調査報告書　平成4年度 倉吉市文化財調査報告書第７３集

15468 倉吉教育委員会 猫山遺跡第4次発掘調査報告書　平成4年度 倉吉市文化財調査報告書第78集

15465 倉吉教育委員会 福本家ノ上古墓発掘調査報告書　平成4年度 倉吉市文化財調査報告書第７４集

6282 倉吉市教育委員会 横谷峰遺跡発掘調査報告書　平成3年度 倉吉市文化財調査報告書第６８集

3968 倉吉市教育委員会 宮ノ前遺跡発掘調査報告書　平成2年度 倉吉市文化財調査報告書第６３集

33198 倉吉市教育委員会 芸才寺1号墳発掘調査報告書　昭和63年度 倉吉市文化財調査報告書第５７集

鳥取県



14965 倉吉市教育委員会 古神宮古墓発掘調査報告書　平成6年度 倉吉市文化財調査報告書第８１集

3969 倉吉市教育委員会 後口野1号墳発掘調査報告書　平成2年度 倉吉市文化財調査報告書第６４集

33166 倉吉市教育委員会 郊家平古墳群発掘調査報告書　東伯農業水利事業に伴う谷原石山埋蔵文化財発掘調査
報告書

倉吉市文化財調査報告書第４６集

33174 倉吉市教育委員会 史跡　大原廃寺第2次発掘調査概報　昭和62年度 倉吉市文化財調査報告書第５０集

3970 倉吉市教育委員会 史跡　大原廃寺第3次発掘調査概報　平成2年度 倉吉市文化財調査報告書第６５集

33176 倉吉市教育委員会 四王寺地区ほ場整備事業に伴う四王寺遺跡群　西前遺跡発掘調査報告書　昭和62年度 倉吉市文化財調査報告書第５１集

33178 倉吉市教育委員会 耳古墳群発掘調査報告書　昭和62年度 倉吉市文化財調査報告書第５２集

6281 倉吉市教育委員会 柴栗古墳群発掘調査報告書　平成3年度 倉吉市文化財調査報告書第６７集

33162 倉吉市教育委員会 倉吉市内遺跡分布調査報告書Ⅲ　昭和61年度 倉吉市文化財調査報告書第４２集

33190 倉吉市教育委員会 倉吉市内遺跡分布調査報告書Ⅳ　昭和63年度 倉吉市文化財調査報告書第５３集

3967 倉吉市教育委員会 倉吉市内遺跡分布調査報告書Ⅴ　平成2年度 倉吉市文化財調査報告書第６２集

6280 倉吉市教育委員会 倉吉市内遺跡分布調査報告書Ⅵ　平成3年度 倉吉市文化財調査報告書第６６集

15459 倉吉市教育委員会 倉吉市内遺跡分布調査報告書Ⅶ　平成4年度 倉吉市文化財調査報告書第７１集

14966 倉吉市教育委員会 倉吉市内遺跡分布調査報告書Ⅷ　平成6年度 倉吉市文化財調査報告書第８０集

33172 倉吉市教育委員会 中国電力　八橋線鉄塔建設予定地内発掘調査報告書　昭和62年度 倉吉市文化財調査報告書第４９集

15476 倉吉市教育委員会 中尾遺跡発掘調査報告書　平成3年度 倉吉市文化財調査報告書第６９集

14963 倉吉市教育委員会 長谷遺跡発掘調査報告書　平成4年度 倉吉市文化財調査報告書第７６集

33164 倉吉市教育委員会 東山田1号墳発掘調査報告書　昭和61年度 倉吉市文化財調査報告書第４３集

14967 倉吉市教育委員会 二タ子塚遺跡発掘調査報告書　平成6年度 倉吉市文化財調査報告書第８２集

6283 倉吉市教育委員会 伯耆国庁跡の発掘調査　（第7次調査の概要）　平成3年度 倉吉市文化財調査報告書第７０集

14968 倉吉市教育委員会 不入岡遺跡群発掘調査概報　不入岡遺跡・沢ベリ遺跡2次調査　平成6年度 倉吉市文化財調査報告書　第８３集

33196 倉吉市教育委員会 北面遺跡群　イキス遺跡発掘調査報告書　昭和63年度 倉吉市文化財調査報告書第５６集

33200 倉吉市教育委員会 養水遺跡群　養水古墳群・上養水遺跡　発掘調査報告書　昭和63年度 倉吉市文化財調査報告書第５８集

33168 倉吉市教育委員会 立縫遺跡群Ⅲ　大山遺跡発掘調査報告書　昭和62年度 倉吉市文化財調査報告書第４７集

33194 倉吉市教育委員会 立縫遺跡群Ⅳ　大山遺跡発掘調査報告書（Ｃ・Ｄ地区）　昭和63年度 倉吉市文化財調査報告書第５４集

3966 倉吉市教育委員会 立縫遺跡群Ⅵ　頭根後谷遺跡発掘調査報告書　平成2年度 倉吉市文化財調査報告書第６１集

33170 倉吉市教育委員会 倭文遺跡群発掘調査報告書Ⅱ　荒神畑遺跡　小鋳物師遺跡　大平遺跡　昭和62年度 倉吉市文化財調査報告書第４８集

33192 倉吉市教育委員会 倭文遺跡群発掘調査報告書Ⅲ　野口遺跡　家ノ上遺跡　昭和63年度 倉吉市文化財調査報告書第５５集

125773 鳥取県気高郡鹿野町教育委員会 寺内京南遺跡　1993.3 鹿野町文化財調査報告書第１３集

6475 鳥取県教育委員会 鳥取市桂見　東桂見遺跡　試掘調査報告書　布勢運動公園拡張区域にかかる埋蔵文化財
試掘調査　

鳥取県埋蔵文化財センター調査報告６

6474 鳥取県教育委員会 布勢運動公園拡張整備事業に伴う　布施鶴指奥墳墓群　試掘調査報告書　1992・3

95644 鳥取県教育文化財団 一般県道180号線道路改良工事に係る埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅲ　鳥取県米子市　古
遺跡群 　古 宮 遺跡　古 古墳群　

鳥取県教育文化財団調査報告書７８

95641 鳥取県教育文化財団 一般県道青谷停車場井手線地方特定道路整備事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅱ
鳥 県気高 青谷 　青谷 寺地遺跡 （本文編 　 版編）

鳥取県教育文化財団調査報告書７４

3174 鳥取県教育文化財団 一般国道9号（羽合道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅰ　鳥取県東伯郡羽
合 　南谷 ジ 遺跡　南谷夫婦塚遺跡　南谷 号墳　乳 谷第 遺跡　宇野

鳥取県教育文化財団調査報告書２６

6326 鳥取県教育文化財団 一般国道9号（羽合道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅱ　鳥取県東伯郡泊
村　宇 第 遺跡　鳥 東伯 合 　南 遺跡　

鳥取県教育文化財団調査報告書２８

15461 鳥取県教育文化財団 一般国道9号（羽合道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅳ　鳥取県東伯郡泊
村　園 遺跡　園 号墳　 第 遺跡　

鳥取県教育文化財団調査報告書３３

125649 鳥取県教育文化財団 一般国道9号（羽合道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅴ　鳥取県東伯郡羽
合 　南谷大山遺跡 　南谷 号墳　

鳥取県教育文化財団調査報告書３６

95643 鳥取県教育文化財団 一般国道9号（名和淀江道路）の改築に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅱ　鳥取県西伯郡
名 　 遺跡　押 堂遺跡　鳥 伯 　富 播磨 遺跡　安

鳥取県教育文化財団調査報告書７７

15460 鳥取県教育文化財団 一般国道9号米子道路工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅱ　鳥取県西伯郡淀江町
今津塚 遺跡　福 遺跡（ ）　

鳥取県教育文化財団調査報告書３０

14969 鳥取県教育文化財団 一般国道9号米子道路工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅵ　鳥取県西伯郡淀江町
大 畑遺跡　

鳥取県教育文化財団調査報告書３６

14971 鳥取県教育文化財団 一般国道9号米子道路工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅷ　鳥取県西伯郡淀江町
第 遺跡 　

鳥取県教育文化財団調査報告書３８

6325 鳥取県教育文化財団 一般国道9号米子道路埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅰ　鳥取県西伯郡淀江町　福岡遺跡 鳥取県教育文化財団調査報告書２７

7460 鳥取県教育文化財団 一般国道9号米子道路埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅲ　鳥取県西伯郡淀江町　井手胯遺跡 鳥取県教育文化財団調査報告書３１

15462 鳥取県教育文化財団 一般国道9号米子道路埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅳ　鳥取県米子市　尾高御建山遺跡
高古墳群　

鳥取県教育文化財団調査報告書３４

14972 鳥取県教育文化財団 一般国道9号米子道路埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅸ　鳥取県米子市　尾高御建山遺跡Ⅱ
高古墳群 　 高 号横穴墓　

鳥取県教育文化財団調査報告書３９

14973 鳥取県教育文化財団 県立フラワーパーク建設に係る埋蔵文化財発掘調査報告書　鶴田東山遺跡　鶴田合清水
遺跡　

鳥取県教育文化財団調査報告書４０

95642 鳥取県教育文化財団 中国横断自動車道姫路鳥取線（智頭～鳥取間）整備事業にかかる埋蔵文化財発掘調査報
告書 　鳥 　高福 将 遺跡　

鳥取県教育文化財団調査報告書７６

33041 鳥取県教育文化財団 鳥取県羽合町　長瀬高浜遺跡発掘調査報告書Ⅳ　天神川流域下水道事業に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書（埴輪編）

鳥取県教育文化財団報告書１１

33043 鳥取県教育文化財団 鳥取県羽合町　長瀬高浜遺跡発掘調査報告書Ⅴ　天神川流域下水道事業に伴う埋蔵文
財 掘 査報告書 本 編　 録編

鳥取県教育文化財団報告書１２

33048 鳥取県教育文化財団 鳥取県羽合町　長瀬高浜遺跡発掘調査報告書Ⅵ　天神川流域下水道事業に伴う埋蔵文
財 掘 査報告書　 　 　本 編　 版編

鳥取県教育文化財団報告書14

95645 鳥取県教育文化財団 鳥取県西伯郡名和町　坪田遺跡　一般県道旧奈和西坪線地方特定道路整備事業に係る
埋蔵文化財発掘調査報告書　

鳥取県教育文化財団調査報告書７９

14970 鳥取県教育文化財団 鳥取県西伯郡淀江町　百塚第5遺跡　小波狭間谷遺跡　鳥取県米子市　泉上経前遺跡 鳥取県教育文化財団調査報告書３７

33070 鳥取県教育文化財団 鳥取県鳥取市　秋里遺跡（西皆竹）　鳥取県保健会館（仮称）建設に伴う発掘調査報告書 鳥取県教育文化財団調査報告書２４



33053 鳥取県教育文化財団 鳥取県米子市　一般国道9号改築予定地内遺跡調査報告書　東宗像遺跡　1985 鳥取県教育文化財団調査報告書１６

33063 鳥取県教育文化財団 鳥取県米子市　中国横断自動車道岡山・米子線工事に伴う　埋蔵文化財発掘調査報告書
福 遺跡 　

鳥取県教育文化財団調査報告書２２

33065 鳥取県教育文化財団 鳥取県米子市一般国道9号改築予定地内遺跡調査報告書　大﨏山横穴墓群　1987 鳥取県教育文化財団調査報告書２３

6327 鳥取県教育文化財団 鳥取市　東桂見遺跡　鳥取市　布勢鶴指奥墳墓群　布勢総合運動公園公園整備工事のう
ち埋蔵文化財調査委託事業　

鳥取県教育文化財団調査報告書２９

33045 鳥取県教育文化財団 鳥取市円護寺　円護寺遺跡群　中ノ郷団地（円護寺地区）開発に伴う埋蔵文化財発掘調査 鳥取県教育文化財団調査報告書１３

33067 鳥取県教育文化財団 鳥取市湖山町　湖山第1遺跡　県道飛行場布勢線道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調
査報告書　

鳥取県教育文化財団調査報告書２４

95646 鳥取県教育文化財団 年報2001

15475 鳥取県教育文化財団 一般国道9号（羽合道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅲ　鳥取県東伯郡羽
合 　南谷大山遺跡　南谷 ジ 遺跡　南谷 号墳　

鳥取県教育文化財団調査報告書３２

15474 鳥取県教育文化財団 一般国道9号米子道路埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅴ　鳥取県米子市　泉中峰・泉前田遺
跡　

鳥取県教育文化財団調査報告書３５

31091 鳥取県東伯郡大栄町教育委員会 妻波古墓　発掘調査報告書　1985・3 奈良大学考古学研究室調査報告書第１１集

33143 鳥取県日野郡日南町教育委員会 内ノ倉山横穴群　発掘調査報告書　1986・3

33141 鳥取県八頭郡船岡町教育委員会 鳥取県八頭郡船岡町　奈免羅・西の前遺跡　中小河川改修事業八東川改良工事に伴う発
掘 査　6162 船岡町教育委員会 鳥取県八頭郡船岡町伊　牧野遺跡発掘調査報告書2　新農村地域定住促進対策事業に伴
う試掘調査　

船岡町埋蔵文化財調査報告書第５集

125647 東郷町教育委員会 羽衣石城址　鳥取県東郷町羽衣石城跡遺跡調査報告書　1993年3月 東郷町文化財報告書第９集

14958 東郷町教育委員会 鳥取県東伯郡東郷町　川上73号・74号墳発掘調査報告書　平成5年度 東郷町文化財報告書第１０集

6690 東郷町教育委員会 鳥取県東伯郡東郷町　別所22号墳発掘調査報告書　平成4年度 東郷町文化財報告書第８集

33260 中国建設弘済会 覚寺古墳群　一般国道9号鳥取バイパス建設に伴う発掘調査報告書　1990

33180 日南町教育委員会 鳥取県日野郡日南町　福栄2号墳発掘調査報告書　町道中野神戸線の修繕工事に伴う埋
蔵 財 掘 査報告書　 年

日南町教育委員会文化財報告書２

2105 米子市教育委員会 鳥取県米子市　上福万妻神遺跡　県道金屋谷米子線改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調
査報告書　125533 淀江町教育委員会 妻木晩田遺跡　洞ノ原地区・晩田山古墳群発掘調査報告書（2分冊　本文編･図版編） 淀江町埋蔵文化財調査報告書第５０集

7535 建設省松江国道工事事務所 一般国道9号（安来道路）建設予定地内埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅳ（越峠遺跡・宮内遺
跡 　 年7542 建設省松江国道工事事務所 一般国道9号松江道路建設予定地内埋蔵文化財発掘調査報告書ⅩⅠ（才ノ峠遺跡）

年15479 島根県教育委員会 一般県道市木井原線道路改良工事に伴う　埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅱ　父ヶ平遺跡・
中 遺跡　タタ 山第 第 遺跡　製鉄遺跡 調査と 録15478 島根県教育委員会 一般県道市木井原線道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅰ　父ｹ平遺跡・中

遺跡 タタ 第 第 遺跡　製鉄遺跡 査 録　 年15491 島根県教育委員会 一般県道米子伯太線道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　島根県安来市所
在　 遺跡　 年14975 島根県教育委員会 一般国道9号（安来道路）建設予定地内埋蔵文化財発掘調査概報　遺跡が語る古代の安
来　 年770 島根県教育委員会 一般国道9号（安来道路）建設予定地内埋蔵文化財発掘調査報告書　西地区Ⅳ　柳Ⅱ遺跡

久白墳墓群　神庭 遺跡　 年
　

14984 島根県教育委員会 一般国道9号（安来道路）建設予定地内埋蔵文化財発掘調査報告書9　才ノ神遺跡　普請
場遺跡　島 谷 遺跡　 年14981 島根県教育委員会 一般国道9号（安来道路）建設予定地内埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅴ　臼コクリ遺跡　大

遺跡　 年 　（本文編　 版編）15489 島根県教育委員会 一般国道9号（安来道路）建設予定地内埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅵ　明子谷遺跡・島田
遺跡　島 遺跡 猫 遺跡　 年15490 島根県教育委員会 一般国道9号（安来道路）建設予定地内埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅶ　石田遺跡・カンボ

ウ遺跡 吉遺跡　 年15477 島根県教育委員会 一般国道9号安来道路建設予定地内　埋蔵文化財発掘調査報告書　西地区Ⅰ　（御崎谷・
土 清水遺跡 か）　 年771 島根県教育委員会 一般国道9号線（安来道路）建設予定地内埋蔵文化財発掘調査報告書12　徳見津遺跡・目

遺跡 徳寺遺跡　 年15493 島根県教育委員会 益田市上久々茂土居跡遺跡出土　鉄滓・鉄釘の金属学的調査　平成5年3月

14974 島根県教育委員会 塩津山1号墳　一般国道9号（安来道路）建設予定地内埋蔵文化財調査概報　1995.3

7468 島根県教育委員会 古曽志遺跡群発掘調査報告書　朝日ヶ丘団地造成工事に伴う発掘調査　1989年3月

7537 島根県教育委員会 国道431号線バイパス建設予定地内埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅳ　八色谷古墳群　1993
年773 島根県教育委員会 国道431号線バイパス建設予定地内埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅴ　本庄川流域条里遺
跡7536 島根県教育委員会 志津見ダム建設予定地内埋蔵文化財調査報告書1　板屋Ⅱ遺跡　平成5年3月

13559 島根県教育委員会 志津見ダム建設予定地内埋蔵文化財調査報告書3　門遺跡　平成8年3月

772 島根県教育委員会 志津見ダム建設予定地内埋蔵文化財発掘調査報告4　檀原遺跡・谷川遺跡　殿淵山毛宅
前鈩跡15492 島根県教育委員会 上久々茂土居跡・大峠遺跡　一般国道191号改築に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

125772 島根県教育委員会 朝酌川広域河川改修事業に伴う　埋蔵文化財発掘調査報告書第13冊　島根県松江市西
津 所在　 津遺跡 　 年11119 島根県教育委員会 朝酌川中小河川改修工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　原の前遺跡　1995年3月

15494 島根県教育委員会 島根県教育庁文化課　埋蔵文化財調査センター年報Ⅱ　平成5年度

15118 島根県教育委員会 島根県教育庁文化課　埋蔵文化財調査センター年報Ⅲ　平成6年度

381 島根県川本町教育委員会 中世城郭発掘調査報告書　石見・小笠原氏城郭　丸山城跡　1997年3月

16819 特殊法人　日本芸術文化振興会 松平出羽守抱屋敷　出雲国松江藩抱屋敷発掘調査報告　初台遺跡

4552 岡山県吉井町教育委員会 備前周匝茶臼山城址発掘調査報告書　1990年

島根県

岡山県



32420 岡山県教育委員会 岡山県埋蔵文化財報告17　1987.3

32422 岡山県教育委員会 岡山県埋蔵文化財報告18　1988.3

32426 岡山県教育委員会 岡山県埋蔵文化財報告19　1989.3

32431 岡山県教育委員会 岡山県埋蔵文化財報告20　1990.3

2702 岡山県教育委員会 岡山県埋蔵文化財報告21　1991.3

6035 岡山県教育委員会 岡山県埋蔵文化財報告22　1992.3

15436 岡山県教育委員会 岡山県埋蔵文化財報告24　1994.3

32353 岡山県教育委員会 岡山県埋蔵文化財報告5　1975.3

32418 岡山県教育委員会 樋本遺跡　総社南高校建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　1987.3 岡山県埋蔵文化財発掘調査報告書６５

32410 岡山県教育委員会 龍王塚古墳　新岡山空港建設に伴う発掘調査　1984 岡山県埋蔵文化財発掘調査報告書５８

32492 岡山県御津町教育委員会 伊田沖遺跡　1988年3月 御津町埋蔵文化財発掘調査報告４

32490 岡山県御津町教育委員会 原遺跡　圃場整備事業に伴う発掘調査　1988年3月 御津町埋蔵文化財発掘調査報告３

32494 岡山県御津町教育委員会 寺部遺跡　1990年2月 御津町埋蔵文化財発掘調査報告６

5086 岡山県御津町教育委員会 平岡西遺跡Ⅰ　1992年8月 御津町埋蔵文化財発掘調査報告８

6289 岡山県御津町教育委員会 平岡西遺跡Ⅱ　1991年3月 御津町埋蔵文化財発掘調査報告７

14935 岡山県山陽町教育委員会 南方前池遺跡　縄文時代木の実貯蔵穴の発掘

32482 御津町教育委員会 原遺跡、三条・富谷地区　発掘調査概報　1989年3月 御津町埋蔵文化財発掘調査報告５

32446 赤磐郡山陽町教育委員会 岡山県営山陽新住宅市街地開発事業用地内埋蔵文化財発掘調査概報（1）　用木古墳群
掘 査概報　 年

6727 (財)広島県埋蔵文化財調査セン
タ

研究輯録Ⅰ　1991

32649 広島県草戸千軒町遺跡調査研究所 神辺御領遺跡第1次発掘調査概報　1976

6424 (財)広島県埋蔵文化財調査セン
タ

研究輯録Ⅱ　1992

125522 広島市教育委員会 広島付近の主要交通路の変遷　1983.3 広島市の文化財第２２集

15447 広島県埋蔵文化財調査センター 研究輯録Ⅲ　1993

32513 広島県埋蔵文化財センタ－ 広島県立埋蔵文化財センタ－年報1　広島県の埋蔵文化財　昭和58・59・60年度

32515 広島県埋蔵文化財センタ－ 広島県立埋蔵文化財センタ－年報2　広島県の埋蔵文化財　昭和61年度

32517 広島県埋蔵文化財センタ－ 広島県立埋蔵文化財センタ－年報3　広島県の埋蔵文化財　昭和62年度

125517 広島県埋蔵文化財センタ－ 年報Ⅰ　昭和53年度～昭和57年度　1985

125518 広島県埋蔵文化財センタ－ 年報Ⅱ　昭和58年度～昭和60年度　1987

125519 広島県埋蔵文化財センタ－ 年報Ⅲ　昭和61年度　1988

32522 広島県埋蔵文化財センタ－ 年報Ⅴ　昭和63年度　1990

125521 (財)　広島県埋蔵文化財調査セン
タ

年報Ⅸ　平成4年度　1993

15458 広島県埋蔵文化財調査センター 年報Ⅷ　平成3年度　1993

6724 (財)広島県埋蔵文化財調査セン
タ

年報Ⅵ　平成元年度　1991

6725 (財)広島県埋蔵文化財調査セン
タ

年報Ⅶ　平成2年度　1991

125520 (財)広島県埋蔵文化財調査セン
タ

年報Ⅳ　昭和62年度　1989

32625 広島県草戸千軒町遺跡調査研究所 草戸千軒町遺跡　第30次発掘調査概要1981

32627 広島県草戸千軒町遺跡調査研究所 調査研究ニュース第1～3巻（1973.7～1976.4）　草戸千軒№1～34

32666 広島県埋蔵文化財センタ－ 年報　ひろしまの遺跡　昭和56年度における広島県の発掘調査　1982

32668 広島県教育委員会　広島県埋蔵文
財 タ

赤城跡発掘調査概報（山県郡大朝町新庄所在）　国道261号線・道路改良工事に伴う埋蔵
財 掘 査　15182 (財)　広島県埋蔵文化財調査セン

タ
研究輯録Ⅳ　1994

15117 (財)　広島県埋蔵文化財調査セン
タ

年報Ⅹ　平成5年度　1994

32630 広島県草戸千軒町遺跡調査研究所 開所十周年記念　草戸千軒遺跡調査研究所　十年の歩み

32670 広島県埋蔵文化財センタ－ 古江西第1号貝塚発掘調査報告　広島市西区古江西町884番地所在遺跡の調査　1983

32632 広島県草戸千軒町遺跡調査研究所 草戸千軒町遺跡　第31次発掘調査概要1982

32673 広島県埋蔵文化財センタ－ 溝下遺跡発掘調査報告書　湯野無線局建設に係る発掘調査報告　1983

32675 広島県教育委員会　広島県埋蔵文
化財 タ

槙ヶ峠第2号古墳発掘調査報告　国道314号線道路改良事業に伴う埋蔵文化財の発掘調
査　40297 (財)　東広島市教育文化振興事業 西条町田口　西東子遺跡発掘調査報告書　1996 文化財センター調査報告書第７冊

32677 広島県教育委員会　広島県埋蔵文
財 タ

奥田大池遺跡　1983

32635 広島県草戸千軒町遺跡調査研究所 草戸千軒町遺跡　第32次発掘調査概要1983

32929 広島市教育委員会 広島市西区草津・田方所在　草津城跡発掘調査報告　1983.3 広島市の文化財第２４集

40296 (財)　東広島市教育文化振興事業 志和町志和堀　今田遺跡発掘調査報告書　1995 文化財センター調査報告書第５冊

広島県



32679 広島県教育委員会　広島県埋蔵文
財 タ

烏ヶ尾第1号古墳発掘調査報告　県営高北地区広域営農団地農道整備事業に伴う埋蔵文
化財 発掘調査　32931 広島市教育委員会 広島市安佐北区高陽町所在　弘住遺跡発掘調査報告　1983.3 広島市の文化財第２５集

32681 広島県教育委員会　広島県埋蔵文
財 タ

境ヶ谷遺跡群　庄原養鶏団地造成に係る埋蔵文化財の調査　1983

32683 広島県教育委員会　広島県埋蔵文
化財 タ

西条第一土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発堀調査報告（Ⅰ）　1983

32639 広島県草戸千軒町遺跡調査研究所 草戸千軒町遺跡　第33次発掘調査概要1984

32685 広島県教育委員会　広島県埋蔵文
財 タ

西ヶ迫古墳群　1983

32641 広島県草戸千軒町遺跡調査研究所 草戸千軒町遺跡　第34次発掘調査概要　1985

32687 広島県教育委員会　広島県埋蔵文
化財 タ

薄古第1号・第2号古墳発掘調査報告　一般県道別迫・上下線改良工事に伴う埋蔵文化財
発掘調査　32643 広島県草戸千軒町遺跡調査研究所 福山城西三之丸跡発掘調査概報

32689 広島県教育委員会　広島県埋蔵文
化財 タ

滑谷遺跡　庄原地区農村基盤総合整備パイロット事業（本郷工区）に伴う発掘調査報告

125539 広島県草戸千軒町遺跡調査研究所 草戸千軒町遺跡　第37～39次発掘調査概要　1987

32646 広島県草戸千軒町遺跡調査研究所 草戸千軒町遺跡　第40・41次発掘調査概要　1988

32691 広島県埋蔵文化財センタ－ 天高第1号古墳　広島県豊田郡本郷町南方字天高所在古墳の調査　1983

32693 広島県教育委員会　広島県埋蔵文
財 タ

山陽自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告（Ⅰ）　1983

125538 広島県草戸千軒町遺跡調査研究所 草戸千軒町遺跡　第35・36次発掘調査概要　1986

32695 広島県教育委員会　広島県埋蔵文
化財 タ

沖田古墓　中国横断自動車道広島浜田線建設に伴う埋蔵文化財の発掘調査概報　1983.3

15442 草戸千軒町遺跡調査研究所 草戸千軒町遺跡発掘調査報告Ⅰ　北部地域北半部の調査　1993

32697 広島県埋蔵文化財センタ－ 備後国府跡　推定地にかかる第2次調査概報　1984

2862 広島県草戸千軒町遺跡調査研究所 草戸千軒町遺跡　第42・43次発掘調査概要

32699 広島県埋蔵文化財センタ－ 矢野谷古墳　庄原地区農村基盤総合整備パイロット事業（木戸工区）に伴う発掘調査報告
書　32942 広島市教育委員会 広島市安佐南区祇園町所在　九郎杖遺跡　権地遺跡発掘調査報告　1984.3 広島市の文化財第２６集

32701 広島県埋蔵文化財センタ－ 糸井第2号古墓発掘調査報告　県営圃場整備事業糸井地区に係る発掘調査　1984

32944 広島市教育委員会 広島市安佐北区白木町所在　佐久良遺跡発掘調査報告　1984.3 広島市の文化財第２７集

32703 広島県埋蔵文化財センタ－ 石鎚権現第2号古墳発掘調査報告　県営農地開発事業に伴う埋蔵文化財の発掘調査

32946 広島市教育委員会 広島市安佐北区高陽町所在　末光遺跡群発掘調査報告　1984.3 広島市の文化財第２８集

32705 広島県埋蔵文化財センタ－ 亀山遺跡　第3次発掘調査概報　1984

3546 草戸千軒町遺跡調査研究所 草戸千軒町遺跡　第44・45次発掘調査概要

32707 広島県埋蔵文化財センタ－ 下本谷遺跡第5次発掘調査概報　1984

32950 広島市教育委員会 広島市安佐南区祇園町所在　広島経済大学構内遺跡群発掘調査報告　1984.3 広島市の文化財第３０集

32952 広島県浦刈町教育委員会 広島県安芸郡蒲刈町　沖浦遺跡　県民の浜造成事業に伴う埋蔵文化財の緊急発掘調査

32709 広島県埋蔵文化財センタ－ 年報　ひろしまの遺跡　昭和57年度における広島県の発掘調査　1983

32711 広島県埋蔵文化財センタ－ 法恩地南古墳　1984

32713 広島県埋蔵文化財センタ－ 隠地上組遺跡　庄原地区農村基盤総合整備パイロット事業（木戸工区）に伴う発掘調査報
告書　32715 広島県埋蔵文化財センタ－ 横山城跡発掘調査報告　1984

32717 広島県埋蔵文化財センタ－ 下郷桑原遺跡　1984

32719 広島県埋蔵文化財センタ－ 糸井古墳群発掘調査報告　県営圃場整備事業糸井地区に係る発掘調査　1984

32958 広島市教育委員会 広島市安芸区矢野町所在　岡谷遺跡　狐が城古墳発掘調査報告　1985.3 広島市の文化財第３１集

32721 広島県埋蔵文化財センタ－ 御堂西古墳群発掘調査報告　庄原市板橋町・庄原カントリ－クラブ内所在遺跡の調査

32960 広島市教育委員会 広島市安佐南区祇園町所在　池の内遺跡発掘調査報告　1985.3 広島市の文化財第３２集

32723 広島県埋蔵文化財センタ－ 小林1号窯跡発掘調査報告　1984

32725 建設省　福山工事事務所 松永バイパス建設地内埋蔵文化財発掘調査報告　1984

32729 ㈶広島県埋蔵文化財調査センター 駄荷古墓発掘調査概報　1984

32731 建設省　福山工事事務所　広島県
蔵 財 タ

山陽自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告（Ⅱ）　1984

32733 広島県埋蔵文化財センタ－ 下本谷遺跡第6次発掘調査概報　1985

32735 広島県埋蔵文化財センタ－ 亀山遺跡　第4次発掘調査概報　1985

32737 広島県埋蔵文化財センタ－ 石鎚権現遺跡群発掘調査報告　Ｃ地点　県営農地開発事業に伴う埋蔵文化財の発掘調査

32739 広島県埋蔵文化財センタ－ 備後国府跡　推定地にかかる第3次調査概報　1985

32743 広島県埋蔵文化財センタ－ 石神製鉄遺跡　1985年3月

32745 広島県埋蔵文化財センタ－ 笹利迫田遺跡発掘調査報告書　1985 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第３７集

32747 広島県埋蔵文化財センタ－ 大槙遺跡群　西条バイパス建設予定地内埋蔵文化財発掘調査報告書　1985 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第３８集

32769 広島県埋蔵文化財センタ－ 亀山遺跡　第5・6次発掘調査概報　1986

32749 広島県埋蔵文化財センタ－ 石鎚権現遺跡群・茜ヶ峠遺跡発掘調査報告　県営農地開発事業に伴う埋蔵文化財の調査 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第３９集

32586 広島県教育委員会 中国縦貫自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告（4）　1983



32751 広島県埋蔵文化財センタ－ 大宮遺跡発掘調査報告書　兼代地区Ⅰ　1985 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第４０集

32588 広島県教育委員会 亀山遺跡　第2次発掘調査概報　1983

32753 広島県埋蔵文化財センタ－ 須賀谷古墳群・畳谷東遺跡発掘調査報告書　1985 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第４１集

32977 広島市教育委員会 広島市安芸区瀬野町・中野町所在　三ツ城跡発掘調査報告　1987.3 広島市の文化財第３７集

32590 広島県教育委員会 広島県文化財調査報告第14集　1983

32755 広島県埋蔵文化財センタ－ 五反田第1・2号古墳発掘調査報告書　1985 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第４２集

32592 広島県教育委員会 酒屋高塚古墳　1983

32757 広島県埋蔵文化財センタ－ 小塚八幡神社前古墓発掘調査報告書　1985 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第４３集

32980 広島市教育委員会 広島市安佐北区落合南三丁目所在　岩上山田遺跡発掘調査報告　1988.3 広島市の文化財第４０集

32594 広島県教育委員会 備後国府跡　推定地にかかる第1次調査概報　1983

32759 広島県埋蔵文化財センタ－ 上日神谷遺跡発掘調査報告書　1985 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第４４集

32984 広島市教育委員会 広島市佐伯区五日市町所在　一般県道原田五日市線（石内バイパス）道路改良工事事業
遺跡群 掘 査報告　

広島市の文化財第４１集

32596 広島県教育委員会 下本谷遺跡第4次発掘調査概報　1983

32761 広島県埋蔵文化財センタ－ 三段田城跡発掘調査報告書　1985 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第４５集

32986 広島市教育委員会 広島市近世近代建築物調査報告 広島市の文化財第４３集

32598 広島県教育委員会 緑岩古墳　三次地区工業団地第2期造成工事に伴う埋蔵文化財の発掘調査　1983

32763 広島県埋蔵文化財センタ－ 行年遺跡発掘調査報告書　1985 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第４６集

32765 広島県埋蔵文化財センタ－ 三良坂町の原始・古代と岡田山第3号古墳発掘調査の記録　1986

32990 広島市教育委員会 史跡広島城跡　二の丸第二次発掘調査報告　1989.3 広島市の文化財第４４集

32601 広島県教育委員会 尾首城跡発掘調査報告　広島県立祇園北高等学校建設にかかる　1984

32767 広島県埋蔵文化財センタ－ 備後国府跡　推定地にかかる第4次調査概報　1986

32994 広島市教育委員会 広島市安佐南区沼田町伴所在　伴東城跡発掘調査報告　1989.3 広島市の文化財第４５集

32771 広島県埋蔵文化財センタ－ 山陽自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告（Ⅲ）　1986 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第４７集

32773 広島県埋蔵文化財センタ－ 郷貝塚発掘調査報告書　1986 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第４８集

32606 広島県教育委員会 広島県埋蔵文化財保護行政資料1　広島県の埋蔵文化財　昭和63年度

32775 広島県埋蔵文化財センタ－ 歳ノ神遺跡群　中出勝負峠墳墓群　1986 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第４９集

32777 広島県埋蔵文化財センタ－ 青木原遺跡発掘調査報告書　1986 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第５０集

32779 広島県埋蔵文化財センタ－ 大宮遺跡発掘調査報告書　兼代地区Ⅱ　1986 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第５１集

32781 広島県埋蔵文化財センタ－ 丑寅遺跡発掘調査報告書　1986 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第５２集

15448 広島県教育委員会 冠遺跡群Ⅲ　1993年度の調査　1994

32783 広島県埋蔵文化財センタ－ 銭神第1・3号古墳発掘調査報告書　1986 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第５３集

15449 広島県教育委員会 広島県中世城館遺跡総合調査報告書　第1集　1993

32798 広島県埋蔵文化財センタ－ 賀茂学園都市開発整備事業地（西高屋地区）内遺跡群Ⅰ

125525 広島県教育委員会 広島県中世城館遺跡総合調査報告書　第2集　1994

32789 広島県埋蔵文化財センタ－ 名広遺跡　Ａ調査区　県営圃場整備事業（船佐地区）に伴う発掘調査　1987

32791 広島県埋蔵文化財センタ－ 備後国府跡　推定地にかかる第5次調査概報　1987

32793 広島県埋蔵文化財センタ－ 明官地廃寺跡　第1次発掘調査概報　1987

32796 広島県埋蔵文化財センタ－ 遺跡が語るひろしま

32803 広島県埋蔵文化財センタ－ 月見城遺跡　1987 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第５４集

15259 広島県教育委員会 冠遺跡群Ⅳ　1994年度の調査　1995

32805 広島県埋蔵文化財センタ－ 山陽自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告（Ⅳ）　1987 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第５５集

32807 広島県埋蔵文化財センタ－ 名広遺跡　Ｂ調査区　1987 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第５６集

32809 広島県埋蔵文化財センタ－ 大判・上定・殿山　三次市大田幸町所在遺跡群の発掘調査　1987 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第５７集

32811 広島県埋蔵文化財センタ－ 植松遺跡群　植松第2号・3号・4号古墳・植松窯跡　1987 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第５８集

33015 広島市教育委員会 広島市佐伯区五日市町所在　小林遺跡Ａ・Ｂ地点遺跡発掘調査報告　1990.3 広島市の文化財第４６集

32813 広島県埋蔵文化財センタ－ 銭神第2・4・5号古墳発掘調査報告書　1987 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第５９集

32815 広島県埋蔵文化財センタ－ 敷名番所跡伝承地発掘調査報告書　1987 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第６０集

33017 広島市教育委員会 広島市安佐南区緑井町所在　毘沙門台東遺跡発掘調査報告　1990.3 広島市の文化財第４８集

32817 広島県埋蔵文化財センタ－ 皇渡古墳発掘調査報告書　1987 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第６１集

32794 広島県埋蔵文化財センタ－ 戸の丸山製鉄遺跡発掘調査報告書　1987 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第６２集

32821 広島県埋蔵文化財センタ－ 佐田谷墳墓群　1987 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第６３集

32823 広島県埋蔵文化財センタ－ 高塚山第1・2号古墳発掘調査報告書　1987 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第６４集

32825 広島県埋蔵文化財センタ－ 伴造遺跡発掘調査報告書　1987 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第６５集



32827 広島県埋蔵文化財センタ－ 賀茂学園都市開発整備事業地（西高屋地区）内遺跡群Ⅱ

14956 (財)広島県埋蔵文化財調査セン
タ

耳木第1号たたら跡　持丸川西たたら跡　1995 広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第１３６集

32831 広島県埋蔵文化財センタ－ 糸井馬場第1号古墳　1988

32833 広島県埋蔵文化財センタ－ 備後国府跡　推定地にかかる第6次調査概報　1988

32835 広島県埋蔵文化財センタ－ 明官地廃寺跡　第2次発掘調査概報　1988

32837 広島県埋蔵文化財センタ－ 小奴可城跡発掘調査報告書　1988 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第７３集

32839 広島県埋蔵文化財センタ－ 賀茂学園都市開発整備事業地（西高屋地区）内遺跡群Ⅲ

32841 広島県埋蔵文化財センタ－ 大宮遺跡発掘調査報告書　九反田地区Ⅰ・Ⅱ　1988 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第６６集

32843 広島県埋蔵文化財センタ－ 糸井馬場第2号古墳　糸井塚ノ本第2号古墳　1988 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第６７集

32845 広島県埋蔵文化財センタ－ 和田原遺跡　1988 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第６８集

3972 広島市歴史科学教育事業団 広島市佐伯区倉重一丁目所在　倉重向山遺跡発掘調査報告　1991・3 ㈶広島市歴史科学教育事業団調査報告書第１集

6696 (財)広島市歴史科学教育事業団 広島市佐伯区五日市町所在　城ノ下Ａ地点遺跡発掘調査報告　1991・3 ㈶広島市歴史科学教育事業団調査報告書第２集

32847 広島県埋蔵文化財センタ－ 宮風呂遺跡発掘調査報告書　1988 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第６９集

6697 (財)広島市歴史科学教育事業団 広島市安佐北区上深川町所在　上深川北遺跡発掘調査報告　1991・3 ㈶広島市歴史科学教育事業団調査報告書第３集

32849 広島県埋蔵文化財センタ－ 大和遺跡（Ａ地点）　1988 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第７０集

6698 (財)広島市歴史科学教育事業団 広島市佐伯区倉重町所在　稗畑遺跡発掘調査報告　1992・3 ㈶広島市歴史科学教育事業団調査報告書第４集

32851 広島県埋蔵文化財センタ－ 宮本古墳　1988 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第７１集

6699 (財)広島市歴史科学教育事業団 広島市中区基町2番所在　広島城中掘跡発掘調査報告　1992・3 ㈶広島市歴史科学教育事業団調査報告書第５集

32853 広島県埋蔵文化財センタ－ 槙ヶ坪3号遺跡（Ｂ地区）　1989 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第７２集

6700 (財)広島市歴史科学教育事業団 新交通システム建設工事事業地内埋蔵文化財発掘調査報告Ⅰ　広島城外堀跡紙屋町交
差点 点　

㈶広島市歴史科学教育事業団調査報告書第６集

32855 広島県埋蔵文化財センタ－ 明官地廃寺跡　第3次発掘調査概報　1989

6701 (財)広島市歴史科学教育事業団 広島市安佐北区口田1丁目所在　大久保遺跡発掘調査報告　1992・3 ㈶広島市歴史科学教育事業団調査報告書第７集

32857 広島県埋蔵文化財センタ－ 備後国府跡　推定地にかかる第7次調査概報　1989

32859 広島県埋蔵文化財センタ－ 中央3号遺跡発掘調査報告書　1989 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第７４集

32861 広島県埋蔵文化財センタ－ 壬生西谷遺跡　1989 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第７５集

32863 広島県埋蔵文化財センタ－ 井手山古墳　1989 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第７６集

32865 広島県埋蔵文化財センタ－ 郷古墓発掘調査報告書　1989 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第７７集

32867 広島県埋蔵文化財センタ－ 上大縄古墳・下の割遺跡　1989 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第７８集

32869 広島県埋蔵文化財センタ－ 長後林古墳群発掘調査報告書　1989 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第７９集

32871 広島県埋蔵文化財センタ－ 冠遺跡群　Ｄ地点の調査　1989 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第８０集

32873 広島県埋蔵文化財センタ－ 奥田・是石・鷺田・藤田　一般国道375号道路改良工事に伴う発掘調査　1989 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第８１集

32875 広島県埋蔵文化財センタ－ 大成遺跡　庄原市三日市町所在遺跡の発掘調査　1989 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第８２集

32877 広島県埋蔵文化財センタ－ 賀茂学園都市開発整備事業地（西高屋地区）内遺跡群Ⅳ

32879 広島県埋蔵文化財センタ－ 明官地廃寺跡　第4次発掘調査概報　1990

38987 (財)　東広島市教育文化振興事業
財 タ

西条町下三永　五反田遺跡発掘調査報告書　1994 文化財センター調査報告書第３冊

32881 広島県埋蔵文化財センタ－ 備後国府跡　推定地にかかる第8次調査概要　1990

38986 (財)　東広島市教育文化振興事業
文化財 タ

西条町寺家　田中遺跡発掘調査報告書　1994 文化財センター調査報告書第２冊

38985 (財)　東広島市教育文化振興事業
財 タ

高屋町高屋東　高屋東1号遺跡発掘調査報告書　1994 文化財センター調査報告書第１冊

38988 (財)　東広島市教育文化振興事業
文化財 タ

西条町西条東　諏訪神社周辺遺跡発掘調査報告書　1995 文化財センター調査報告書第４冊

32893 広島県埋蔵文化財センタ－ 賀茂学園都市開発整備事業地内（西高屋地区）遺跡群Ⅴ

32895 広島県埋蔵文化財センタ－ 浅谷山東Ａ地点遺跡　1990 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第８５集

32897 広島県埋蔵文化財センタ－ 三段畑遺跡　1990 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第８６集

32899 広島県埋蔵文化財センタ－ 福正寺北遺跡群　1990 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第８７集

32901 広島県埋蔵文化財センタ－ 本郷遺跡　焼け遺跡　1990 広島県埋蔵文化財調査センタ－調査報告書第８８集

2698 広島県埋文調査センター 備後国府跡　推定地にかかる第9次調査概報　1991 広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第９５集

2699 広島県埋文調査センター 明官地廃寺跡　第5次発掘調査概報　1991 広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第９６集

5459 (財)広島県埋蔵文化財調査セン
タ

備後国府跡　推定地に係る第10次調査概報　1992 広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第１０５集

6179 (財)広島県埋蔵文化財調査セン
タ

山居遺跡　1991 広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第９４集

6426 (財)広島県埋蔵文化財調査セン
タ

中国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告(Ⅰ）　1991 広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第９０集

6721 (財)広島県埋蔵文化財調査セン
タ

石井ヶ原遺跡群　1991 広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第８９集

6178 (財)広島県埋蔵文化財調査セン
タ

手島山墳墓群　1991 広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第９３集

6431 (財)広島県埋蔵文化財調査セン
タ

河原田2号遺跡・寺の前古墓　1992 広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第１０２集

6432 (財)広島県埋蔵文化財調査セン
タ

高山1・2号遺跡　1992 広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第１０３集



6428 (財)広島県埋蔵文化財調査セン
タ

金平山遺跡・貞付谷遺跡　1992 広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第９９集

6429 (財)広島県埋蔵文化財調査セン
タ

内長見遺跡　1992 広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第１００集

6430 (財)広島県埋蔵文化財調査セン
タ

浅谷山東Ｂ地点遺跡　1992 広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第１０１集

6433 (財)広島県埋蔵文化財調査セン
タ

来源遺跡発掘調査報告　1992 広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第１０４集

15452 広島県埋蔵文化財調査センター 大原1・2号遺跡発掘調査報告書　1993 広島県文化財調査センター調査報告書第１１３集

15453 広島県埋蔵文化財調査センター 上滝川1号遺跡　1993 広島県文化財調査センター調査報告書第１１２集

15454 広島県埋蔵文化財調査センター 三日市遺跡　1993 広島県文化財調査センター調査報告書第１１１集

15455 広島県埋蔵文化財調査センター 塚足遺跡　1993 広島県文化財調査センター調査報告書第110集

15456 広島県埋蔵文化財調査センター 郡山城下町遺跡　1993 広島県文化財調査センター調査報告書第108集

15443 広島県埋蔵文化財調査センター 寺家城遺跡・近信遺跡　1993 広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第109集

14943 (財)広島県埋蔵文化財調査セン
タ

金売・陣開　1994 広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第１１７集

14945 (財)広島県埋蔵文化財調査セン
タ

大歳遺跡　1994 広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第１１８集

14485 広島県埋蔵文化財調査センター 入野中山遺跡　1994 広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第１１９集

14486 広島県埋蔵文化財調査センター 宮風呂遺跡　1994 広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第１２０集

14487 広島県埋蔵文化財調査センター 日向遺跡　1994 広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第１２１集

14488 広島県埋蔵文化財調査センター 竜王堂遺跡　1994 広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第１２２集

14489 広島県埋蔵文化財調査センター 山崎遺跡　1994 広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第１２３集

14942 (財)広島県埋蔵文化財調査セン
タ

明官地東遺跡　1994 広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第１２４集

14490 広島県埋蔵文化財調査センター 川東大仙山第10・11号古墳　1994 広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第１２５集

14944 (財)広島県埋蔵文化財調査セン
タ

岡山Ａ地点遺跡　1994 広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第１２６集

6423 (財)広島県埋蔵文化財調査セン
タ

賀茂学園都市開発整備事業地内（西高屋地区）遺跡群Ⅶ

125469 (財)広島県埋蔵文化財調査セン
タ

賀茂学園都市開発整備事業地内（西高屋地区）遺跡群Ⅵ

2696 広島県埋文調査センター 東広島ニュータウン遺跡群Ⅰ（2分冊　本文編　図版編）　1990 広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第８３集

24206 淡神文化財協会 西本6号遺跡発掘調査報告書　1995.3

14949 淡神文化財協会 東広島ニュータウン遺跡群Ⅱ　（図版編）　1992 広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第９７集

14951 (財)広島県埋蔵文化財調査セン
タ

東広島ニュータウン遺跡群Ⅲ　（図版編）　1992 広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第１０６集

14948 淡神文化財協会 東広島ニュータウン遺跡群Ⅱ（本文編）　1993 広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第９７集

14950 淡神文化財協会 東広島ニュータウン遺跡群Ⅲ　（本文編）　1993 広島県埋蔵文化財調査センター発掘調査報告書第１０６集

14953 (財)広島県埋蔵文化財調査セン
タ

東広島ニュータウン遺跡群Ⅴ 広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第１０７集

14952 (財)広島県埋蔵文化財センター 東広島ニュータウン遺跡群Ⅳ 広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第１２８集

2697 広島県埋文調査センター 山陽自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告（Ⅴ）　（図版編） 広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第８４集

6722 (財)広島県埋蔵文化財調査セン
タ

山陽自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告（Ⅵ）　1991 広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第９１集

6427 (財)広島県埋蔵文化財調査セン
タ

山陽自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告(Ⅷ）　1992 広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第９８集

14940 (財)広島県埋蔵文化財調査セン
タ

西条第一土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告（Ⅱ）　1993 広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第１１４集

14941 (財)広島県埋蔵文化財調査セン
タ

山陽自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告（ⅩⅠ）　1994 広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第１３０集

7994 (財)広島県埋蔵文化財調査セン
タ

中国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告（Ⅱ）　1993 広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第１１６集

14946 (財)広島県埋蔵文化財調査セン
タ

寺側古墳　1995 広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第１３３集

14939 (財)広島県埋蔵文化財調査セン
タ

中国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告（Ⅲ）　1993 広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第１３１集

14954 (財)広島県埋蔵文化財調査セン
タ

中国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告（Ⅳ）　（2分冊　本文編　図版編） 広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第１３２集

14955 (財)広島県埋蔵文化財調査セン
タ

松谷1・2号古墓発掘調査報告書　1995 広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第１３４集

14957 (財)広島県埋蔵文化財調査セン
タ

郡山城下町遺跡　吉田郵便局庁舎新築工事に伴う埋蔵文化財の発掘調査　1995 広島県埋蔵文化財調査センター調査報告書第１３５集

11734 広島県埋蔵文化財調査センター 研究輯録Ⅴ　1995

125540 広島県教育委員会 中世城館遺跡保存整備事業　発掘調査報告3　史跡毛利氏城跡　郡山城跡　御里屋敷推
定 掘 査概 　125421 株式会社盤古堂 西条本町　四日市遺跡発掘調査報告書Ⅱ　第5・6次調査（本文編・図版編）抜刷 文化財センター調査報告書第43冊抜刷

33463 下関市教育委員会 綾羅木郷遺跡　若宮古墳遺構確認調査概報Ⅱ　1985

33467 下関市教育委員会 綾羅木郷遺跡　若宮古墳及び周辺遺構確認調査概報Ⅲ　1986

33465 下関市教育委員会 垢田舟原・柏原遺跡　下水道山陰終末処理場建設計画にともなう遺構確認調査報告

33481 下関市教育委員会 長門国分寺　長門国府周辺遺跡発掘調査報告Ⅵ　1988

125153 下関市立考古博物館 下関市立考古博物館常設展示図録　1995年

33406 山口県教育委員会 南国大崎ニュ－タウン　奥正権寺遺跡Ⅰ　1984 山口県埋蔵文化財調査報告第７７集

33414 山口県教育委員会 南国大崎ニュ－タウン　奥正権寺遺跡Ⅱ　大崎岡古墳群　大崎遺跡　1985 山口県埋蔵文化財調査報告第８２集

山口県



33422 山口県教育委員会 よみがえる弥生のムラ　突抜・馬場遺跡　1985 山口県埋蔵文化財調査報告書第８７集

33420 山口県教育委員会 小出遺跡　1985 山口県埋蔵文化財調査報告第８６集

33416 山口県教育委員会 大井大寺廃寺　1984 山口県埋蔵文化財調査報告第８４集

33418 山口県教育委員会 萩焼　長門深川古窯　遺構確認調査報告　1985 山口県埋蔵文化財調査報告第８５集

33412 山口県教育委員会　建設省山口工
事事務所

国道188号・下松バイパス　都町北遺跡　1985 山口県埋蔵文化財調査報告第８１集

33410 山口県教育委員会　建設省山口工
事事務

国道2号・小月バイパス　王喜寺山古墳　1984 山口県埋蔵文化財調査報告第７６集

33408 山口県教育委員会　建設省山口工
事事務所

山陽自動車道・四辻バイパス　鋳銭司　上辻・大歳・今宿西遺跡　山口市鋳銭司所在の集
落遺跡　

山口県埋蔵文化財調査報告第７５集

125155 山口県教育財団・山口県埋蔵文化
財 タ

陶塤（とうけん）　第13号
山 県埋蔵文化財 タ 年報 成 年度33477 山口大学人文学部考古学研究室 山口県雨乞台遺跡の発掘調査　山口大学人文学部考古学研究室研究報告第5集

36989 防府市教育委員会 下右田遺跡　1994－Ａ次調査　第11次調査（ＳＭ－ＤＧ） 防府市埋蔵文化財調査概要９６０３

125709 防府市教育委員会 下右田遺跡　第20次発掘調査報告　宅地造成に伴う発掘調査報告　2002 防府市埋蔵文化財調査概要０２１２

125705 防府市教育委員会 佐野焼総合学術調査報告書Ⅰ　佐野焼17号窯（宮窯）発掘調査報告Ⅰ　遺構・遺物編 防府市埋蔵文化財調査報告０２０１

125708 防府市教育委員会 平成12年度　防府市内遺跡発掘調査概要　2002 防府市埋蔵文化財調査報告０２０１

36449 三野町教育委員会 加茂野宮遺跡　四国電力株式会社三野変電所新設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告
書　15499 徳島県教育委員会 四国縦貫自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告1　赤坂遺跡（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）　金蔵

遺跡　 神 遺跡　青 遺跡
徳島県埋蔵文化財センター調査報告書第１集

33519 徳島県教育委員会 土成町北原遺跡　内陸工業団地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

33520 徳島県教育委員会 徳島県文化財調査概報　昭和56年度（1981）

3248 徳島県埋蔵文化財センター 徳島県埋蔵文化財センター年報　Vol．2　1990年度

6405 徳島県埋蔵文化財センター 徳島県埋蔵文化財センター年報　Vol．3　1991年度

15502 徳島県埋蔵文化財センター 徳島県埋蔵文化財センター年報　Vol．4　1992年度

15119 徳島県埋蔵文化財センター 徳島県埋蔵文化財センター年報　Vol．5　1993年度

33539 徳島県埋蔵文化財センター 徳島県埋蔵文化財センタ－年報　Vol．1　1989年度

15184 徳島県埋蔵文化財センター 徳島県立埋蔵文化財総合センター開館記念シンポジウム　弥生の精華　銅鐸に迫る

15186 (財)　香川県埋蔵文化財調査セン
タ

讃岐　あゆみ・わざ・ちえ

3474 (財)香川県埋蔵文化財センター 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター年報　平成元年度　1990.4

3475 (財)香川県埋蔵文化財センター 四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概報　平成元年度　1990.8

3477 (財)香川県埋蔵文化財センター 四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　第八冊　延命遺跡　1990.12(付
有 ）6406 (財)香川県埋蔵文化財調査セン

タ
国道ﾊﾞｲﾊﾟｽ建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概報　平成3年度　1992.3

6296 (財)香川県埋蔵文化財調査セン
タ

財団法人香川県埋蔵文化財調査センター年報　平成3年度　1992.5

6407 (財)香川県埋蔵文化財調査セン
タ

四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第十一冊　三条番ノ原遺跡

6741 (財)香川県埋蔵文化財調査セン
タ

中小河川大束川改修工事（津ノ郷橋～弘光橋間）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　川津
結 遺跡　5563 (財)香川県埋文調査センター 高松東道路建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第1冊 東山崎・水田遺跡　（第1分冊　第2

分 ）　6294 香川県教育委員会 空港跡地遺跡発掘調査概報　平成3年度　1992.3

24203 香川県教育委員会 空港跡地遺跡発掘調査概報　平成5年度

11023 香川県教育委員会 県道高松志度線道路改良事業に伴う埋蔵文化財発掘調査概報　小山・南谷遺跡　平成5
年度　15508 香川県教育委員会 県道高松長尾大内線道路改良事業に伴う埋蔵文化財発掘調査概報　尾崎西遺跡　平成4
年度15518 香川県教育委員会 県道山崎御厩線道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　正箱遺跡・薬王寺遺跡

4059 香川県教育委員会 県道多度津丸亀線緊急地方道路整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　道下遺跡
成 年125653 香川県教育委員会 香川県埋蔵文化財調査年報　昭和58年度

8998 香川県教育委員会 高校新設に伴う埋蔵文化財発掘調査概報　多肥松林遺跡　平成5年度

33566 香川県教育委員会 高松城東ノ丸跡発掘調査報告書　1987.3

14998 香川県教育委員会 高松東道路建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第3冊　前田東・中村遺跡

14997 香川県教育委員会 高松東道路建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第4冊　太田下・須川遺跡　1995.3

15000 香川県教育委員会 高松東道路建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第5冊　六条・上所遺跡

15001 香川県教育委員会 高松東道路建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第6冊　上天神遺跡

15509 香川県教育委員会 国道バイパス建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概報　平成4年度

15520 香川県教育委員会 国道バイパス建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概報　平成5年度

4057 香川県教育委員会 四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概報　平成2年度　1991.8

4058 香川県教育委員会 四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概報　平成3年度　1992.2

徳島県

香川県



15264 香川県教育委員会 四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　第十五冊　龍川四条遺跡

15505 香川県教育委員会 四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　第十四冊　川津中塚遺跡

15266 香川県教育委員会 四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　第十七冊　郡家大林上遺跡

15265 香川県教育委員会 四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　第十六冊　川津二代取遺跡

15521 香川県教育委員会 四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第十冊　金蔵寺下所遺跡　西碑
殿遺跡　14999 香川県教育委員会 四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第十八冊　国分寺楠井遺跡（2分

　本 編　 真 版編 　15504 香川県教育委員会 四国横断自動車道建設建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　第十二冊　郡家一里屋遺
跡33564 香川県教育委員会 瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財調査概報　（Ⅷ）　下川津遺跡Ⅱ

125654 香川県教育委員会 瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財調査概報（Ⅵ）　初田遺跡　ヤケヤマ遺跡　大浦浜遺跡
崎 遺跡　 崎古墳33563 香川県教育委員会 瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財調査概報（Ⅶ）　下川津遺跡　岡宮古墳　聖通寺城跡

33568 香川県教育委員会 瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概報Ⅸ　下川津遺跡Ⅲ

33570 香川県教育委員会 瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅳ　西方遺跡（2分冊　本文編　写真図版
編 　15507 香川県教育委員会 中小河川大束川河川改修事業に伴う埋蔵文化財発掘調査概報　川津一ノ又遺跡　平成4
年度125468 香川県教育委員会

香 査 タ
瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告Ⅶ　下川津遺跡（第1分冊　第2分冊　第3分

33595 香川県教育委員会
香 査 タ

四国横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　第九冊　永井遺跡　1990.12（本
編　 真 版編33561 香川県教育委員会

本州 連絡橋
瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告Ⅲ　羽佐島遺跡（Ⅱ）　1984・9

33579 香川県教育委員会
本 連絡橋

瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告Ⅴ　大浦浜遺跡　（3分冊　本文編　実測図
版編　 真 版編33580 香川県教育委員会

本 連絡橋
瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告Ⅵ　花見山遺跡　1989・3

15185 香川県埋蔵文化財調査センター 研究紀要Ⅲ　1995.3

15514 香川県埋蔵文化財調査センター 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター年報　平成4年度　1993.5

15120 香川県埋蔵文化財調査センター 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター年報　平成6年度

33562 本州四国連絡橋公団 語りかける埋蔵文化財　備讃瀬戸の島々Ⅴ1985.3

125617 本州四国連絡橋公団 瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告Ⅰ　羽佐島遺跡（Ⅰ）　（2分冊　本文編　図
版編 　125616 本州四国連絡橋公団 瀬戸大橋建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告Ⅱ　大浦遺跡　（2分冊　本文編　図版編）

33656 (財)愛媛県埋蔵文化財調査センタ お筆山古墳・耳金城跡　丹原総合公園埋蔵文化財調査報告書　昭和63年 埋蔵文化財発掘調査報告書第26集

33629 (財)愛媛県埋蔵文化財調査センタ 愛媛県総合運動公園（動物園）整備計画埋蔵文化財調査報告書（Ⅱ）　昭和59年3月 愛媛県埋蔵文化財発掘調査報告書13集

33646 (財)愛媛県埋蔵文化財調査センタ 伊予国分尼寺跡　今治市桜井埋蔵文化財調査報告書　昭和62年 埋蔵文化財発掘調査報告書第20集

33665 (財)愛媛県埋蔵文化財調査センタ 一般県道「菅沢－松山線」埋蔵文化財調査報告書Ⅱ　丸山遺跡〔丸山下〕 埋蔵文化財発掘調査報告書第34集

33634 (財)愛媛県埋蔵文化財調査センタ 一般国道196号今治道路埋蔵文化財調査報告書Ⅰ　（2分冊　本文編　図版編）　昭和59年 埋蔵文化財発掘調査報告書第15集

33644 (財)愛媛県埋蔵文化財調査センタ 宮前川遺跡　中小河川改修事業埋蔵文化財調査報告書　（2分冊　本文編　図版編　図面） 埋蔵文化財発掘調査報告書第18集

33671 (財)愛媛県埋蔵文化財調査センタ 桑原住宅埋蔵文化財調査報告書　桑原稲葉遺跡　1990 埋蔵文化財調査報告書第37集

33678 (財)愛媛県埋蔵文化財調査センタ 高尾田遺跡Ⅱ　砥部町立麻生小学校校庭照明塔建設事業埋蔵文化財調査報告書　昭和
年

埋蔵文化財発掘調査報告書第28集

33636 (財)愛媛県埋蔵文化財調査センタ 国道317号道路改良事業関連埋蔵文化財調査報告書　赤岸鼻遺跡 埋蔵文化財発掘調査報告書第16集

125160 (財)愛媛県埋蔵文化財調査センタ 史跡　法安寺跡資料編

33660 (財)愛媛県埋蔵文化財調査センタ 四国横断自動車道埋蔵文化財発掘調査報告書　○東塚穴窪古墳　○柴生遺跡　○馬立
城跡

埋蔵文化財発掘調査報告書第30集

125618 (財)愛媛県埋蔵文化財調査センタ 四国縦貫自動車道関係埋蔵文化財調査報告書　昭和59年3月

33650 (財)愛媛県埋蔵文化財調査センタ 四国縦貫自動車道埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅱ　高原10・11号古墳　轟城跡　深谷山石
棺群　大 谷谷窯跡　 和 年　（ 有 ）

埋蔵文化財発掘調査報告書第22集

33687 (財)愛媛県埋蔵文化財調査センタ 四国縦貫自動車道埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅲ　平成3年 埋蔵文化財発掘調査報告書第38集

33689 (財)愛媛県埋蔵文化財調査センタ 四国縦貫自動車道埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅳ　平成3年 埋蔵文化財発掘調査報告書第39集

33667 (財)愛媛県埋蔵文化財調査センタ 小山田Ⅱ遺跡　小山田支群　サンセットヒルズカントリークラブ鹿島建設に伴う発掘調査報
告書

埋蔵文化財発掘調査報告書第35集

33648 (財)愛媛県埋蔵文化財調査センタ 上三谷古墳群　県営圃場整備事業（伊予東地区上三谷工区）埋蔵文化財調査報告書 埋蔵文化財発掘調査報告書第21集

33658 (財)愛媛県埋蔵文化財調査センタ 水満田古墳群（金毘羅山支群）砥部町水満田古墳公園整備事業埋蔵文化財調査報告書
年

埋蔵文化財発掘調査報告書第27集

33652 (財)愛媛県埋蔵文化財調査センタ 朝倉高大寺遺跡　朝倉中力遺跡　朝倉下岡遺跡　県営圃場整備事業関連埋蔵文化財調
査報告書　 和 年

埋蔵文化財発掘調査報告書第23集

33642 (財)愛媛県埋蔵文化財調査センタ 朝倉南甲遺跡　県営圃場整備事業（朝倉村南甲平林地区）関連埋蔵文化財調査報告書昭
年

埋蔵文化財発掘調査報告書第17集

33640 (財)愛媛県埋蔵文化財調査センタ 道後今市遺跡　愛媛県県民文化会館・愛媛県総合福祉センタ－建設に伴う埋蔵文化財調
査報告書　 　本 編　 版編 年33654 (財)愛媛県埋蔵文化財調査センタ 八堂山遺跡Ⅱ　四国電力株式会社特別高圧送電用鉄塔移設事業埋蔵文化財調査報告書 埋蔵文化財発掘調査報告書第25集

33669 (財)愛媛県埋蔵文化財調査センタ 八堂山遺跡Ⅲ　西条市市民の森開発事業埋蔵文化財調査報告書 埋蔵文化財発掘調査報告書第36集

33680 (財)愛媛県埋蔵文化財調査センタ 媛埋　62－5　　上三谷古墳群　Ⅱ
営 整備事業 伊 東 蔵 財 査報告書

埋蔵文化財発掘調査報告書　第29集

33631 (財)愛媛県埋蔵文化財調査センタ 仏殿城跡
埋蔵文化財確認調査報告書33638 (財)愛媛県埋蔵文化財調査センタ 甦る埋蔵文化財第2集　宮前川遺跡

33685 (財)愛媛県埋蔵文化財調査センタ 甦る埋蔵文化財第4集

愛媛県



15268 (財)愛媛県埋蔵文化財調査セン
タ

愛媛県立松山北高等学校遺跡埋蔵文化財調査報告書2　平成6年度 埋蔵文化財発掘調査報告書第55集

15270 (財)愛媛県埋蔵文化財調査セン
タ

四国縦貫自動車道埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅹ　小松町編Ⅲ　（2分冊　本文編　図版
編）　 成 年

埋蔵文化財発掘調査報告書第54集

15269 (財)愛媛県埋蔵文化財調査セン
タ

相の谷古墳群杉谷支群埋蔵文化財発掘調査報告書　平成6年度 埋蔵文化財発掘調査報告第57集

15002 (財)愛媛県埋蔵文化財調査セン
タ

道後今市遺跡Ⅹ　道後今市郵政宿舎建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 埋蔵文化財調査報告書第53集

15267 (財)愛媛県埋蔵文化財調査セン
タ

姫内城跡1　平成6年度 埋蔵文化財発掘調査報告書第56集

125151 (財)松山市生涯学習振興財団埋蔵
財

大峰ヶ台丘陵の遺跡 松山市文化財調査報告書第４０集

33613 愛媛県教育委員会 松山市・船ヶ谷遺跡　愛媛県青果農業協同組合連合会関連埋蔵文化財調査報告書　昭和
年度15524 愛媛県埋蔵文化財調査センター 一般国道196号松山・北条バイパス埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅰ　福角古墳・福角遺跡 埋蔵文化財発掘調査報告書第50集

15523 愛媛県埋蔵文化財調査センター 一般国道196号松山環状線埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅱ　大峰ｹ台地区 埋蔵文化財調査報告書第51集

15525 愛媛県埋蔵文化財調査センター 多々羅大橋関連埋蔵文化財発掘調査報告書　多々羅製塩遺跡 埋蔵文化財発掘調査報告書　第52集

15526 愛媛県埋蔵文化財調査センター 北斎院地内遺跡（三次調査）　宮中改第21号測の1（ニ)宮前川河川改修工事に伴う埋蔵文
財 査報告書

埋蔵文化財調査報告書第49集

33721 愛媛大学法文学部
考古学 究室

江口遺跡第1次調査　1991 愛媛大学法文学部考古学研究報告第1冊

125148 愛媛大学埋蔵文化財調査室 愛媛大学埋蔵文化財調査室年報
　 年度

愛媛大学埋蔵文化財調査報告ⅩⅠ

125149 愛媛大学埋蔵文化財調査室 文京遺跡Ⅲ　－文京遺跡13次調査報告－ 愛媛大学埋蔵文化財調査報告ⅩⅡ

33723 愛媛大学埋文調査室 文京遺跡第10次調査　文京遺跡における弥生時代遺跡の調査　1991 愛媛大学埋蔵文化財調査報告Ⅲ

125152 松山市教育委員会 桑原地区の遺跡Ⅱ
　（本文編 版編）

松山市文化財調査報告書第４６集

33691 松山市教育委員会 三島神社古墳発掘調査報告書　1972

125150 松山市考古館 常設展示案内　　松山の原始・古代

7323 (財)高知県文化財団 大谷古墳　-県立野市総合公園建設に伴う-発掘調査報告書

33740 高知県教育委員会 古津賀遺跡　中村市古津賀堤防拡幅工事に伴う埋蔵文化財発掘調査概報　昭和57年3月

15005 高知県教育委員会 後川・中筋川埋蔵文化財発掘調査報告書　Ⅲ　具同中山遺跡群　1992・3　（第1分冊　第2
　

高知県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第１集

33738 高知県教育委員会 公共施設設置に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　原遺跡　1982・3・31

33784 高知県教育委員会 高知空港拡張整備に伴う埋蔵文化財発掘調査（山側進入灯設置区域）報告書　田村遺跡
群 中地 　33770 高知県教育委員会 高知空港拡張整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　田村遺跡群　第10分冊　　本

　33774 高知県教育委員会 高知空港拡張整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　田村遺跡群　第12分冊　　写
真 版 　33776 高知県教育委員会 高知空港拡張整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　田村遺跡群　第13分冊　　写
真 版 　33778 高知県教育委員会 高知空港拡張整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　田村遺跡群　第14分冊　写真

版 　33780 高知県教育委員会 高知空港拡張整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　田村遺跡群　第15分冊　写真
版 　33754 高知県教育委員会 高知空港拡張整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　田村遺跡群　第2分冊　本文
　33756 高知県教育委員会 高知空港拡張整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　田村遺跡群　第3分冊　　本文
　33758 高知県教育委員会 高知空港拡張整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　田村遺跡群　第4分冊　　本文
　33760 高知県教育委員会 高知空港拡張整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　田村遺跡群　第5分冊　　本文
　33762 高知県教育委員会 高知空港拡張整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　田村遺跡群　第6分冊　本文
　33764 高知県教育委員会 高知空港拡張整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　田村遺跡群　第7分冊　本文
　33766 高知県教育委員会 高知空港拡張整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　田村遺跡群　第8分冊　　本文
　33768 高知県教育委員会 高知空港拡張整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　田村遺跡群　第9分冊　　本文
　33782 高知県教育委員会 高知空港拡張整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　田村遺跡群　付図　1986

33771 高知県教育委員会 高知空港拡張整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
村遺跡群（ 真 版 ）　第 分15016 高知県教育委員会 史跡　高知城跡Ⅰ　御台所屋敷跡発掘調査報告書　1994.3 高知県埋蔵文化財調査報告書第３７集

33744 高知県教育委員会 飼古屋岩陰遺跡調査報告書　四国横断自動車道開設に伴う発掘調査報告　1983.3

33786 高知県教育委員会 宿毛市平田町戸内字高岡山所在古墳群の調査　高岡山古墳群発掘調査報告書　1985

33733 高知県教育委員会 土佐国衙跡発掘調査報告書　第3集　府中地区の調査　昭和57年3月

33742 高知県教育委員会 土佐国衙跡発掘調査報告書　第4集
府中 太郎 郎 キ地 調査　 和 年33736 高知県教育委員会 日下川中小河川改修工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　1981年3月

15538 高知県教育委員会 平成2・3年度　高知県遺跡詳細分布調査概報　土佐・吾川ブロック 高知県埋蔵文化財調査報告書第３６号

15015 高知県大月町教育委員会 高知県大月町　竜ケ迫遺跡　ムクリ山遺跡　1994・3 高知県大月町埋蔵文化財調査報告書第２集

15012 高知県土佐山田町教育委員会 伏原大塚古墳　1993・3 土佐山田町埋蔵文化財調査報告書第１４集

15019 高知県東津野村教育委員会 高知県高岡郡東津野村　北川遺跡　中山間活性化せまち直し等事業に伴う発掘調査報告
書

東津野村埋蔵文化財発掘調査報告書第１集

15541 高知県文化財団埋蔵文化財セン
タ

チシ古城跡　高知西南地区大規模農道整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 高知県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第５集

15543 高知県文化財団埋蔵文化財セン
タ

ひびのきサウジ遺跡Ⅱ　土佐山田観光開発株式会社寮建設に伴う埋蔵文化財発掘調査
報告書　

高知県埋蔵文化財調査報告書　第7集

15020 高知県文化財団埋蔵文化財セン
タ

浦戸城跡　国民宿舎「桂浜荘」改築工事に伴う発掘調査報告書 高知県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第１９集

高知県



15013 高知県文化財団埋蔵文化財セン
タ

下分遠崎遺跡　（高知県香美郡香我美町）　1994.3 高知県埋蔵文化財発掘調査報告書第１６集

15187 高知県文化財団埋蔵文化財セン
タ

研究紀要　第1号　1994.3

15539 高知県文化財団埋蔵文化財セン
タ

県史跡　鹿持雅澄邸跡　県史跡鹿持雅澄邸跡整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告
書　

高知県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第２集

15542 高知県文化財団埋蔵文化財セン
タ

高知県　岡豊城跡Ⅱ　第6次発掘調査報告書　1992・3 高知県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第６集

15008 高知県文化財団埋蔵文化財セン
タ

高知県香美郡香我美町　稗地遺跡　山南川河川改修工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書　

高知県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第１１集

15547 高知県文化財団埋蔵文化財セン
タ

高知県埋蔵文化財センター年報1　1991年度　1992

15121 高知県文化財団埋蔵文化財セン
タ

高知県埋蔵文化財センター年報2　1992年度

15122 高知県文化財団埋蔵文化財セン
タ

高知県埋蔵文化財センター年報3　1993年度

15540 高知県文化財団埋蔵文化財セン
タ

十万遺跡Ⅱ　高知県経済連LPガス容器検査所建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 高知県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第４集

15018 高知県文化財団埋蔵文化財セン
タ

小籠遺跡Ⅰ　あけぼの道路建設工事に伴う発掘調査報告書 高知県文化財団埋蔵文化財センター発掘調査報告書第２０
集15007 高知県文化財団埋蔵文化財セン

タ
扇城跡　宅地造成工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　1992・3 高知県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第３集

15004 高知県文化財団埋蔵文化財セン
タ

中村宿毛道路埋蔵文化財発掘調査概報　Ⅱ　具同中山遺跡群Ⅰ　平成6年度

15003 高知県文化財団埋蔵文化財セン
タ

平成5年度　中村宿毛道路埋蔵文化財発掘調査概報　Ⅰ　船戸遺跡

15009 高知県文化財団埋蔵文化財セン
タ

峰の上遺跡　窪川町南部地区県営圃場整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 高知県埋蔵文化財センター発掘調査報告書第１５集

15006 土佐山田町教育委員会 高知県香美郡土佐山田町　高柳遺跡・高柳土居城跡発掘調査報告書　明治地区圃場整備
事 連遺跡 掘 査

土佐山田町埋蔵文化財報告書第１１集

33796 南国市教育委員会 土佐国分寺跡　第1次発掘調査概報　1988年3月

33794 南国市教育委員会 土佐国衙跡発掘調査報告書　第7集　松ノ下・南屋敷地区の調査　昭和62年3月

15017 本山町教育委員会 永田遺跡（高知県長岡郡本山町）　1995.3 本山町埋蔵文化財調査報告書第７集

15011 野市町教育委員会 高知県　野市町本村遺跡調査報告書　1993 野市町埋蔵文化財報告第３集

105859 (財)北九州市教育文化事業団　埋
蔵文化財調査室

埋蔵文化財調査室年報10　平成4年度

125678 愛宕山古墳調査委員会 愛宕山古墳　1991

15038 甘木市教育委員会 栗山遺跡Ⅱ　福岡県甘木市大字平塚字栗山所在遺跡の調査　1994 甘木市文化財調査報告書第２８集

15022 甘木市教育委員会 馬田下原遺跡　福岡県甘木市大字馬田字下原所在遺跡の調査 甘木市文化財調査報告書第３１集

15023 甘木市教育委員会 平塚川添遺跡　発掘調査概報Ⅱ　1994 甘木市文化財調査報告第２９集

224 久留米市教育委員会 魚屋町遺跡 久留米市文化財調査報告第１２３集

36357 久留米市教育委員会 筑後国府跡　第148次調査　1998 久留米市文化財調査報告書第１３４集

34363 財）北九州市教育文化事業団埋蔵
財 査室

荒神森古墳　北九州市小倉南区曽根に所在する前方後円墳の調査 北九州市埋蔵文化財調査報告　第１６集

34359 財）北九州市教育文化事業団埋蔵
文化財調査室

新道寺・天疫神社前遺跡　　北九州市小倉南区大字新道寺所在の中世集落の調査 北九州市埋蔵文化財調査報告　第１１集

34358 財）北九州市教育文化事業団埋蔵
文化財調査室

茶屋原西遺跡　－北九州市八幡西区大字馬場山所在－ 北九州市埋蔵文化財調査報告　第１２集

34360 財）北九州市教育文化事業団埋蔵
財 査室

辻田西遺跡　北九州市八幡西区大字馬場山所在 北九州市埋蔵文化財調査報告　第１３集

34361 財）北九州市教育文化事業団埋蔵
文化財調査室

日峰山遺跡　北九州市八幡西区浅川所在の古代祭祀遺跡 北九州市埋蔵文化財調査報告　第１４集

34362 財）北九州市教育文化事業団埋蔵
文化財調査室

本城中学校北遺跡　北九州市八幡西区本城754の6所在 北九州市埋蔵文化財調査報告　第１５集

43040 宗像市教育委員会 田久瓜ヶ坂 宗像市文化財調査報告書第４６集

34520 住宅・都市整備公団 十郎川　福岡市早良平野　石丸・古川遺跡　1982　（2分冊　一　二）

2881 津屋崎町教育委員会 宮司　井手ノ上古墳　福岡県宗像郡津屋崎町所在古墳の調査報告　1991 津屋崎町文化財調査報告第７集

15039 津屋崎町教育委員会 在自遺跡群Ⅱ　県営圃場整備事業津屋崎地区に伴う発掘調査報告　1995 津屋崎町文化財調査報告書第１０集

7698 福岡県教育委員会 粕屋保健所庁舎建設に伴う埋蔵文化財調査報告　戸原堀ノ内遺跡　1993 福岡県文化財調査報告書１０２集

34181 福岡市教育委員会 アジアとの交流　鴻臚館跡出土貿易陶磁器

4726 福岡市教育委員会 カルメル修道院内遺跡Ⅱ　カルメル修道院内遺跡第3次調査の報告　1992 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２９９集

15623 福岡市教育委員会 タカバン塚古墳　1993 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３３５集

15633 福岡市教育委員会 羽根戸古墳群(3)　B群4号墳調査報告書　1993 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３４６集

15632 福岡市教育委員会 羽根戸古墳群2　1993 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３４５集

15634 福岡市教育委員会 羽根戸古墳群4　羽根戸古墳群B群5号墳の調査　1993 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３４７集

2637 福岡市教育委員会 影ヶ浦古墳群Ⅰ　影ヶ浦古墳群第2次調査報告　1991 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２４１集

15643 福岡市教育委員会 干隈遺跡　飯倉Ｇ遺跡1～3次調査　1993 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３３４集

15630 福岡市教育委員会 岩本遺跡　岩本遺跡群第3次調査報告　1993 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３４２集

34152 福岡市教育委員会 吉塚Ⅰ　国道3号線改良工事に伴う吉塚第1次地点遺跡の調査　1989 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２０２集

15642 福岡市教育委員会 吉塚本町遺跡1　吉塚本町遺跡第1次調査報告書　1993 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３１９集

7484 福岡市教育委員会 吉塚本町遺跡2次調査の報告　1993 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３２０集

15627 福岡市教育委員会 熊本遺跡群Ⅰ　1993 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３４１集

4706 福岡市教育委員会 警弥郷Ｂ遺跡　第2次調査の報告　1992 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２７８集

福岡県



4702 福岡市教育委員会 堅粕1　1992 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２７４集

34186 福岡市教育委員会 原遺跡3　原遺跡群第10次調査の報告　1990 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２１５集

4722 福岡市教育委員会 原遺跡6　原遺跡第14次発掘調査の報告　1992 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２９５集

34138 福岡市教育委員会 広石遺跡群　広石古墳群Ⅷ群・広石遺跡群E地点　1989 福岡市埋蔵文化財調査報告書第１９５集

15614 福岡市教育委員会 香椎Ａ　1993 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３１７集

34204 福岡市教育委員会 国道202号線今宿バイパス関係埋蔵文化財調査報告・Ⅰ　大塚遺跡・女原遺跡　1990 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２２４集

2638 福岡市教育委員会 国道202号線今宿バイパス関係埋蔵文化財調査報告Ⅱ　徳永遺跡　1991 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２４２集

4733 福岡市教育委員会 国道202号線今宿バイパス関係埋蔵文化財調査報告Ⅲ　徳永遺跡（Ⅱ）　1992 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３０６集

15639 福岡市教育委員会 国道202号線今宿バイパス関係埋蔵文化財調査報告Ⅳ　飯氏遺跡群1　1993 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３５２集

4704 福岡市教育委員会 雑餉隈遺跡1　雑餉隈遺跡群第1次調査　1992 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２７６集

4699 福岡市教育委員会 三苫遺跡群1次調査の報告　1992 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２７１集

2639 福岡市教育委員会 三苫京塚古墳　1991 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２４３集

4736 福岡市教育委員会 山ノ鼻1号墳　1992 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３０９集

15612 福岡市教育委員会 山ノ鼻2号墳　1993 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３５３集

2657 福岡市教育委員会 四箇遺跡群　24次調査の報告　1991 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２６１集

34136 福岡市教育委員会 市道田・飯盛線関係埋蔵文化財調査報告Ⅱ　吉武遺跡群Ⅳ　1989 福岡市埋蔵文化財調査報告書第１９４集

4732 福岡市教育委員会 拾六町平田遺跡　第1次調査　1992 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３０５集

15636 福岡市教育委員会 拾六町平田遺跡2　第2次調査　1993 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３４９集

15618 福岡市教育委員会 雀居遺跡1　第2次調査の報告　1993 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３２２集

4725 福岡市教育委員会 瀬戸口古墳群　第2次調査報告書　1992 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２９８集

34208 福岡市教育委員会 生松台　西区野方土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財の調査　1990 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２２６集

15637 福岡市教育委員会 青木遺跡2　青木遺跡第2次発掘調査　1993 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３５０集

15638 福岡市教育委員会 相原古墳群2　Ｃ群第1次･2次、Ｅ群第1次調査の報告 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３５１集

4728 福岡市教育委員会 草場古墳群　第3次調査報告書　1992 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３０１集

2635 福岡市教育委員会 太田遺跡Ⅰ　市道田・飯盛線関係埋蔵文化財調査報告Ⅲ　1991 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２３９集

4707 福岡市教育委員会 大橋Ｅ遺跡3次調査の報告　1992 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２７９集

2652 福岡市教育委員会 大塚遺跡　第7次調査　1991 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２５６集

34148 福岡市教育委員会 田村遺跡Ⅵ　1989 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２００集

34188 福岡市教育委員会 田村遺跡Ⅶ　1990 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２１６集

4729 福岡市教育委員会 田村遺跡Ⅷ　1992 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３０２集

34157 福岡市教育委員会 都市計画道路博多駅築港線関係埋蔵文化財調査報告Ⅳ　博多　1989 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２０５集

125667 福岡市教育委員会 都市計画道路博多駅築港線関係埋蔵文化財調査報告Ⅴ　博多　1990 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２２１集

34202 福岡市教育委員会 都地・七反田遺跡　市道野方・金武線建設に伴う埋蔵文化財の調査　1990 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２２３集

34161 福岡市教育委員会 唐原遺跡Ⅱ　集落址編　1989 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２０７集

2663 福岡市教育委員会 東光寺剣塚古墳　1991 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２６７集

2655 福岡市教育委員会 藤崎遺跡6　藤崎遺跡第15・16・17・18次調査地点　1991 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２５９集

2656 福岡市教育委員会 藤崎遺跡7　第19次調査の報告　1991 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２６０集

15626 福岡市教育委員会 藤崎遺跡8　藤崎遺跡第20･21次調査　1993 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３３８集

34220 福岡市教育委員会 藤崎遺跡Ⅴ　第12・13・14次調査　1990 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２３２集

34200 福岡市教育委員会 那珂2　1990 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２２２集

4718 福岡市教育委員会 那珂5　第10～12・14・16・17・21次調査報告　1992 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２９１集

4719 福岡市教育委員会 那珂6　第18・28・30・31次調査報告　1992 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２９２集

15619 福岡市教育委員会 那珂7　那珂遺跡第19次調査報告　1993 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３２３集

4717 福岡市教育委員会 那珂遺跡4　那珂遺跡群第23次調査の報告　その2　1992 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２９０集

2650 福岡市教育委員会 那珂遺跡4　那珂遺跡群第23次調査の報告その1　1991 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２５４集

15620 福岡市教育委員会 那珂遺跡8　那珂遺跡第20次調査の報告　1993 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３２４集

4705 福岡市教育委員会 南八幡遺跡2　南八幡遺跡群第4次調査報告　1992 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２７７集

4737 福岡市教育委員会 入部Ⅲ　1992 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３１０集

15631 福岡市教育委員会 入部Ⅳ　1993 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３４３集

15640 福岡市教育委員会 能古島　能古島遺跡発掘事前総合調査報告書　1993 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３５４集

2636 福岡市教育委員会 梅林古墳　市営住宅建設に伴う飯倉Ｈ遺跡の調査　1991 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２４０集

34214 福岡市教育委員会 博多14　博多遺跡群第39次調査概報　1990 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２２９集

34216 福岡市教育委員会 博多15　博多遺跡群第40次調査の概要　1990 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２３０集



2640 福岡市教育委員会 博多16　博多遺跡群第37次調査報告　1991 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２４４集

2641 福岡市教育委員会 博多17　博多遺跡群第42次発掘調査概報　1991 福岡市埋蔵文化財調査報告書第245集

2642 福岡市教育委員会 博多18　博多遺跡群第43次発掘調査報告　1991 福岡市埋蔵文化財調査報告書第246集

2643 福岡市教育委員会 博多19　博多遺跡群第44次発掘調査概報　1991 福岡市埋蔵文化財調査報告書第247集

2644 福岡市教育委員会 博多20　博多遺跡群第45次調査　1991 福岡市埋蔵文化財調査報告書第248集

2645 福岡市教育委員会 博多21　博多遺跡群第50次発掘調査概報　1991 福岡市埋蔵文化財調査報告書第249集

2646 福岡市教育委員会 博多22　博多遺跡群第57次（房州堀推定地）の調査概要　1991 福岡市埋蔵文化財調査報告書第250集

2647 福岡市教育委員会 博多23　博多遺跡群第58次調査報告　1991 福岡市埋蔵文化財調査報告書第251集

2648 福岡市教育委員会 博多24　博多遺跡群第61次発掘調査報告　1991 福岡市埋蔵文化財調査報告書第252集

4708 福岡市教育委員会 博多25　第38次調査報告　1992 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２８０集

4709 福岡市教育委員会 博多26　博多遺跡群第46次調査報告　1992 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２８１集

4710 福岡市教育委員会 博多27　博多遺跡群第48次調査の報告　1992 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２８２集

4711 福岡市教育委員会 博多28　博多遺跡群第51次発掘調査報告　1992 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２８３集

4712 福岡市教育委員会 博多29　博多遺跡群第53・67次発掘調査報告　1992 福岡市埋蔵文化財調査報告書第284集

4713 福岡市教育委員会 博多30　博多遺跡群第60次発掘調査報告書　1992 福岡市埋蔵文化財調査報告書第285集

4714 福岡市教育委員会 博多31　博多遺跡群第63次発掘調査報告　1992 福岡市埋蔵文化財調査報告書第286集

15604 福岡市教育委員会 博多32　博多遺跡群第68次発掘調査報告　1992 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２８７集

4715 福岡市教育委員会 博多33　博多遺跡群第69次発掘調査概報　1992 福岡市埋蔵文化財調査報告書第288集

15605 福岡市教育委員会 博多34　博多遺跡群第56次発掘調査報告　1993 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３２６集

15606 福岡市教育委員会 博多35　博多遺跡群第55次調査　1993 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３２７集

15607 福岡市教育委員会 博多36　第59次調査報告　1993 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３２８集

15608 福岡市教育委員会 博多37　博多遺跡群第65次発掘調査概報　1993 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３２９集

15609 福岡市教育委員会 博多38　博多遺跡群第66次調査報告　1993 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３３０集

15610 福岡市教育委員会 博多39　第75次調査報告　1993 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３３１集

15611 福岡市教育委員会 博多40　博多遺跡群第76次調査の報告　1993 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３３２集

34150 福岡市教育委員会 粕屋郡粕屋町　戸原麦尾遺跡（Ⅱ）　福岡市多々良浄水場建設に伴う緊急調査　1989 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２０１集

34190 福岡市教育委員会 粕屋郡粕屋町　戸原麦尾遺跡（Ⅲ）　福岡市多々良浄水場建設に伴う緊急調査　1990 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２１７集

4703 福岡市教育委員会 麦野Ａ　麦野Ａ遺跡群第4次調査報告　1992 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２７５集

4701 福岡市教育委員会 箱崎3　箱崎遺跡群第5次調査の報告　1992 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２７３集

2658 福岡市教育委員会 箱崎遺跡2　箱崎遺跡群第3次調査の報告　1991 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２６２集

34159 福岡市教育委員会 板付周辺遺跡調査報告書（14）　1987年調査　1989 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２０６集

34167 福岡市教育委員会 板付周辺遺跡調査報告書（15）　高畑遺跡第12次調査地点　1989 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２１０集

125670 福岡市教育委員会 板付周辺遺跡調査報告書（9）　1982年度調査概要　1983 福岡市埋蔵文化財調査報告書第９８集

4723 福岡市教育委員会 飯倉Ａ遺跡　第1次調査　1992 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２９６集

2651 福岡市教育委員会 比恵遺跡群（10）　1991 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２５５集

4716 福岡市教育委員会 比恵遺跡群（11）　1992 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２８９集

125672 福岡市教育委員会 比恵遺跡群（12）　比恵遺跡群第37次・39次発掘調査報告書　1993 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３２５集

34210 福岡市教育委員会 比恵遺跡群（9）　1990 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２２７集

34144 福岡市教育委員会 福岡市　羽根戸古墳群　西区西部墓園建設にともなう調査（2）　羽根戸古墳群E群の調査 福岡市埋蔵文化財調査報告書第１９８集

4730 福岡市教育委員会 福岡市　吉武遺跡群Ⅴ　市道野方金武線建設に伴う埋蔵文化財の調査　1992 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３０３集

34194 福岡市教育委員会 福岡市　公園関係埋蔵文化財調査報告書Ⅰ　1990 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２１９集

125665 福岡市教育委員会 福岡市　高速鉄道関係埋蔵文化財調査報告Ⅲ　福岡城址　内堀外壁石積の調査　1983 福岡市埋蔵文化財調査報告書第１０１集

125666 福岡市教育委員会 福岡市　高速鉄道関係埋蔵文化財調査報告Ⅲ　福岡城址　内堀外壁石積の調査　付図 福岡市埋蔵文化財調査報告書第１０１集

2666 福岡市教育委員会 福岡市　鴻臚館跡Ⅰ　発掘調査概報　1991 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２７０集

4742 福岡市教育委員会 福岡市　鴻臚館跡Ⅱ　1992 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３１５集

15641 福岡市教育委員会 福岡市　鴻臚館跡Ⅲ　1993 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３５５集

2634 福岡市教育委員会 福岡市　今宿五郎江遺跡Ⅱ　1991 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２３８集

34146 福岡市教育委員会 福岡市　四箇遺跡　重留老人福祉センター建設に伴う埋蔵文化財の調査（四箇遺跡群第
次調査）　

福岡市埋蔵文化財調査報告書第１９９集

34140 福岡市教育委員会 福岡市　四箇遺跡群　第23次調査報告書　1989 福岡市埋蔵文化財調査報告書第１９６集

125776 福岡市教育委員会 福岡市　城原小学校建設地内遺跡調査報告書　拾六町ツイジ遺跡　1983 福岡市埋蔵文化財調査報告書第92集

34154 福岡市教育委員会 福岡市　西新町遺跡　1989 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２０３集

34226 福岡市教育委員会 福岡市　入部Ⅰ　県営圃場整備事業に伴う発掘調査の概要　重留遺跡第1・2次調査　1990 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２３５集

2664 福岡市教育委員会 福岡市　入部Ⅱ　県営圃場整備事業に伴う第3次発掘調査の概要（重留遺跡2次・岩本遺
跡 箇船 遺跡 　

福岡市埋蔵文化財調査報告書第２６８集



125158 福岡市教育委員会 福岡市　柏原遺跡群Ⅰ－縄文時代遺跡Ｆ遺跡の調査－ 福岡市埋蔵文化財調査報告書　第９０集

2654 福岡市教育委員会 福岡市　飯倉Ｃ遺跡　飯倉遺跡群C地区第1次調査　1991 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２５８集

15625 福岡市教育委員会 福岡市　飯倉Ｃ遺跡2　飯倉遺跡群Ｃ地区第3次調査　1993 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３３６集

34176 福岡市教育委員会 福岡市　埋蔵文化財年報Vol．2　1987年度　1989

34183 福岡市教育委員会 福岡市　埋蔵文化財年報Vol．3　1988年度　1990

2632 福岡市教育委員会 福岡市　埋蔵文化財年報Vol．4　1989年度　1991

4744 福岡市教育委員会 福岡市　埋蔵文化財年報Vol．5　1990年度　1992

15549 福岡市教育委員会 福岡市　埋蔵文化財年報Vｏl．6　1991年度　1993

125661 福岡市教育委員会 福岡市　野多目運動公園内遺跡調査報告書　野多目拈渡遺跡　1983 福岡市埋蔵文化財調査報告書第９３集

34171 福岡市教育委員会 福岡市　有田・小田部　第10集　1989 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２１２集

34224 福岡市教育委員会 福岡市　有田・小田部　第11集 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２３４集

2660 福岡市教育委員会 福岡市　有田・小田部　第12集　1991 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２６４集

4734 福岡市教育委員会 福岡市　有田・小田部　第15集　1992 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３０７集

4735 福岡市教育委員会 福岡市　有田・小田部　第16集　1992 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３０８集

15629 福岡市教育委員会 福岡市　有田・小田部　第18集　1993 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３４０集

125659 福岡市教育委員会 福岡市　有田・小田部　第4集　1983 福岡市埋蔵文化財調査報告書第９６集

2661 福岡市教育委員会 福岡市　有田・小田部第13集　1991 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２６５集

125660 福岡市教育委員会 福岡市　有田七田前遺跡　有住小学校建設に伴う埋蔵文化財調査報告　1983 福岡市埋蔵文化財調査報告書第９５集

2665 福岡市教育委員会 福岡市　脇山Ⅱ　県営圃場整備事業に伴う発掘調査報告（脇山Ａ遺跡調査概報、谷口遺
跡調査報告）　

福岡市埋蔵文化財調査報告書第２６９集

4738 福岡市教育委員会 福岡市　脇山Ⅲ　県営圃場整備事業に伴う発掘調査　（脇山A遺跡第4次調査報告）　1992 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３１１集

15613 福岡市教育委員会 福岡市　脇山Ⅴ　県営圃場整備事業に伴う脇山A遺跡6次、大門遺跡1次調査報告　1993 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３４４集

125669 福岡市教育委員会 福岡市城南区　浄泉寺遺跡　遺構編　1983 福岡市埋蔵文化財調査報告書第９９集

125664 福岡市教育委員会 福岡市西区　原深町遺跡　（別冊）　1982 福岡市埋蔵文化財調査報告書第７１集

34175 福岡市教育委員会 福岡市西区　広石南古墳群　1989 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２１４集

4740 福岡市教育委員会 福岡市西区　国史跡　野方遺跡　環境整備報告書　1992 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３１３集

4731 福岡市教育委員会 福岡市西区　太田遺跡（Ⅲ）　市道野方・金武線新設道路建設に伴う発掘調査報告書 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３０４集

125663 福岡市教育委員会 福岡市西区　藤崎遺跡　1982 福岡市埋蔵文化財調査報告書第８０集

15635 福岡市教育委員会 福岡市西区　野方久保遺跡Ⅱ　1993　（付図あり） 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３４８集

34173 福岡市教育委員会 福岡市西部地区埋蔵文化財調査報告Ⅱ　1989年 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２１３集

34222 福岡市教育委員会 福岡市早良区　原遺跡4　第12次調査の報告　1990 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２３３集

15624 福岡市教育委員会 福岡市早良区　原遺跡7　第16次調査の報告　1993 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３３７集

125668 福岡市教育委員会 福岡市早良区　重留Ｃ群第1号墳　1983 福岡市埋蔵文化財調査報告書第９７集

2662 福岡市教育委員会 福岡市早良区　有田・小田部14　原遺跡5　下水道工事に伴う調査　1991 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２６６集

34169 福岡市教育委員会 福岡市南区　野間Ｂ遺跡　1989 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２１１集

4741 福岡市教育委員会 福岡市博多区　国史跡　板付遺跡　環境整備報告書　1992 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３１４集

125662 福岡市教育委員会 福岡市博多区　席田遺跡群　久保園遺跡　1983 福岡市埋蔵文化財調査報告書第９１集

34192 福岡市教育委員会 福岡市博多区　席田遺跡群（Ⅵ）1990 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２１８集

2633 福岡市教育委員会 福岡城跡・Ⅳ　内堀内壁の調査　1991 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２３７集

4720 福岡市教育委員会 福岡城肥前堀第3次調査報告　1992 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２９３集

4721 福岡市教育委員会 福岡城肥前堀第4次調査報告　1992 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２９４集

34142 福岡市教育委員会 峯遺跡　1989 福岡市埋蔵文化財調査報告書第１９７集

125671 福岡市教育委員会 名島城跡Ⅰ　1993 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３１８集

4724 福岡市教育委員会 野芥遺跡　1992 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２９７集

2659 福岡市教育委員会 野多目Ａ　野多目Ａ遺跡群第3次調査報告　1991 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２６３集

15622 福岡市教育委員会 野多目拈渡遺跡4　1993 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３３３集

4727 福岡市教育委員会 野方久保遺跡1　第3次調査報告書　1992 福岡市埋蔵文化財調査報告書第300集

15628 福岡市教育委員会 有田・小田部　第17集　第160･169次調査　1993 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３３９集

4700 福岡市教育委員会 立花寺1　1992 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２７２集

15617 福岡市教育委員会 立花寺2　第2次調査報告　1993 福岡市埋蔵文化財調査報告書第３２１集

34228 福岡市教育委員会 脇山Ⅰ　県営圃場整備事業に伴う発掘調査報告　1990 福岡市埋蔵文化財調査報告書第２３６集

34179 福岡市埋蔵文化財センタ－ 市制百周年記念
東 ジ と 本　特 考古学講座講演集125674 福岡市埋蔵文化財センタ－ 福岡市埋蔵文化財センタ－年報　第1号　昭和56年度

125675 福岡市埋蔵文化財センタ－ 福岡市埋蔵文化財センタ－年報　第2号　昭和57年度



125676 福岡市埋蔵文化財センタ－ 福岡市埋蔵文化財センタ－年報　第3号　昭和58年度

125677 福岡市埋蔵文化財センタ－ 福岡市埋蔵文化財センタ－年報　第4号　昭和59（1984）年度

125673 福岡市埋蔵文化財センタ－ 福岡市埋蔵文化財センタ－年報　第8号
年度34291 福岡市埋蔵文化財センタ－ 福岡市埋蔵文化財センタ－年報　第9号　平成元（1989）年度

3955 福岡市埋蔵文化財センター 開館10周年記念特別講演会　考古学の現在　新しい生活環境づくりへの試み　1991

3956 福岡市埋蔵文化財センター 福岡市埋蔵文化財センター年報　第10号　平成2（1990）年度

5055 福岡市埋蔵文化財センター 福岡市埋蔵文化財センター年報　第11号　平成3（1991）年度

15027 北九州市教育委員会 岡遺跡Ⅲ区　九州縦貫自動車道関係埋蔵文化財調査報告　1995 北九州市文化財調査報告書第６５集

15026 北九州市教育委員会 下貫遺跡（第2次）　国庫補助事業発掘調査報告書　1995 北九州市文化財調査報告書第６３集

15028 北九州市教育委員会 加用遺跡　九州縦断自動車道建設に伴う埋蔵文化財調査報告書　1995 北九州市文化財調査報告書第６６集

15037 北九州市教育委員会 高津尾遺跡Ⅲ　九州縦貫自動車道建設に伴う発掘調査　1994 北九州市文化財調査報告書第６２集

15025 北九州市教育委員会 堺町遺跡第二地点　北九州市小倉北区堺町所在　1993 北九州市文化財調査報告書第５３集

15029 北九州市教育委員会 小倉城跡Ⅰ　御勘定所跡南東側堀の発掘調査　1995 北九州市文化財調査報告書第６４集

15024 北九州市教育委員会 中谷遺跡　1992 北九州市文化財調査報告書第５０集

125157 北九州市教育文化事業団埋蔵文化
財 査室

埋蔵文化財調査室年報9　平成3年度

105861 北九州市芸術文化振興財団　埋蔵
文化財調査室

埋蔵文化財調査室年報11　平成5年度

125534 佐賀県教育委員会 環濠集落　吉野ヶ里遺跡概報

3516 佐賀県教育委員会 吉野ヶ里遺跡　佐賀県神埼郡三田川町・神埼町に所在する吉野ヶ里遺跡の確認調査報告
書

佐賀県文化財調査報告書第１００集

34924 佐賀県教育委員会 九州横断自動車道関係埋蔵文化財発掘調査概報第12集（1988年度）

34925 佐賀県教育委員会 九州横断自動車道関係埋蔵文化財発掘調査概報第5集（1981年度）

34894 佐賀県教育委員会 九州横断自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告書（10）　老松山遺跡　1989年3月 佐賀県文化財調査報告書第92集

34920 佐賀県教育委員会 九州横断自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告書（11）　惣座遺跡

34922 佐賀県教育委員会 九州横断自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告書（12）　西石動遺跡

3518 佐賀県教育委員会 九州横断自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告書（13）　志波屋六本松乙遺跡　1991年3 佐賀県文化財調査報告書第103集

3667 佐賀県教育委員会 九州横断自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告書（14）　都谷遺跡　1991年3月 佐賀県文化財調査報告書第104集

15658 佐賀県教育委員会 九州横断自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告書(15)　朝日北遺跡　1992年3月 佐賀県文化財調査報告書第１１０集

34926 佐賀県教育委員会 九州横断自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告書（3）　西原遺跡　1983年3月 佐賀県文化財調査報告書第66集

34884 佐賀県教育委員会 九州横断自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告書（6）　下石動遺跡　1987年3月 佐賀県文化財調査報告書第86集

34886 佐賀県教育委員会 九州横断自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告書（7）　撰分遺跡

34892 佐賀県教育委員会 九州横断自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告書（9）　礫石遺跡　1989年3月 佐賀県文化財調査報告書第91集

34890 佐賀県教育委員会 特別史跡名護屋城跡並びに陣跡4　名護屋城跡発掘調査概報　山里丸発掘調査

125535 佐賀県教育委員会 特別史跡名護屋城跡並びに陣跡5　加藤嘉明陣跡発掘調査概報　1990年

3517 佐賀県教育委員会 特別史跡名護屋城跡並びに陣跡6　古田織部陣跡発掘調査概報　1991年

312 佐賀県教育委員会 平原遺跡Ⅰ　本川川防災調節池事業関係文化財調査報告書1 佐賀県文化財調査報告書第119集

313 佐賀県教育委員会 本川川防災調節池事業関係文化財調査報告書2　平原遺跡Ⅱ 佐賀県文化財調査報告書第120集

97787 佐賀県鎮西町教育委員会 平野町遺跡（第Ⅱ区） 鎮西町文化財調査報告書第２１集

43332 三日月町教育委員会 織島東分遺跡群Ⅱ 三日月町文化財調査報告書第１０集

15058 唐津市教育委員会 「玄海幹線」工事に係る文化財確認調査　青山城跡ほか中世山城 唐津市埋蔵文化財調査報告書第６４集

35021 唐津市教育委員会 笹ノ尾遺跡群　国営上場水利事業に伴う埋蔵文化財調査報告　1988・3 唐津市文化財調査報告書第２５集

35022 唐津市教育委員会 小十古窯跡　県営圃場整備事業にかかる埋蔵文化財調査 唐津市文化財調査報告第２６集

35019 唐津市教育委員会 草履作遺跡　県営圃場整備事業に伴う文化財調査報告　1989・3 唐津市文化財調査報告第３４集

35018 唐津市教育委員会 唐ノ川境遺跡　1989.3 唐津市埋蔵文化財調査報告第３５集

35020 唐津市教育委員会 唐津市内遺跡確認調査（4）　1989.3 唐津市文化財調査報告書第３６集

15056 唐津市教育委員会 徳蔵谷遺跡（2）　1995・3 唐津市埋蔵文化財調査報告書第６３集

35023 唐津市教育委員会 馬部甚蔵山遺跡　県営農業基盤整備事業に伴う文化財調査報告 唐津市文化財調査報告第３１集

15057 唐津市教育委員会 湊松本遺跡（2）　1995.3 唐津市埋蔵文化財調査報告書第６２集

35130 多良見町教育委員会 琴ノ尾岳公園造成に伴う琴ノ尾岳烽火台跡緊急整備発掘調査報告書　1989 多良見町文化財調査報告書第６集

35099 長崎県教育委員会 魚洗川Ｂ遺跡　全国植樹祭会場造成工事に伴う埋蔵文化財緊急発掘調査報告書　1989 長崎県文化財調査報告書第９５集

35097 長崎県教育委員会 九州横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財緊急発掘調査報告書Ⅵ　1989 長崎県文化財調査報告書第９３集

佐賀県

長崎県



35105 長崎県教育委員会 九州横断自動車道建設に伴う埋蔵文化財緊急発掘調査報告書Ⅶ　1990 長崎県文化財調査報告書第９８集

35095 長崎県教育委員会 中道壇遺跡　1988 長崎県文化財調査報告書第９０集

35103 長崎県教育委員会 長崎県埋蔵文化財調査集報ⅩⅢ　1990 長崎県文化財調査報告書第９７集

35093 長崎県教育委員会 長崎県埋蔵文化財調査集報Ⅺ　1988 長崎県文化財調査報告書第９１集

35101 長崎県教育委員会 長崎県埋蔵文化財調査集報Ⅻ　1989 長崎県文化財調査報告書第９４集

35091 長崎県教育委員会 百花台広域公園建設に伴う埋蔵文化財緊急発掘調査報告書　1988 長崎県文化財調査報告書第９２集

15067 長崎県教育委員会 万才町遺跡　長崎県庁新別館建替えに伴う発掘調査報告書　1995 長崎県文化財調査報告書第１２３集

35126 東彼杵町教育委員会 岡遺跡　彼杵中央地区圃場整備事業にかかる調査　1988 東彼杵町文化財調査報告書第２集

35128 東彼杵町教育委員会 白井川遺跡　彼杵中央地区圃場整備事業にかかる調査　1989 東彼杵町文化財調査報告書第３集

35124 波佐見町教育委員会 畑ノ原窯跡　1988年 波佐見町文化財調査報告書第3集

35132 美津島町教育委員会 かがり松鼻遺跡　長崎県下県郡美津島町所在　1988 美津島町文化財調査報告書第５集

15075 熊本県教育委員会 うてな遺跡　県代行台堀切線道路改良工事に伴う埋蔵文化財調査　1992 熊本県文化財調査報告第１２１集

15079 熊本県教育委員会 ワクド石遺跡　熊本県菊池台地における縄文時代後期集落の調査　県営畑地帯総合土地
改良事業 伴う 財 査　

熊本県文化財調査報告第１４４集

15071 熊本県教育委員会 庵ノ前遺跡Ⅰ・Ⅱ　熊本県立熊本北高等学校登校道路建設に伴う埋蔵文化財調査　1991
年

熊本県文化財調査報告第１１３集

15069 熊本県教育委員会 横山古墳　1994 熊本県文化財整備報告第２集

15076 熊本県教育委員会 熊本県宇土郡不知火町大字高良　神の元1号墳（鬼のいわや古墳）　1992年 熊本県文化財調査報告第１２２集

15068 熊本県教育委員会 国指定遺跡　塚坊主古墳　1994 熊本県文化財整備報告第１集

15073 熊本県教育委員会 今泉製鉄遺跡Ⅰ・Ⅱ　特定河岸地水害対策事業に伴う埋蔵文化財調査　1991年 熊本県文化財調査報告第１１５集

15070 熊本県教育委員会 山田城跡Ⅱ・Ⅲ　九州縦貫自動車道（八代～人吉間）建設に伴う埋蔵文化財調査　1990年 熊本県文化財調査報告第１１２集

15078 熊本県教育委員会 狩尾遺跡群　激甚災害にともなう埋蔵文化財の調査　狩尾・湯ノ口遺跡　狩尾・方無田遺跡
狩 前 遺跡　池 古園遺跡　

熊本県文化財調査報告第１３１集

15077 熊本県教育委員会 小川内（烽火台）遺跡　九州縦貫自動車道（人吉～えびの間）建設に伴う埋蔵文化財調査
年

熊本県文化財調査報告第１２３集

10101 熊本県教育委員会 白鳥平Ａ遺跡　九州縦貫自動車道（人吉～えびの）建設に伴う埋蔵文化財調査　1993.3 熊本県文化財調査報告第１２７集

35207 熊本県教育委員会 オブサン古墳　第一分冊（調査編）1987.3 熊本県文化財調査報告第８７集

35205 熊本県教育委員会 京塚古墳　1987 熊本県文化財調査報告第８６集

35193 熊本県教育委員会 曲野遺跡Ⅲ　一般国道3号松橋バイパスに伴う埋蔵文化財発掘調査報告（第Ⅳ次調査報
告）

熊本県文化財調査報告第７５集

35171 熊本県教育委員会 玉泉寺　古墳と中・近世寺院の調査　1980 熊本県文化財調査報告第４４集

35218 熊本県教育委員会 熊本県大津町　八窪遺跡　地域振興整備公団の土地造成の伴う文化財調査　1987 熊本県文化財調査報告第９４集

35255 熊本県教育委員会 熊本県文化財調査概報　鞠智城跡発掘調査概報

35213 熊本県教育委員会 袈裟尾丸山古墳　1987 熊本県文化財調査報告第８９集

35216 熊本県教育委員会 古保山打越遺跡　下益城郡松橋町古保山字打越（八反田遺跡発掘調査報告　部田目所在
板碑 び 蔵報告

熊本県文化財調査報告第９３集

125645 熊本県教育委員会 鼓ヶ峰遺跡[2分冊　九州縦貫自動車道（八代～人吉）建設に伴う埋蔵文化財調査　挿図
編]　

熊本県文化財調査報告第９６集

35220 熊本県教育委員会 高城跡　「九州縦貫自動車道（八代～人吉間）」建設に伴う埋蔵文化財調査　1988年 熊本県文化財調査報告第９５集

35235 熊本県教育委員会 山田城跡　九州縦貫自動車道（八代～人吉間）建設に伴う埋蔵文化財調査　1989年 熊本県文化財調査報告第１０２集

35242 熊本県教育委員会 仕山遺跡　国道389号道路改良工事に伴う天草郡河浦町今富所在仕山遺跡発掘調査報告
書　

熊本県文化財調査報告第１０６集

35199 熊本県教育委員会 七ツ江カキワラ貝塚・竹の下貝塚　1986 熊本県文化財調査報告第７９集

35233 熊本県教育委員会 七地水田遺跡　「九州縦貫自動車道（八代～人吉間）」建設に伴う埋蔵文化財調査　平成
年

熊本県文化財調査報告第１０１集

35185 熊本県教育委員会 上の原遺跡Ⅱ　1984 熊本県文化財調査報告第６４集

35245 熊本県教育委員会 上片町水田遺跡　九州縦貫自動車道（八代～人吉間）建設に伴う埋蔵文化財調査　1989
年

熊本県文化財調査報告第１０９集

35190 熊本県教育委員会 上野原遺跡Ⅲ　1985 熊本県文化財調査報告第７３集

35247 熊本県教育委員会 城・馬場遺跡　高城跡Ⅶ郭　県農政部耕地第二課の農地防災事業に伴う埋蔵文化財調査
年

熊本県文化財調査報告第１１０集

35195 熊本県教育委員会 西谷遺跡　一般国道3号熊本北バイパス建設に伴う埋蔵文化財調査報告　1985 熊本県文化財調査報告第７６集

35228 熊本県教育委員会 曽畑　熊本県宇土市花園町　曽畑貝塚・低湿地の調査　1988 熊本県文化財調査報告第１００集

35237 熊本県教育委員会 天道ヶ尾遺跡（Ⅰ）　九州縦貫自動車道（八代～人吉）建設に伴う埋蔵文化財調査　1989 熊本県文化財調査報告第１０３集

35249 熊本県教育委員会 天道ヶ尾遺跡（Ⅱ）　九州縦貫自動車道（八代～人吉）建設に伴う埋蔵文化財調査　1990 熊本県文化財調査報告第１１１集

35239 熊本県教育委員会 北上原古墳・瀬戸口横穴墓群　1989 熊本県文化財調査報告第１０４集

35241 熊本県教育委員会 六地蔵遺跡Ⅰ　1989.3 熊本県文化財調査報告第１０５集

3344 熊本大学文学部考古学研究室 神園山瓦窯址　1991 研究室活動報告２６

15044 大分県安岐町教育委員会 小野・大魔遺跡　1994 安岐町文化財調査報告書第３集

34742 大分県教育委員会 一般国道10号　宇佐バイパス建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概報Ⅱ　笠松・尾畑・桐ヶ
迫 峯 布迫 柳 向 林遺跡　

熊本県

大分県



15650 大分県教育委員会 一般国道10号線　宇佐道路埋蔵文化財発掘調査報告書(1)　笠松遺跡　1993年3月

15649 大分県教育委員会 一般国道10号線　中津ﾊﾞｲﾊﾟｽ埋蔵文化財発掘調査報告書(3)　樋多田遺跡　森山遺跡　寺
迫遺跡　 年15647 大分県教育委員会 一般国道210号日田ﾊﾞｲﾊﾟｽ建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概報Ⅲ　手崎遺跡　大部遺跡

15048 大分県教育委員会 一般国道210号日田バイパス建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅰ　日田市高瀬遺跡
群 調査 　14559 大分県教育委員会 河内谷御茶屋敷・河内谷馬場跡

15648 大分県教育委員会 大分空港道路建設に伴う発掘調査報告書Ⅱ　成田尾遺跡　今村遺跡　馬場尾遺跡 大分県文化財調査報告第８８輯

15646 大分県教育委員会 大分県内遺跡発掘調査概報1　1993

34843 大分県立宇佐風土記の丘歴史民俗
資料館

八幡大菩薩の世界

15043 竹田市教育委員会 一般国道502号改良工事埋蔵文化財発掘調査概報Ⅰ　野田家屋敷跡　1995

15042 竹田市教育委員会 一般国道57号（竹田拡幅）埋蔵文化財発掘調査概報Ⅱ　戸上遺跡・小園遺跡・大塚遺跡

34807 竹田市教育委員会 岡藩主おたまや公園整備事業報告書Ⅰ　1990

6414 竹田市教育委員会 岡藩主おたまや公園整備事業報告書Ⅱ　1991

6415 竹田市教育委員会 岡藩主おたまや公園整備事業報告書Ⅲ　1992

6416 竹田市教育委員会 広域農道大野川上流南部地区埋蔵文化財発掘調査概報Ⅰ　田井原遺跡・辻原遺跡　1991

6417 竹田市教育委員会 広域農道大野川上流南部地区埋蔵文化財発掘調査概報Ⅱ　田井原遺跡・辻原遺跡　1992

6412 竹田市教育委員会 国営大野川上流農業水利事業に伴う　埋蔵文化財発掘調査報告書　平井Ａ遺跡・原山Ｂ
遺跡　15045 竹田市教育委員会 史跡岡城跡周辺遺跡群　竹田地区南部遺跡群　Ⅵ

34784 竹田市教育委員会 昭和63年度　岡藩銭座跡　1989

34774 竹田市教育委員会 昭和63年度　史跡岡城跡保存整備事業報告書　史跡岡城跡Ⅳ　1989

34778 竹田市教育委員会 菅生台地と周辺の遺跡ⅩⅣ　1989

4959 竹田市教育委員会 菅生台地と周辺の遺跡ⅩⅤ　大分県竹田地区遺跡群発掘調査報告　石井入口遺跡　石井
遺跡　34776 竹田市教育委員会 池部朝鍋遺跡　1989

34805 竹田市教育委員会 竹田地区南部遺跡群Ⅰ　1990

6413 竹田市教育委員会 竹田地区南部遺跡群Ⅱ　1991

6419 竹田市教育委員会 平成2年度　史跡岡城跡保存修理事業報告書　　史跡岡城跡Ⅵ　1991

6420 竹田市教育委員会 平成3年度　史跡岡城跡保存修理事業報告書　　史跡岡城跡Ⅶ　1992

34809 竹田市教育委員会 平成元年度　史跡岡城跡保存修理事業報告書　史跡岡城跡Ⅴ　1990

40584 別府大学付属博物館 宮地前遺跡　1988

40583 別府大学付属博物館 駒方古屋遺跡　第2次・第3次発掘調査報告書　1987

40585 別府大学付属博物館 大分県旧石器時代遺跡分布図　1986

40582 別府大学付属博物館 大分県上下田遺跡　第2次発掘調査報告書　1983

125778 別府大学付属博物館 別府大学付属博物館　展示資料図録　1995

40581 別府大学附属博物館 大分県上下田遺跡　第2次発掘調査報告書　1983

35373 えびの市教育委員会 上江・池島地区県営圃場整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査概要　小木原遺跡群・　蕨・
久 迫地主 地 　

えびの市埋蔵文化財調査報告書第４集

35340 宮崎県教育委員会 一般国道10号土々呂バイパス建設関係発掘調査概要報告書　林遺跡　1988

35346 宮崎県教育委員会 宮崎学園都市遺跡発掘調査報告書第4集　（本文編・図面編・図版編）

35302 宮崎県教育委員会 宮崎県文化財調査報告書　第28集

35304 宮崎県教育委員会 宮崎県文化財調査報告書　第29集

35306 宮崎県教育委員会 宮崎県文化財調査報告書　第30集

35308 宮崎県教育委員会 宮崎県文化財調査報告書　第31集

35311 宮崎県教育委員会 宮崎県文化財調査報告書　第33集

35333 宮崎県教育委員会 宮崎大学跡地遺跡発掘調査報告書Ⅰ　船塚遺跡　1987

35351 宮崎県教育委員会 九州縦貫自動車道（人吉～えびの間）建設工事にともなう埋蔵文化財試掘調査報告書　天
神後第 遺跡　妙 遺跡　野久首遺跡　 遺跡　彦 遺跡35349 宮崎県教育委員会 国衙・郡衙・古寺跡等　遺跡詳細分布調査概要報告書Ⅱ　1990・3

35335 宮崎県教育委員会 昭和61年度農業基盤整備事業に伴う遺跡調査概報　北原牧地区遺跡　坪谷地区遺跡　地
蔵 森遺跡　城 遺跡　 本遺跡35337 宮崎県教育委員会 昭和62年度農業基盤整備事業に伴う遺跡調査概要報告書　北原牧地区遺跡　七野地区
遺跡　 地 遺跡　 木 地 式横穴群　角 地 遺跡　金剛寺 遺跡　 木35354 宮崎県教育委員会 平成元年度農業基盤整備事業に伴う発掘調査概要報告書　西ノ原第2遺跡　上南方地区
遺跡　 郎遺跡　 浦 遺跡　 重 遺跡　 幸 遺跡35330 宮崎県教育委員会 穂北尾畑遺跡　県道延岡・西都線改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　1986

35379 宮崎県総合博物館 埋蔵文化財調査研究報告Ⅱ　下那珂貝塚　1988.3

125657 宮崎県埋蔵文化財センター 農用地総合整備事業「都城区域」区画整理に伴う発掘調査概要　大島畠田遺跡　2000 宮崎県埋蔵文化財センター調査報告書第２８集

35361 宮崎大学　宮崎県教育委員会 宮崎大学埋蔵文化財調査報告Ⅰ　昭和59年度　宮大農学部平畑遺跡ⅩⅩⅤ区

宮崎県



15665 高城町教育委員会 ゴルフ場建設に伴う発掘調査報告書　城ｹ尾遺跡　1989 高城町文化財調査報告書第１集

15666 高城町教育委員会 平成4年度細井地区県営特殊農地保全整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告書
遺跡　

高城町文化財調査報告書第２集

35358 佐土原町教育委員会 一般国道10号佐土原バイパス埋蔵文化財発掘調査報告書　土器田東横穴墓（2）
東 横穴墓保存措 報告　

佐土原町文化財調査報告書第３集

15667 都濃町教育委員会 中部土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　森遺跡　1993 都農町文化財調査報告書第５集

125777 日田市教育委員会 有田塚ヶ原遺跡群　1999

35371 野尻町教育委員会 紙屋城址遺跡　漆野原県営ほ場整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告書　1988.3 野尻町文化財調査報告書第３集

35364 野尻町教育委員会 漆野原県営ほ場整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査概報　新村遺跡　高山遺跡1986.3 野尻町文化財調査報告書第１集

35368 野尻町教育委員会 漆野原県営ほ場整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告書　東城原第1遺跡　第2
遺跡　第 遺跡　

野尻町文化財調査報告書第２集

35383 野尻町教育委員会 漆野原県営ほ場整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　新村遺跡・高山遺跡・東城
第 遺跡 紙 城 遺跡

野尻町文化財調査報告書第４集

125656 加世田市教育委員会 県営シラス対策関連事業久木野地区に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書（1）　馬神遺跡
堂 寺遺跡

加世田市埋蔵文化財発掘調査報告書（21）

36664 指宿市教育委員会 橋牟礼川遺跡Ⅲ　指宿駅西部土地区画整理事業地内における下水道管きょ付設事業に
伴う発掘調査報告書　（本文　 誤 　付 ）

指宿市埋蔵文化財発掘調査報告書（１０）

36665 指宿市教育委員会 橋牟礼川遺跡Ⅳ　橋牟礼川遺跡範囲確認調査報告書 指宿市埋蔵文化財発掘調査報告書（１１）

36666 指宿市教育委員会 橋牟礼川遺跡Ⅴ　橋牟礼川遺跡範囲確認調査報告書 指宿市埋蔵文化財発掘調査報告書（12）

36668 指宿市教育委員会 橋牟礼川遺跡Ⅵ（概報）　指宿駅西部土地区画整理事業に伴う発掘調査概要報告書 指宿市埋蔵文化財発掘調査報告書第16集

36669 指宿市教育委員会 橋牟礼川遺跡Ⅶ　橋牟礼川遺跡範囲確認調査報告書 指宿市埋蔵文化財発掘調査報告書第17集

36667 指宿市教育委員会 南迫田遺跡　ふるさと農道整備事業に伴う確認調査報告書 指宿市埋蔵文化財発掘調査報告書第15集

3341 熊本大学文学部考古学研究室 北谷城（1）　1990 研究室活動報告２５

6322 熊本大学文学部考古学研究室 北谷城（2）　1991 研究室活動報告27

41405 帝京大学山梨文化財研究所 シンポジウム　考古学と中世史研究－中世考古学及び隣接諸学から－資料集　1990

41406 帝京大学山梨文化財研究所 シンポジウム　考古学と中世史研究－中世考古学及び隣接諸学から－資料集（補遺）

41411 帝京大学山梨文化財研究所 第5回「考古学と中世史研究」シンポジウム　中世から近世へ－中世考古学及び隣接諸学
から 資料集36313 帝京大学山梨文化財研究所 帝京大学山梨文化財研究所1997年度研究集会　「遺跡・遺物から何を読みとるか（Ⅰ）」資
料集39995 帝京大学山梨文化財研究所 帝京大学山梨文化財研究所1998年度研究集会　「遺跡・遺物から何を読みとるか（Ⅱ）－
食 復 資料集10018 東日本の水田跡を考える会 第5回　東日本の水田跡を考える会　資料集　1994年12月仙台

3883 (財)辰馬考古資料館 山田博雄収集資料目録　1987

19500 花ヶ前盛明 上越市の文化財　花ケ前盛明

16254 宮内庁　書陵部 出土品展示目録　埴輪Ⅰ

34614 九州歴史資料館 九州歴史史料館　収蔵資料目録　4

125103 砂川遺跡発掘20周年のつどい実行
委 会

砂川遺跡発掘20周年のつどい
　講演 旨38284 山武考古学研究所 山武考古学研究所出版物目録　1999

125746 全国埋蔵文化財法人連絡協議会 韓国・中国研修記録　平成12年度

125704 近つ飛鳥博物館 近つ飛鳥写真集

34624 九州歴史資料館 古代の福岡

32508 倉敷考古館 倉敷考古館　解説と周辺の歴史

125768 同志社大学歴史資料館 同志社大学歴史資料館図録　DOSHISHA UNIVERSITY HISTRICAL MUSEUM

17581 奈良国立文化研究所 山内清男考古資料6　能登縄文資料 奈良国立文化財研究所史料第３９冊

30940 奈良国立文化財研究所 山内清男考古資料1　真福寺貝塚資料 奈良国立文化財研究所史料第３０冊

30942 奈良国立文化財研究所 山内清男考古資料2　福田貝塚資料 奈良国立文化財研究所史料第３２冊

6714 奈良国立文化財研究所 山内清男考古資料3　上福岡貝塚資料 奈良国立文化財研究所史料第３３冊

6716 奈良国立文化財研究所 山内清男考古資料5　子母口貝塚資料　大口坂貝塚資料 奈良国立文化財研究所史料第３５冊

125762 奈良国立文化財研究所 奈良国立文化財研究所　三十年史

42692 奈良国立文化財研究所 奈良国立文化財研究所　埋蔵文化財センター20年史　ふりかえれば20年　1995

30936 奈良国立文化財研究所 奈良国立文化財研究所基準資料Ⅸ　瓦編9

125747 奈良国立文化財研究所 奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター案内　2000

30865 奈良国立文化財研究所 年輪に歴史を読む－日本における古年輪学の成立－ 奈良国立文化財研究所学報第48冊

シンポジウム資料集・資料集

図録・目録

鹿児島県

沖縄県



125749 奈良国立文化財研究所 梵鐘実測図集成　下 奈良国立文化財研究所史料第３８冊

125748 奈良国立文化財研究所 梵鐘実測図集成　上 奈良国立文化財研究所史料第３７冊

6715 奈良国立文化財研究所 山内清男考古資料4　田戸遺跡資料 奈良国立文化財研究所史料第３４冊

96876 奈良文化財研究所 山内清男考古資料13　愛知県西志賀貝塚資料　吉胡貝塚出土骨角貝製品　特殊器台・埴
輪資料

奈良国立文化財研究所史料第５８冊

125198 文化庁 新指定重要文化財図設　昭和44年度

125199 文化庁 新指定重要文化財図設　昭和46年度

5951 文化庁 全国遺跡地図　岩手県

125374 文化庁 全国遺跡地図　大阪府

31103 文化庁 全国遺跡地図　奈良県

125203 文化庁 文化財愛護地域活動事例集　昭和45年1月

125204 文化庁 文化財愛護地域活動事例集　昭和47年8月

125205 文化庁 文化財愛護地域活動事例集　昭和47年8月

125460 文化庁 全国遺跡地図　滋賀県　1984

125362 文化庁文化財保護部 全国遺跡地図　愛媛県

125516 文化庁文化財保護部 全国遺跡地図　岡山県

125364 文化庁文化財保護部 全国遺跡地図　佐賀県

125363 文化庁文化財保護部 全国遺跡地図　福岡県

125324 文化財保護委員会普及課 東京・京都・奈良国立博物館,大阪市立美術館,鎌倉国宝館　国宝・重要文化財寄託品目録
年 在16860 法政大学文学部考古学研究室 伊藤鉄夫・陽夫考古学資料目録Ⅰ

125119 人面・土偶装飾付深鉢形土器の基礎的研究(追補2) 「日本考古学」第19号抜刷(2005.5)

13698 のじぎく文化財保護研究財団 のじぎく文化財保護研究財団　紀要　創刊号　村川行弘先生古稀記念特輯

125311 ニュー・サイエンス社 月刊考古学ジャーナル3　№400,1996　3月号

11656 パリノ・サーヴェイ株式会社 ＰＡＬＹＮＯ　Ｎｏ．2

125143 パリノ・サーヴェイ株式会社 ＰＡＬＹＮＯ　Vol．1

4292 宮内庁正倉院事務所 正倉院年報　第14号

96951 金沢大学文学部考古学研究室 金大考古第15号

5944 金沢大学文学部考古学研究室 金大考古第16号

5948 金沢大学文学部考古学研究室 金大考古第17号

34638 九州歴史資料館 九州歴史資料館　研究論集　15　1990

15550 九州歴史資料館 九州歴史資料館　研究論集　18　1993

15188 九州歴史資料館 九州歴史資料館　研究論集　20　1995

15548 九州歴史資料館 九州歴史資料館年報　平成4年度

34656 九州歴史資料館 九州歴史資料館年報　平成元年度

125766 元興寺仏教民俗資料研究所 昭和48年度研究報告　保存科学研究室紀要〔3〕　1974

31063 元興寺文化財研究所 出土鉄製遺物の実態調査報告書　関東・東北・北海道地方

31057 元興寺文化財研究所 出土鉄製遺物の実態調査報告書　近畿・中部地方

31065 元興寺文化財研究所 昭和53年度国庫補助事業　出土鉄製遺物の実態調査報告書　九州・中国・四国地方

31059 元興寺文化財研究所 昭和57年度国庫補助による　出土青銅製遺物の実態調査概要報告書　北海道・東北・関
東 中部地方125409 元興寺文化財研究所 平成17年度埋蔵文化財保存活用整備事業［CD付き］
古きを も 新 き技　 保存科学 招待125658 元興寺文化財研究所 保存処理報告書　（財）元興寺文化財研究所保存科学研究室

125357 国際航業株式会社 文化遺産の世界16　特集年輪年代法　実年代を探る

15191 佐賀大学農学部　和佐野喜久生 東アジアの稲作起源と古代稲作文化　文部省科学研究費による国際学術研究　報告・論
集　 成 年 年20332 及川昭文　筑波大学学術情報処理

ﾀ
昭和57年度科学研究費補助金　課題番号　57123118　考古学遺物・遺跡データベースの
作成と 法 確立1427 考古学フォーラム 考古学フォーラム8　1997.4

38884 山武考古学研究所 山武考古学研究所年報　№17　平成10年度

125310 史窓会 太平薹史窻　第11号

45871 滋賀県立大学　人間文化学部 人間文化10 滋賀県立大学人間文化学部研究報告１０

125359 鹿児島大学農学部助教授　西中川
駿

古代遺跡出土骨からみたわが国の牛,馬の渡来時期とその経路に関する研究（研究課題

2187 漆利用の人類誌調査・飛騨山峡の
類誌調査グ プ

人類誌集報1997　漆利用の人類誌・飛騨山峡の人類誌 東京都立大学考古学報告2

1206 神奈川考古同人会 神奈川考古第22号　神奈川考古同人会10周年記念論集 神奈川考古第２２号

32503 倉敷考古館 倉敷考古館研究集報　第20号

雑誌・紀要・研究報告



3743 相武考古学研究所 相武考古学研究所研究紀要　第2集　1991

3332 淡神文化財協会 タイの土器作り　1991

125221 山武考古学研究所 アジア歴史ライブラリー

2820 筑波大学歴史・人類学系 筑波大学　先史学・考古学研究　第1号

10730 地域相研究 地域相研究　1983年9月第13号

40674 帝京大学山梨文化財研究所 帝京大学山梨文化財研究所研究報告第2集

4822 帝京大学山梨文化財研究所 帝京大学山梨文化財研究所研究報告第3集

35805 帝京大学山梨文化財研究所 帝京大学山梨文化財研究所研究報告第8集

41177 天理大学考古学研究室 奈良盆地の古環境と農耕　1994.3

31109 天理大学附属天理参考館 天理参考館報　第2号1988年度

125406 渡辺誠 人面・土偶装飾付釣手土器の再検討（山梨県立考古博物館研究紀要第21号別刷）

40720 東国土器研究会 東国土器研究　第3号　特集　黒色土器　展開と終焉

14421 東北大学文学部考古学研究室 東北大学考古学研究報告1

125478 東北大学文学部考古学研究室 北海道上川郡下川町幸成モサンル旧石器時代遺跡出土資料　モサンル 東北大学文学部考古学研究室考古学資料集第4冊

6087 東北大学埋蔵文化財調査委員会 東北大学埋蔵文化財調査年報4・5

19080 東北大埋文調査委員会 東北大学埋蔵文化財調査年報1

19084 東北大埋文調査委員会 東北大学埋蔵文化財調査年報3

3442 立正大学考古学会　藤田富士夫 パステル形石製品について　考古学論究　創刊号　「抜刷」

10986 國學院大学考古学資料館 國學院大學考古学資料館紀要第10輯

25853 國學院大學第Ⅱ部考古学研究会 うつわ第3号　会創立20周年記念号　1990年1月

125743 奈良国立文化財研究所埋蔵文化財
タ

埋蔵文化財ニュース92　遺跡整備関連文献目録

125745 奈良国立文化財研究所埋蔵文化財
タ

埋蔵文化財ニュース93　出土有機質遺物保存処理の最近の動向

125744 奈良国立文化財研究所埋蔵文化財
タ

埋蔵文化財ニュース94　遺跡復元整備事例集Ⅱ

125412 奈良大学文学部文化財学科 文化財学報  第21集

6484 奈良大学文学部文化財学科 文化財學報　第九集

17576 奈良大学文学部文化財学科 文化財學報　第四集

6482 奈良大学文学部文化財学科 文化財學報　第七集

15277 奈良大学文学部文化財学科 文化財學報　第十三集　井上正先生送別記念論集

6485 奈良大学文学部文化財学科 文化財學報　第十集

15278 奈良大学文学部文化財学科 文化財學報　第十二集

2600 奈良大学文学部文化財学科 文化財學報　第八集

125200 文化財保護委員会 文化財愛護少年団活動事例集　昭和43年3月

125202 文化財保護委員会 文化財愛護地域活動事例集　昭和43年3月

125306 文化財保護委員会 文化財保護委員会年報　昭和38年度

125307 文化財保護委員会 文化財保護委員会年報　昭和39年度

10826 法政考古学会 法政考古学　第20集　記念論文集

36062 法政考古学会 法政考古学　第23集

93879 法政考古学会 法政考古学　第27集

98559 法政考古学会 法政考古学　第28集

98560 法政考古学会 法政考古学　第29集

125224 法政大学 本屋敷古墳群の研究

46316 北越考古学研究会 北越考古学　第12号

125612 北巨摩市町村文化財担当者会 八ヶ岳考古　平成10年度年報　1999

16599 埋蔵文化財センター 研究紀要　第1号　1992

125422 名古屋大学年代測定総合研究セン
タ

名古屋大学加速器質量分析計業績報告書（ⅩⅤ）2004年3月

125237 名古屋大学年代測定総合研究セン
タ

名古屋大学加速器質量分析計業務報告書（ⅩⅣ）

125235 明治大学考古学博物館 明治大学考古学博物館館報№1

125236 明治大学考古学博物館 明治大学考古学博物館館報№2

15148 明治大学考古学博物館 明治大学考古学博物館館報№9
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