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●新潟県●

一般国道４９号阿賀野バイパス関係発掘調査報告書　ⅩⅤ／新潟県埋蔵文化財調査報告書　第２７９集　石
船戸東遺跡

新潟県：新潟県教育委員会 2019年3月

一般国道４９号阿賀野バイパス関係発掘調査報告書　ⅩⅤ／新潟県埋蔵文化財調査報告書　第２７９集　石
船戸東遺跡

新潟県：新潟県教育委員会 2019年3月

日本海沿岸東北自動車道（国道７号朝日温海道路）関係発掘調査報告書　１／新潟県埋蔵文化財調査報告
書　第２８１集　上野遺跡Ⅰ　第１次調査

新潟県：新潟県教育委員会 2019年3月

日本海沿岸東北自動車道（国道７号朝日温海道路）関係発掘調査報告書　１／新潟県埋蔵文化財調査報告
書　第２８１集　上野遺跡Ⅰ　第１次調査

新潟県：新潟県教育委員会 2019年3月

県営湛水防除事業関係発掘調査報告書／新潟県埋蔵文化財調査報告書　第２８２集　土橋北遺跡 新潟県：新潟県教育委員会 2019年2月

県営湛水防除事業関係発掘調査報告書／新潟県埋蔵文化財調査報告書　第２８２集　土橋北遺跡 新潟県：新潟県教育委員会 2019年2月

一般国道８号柏崎バイパス関係発掘調査報告書　１７／新潟県埋蔵文化財調査報告書　第２８３集　丘江遺
跡Ⅳ　第５次調査

新潟県：新潟県教育委員会 2019年3月

一般国道８号柏崎バイパス関係発掘調査報告書　１７／新潟県埋蔵文化財調査報告書　第２８３集　丘江遺
跡Ⅳ　第５次調査

新潟県：新潟県教育委員会 2019年3月

令和元年度新潟県埋蔵文化財公開活用事業　第１回新潟県考古学講演会「縄文時代の食べ物」 新潟県：新潟県教育委員会 2019年6月

令和元年度新潟県埋蔵文化財公開活用事業　第１回新潟県考古学講演会「縄文時代の食べ物」 新潟県：新潟県教育委員会 2019年6月

令和元年度新潟県埋蔵文化財公開活用事業　第２回新潟県考古学講演会「邪馬台国前後の越後」 新潟県：新潟県教育委員会 2019年10月

令和元年度新潟県埋蔵文化財公開活用事業　第２回新潟県考古学講演会「邪馬台国前後の越後」 新潟県：新潟県教育委員会 2019年10月

令和元年度新潟県埋蔵文化財公開活用事業　第３回新潟県考古学講演会「縄文時代のはじまり」 新潟県：新潟県教育委員会 2019年11月

令和元年度新潟県埋蔵文化財公開活用事業　第３回新潟県考古学講演会「縄文時代のはじまり」 新潟県：新潟県教育委員会 2019年11月

新潟まいぶんナビ　２０１９春夏号（ｖｏｌ．１８） 新潟県：新潟県教育委員会 2019年5月

新潟まいぶんナビ　２０１９秋冬号（ｖｏｌ．１９） 新潟県：新潟県教育委員会 2019年10月

令和元年度新潟県の魅力ある文化財の保存・活用創造事業　糸魚川の歴史遺産～文化財を活かしたまちづ
くり～

新潟県：新潟県教育委員会、糸魚川市教育委員会 2019年10月

令和元年度新潟県の魅力ある文化財の保存・活用創造事業　糸魚川の歴史遺産～文化財を活かしたまちづ
くり～

新潟県：新潟県教育委員会、糸魚川市教育委員会 2019年10月

新潟県文化財年報　平成２９（２０１７）年度 新潟県：新潟県教育庁文化行政課 2019年1月

新潟県文化財年報　平成２９（２０１７）年度 新潟県：新潟県教育庁文化行政課 2019年1月

新潟県の文化財一覧　平成３１年４月１日 新潟県：新潟県教育庁文化行政課 2019年4月

新潟県の文化財一覧　平成３１年４月１日 新潟県：新潟県教育庁文化行政課 2019年4月

平成３１（２０１９）年度　施策の方針・事業計画 新潟県：新潟県教育庁文化行政課 2019年4月

平成３１（２０１９）年度　施策の方針・事業計画 新潟県：新潟県教育庁文化行政課 2019年4月

令和元年度　国・県・市町村文化財取扱説明会（第２回） 新潟県：新潟県教育庁文化行政課 2019年7月

令和元年度市町村等埋蔵文化財専門職員実務研修１ 新潟県：新潟県教育庁文化行政課 2019年11月

令和元年度市町村等埋蔵文化財専門職員実務研修１ 新潟県：新潟県教育庁文化行政課 2019年11月

令和元年度市町村等埋蔵文化財専門職員実務研修２ 新潟県：新潟県教育庁文化行政課 2019年12月

令和元年度市町村等埋蔵文化財専門職員実務研修２ 新潟県：新潟県教育庁文化行政課 2019年12月

新潟県文化財年報　平成３０（２０１８）年度 新潟県：新潟県教育庁文化行政課 2020年1月

文化財魅力発信ガイドブック　発見！新潟県の文化遺産１　史跡・有形文化財（考古資料）編 新潟県：新潟県教育庁文化行政課 2020年2月

文化財魅力発信ガイドブック　発見！新潟県の文化遺産１　史跡・有形文化財（考古資料）編 新潟県：新潟県教育庁文化行政課 2020年2月

佐渡金銀山だより　Ｖｏｌ．１９ 新潟県：新潟県教育庁文化行政課世界遺産登録推進室、佐渡市産業観光部世界遺
産推進課

2019年3月

佐渡金銀山だより　Ｖｏｌ．２０ 新潟県：新潟県教育庁文化行政課世界遺産登録推進室、佐渡市産業観光部世界遺
産推進課

2019年9月

平成３０年度新潟県埋蔵文化財センター講演会　第９回「日本列島の縄文丸木舟」 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2018年12月

２０１９年度新潟県埋蔵文化財センター講演会　第１回　佐渡の古墳を考える－蔵王遺跡の時代－ 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2019年4月

２０１９年度新潟県埋蔵文化財センター講演会　第１回　佐渡の古墳を考える－蔵王遺跡の時代－ 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2019年4月

２０１９年度新潟県埋蔵文化財センター講演会　第２回「邪馬台国時代」の佐渡・蔵王遺跡 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2019年5月

２０１９年度新潟県埋蔵文化財センター講演会　第２回「邪馬台国時代」の佐渡・蔵王遺跡 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2019年5月

２０１９年度新潟県埋蔵文化財センター講演会　第３回　布掘り柱掘形をもつ掘立柱建物の特異性 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2019年6月

２０１９年度新潟県埋蔵文化財センター講演会　第３回　布掘り柱掘形をもつ掘立柱建物の特異性 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2019年6月

２０１９年度新潟県埋蔵文化財センター講演会　第４回　蔵王遺跡出土木製品が語るもの 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2019年7月

２０１９年度新潟県埋蔵文化財センター講演会　第４回　蔵王遺跡出土木製品が語るもの 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2019年7月

２０１９年度新潟県埋蔵文化財センター講演会　第５回　蔵王遺跡出土鏡と新潟県における古墳時代の鏡 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2019年8月

２０１９年度新潟県埋蔵文化財センター講演会　第６回　糸魚川産ヒスイの産状－プレート境界からの贈り物－ 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2019年9月

２０１９年度新潟県埋蔵文化財センター講演会　縄文時代におけるヒスイ製品の製作 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2019年9月

２０１９年度新潟県埋蔵文化財センター講演会　第７回　ヒスイから見た縄文時代 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2019年10月

２０１９年度新潟県埋蔵文化財センター講演会　第８回　新潟県における弥生ヒスイ製勾玉の生産と周辺地域
との交流

新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2019年11月

２０１９年度新潟県埋蔵文化財センター講演会　第９回　ヒスイ製装身具の終焉と石製模造品の出現 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2019年12月

２０１９年度新潟県埋蔵文化財センター講演会　第１０回　余川中道遺跡から考える古墳時代の地域社会と
ネットワーク

新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2020年1月

２０１９年度新潟県埋蔵文化財センター講演会　第１１回　山口道遺跡から見た古代の沼垂郡 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2020年2月

新潟県埋蔵文化財センター２０１９年度　春季企画展「佐渡の王－蔵王遺跡－」展示図録 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター、（公財）新潟県埋蔵文化財調査事業団 2019年4月

新潟県埋蔵文化財センター２０１９年度　春季企画展「佐渡の王－蔵王遺跡－」展示図録 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター、（公財）新潟県埋蔵文化財調査事業団 2019年4月

冬季企画展　発掘！新潟の遺跡２０１９ 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター、（公財）新潟県埋蔵文化財調査事業団 2020年1月

冬季企画展　発掘！新潟の遺跡２０１９ 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター、（公財）新潟県埋蔵文化財調査事業団 2020年1月

新潟県埋蔵文化財センター２０１９年度秋季企画展「海をわたったヒスイ」展示図録 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター、新潟県埋蔵文化財調査事業団 2019年9月

新潟県埋蔵文化財センター２０１９年度秋季企画展「海をわたったヒスイ」展示図録 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター、新潟県埋蔵文化財調査事業団 2019年9月

埋文にいがた　第１０７号 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2019年6月

埋文にいがた　第１０８号 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2019年9月

埋文にいがた　第１０９号 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2019年12月

埋文にいがた　第１１０号 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2020年3月

研究紀要　第１０号 新潟県：（公財）新潟県埋蔵文化財調査事業団 2019年3月

研究紀要　第１０号 新潟県：（公財）新潟県埋蔵文化財調査事業団 2019年3月

公益財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団年報　平成３０年度 新潟県：（公財）新潟県埋蔵文化財調査事業団 2019年9月

公益財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団年報　平成３０年度 新潟県：（公財）新潟県埋蔵文化財調査事業団 2019年9月

※1：システム制限の為、書名・発行者は途中で文字が切れている場合がある。

※2：書名で、副書名と叢書名の両方ある場合、副書名を叢書名より先に表示している。

※3：“■”はJIS第1水準・第2水準外の文字の為、変換できない文字である。
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上杉謙信＜新装版＞ 新潟県：（株）ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2007年10月

上越の史跡と人物 新潟県：（株）上越タイムス社 2002年11月

新潟県人物小伝　直江兼続 新潟県：（株）新潟日報事業社 2008年4月

直江兼続史跡探訪 新潟県：（株）新潟日報事業社 2009年5月

雪と旅　２０１９　Ｓｐｒｉｎｇ　ｖｏｌ．５ 新潟県：（株）滝沢印刷 2019年4月

磨斧作針－橋本博文先生退職記念論集－ 新潟県：（株）六一書房 2019年3月

佐渡国府緊急調査報告書１　＜複製資料＞ 新潟県：［新潟県佐渡郡真野町教育委員会］ 1968年3月

吾唯足知－越佐の歴史と文化を語る－ 新潟県：『吾唯足知』刊行委員会 2019年5月

２０１６年度における耳取遺跡確認調査報告／見附市埋蔵文化財報告　第３８集　耳取遺跡 新潟県：みつけ伝承館（新潟県見附市教育委員会） 2019年9月

平成２９年度文化庁「地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業」　「墓石から近世新潟町の歴史を探るプ
ロジェクト」調査報告書

新潟県：みなと新潟実行委員会 2018年2月

越佐補遺些　第１７号 新潟県：越佐補遺些の会 2017年4月

郷土史燕　第１２号 新潟県：燕市教育委員会 2019年3月

県営経営体育成基盤整備事業（潟４期地区）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／燕市埋蔵文化財発掘調
査報告書　第８集　宝崎遺跡

新潟県：燕市教育委員会 2019年3月

経営体育成基盤整備事業本町地区に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／燕市埋蔵文化財発掘調査報告書
第９集　熊ノ田遺跡

新潟県：燕市教育委員会 2019年3月

奥山荘郷土研究会誌おくやまのしょう　第四十四号 新潟県：奥山荘郷土研究会 2019年3月

県内初の円筒埴輪出土古墳／２０１４年度第１次～２０１７年度第４次調査成果　新潟市・牡丹山諏訪神社古
墳

新潟県：牡丹山諏訪神社古墳発掘調査団 2019年3月

県内初の円筒埴輪出土古墳／２０１４年度第１次～２０１７年度第４次調査成果　新潟市・牡丹山諏訪神社古
墳

新潟県：牡丹山諏訪神社古墳発掘調査団 2019年3月

三場Ｃ遺跡周辺地　舟戸遺跡　鬼倉遺跡　加茂市内遺跡出土古墳時代土師器黒色付着物の科学分析／加
茂市文化財調査報告　（３２）　平成３０年度加茂市内遺跡確認調査報告書

新潟県：加茂市教育委員会 2020年3月

かも市史だより　Ｎｏ．４０ 新潟県：加茂市教育委員会内市史編さん室 2019年10月

かも市史だより　Ｎｏ．４１ 新潟県：加茂市教育委員会内市史編さん室 2020年3月

民俗資料館だより　第２６号 新潟県：加茂市民俗資料館 2019年3月

民俗資料館だより　第２６号 新潟県：加茂市民俗資料館 2019年3月

刈羽村文化　第１１１号 新潟県：刈羽村文化協会、刈羽村郷土研究会 2019年9月

刈羽村文化　第１１２号 新潟県：刈羽村文化協会、刈羽村郷土研究会 2020年3月

吉田東伍記念博物館友の会設立２０周年「吉田東伍生誕之地碑」建立記念誌－郷土の未来へ向けて－ 新潟県：吉田東伍記念博物館友の会 2019年3月

阿賀野市立吉田東伍記念博物館友の会通信　２０１９－２０２０　Ｎｏ．１（通巻７９号） 新潟県：吉田東伍記念博物館友の会 2019年7月

阿賀野市立吉田東伍記念博物館友の会通信　２０１９－２０２０　Ｎｏ．２（通巻８０号） 新潟県：吉田東伍記念博物館友の会 2019年9月

－県営畑地帯総合整備事業（舟山地区）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－／魚沼市埋蔵文化財調査報
告書　第１４集　谷内遺跡

新潟県：魚沼市教育委員会生涯学習課 2019年3月

人文社会科学研究所年報　第１７号 新潟県：敬和学園大学 2019年6月

舘遺跡現地説明会資料 新潟県：国土交通省北陸地方整備局高田河川国道事務所、新潟県教育庁文化行政
課、（公財）新潟県埋蔵文化財調査事業団

2019年10月

弥五郎遺跡現地説明会資料 新潟県：国土交通省北陸地方整備局高田河川国道事務所、新潟県教育庁文化行政
課、（公財）新潟県埋蔵文化財調査事業団、（株）イビソク

2019年10月

古屋敷割遺跡現地説明会資料 新潟県：国土交通省北陸地方整備局高田河川国道事務所、新潟県教育庁文化行政
課、（公財）新潟県埋蔵文化財調査事業団、（株）ノガミ

2019年10月

上野遺跡　現地説明会資料 新潟県：国土交通省北陸地方整備局新潟国道事務所、新潟県教育庁文化行政課、
（公財）新潟県埋蔵文化財調査事業団

2019年11月

六日町藤塚遺跡・坂之上遺跡出土品展示会 新潟県：国土交通省北陸地方整備局長岡国道事務所、新潟県教育庁文化行政課、
（公財）新潟県埋蔵文化財調査事業団

2019年7月

佐渡学センター年報　第１０号（平成３０年度版） 新潟県：佐渡学センター 2019年8月

調査研究報告書「佐渡の自然史」　第６号 新潟県：佐渡市教育委員会 2019年3月

史跡佐渡金銀山遺跡保存管理計画書　第Ⅱ期 新潟県：佐渡市産業観光部世界遺産推進課 2018年3月

三条考古学研究会機関誌　第５号 新潟県：三条考古学研究会 2013年4月

三条考古学研究会機関誌　第６号 新潟県：三条考古学研究会 2017年4月

平成３０年度歴史の道八十里越リレー講演会「歴史の道八十里越を越えた戊辰戦争」記録集 新潟県：三条市 2019年3月

大林（旧名：火葬場裏）遺跡発掘調査報告書／－葬祭施設整備事業に伴う調査報告－／糸魚川市埋蔵文化
財調査報告　大林遺跡発掘調査報告書

新潟県：糸魚川市教育委員会 2012年3月

－第６次～第１３次調査　石器・石製品編－／糸魚川市埋蔵文化財調査報告書　史跡長者ケ原遺跡発掘調
査報告書

新潟県：糸魚川市教育委員会 2016年3月

十日町市博物館年報　第５号 新潟県：十日町市博物館 2019年3月

笹山遺跡出土品国宝指定２０周年記念シンポジウム予稿集「縄文の国宝」 新潟県：十日町市博物館 2019年11月

頸城文化　６６号 新潟県：上越郷土研究会 2018年9月

頸城文化　６７号 新潟県：上越郷土研究会 2019年9月

頸城文化　６７号抜刷 新潟県：上越郷土研究会 2019年9月

新潟県上越市　三和中部第１地区ほ場整備事業地内発掘調査報告書３（上水尻遺跡） 新潟県：上越市教育委員会 2019年1月

新潟県上越市　木島地区ほ場整備事業地内発掘調査報告書（台の上遺跡） 新潟県：上越市教育委員会 2019年1月

新潟県上越市市内遺跡発掘調査概要報告書 新潟県：上越市教育委員会 2019年3月

郷土新潟　第五十九号 新潟県：新潟郷土史研究会 2019年3月

津南学叢書　第３６輯　技と造形の縄文世界－形と文様にみる美の心－ 新潟県：新潟県、津南町教育委員会 2019年9月

新潟考古　第３０号 新潟県：新潟県考古学会 2019年3月

新潟県考古学会第３１回大会研究発表会発表要旨 新潟県：新潟県考古学会 2019年6月

新潟県考古学会連絡紙　第１２０号 新潟県：新潟県考古学会 2019年5月

新潟県考古学会連絡紙　第１２１号 新潟県：新潟県考古学会 2019年9月

新潟県考古学会連絡紙　第１２２号 新潟県：新潟県考古学会 2019年11月

新潟県考古学会連絡紙　第１２３号 新潟県：新潟県考古学会 2020年2月

－古代史発見！！佐渡国分寺遺跡群展－　新潟県有形文化財（考古資料）指定記念　遺跡から見た古代の
佐渡

新潟県：新潟県佐渡市世界遺産推進課 2019年5月

佐渡縄文遺跡展・講演会資料集 新潟県：新潟県佐渡市世界遺産推進課 2019年9月

佐渡縄文遺跡展・講演会資料集 新潟県：新潟県佐渡市世界遺産推進課 2019年9月

新潟県図書館協会報　２４０号 新潟県：新潟県図書館協会 2019年7月

新潟県図書館協会報　２４１号 新潟県：新潟県図書館協会 2019年10月

新潟県図書館協会報　２４２号 新潟県：新潟県図書館協会 2020年1月

新潟県図書館協会報　２４３号 新潟県：新潟県図書館協会 2020年3月

平成３０年度長岡市内遺跡発掘調査報告書 新潟県：新潟県長岡市教育委員会 2019年3月

県営経営体育成基盤整備事業（潟４期地区）に伴う埋蔵文化財調査報告書／長岡市埋蔵文化財調査報告
書　稲場遺跡

新潟県：新潟県長岡市教育委員会 2019年3月

五十嵐川流域における先史遺跡　Ｖｏｌ．２　調査報告第６冊　＜複製資料＞ 新潟県：新潟県立三条商業高等学校社会科クラブ考古班 1980年8月
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新潟県立図書館年報　令和元年度 新潟県：新潟県立図書館 2019年8月

新潟県の図書館　２０１９ 新潟県：新潟県立図書館 2020年1月

新潟県立歴史博物館年報　第１８号－平成２９年度－ 新潟県：新潟県立歴史博物館 2018年10月

新潟県立歴史博物館研究紀要　第２０号 新潟県：新潟県立歴史博物館 2019年3月

オシノヴァヤレーチカ１０遺跡（２０１５年）発掘調査報告書／平成２８年～３０年度　日本学術振興会科学研究
費助成事業（学術研究助成基金助成金）若手研究（Ｂ）研究課題番号：１６Ｋ１６９４４　研究代表者橋詰潤（新
潟県立歴史博物館）　更新世末期のアムール川下流域における環境変動と人類行動　Ｖｏｌ．４

新潟県：新潟県立歴史博物館 2019年3月

新潟考古学談話会会報　第３６号 新潟県：新潟考古学談話会 2018年12月

新潟史学　第７８号 新潟県：新潟史学会 2019年6月

新潟史学　第７９号 新潟県：新潟史学会 2019年11月

－県営ほ場整備事業（担い手育成型）両新地区に伴う細池寺道上遺跡第２３次発掘調査報告書－　本文編
細池寺道上遺跡Ⅷ第４８次調査

新潟県：新潟市教育委員会 2019年3月

－県営ほ場整備事業（担い手育成型）両新地区に伴う細池寺道上遺跡第２３次発掘調査報告書－　写真図
版編　細池寺道上遺跡Ⅷ第４８次調査

新潟県：新潟市教育委員会 2019年3月

－県営ほ場整備事業（担い手育成型）両新地区に伴う細池寺道上遺跡第２３次発掘調査報告書－　図面図
版編　細池寺道上遺跡Ⅷ第４８次調査

新潟県：新潟市教育委員会 2019年3月

－主要地方道新潟中央環状線道路整備事業に伴う川根谷内遺跡第２次発掘調査報告書－　川根谷内遺跡
第６次調査

新潟県：新潟市教育委員会 2019年3月

－商業施設建設に伴う赤鏥砂山遺跡第３次発掘調査報告書－　赤鏥砂山遺跡第５次調査 新潟県：新潟市教育委員会 2019年3月

平成３０年度新潟市文化財調査概要 新潟県：新潟市教育委員会（新潟市文化スポーツ部歴史文化課） 2019年9月

最新調査成果が語る新潟市の歴史　平成２２年度　新潟市遺跡発掘調査速報会 新潟県：新潟市埋蔵文化財センター 2011年2月

最新調査成果が語る新潟市の歴史　平成２４年度　新潟市遺跡発掘調査速報会 新潟県：新潟市文化財センター 2013年2月

最新調査成果が語る新潟市の歴史　平成２５年度　新潟市遺跡発掘調査速報会 新潟県：新潟市文化財センター 2014年3月

最新調査成果が語る新潟市の歴史　平成２６年度　新潟市遺跡発掘調査速報会 新潟県：新潟市文化財センター 2015年2月

最新調査成果が語る新潟市の歴史　平成２７年度　新潟市遺跡発掘調査速報会 新潟県：新潟市文化財センター 2016年2月

最新調査成果が語る新潟市の歴史　平成２８年度　新潟市遺跡発掘調査速報会 新潟県：新潟市文化財センター 2017年1月

最新調査成果が語る新潟市の歴史　平成２９年度　新潟市遺跡発掘調査速報会 新潟県：新潟市文化財センター 2018年2月

新潟市文化財センター年報　第５号－平成２８（２０１６）年度版－ 新潟県：新潟市文化財センター 2018年3月

新潟市文化財センター年報　第６号－平成２９（２０１７）年度版－ 新潟県：新潟市文化財センター 2019年3月

最新調査成果が語る新潟市の歴史　新潟市遺跡発掘調査速報会２０１８ 新潟県：新潟市文化財センター 2019年2月

平成３０年度　史跡古津八幡山　弥生の丘展示館　企画展関連講座・講演会　記録集 新潟県：新潟市文化財センター 2019年3月

史跡古津八幡山　弥生の丘展示館　２０１９企画展　３／邪馬台国の時代　７　弥生時代後期の北越と北陸・
長野との交流－天王山式土器から考える－解説パンフレット

新潟県：新潟市文化財センター 2019年11月

史跡古津八幡山　弥生の丘展示館　２０１９企画展　３／邪馬台国の時代　７　弥生時代後期の北越と北陸・
長野との交流－天王山式土器から考える－解説パンフレット

新潟県：新潟市文化財センター 2019年11月

ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ　ＬＥＴＴＥＲ　博物館だより　第２４号 新潟県：新潟市北区郷土博物館 2019年5月

新潟市歴史博物館研究紀要　第１５号 新潟県：新潟市歴史博物館 2019年3月

２０１９年度新潟市歴史博物館企画展　新潟市の文化財－市域の指定文化財の中から－ 新潟県：新潟市歴史博物館 2019年3月

新潟開港１５０周年記念資料集　明治のにいがた－地図・写真－ 新潟県：新潟市歴史博物館 2019年9月

帆檣成林　第４６号 新潟県：新潟市歴史博物館 2019年4月

帆檣成林　第４７号 新潟県：新潟市歴史博物館 2019年9月

帆檣成林　第４８号 新潟県：新潟市歴史博物館 2019年12月

-栃木県宇都宮市-権現山遺跡第７次発掘調査報告　新潟大学考古学研究室調査研究報告１９ 新潟県：新潟大学人文学部 2019年3月

記録集　弥生時代の環濠集落から古墳時代豪族居館へ？－剥離標本を中心にして－ 新潟県：新潟大学人文学部考古学研究室 2019年2月

新潟県人物小伝　上杉謙信 新潟県：新潟日報事業社 2010年4月

越後史跡紀行－歴史と人物－ 新潟県：新潟日報事業社 2018年12月

あ、コレ知ってる！　はにわ　どぐう　かえんどきの昭和平成 新潟県：新潟日報事業社 2019年8月

観賞　第四十一号 新潟県：新潟文化財観賞会 2020年2月

県営ほ場整備工事（紫雲寺２期地区）伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　Ⅰ／新発田市埋蔵文化財調査報告
第５８　住吉遺跡発掘調査報告書

新潟県：新発田市教育委員会 2019年3月

県営ほ場整備工事（紫雲寺２期地区）伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　Ⅰ／新発田市埋蔵文化財調査報告
第５８　住吉遺跡発掘調査報告書

新潟県：新発田市教育委員会 2019年3月

経営体育成基盤整備事業（松浦地区）伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　Ⅰ／新発田市埋蔵文化財調査報
告　第５９　真栗沢遺跡発掘調査報告書

新潟県：新発田市教育委員会 2019年3月

経営体育成基盤整備事業（松浦地区）伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　Ⅰ／新発田市埋蔵文化財調査報
告　第５９　真栗沢遺跡発掘調査報告書

新潟県：新発田市教育委員会 2019年3月

史跡整備事業に伴う発掘調査報告書／村上市埋蔵文化財発掘調査報告書　第１１集　平林城跡Ⅲ 新潟県：村上市教育委員会 2019年3月

史跡整備事業に伴う発掘調査報告書／村上市埋蔵文化財発掘調査報告書　第１１集　平林城跡Ⅲ 新潟県：村上市教育委員会 2019年3月

鳥坂城跡８次　下町・坊城遺跡２２次　中倉遺跡１０次　坪穴遺跡・栗木野遺跡・天王裏遺跡　黒川地内確認
調査／胎内市埋蔵文化財調査報告　第３０集　市内遺跡Ⅸ

新潟県：胎内市教育委員会 2019年3月

セブン・イレブン店舗建設に伴う発掘調査報告／胎内市埋蔵文化財調査報告　第３１集　中倉遺跡１１次 新潟県：胎内市教育委員会 2019年2月

長岡市馬高縄文館開館１０周年記念特別展　三十稲場式土器とその文化　展示解説リーフレット 新潟県：長岡市教育委員会（長岡市馬高縄文館） 2019年9月

ＮＫＨ（長岡市立科学博物館報）　Ｎｏ．１０３ 新潟県：長岡市立科学博物館 2019年3月

長岡市立科学博物館研究報告　第５４号 新潟県：長岡市立科学博物館 2019年3月

津南町文化財調査報告書　第７５輯　しぐね遺跡 新潟県：津南町教育委員会 2019年3月

津南町文化財調査報告書　第７５輯　しぐね遺跡 新潟県：津南町教育委員会 2019年3月

－国営農地再編整備事業に伴う発掘調査報告書－／津南町文化財調査報告書　第７６輯　雨池Ａ遺跡 新潟県：津南町教育委員会 2019年3月

－国営農地再編整備事業に伴う発掘調査報告書－／津南町文化財調査報告書　第７６輯　雨池Ａ遺跡 新潟県：津南町教育委員会 2019年3月

国営農地再編整備事業に伴う発掘調査報告書／津南町文化財調査報告書　第７７輯　上原Ａ遺跡 新潟県：津南町教育委員会 2019年3月

津南学叢書　第３７輯　＜津南シンポジウムⅩⅤ＞　越後・津南の土偶－河童形土偶とその地域性－　－予
稿集－

新潟県：津南町教育委員会 2019年9月

縄文オープンソースプロジェクト　ＧＵＩＤＥ　ＢＯＯＫ 新潟県：縄文文化発信サポーターズ、長岡市 2018年12月

六日町史　通史編　第一巻　自然・先史・古代・中世 新潟県：南魚沼市教育委員会 2019年11月

柏崎市埋蔵文化財調査報告書　第９３集　柏崎市の遺跡２８－新潟県柏崎市内遺跡平成２９年度試掘調査等
報告書－

新潟県：柏崎市教育委員会 2018年12月

－新潟県柏崎市　布目・前谷地遺跡発掘調査報告書－／柏崎市埋蔵文化財調査報告書　第９４集　布目・
前谷地遺跡

新潟県：柏崎市教育委員会 2019年3月

－新潟県柏崎市　西岩野遺跡（第５次）発掘調査報告書－／柏崎市埋蔵文化財調査報告書　第９５集　西岩
野２

新潟県：柏崎市教育委員会 2019年3月

柏崎市立博物館館報　第３３号 新潟県：柏崎市立博物館 2019年12月

苗場山麓ジオパークサイトマップ 新潟県：苗場山麓ジオパーク振興協議会 2018年12月

苗場山麓ジオパーク研究集録　第１号 新潟県：苗場山麓ジオパーク振興協議会 2019年3月

苗場山麓ジオパーク　振興協議会だより　Ｖｏｌ．３５ 新潟県：苗場山麓ジオパーク推進室 2019年2月

新潟県指定文化財建造物　佐渡国蓮華峰寺骨堂修理工事報告書 新潟県：普請帳研究会、新潟県教育委員会、新潟県佐渡郡小木町 1984年11月
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天皇陛下御即位記念　第３４回国民文化祭・にいがた２０１９　第１９回全国障害者芸術・文化祭にいがた大会
笹山遺跡出土品国宝指定２０周年記念シンポジウム　縄文の国宝

新潟県：文化庁、厚生労働省、新潟県、新潟県教育委員会、十日町市、十日町市教
育委員会、第３４回国民文化祭、第１９回全国障害者芸術・文化祭新潟県実行委員
会、第３４回国民文化祭、第１９回全国障害者芸術・文化祭十日町市実行委員会

2019年11月

●北海道●

テエタ　公益財団法人北海道埋蔵文化財センターだより　特別号 北の発掘物語　遺跡と遺物は語る 北海道：（公財）北海道埋蔵文化財センター 2019年3月

－高規格幹線道路函館江差自動車道工事用地内埋蔵文化財発掘調査（幸連５遺跡外）報告書－／（公財）
北海道埋蔵文化財センター調査報告書　第３５３集　木古内町　札苅５遺跡（２）

北海道：（公財）北海道埋蔵文化財センター 2019年3月

－一般国道４４号根室市温根沼改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－／（公財）北海道埋蔵文化財
センター調査報告書　第３５４集　根室市　温根沼２遺跡

北海道：（公財）北海道埋蔵文化財センター 2019年3月

－根室防雪事業改良等工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－／（公財）北海道埋蔵文化財センター調
査報告書　第３５５集　根室市　別当賀一番沢川遺跡

北海道：（公財）北海道埋蔵文化財センター 2019年3月

－勇払東部（二期）地区厚幌水路工事用地内埋蔵文化財発掘調査報告書－／（公財）北海道埋蔵文化財セ
ンター調査報告書　第３５６集　厚真町　オコッコ１遺跡（２）

北海道：（公財）北海道埋蔵文化財センター 2019年3月

－勇払東部（二期）地区厚幌導水路工事用地内埋蔵文化財発掘調査報告書－／（公財）北海道埋蔵文化財
センター調査報告書　第３５７集　厚真町　厚幌２遺跡

北海道：（公財）北海道埋蔵文化財センター 2019年3月

－道央圏連絡道路長沼南幌道路工事埋蔵文化財発掘調査報告書－／（公財）北海道埋蔵文化財センター
調査報告書　第３５９集　長沼町　１２区Ｃ遺跡

北海道：（公財）北海道埋蔵文化財センター 2019年3月

－上向別浦河停車場線道路改築事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－／（公財）北海道埋蔵文化財セ
ンター調査報告書　第３６３集　浦河町　向別遺跡・栄丘遺跡・昌平町遺跡・常盤町遺跡

北海道：（公財）北海道埋蔵文化財センター 2020年3月

－一般国道３３４号斜里町日の出事故対策事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－／（公財）北海道埋蔵
文化財センター調査報告書　第３６４集　斜里町　カモイベツ遺跡

北海道：（公財）北海道埋蔵文化財センター 2020年3月

札幌市文化財調査報告書　１０６　Ｎ４３４遺跡 北海道：札幌市教育委員会 2019年3月

札幌市文化財調査報告書　１０７　Ｋ４３５遺跡　第３次調査 北海道：札幌市教育委員会 2019年3月

市内遺跡発掘調査報告書　１１　平成３０年度調査報告書 北海道：札幌市教育委員会 2019年3月

斜里町文化財調査報告　ⅩＬ　チャシコツ岬上遺跡－総括報告書－ 北海道：斜里町教育委員会 2018年3月

史跡上之国館跡Ⅴ－平成３０年度洲崎館跡発掘調査事業報告書－ 北海道：上ノ国町教育委員会 2019年3月

上ノ国市街地遺跡発掘調査報告書－第１～７次調査地点、分布調査－ 北海道：上ノ国町教育委員会 2019年3月

千歳市文化財調査報告書　４４　史跡キウス周堤墓群総括報告書 北海道：千歳市教育委員会 2019年6月

北海道苫小牧市　市内遺跡発掘調査等報告書２ 北海道：苫小牧市教育委員会、苫小牧市埋蔵文化財調査センター 2019年3月

一般国道２７８号函館市尾札部道路工事用地内埋蔵文化財発掘調査概要報告書　函館市　大船Ｈ遺跡 北海道：函館市教育委員会生涯学習部文化財課、（一財）道南歴史文化振興財団 2019年3月

函館新外環状道路（空港道路）工事用地内埋蔵文化財発掘調査報告書／函館市教育委員会　一般財団法
人道南歴史文化振興財団発掘調査報告書　第６輯　函館市　日吉町Ａ遺跡（５）

北海道：函館市教育委員会生涯学習部文化財課、（一財）道南歴史文化振興財団 2019年3月

臼尻漁港臨港道路工事用地内埋蔵文化財発掘調査報告書／函館市教育委員会　一般財団法人道南歴史
文化振興財団発掘調査報告書　第７輯　函館市　臼尻Ａ遺跡（２）

北海道：函館市教育委員会生涯学習部文化財課、（一財）道南歴史文化振興財団 2019年3月

町内遺跡発掘調査事業報告書　ⅩⅠ／森町埋蔵文化財調査報告書　第２６集　鷲ノ木２台場跡Ⅱ　鳥崎遺
跡Ⅲ　森桟橋跡

北海道：北海道森町教育委員会 2019年3月

町内遺跡発掘調査事業報告書　ⅩⅡ／森町埋蔵文化財調査報告書　第２７集　鷲ノ木遺跡Ⅸ 北海道：北海道森町教育委員会 2019年3月

湧別町　川西２遺跡　北海道立埋蔵文化財センター重要遺跡確認調査報告書　第１４集 北海道：北海道立埋蔵文化財センター 2019年3月

北海道立埋蔵文化財センター年報　２０　平成３０（２０１８）年度 北海道：北海道立埋蔵文化財センター 2019年6月

●青森県●

史跡津軽氏城跡（弘前城跡）弘前城本丸石垣解体調査概報Ⅰ 青森県：弘前市都市環境部公園緑地課弘前城整備活用推進室 2019年3月

三内丸山通信　第７０号 青森県：三内丸山遺跡センター 2019年7月

三内丸山通信　第７１号 青森県：三内丸山遺跡センター 2019年12月

夏季特別展　あおもり土偶展　ＧＵＩＤＥ　ＢＯＯＫ 青森県：三内丸山遺跡センター 2019年7月

つがる市遺跡調査報告書　１１　史跡亀ヶ岡石器時代遺跡総括報告書 青森県：青森県つがる市教育委員会 2019年6月

青森県埋蔵文化財調査報告書　第５９７集　青森県遺跡詳細分布調査報告書３１ 青森県：青森県教育委員会 2019年3月

－一般国道４５号天間林道路建設事業に伴う遺跡発掘調査報告－／青森県埋蔵文化財調査報告書　第５９
８集　後平（１）遺跡　後平（２）遺跡　後平（３）遺跡

青森県：青森県教育委員会 2019年3月

－県営上野地区農地整備事業に伴う遺跡発掘調査報告－／青森県埋蔵文化財調査報告書　第５９９集　篠
塚遺跡

青森県：青森県教育委員会 2019年3月

－県営外の沢地区通作条件整備事業に伴う遺跡発掘調査報告－／青森県埋蔵文化財調査報告書　第６００
集　外の沢（４）遺跡　外の沢（５）遺跡

青森県：青森県教育委員会 2019年3月

－野牛地区漁港関連道整備事業に伴う遺跡発掘調査報告－／青森県埋蔵文化財調査報告書　第６０１集
釜ノ平（２）遺跡

青森県：青森県教育委員会 2019年3月

－国道２７９号むつ南バイパス道路改築事業に伴う遺跡発掘調査報告－／青森県埋蔵文化財調査報告書
第６０２集　内田（２）遺跡

青森県：青森県教育委員会 2019年3月

－新青森県総合運動公園整備事業に伴う遺跡発掘調査報告－／青森県埋蔵文化財調査報告書　第６０３集
米山（２）遺跡Ⅶ

青森県：青森県教育委員会 2019年3月

－一般国道４５号洋野階上道路建設事業に伴う遺跡発掘調査報告－／青森県埋蔵文化財調査報告書　第６
０４集　柄貝遺跡

青森県：青森県教育委員会 2019年3月

青森県埋蔵文化財調査報告書　第６０６集　青森県内の貝塚遺跡群重点調査事業報告書 青森県：青森県教育委員会 2019年3月

－一般国道４５号天間林道路建設事業に伴う遺跡発掘調査報告－／青森県埋蔵文化財調査報告書　第６０
７集　後平（４）遺跡　後平（１）遺跡Ⅱ

青森県：青森県教育委員会 2020年3月

－一般国道１０１号鯵ヶ沢道路建設事業に伴う遺跡発掘調査報告－／青森県埋蔵文化財調査報告書　第６
０８集　長谷川遺跡

青森県：青森県教育委員会 2020年3月

－県営庄内第５地区通作条件整備事業に伴う遺跡発掘調査報告－／青森県埋蔵文化財調査報告書　第６０
９集　家ノ上遺跡

青森県：青森県教育委員会 2020年3月

－国道３３８号白糠バイパス道路改築事業に伴う遺跡発掘調査報告－／青森県埋蔵文化財調査報告書　第
６１０集　銅屋（１）遺跡Ⅱ

青森県：青森県教育委員会 2020年3月

－下北地域広域避難路確保対策事業に伴う遺跡発掘調査報告－／青森県埋蔵文化財調査報告書　第６１１
集　古野（２）遺跡

青森県：青森県教育委員会 2020年3月

－県道櫛引上名久井三戸線道路改良事業に伴う遺跡発掘調査報告－／青森県埋蔵文化財調査報告書
第６１２集　西張（３）遺跡Ⅲ　舘遺跡

青森県：青森県教育委員会 2020年3月

－新青森県総合運動公園整備事業に伴う遺跡発掘調査報告－／青森県埋蔵文化財調査報告書　第６１３集
米山（２）遺跡Ⅷ

青森県：青森県教育委員会 2020年3月

大石武学流庭園群名勝調査報告書 青森県：青森県弘前市教育委員会 2019年3月

史跡整備等に伴う発掘調査成果総括報告書　史跡津軽氏城跡堀越城跡発掘調査総括報告書 青森県：青森県弘前市教育委員会 2019年3月

－市道国吉館後線道路改築事業に伴う発掘調査－　坂本館発掘調査報告書 青森県：青森県弘前市教育委員会 2019年3月

大浦城跡　寺沢（１）遺跡　中野（２）遺跡　堂ヶ沢遺跡　詳細分布調査　弘前市内遺跡発掘調査報告書２３ 青森県：青森県弘前市教育委員会 2019年3月

青森県埋蔵文化財調査センター研究紀要　第２４号 青森県：青森県埋蔵文化財調査センター 2019年3月

青森県埋蔵文化財調査センター研究紀要　第２５号 青森県：青森県埋蔵文化財調査センター 2020年3月

平成３０年度青森県立郷土館企画展「新説！白神のいにしえ－津軽ダム建設に伴う発掘調査成果とともに
－」展示図録

青森県：青森県立郷土館 2018年11月

青森市埋蔵文化財調査報告書　第１２６集　市内遺跡発掘調査報告書２８ 青森県：青森市教育委員会 2020年3月
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－寺院建築に伴う発掘調査報告書－／八戸市埋蔵文化財調査報告書　第１６６集　櫛引遺跡第６地点 青森県：八戸市教育委員会 2019年1月

－集合住宅建設に伴う発掘調査報告書－／八戸市埋蔵文化財調査報告書　第１６７集　新井田古館遺跡第
３１地点

青森県：八戸市教育委員会 2019年3月

－集合住宅建築に伴う発掘調査報告書－／八戸市埋蔵文化財調査報告書　第１６８集　雷遺跡第４地点発
掘調査報告書

青森県：八戸市教育委員会 2019年3月

市子林遺跡第２３地点　八戸城跡第４０・４１地点　松ヶ崎遺跡第１１地点　酒美平遺跡第１９地点　櫛引遺跡
第９地点　笹ノ沢（２）遺跡第１地点　石橋遺跡第１０・１１・１２地点　雷遺跡第４・５・６・７地点　館平遺跡（新田
城跡）第３０地点Ａ区／八戸市埋蔵文化財調査報告書　第１６９集　八戸市内遺跡発掘調査報告書３９

青森県：八戸市教育委員会 2019年3月

八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館研究紀要　第８号 青森県：八戸市教育委員会八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館 2019年3月

八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館年報　第８号－平成３０年度－ 青森県：八戸市教育委員会八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館 2019年6月

掘りｄａｙはちのへ－八戸市埋蔵文化財ニュース－　第２２号 青森県：八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館 2019年6月

令和元年度特別展図録　北の縄文世界－北海道・北東北の縄文遺跡群－ 青森県：八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館 2019年9月

令和元年度秋季企画展図録　山のいとなみ 青森県：八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館 2019年11月

●岩手県●

平泉文化研究年報　第１９号 岩手県：「世界遺産平泉」保存活用推進実行委員会 2019年3月

岩手県奥州市埋蔵文化財調査報告書　第３６集　岩手県奥州市水沢佐倉河　胆沢城跡　－平成２６・２７年度
第１０３～１０５次発掘調査概報－

岩手県：奥州市教育委員会 2019年3月

奥州市埋蔵文化財調査報告書　第３７集　明後沢遺跡群第９・１３・１４・１７・１９～２１次発掘調査報告書 岩手県：奥州市教育委員会 2019年3月

岩手県奥州市埋蔵文化財調査報告書　第３８集　長者ヶ原廃寺跡発掘調査報告書－第１６次調査－ 岩手県：岩手県奥州市教育委員会 2019年3月

試掘調査（平成２６年度）　伯済寺遺跡第１４次　杉の堂遺跡第３７次／岩手県奥州市埋蔵文化財調査報告書
第３９集　市内遺跡発掘調査報告書

岩手県：奥州市教育委員会 2019年3月

集合住宅建設に伴う緊急発掘調査／岩手県奥州市埋蔵文化財調査センター調査報告書　第１６集　下河原
舘（内舘）跡

岩手県：奥州市教育委員会、（一財）奥州市文化振興財団 2019年8月

花巻市埋蔵文化財発掘調査報告書　第２５集　市道公園線・公園２号線道路改良工事関連遺跡発掘調査報
告書　平成２９年度調査　上ノ山遺跡

岩手県：花巻市教育委員会 2019年3月

二之丸南御蔵跡内容確認調査／花巻市埋蔵文化財発掘調査報告書　第２６集　平成２８・２９年度調査　花
巻城跡発掘調査報告書

岩手県：花巻市教育委員会 2019年3月

岩手県文化財調査報告書　第１５５集　平泉遺跡群発掘調査報告書　柳之御所遺跡－堀内部地区内容確認
調査－　本文編

岩手県：岩手県教育委員会生涯学習文化財課 2019年3月

岩手県文化財調査報告書　第１５５集　平泉遺跡群発掘調査報告書　柳之御所遺跡－堀内部地区内容確認
調査－　図版編

岩手県：岩手県教育委員会生涯学習文化財課 2019年3月

岩手県文化財調査報告書　第１５６集　岩手県内遺跡発掘調査報告書（平成２９年度） 岩手県：岩手県教育委員会 2019年3月

岩手県福岡町堀野遺跡 岩手県：岩手県福岡町教育委員会 1965年8月

岩手県立埋蔵文化財センター所報　わらびて　１４０号 岩手県：岩手県立埋蔵文化財センター 2019年6月

岩手県立埋蔵文化財センター所報　わらびて　１４１号 岩手県：岩手県立埋蔵文化財センター 2020年2月

一般国道４号水沢東バイパス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６９３集　町屋敷遺跡発掘調査報告書

岩手県：国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所、（公財）岩手県文化振興
事業団

2019年3月

三陸沿岸道路関連遺跡発掘調査　（第１分冊）／岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書　第６９４集
力持遺跡発掘調査報告書

岩手県：国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所、（公財）岩手県文化振興事業
団

2019年3月

三陸沿岸道路関連遺跡発掘調査　（第２分冊）／岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書　第６９４集
力持遺跡発掘調査報告書

岩手県：国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所、（公財）岩手県文化振興事業
団

2019年3月

三陸沿岸道路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６９５集
伏津館遺跡発掘調査報告書

岩手県：国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所、（公財）岩手県文化振興事業
団

2019年3月

三陸沿岸道路建設関連遺跡発掘調査／岩手県文化振興事業団埋蔵文化財発掘調査報告書　第６９６集
山口駒込Ⅰ遺跡発掘調査報告書

岩手県：国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所、（公財）岩手県文化振興事業
団

2019年3月

三陸沿岸道路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６９７集
南鹿糠Ⅰ遺跡発掘調査報告書

岩手県：国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所、（公財）岩手県文化振興事業
団

2019年1月

三陸沿岸道路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６９８集
上のマッカ遺跡発掘調査報告書

岩手県：国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所、（公財）岩手県文化振興事業
団

2019年3月

三陸沿岸道路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６９９集
小田ノ沢遺跡発掘調査報告書

岩手県：国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所、（公財）岩手県文化振興事業
団

2019年3月

三陸沿岸道路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７００集
長途遺跡発掘調査報告書

岩手県：国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所、（公財）岩手県文化振興事業
団

2019年2月

三陸沿岸道路建設関連遺跡発掘調査／岩手県文化振興事業団埋蔵文化財発掘調査報告書　第７０１集
荒津内遺跡発掘調査報告書

岩手県：国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所、（公財）岩手県文化振興事業
団

2019年3月

三陸沿岸道路建設事業関連発掘調査／岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書　第７０２集　鹿糠
浜Ⅱ遺跡発掘調査報告書

岩手県：国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所、（公財）岩手県文化振興事業
団

2019年3月

三陸沿岸道路建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７０３集　南八
木遺跡発掘調査報告書

岩手県：国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所、（公財）岩手県文化振興事業
団

2019年3月

三陸沿岸道路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７０４集
田屋遺跡発掘調査報告書

岩手県：国土交通省東北地方整備局南三陸国道事務所、（公財）岩手県文化振興事
業団

2019年3月

三陸沿岸道路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７０５集
小白浜遺跡発掘調査報告書

岩手県：国土交通省東北地方整備局南三陸国道事務所、（公財）岩手県文化振興事
業団

2019年2月

三陸沿岸道路建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７０６集　挟田
館跡発掘調査報告書

岩手県：国土交通省東北地方整備局南三陸国道事務所、（公財）岩手県文化振興事
業団

2019年1月

主要地方道大船渡広田陸前高田線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７０７集　内田貝塚発掘調査報告書

岩手県：岩手県沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター、（公財）岩手県文化振
興事業団

2019年3月

観音寺廃寺測量調査／岩手県立博物館調査研究報告書　第３４冊　前平泉文化関連遺跡調査報告書 岩手県：（公財）岩手県文化振興事業団 2019年3月

祇園Ｉ遺跡　岩洞湖Ｅ遺跡　八幡館跡　沖遺跡　森の越遺跡第３６次　ほか調査概報（１３遺跡）／岩手県文化
振興事業団埋蔵文化財発掘調査報告書　第７０８集　平成３０年度発掘調査報告書

岩手県：（公財）岩手県文化振興事業団 2019年3月

岩手県立博物館だより　第１６１号 岩手県：（公財）岩手県文化振興事業団 2019年6月

岩手県立博物館だより　第１６２号 岩手県：（公財）岩手県文化振興事業団 2019年9月

岩手県立博物館だより　第１６３号 岩手県：（公財）岩手県文化振興事業団 2019年12月

岩手県立博物館だより　第１６４号 岩手県：（公財）岩手県文化振興事業団 2020年3月

紀要　第３８号（平成３０年度） 岩手県：（公財）岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター 2019年3月

岩手県大船渡市　長谷堂貝塚群　丸森一里塚　平成２５年度緊急発掘調査報告書 岩手県：大船渡市教育委員会 2017年10月

岩手県大船渡市　長谷堂貝塚群　平成２６年度緊急発掘調査報告書 岩手県：大船渡市教育委員会 2018年3月

岩手県大船渡市　小出Ⅰ遺跡　平成２６・２７年度緊急発掘調査報告書 岩手県：大船渡市教育委員会 2019年3月

北上市埋蔵文化財調査報告　第１３５集　黒岩城跡（２０１４年度） 岩手県：北上市教育委員会北上市立埋蔵文化財センター 2019年2月

北上市埋蔵文化財調査報告　第１３６集　北上市内試掘調査報告（２０１７年度） 岩手県：北上市教育委員会北上市立埋蔵文化財センター 2019年3月

北上市埋蔵文化財年報　（２０１７年度） 岩手県：北上市立埋蔵文化財センター 2019年3月

木質バイオマス発電所建設に伴う発掘調査　＜第Ⅰ分冊　遺構編＞／野田村埋蔵文化財発掘調査報告書
第７集　平清水Ⅲ遺跡発掘調査報告書

岩手県：野田村教育委員会 2020年2月
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木質バイオマス発電所建設に伴う発掘調査　＜第Ⅱ分冊　遺物編＞／野田村埋蔵文化財発掘調査報告書
第７集　平清水Ⅲ遺跡発掘調査報告書

岩手県：野田村教育委員会 2020年2月

平成２４年度復興交付金対象事業関連遺跡発掘調査／陸前高田市文化財調査報告　第３２集　堂の前貝塚
発掘調査報告書Ⅲ

岩手県：陸前高田市教育委員会 2018年9月

平成２５年度東日本大震災復興交付金埋蔵文化財発掘調査事業に伴う個人住宅関連遺跡発掘調査／陸前
高田市文化財調査報告　第３３集　雲南・獺沢貝塚・神崎・三日市Ⅱ遺跡発掘調査報告書

岩手県：陸前高田市教育委員会 2018年9月

●宮城県●

地底の森ミュージアム通信　Ｖｏｌｕｍｅ．８６ 宮城県：（公財）仙台市市民文化事業団仙台市富沢遺跡保存館 2019年3月

地底の森ミュージアム通信　Ｖｏｌｕｍｅ．８７ 宮城県：（公財）仙台市市民文化事業団仙台市富沢遺跡保存館 2019年6月

-国庫補助対象事業に伴う発掘調査報告書-(平成２４・２５年度)/気仙沼市文化財調査報告書 第９集　気仙
沼市内遺跡発掘調査報告書１

宮城県：気仙沼市教育委員会 2017年3月

平成２４年度東日本大震災復興交付金埋蔵文化財発掘調査事業に伴う個人住宅関連遺跡発掘調査／気仙
沼市文化財調査報告書　第１０集　気仙沼市震災復興関連遺跡発掘調査報告書１

宮城県：気仙沼市教育委員会 2017年12月

防災集団移転促進事業・災害公営住宅整備事業（大沢Ａ地区）に伴う発掘調査報告書　１／気仙沼市文化
財調査報告書　第１１集　台の下遺跡

宮城県：気仙沼市教育委員会 2018年3月

－漁業集落防災機能強化事業集会所施設用地整備－／気仙沼市文化財調査報告書　第１２集　台の下遺
跡９区

宮城県：気仙沼市教育委員会 2018年3月

－国庫補助対象事業に伴う発掘調査報告書－（平成２６～２８年度）／気仙沼市文化財調査報告書　第１３集
気仙沼市内遺跡発掘調査報告書２

宮城県：気仙沼市教育委員会 2018年3月

平成２４～２６年度東日本大震災復興交付金埋蔵文化財発掘調査事業に伴う公共事業関連遺跡発掘調査／
気仙沼市文化財調査報告書　第１４集　気仙沼市震災復興関連遺跡発掘調査報告書２

宮城県：気仙沼市教育委員会 2019年3月

-国庫補助対象事業に伴う発掘調査報告書-(平成２９年度)/気仙沼市文化財調査報告書 第１５集　気仙沼
市内発掘調査報告書３

宮城県：気仙沼市教育委員会 2019年3月

－都市計画道路源光町田線関連遺跡調査報告書－／宮城県文化財調査報告書　第２４９集　源光遺跡 宮城県：宮城県教育委員会 2019年3月

宮城県文化財調査報告書　第２５０集　大久保貝塚ほか 宮城県：宮城県教育委員会 2019年3月

多賀城跡　政庁南面地区Ⅱ－城前官衙総括編－ 宮城県：宮城県教育委員会、宮城県多賀城跡調査研究所 2019年3月

宮城県多賀城跡調査研究所年報　２０１８　多賀城跡 宮城県：宮城県多賀城跡調査研究所 2019年3月

発掘調査総括報告書　Ⅱ－館院編－／－古代牡鹿柵・牡鹿郡家・豪族居宅跡推定地－／東松島市文化財
調査報告書　第２０集　赤井遺跡

宮城県：宮城県東松島市教育委員会 2019年3月

－赤井川前地区圃場整備に伴う発掘調査報告書－／東松島市文化財調査報告書　第２１集　赤井遺跡・飯
田館跡

宮城県：宮城県東松島市教育委員会 2019年3月

史跡仙台城跡保存活用計画 宮城県：仙台市教育委員会 2019年1月

地底の森ミュージアム・縄文の森広場研究報告　２０１８ 宮城県：仙台市教育委員会 2019年3月

今市遺跡第３次、薬師堂東遺跡第２次、鍛冶屋敷Ａ遺跡第４・５次　郡山遺跡第２７３・２７５・２７６・２７８・２８６
次、富沢館跡第５・６次／仙台市文化財調査報告書　第４７６集　今市遺跡ほか発掘調査報告書

宮城県：仙台市教育委員会 2019年3月

平成３０年度個人住宅他国庫補助対象事業に伴う発掘調査報告書／南小泉遺跡第８３次、富沢館跡第７次、
中田北遺跡第２次／仙台市文化財調査報告書　第４７７集　仙台平野の遺跡群２９

宮城県：仙台市教育委員会 2019年3月

－平成３０年度発掘調査概報－／仙台市文化財調査報告書　第４７８集　郡山遺跡３９ 宮城県：仙台市教育委員会 2019年3月

－平成３０年度調査報告書－／仙台市文化財調査報告書　第４７９集　仙台城跡１４ 宮城県：仙台市教育委員会 2019年3月

特別企画展　センダイ　遺跡の記憶 宮城県：仙台市教育委員会 2019年7月

ハナちゃん通信　ｖｏｌ.５１ 宮城県：仙台市縄文の森広場 2019年3月

ハナちゃん通信　ｖｏｌ.５２ 宮城県：仙台市縄文の森広場 2019年6月

ハナちゃん通信　ｖｏｌ.５３ 宮城県：仙台市縄文の森広場 2019年9月

各種開発事業に伴う確認調査・分布調査（平成２９年度）／根方Ａ遺跡・湯坂山Ｂ遺跡・東浦遺跡・上原田遺
跡ほか／蔵王町文化財調査報告書　第２５集　蔵王町内遺跡発掘調査報告書６

宮城県：蔵王町教育委員会 2019年3月

蔵王町の歴史と文化財　どきたん通信　Ｎｏ．００１創刊号 宮城県：蔵王町教育委員会生涯学習課文化財保護係 2018年6月

蔵王町の歴史と文化財　どきたん通信　Ｎｏ．００２ 宮城県：蔵王町教育委員会生涯学習課文化財保護係 2019年1月

山王遺跡第１９９次調査　山王遺跡第２００次調査　八幡館跡第１０次調査／多賀城市文化財調査報告書　第
１４２集　山王遺跡ほか

宮城県：多賀城市教育委員会 2019年3月

山王遺跡　西沢遺跡　新田遺跡　高崎遺跡　大日南遺跡　八幡館跡／多賀城市文化財調査報告書　第１４３
集　多賀城市内の遺跡２－平成３０年度ほか発掘調査報告書－

宮城県：多賀城市教育委員会 2019年3月

多賀城市埋蔵文化財調査センター年報　－平成３０年度－ 宮城県：多賀城市教育委員会 2019年12月

大衡村文化財調査報告書　第５集　亀岡遺跡・萱刈場窯跡ほか 宮城県：大衡村教育委員会 2019年9月

－第１～３次発掘調査及び確認調査報告書－／宮城県大崎市文化財調査報告書　第２９集　国指定史跡及
び名勝「旧有備館および庭園」

宮城県：大崎市教育委員会 2017年3月

－第２・３次発掘調査報告書－／宮城県大崎市文化財調査報告書　第３６集　南小林遺跡Ⅱ 宮城県：大崎市教育委員会 2019年3月

東北歴史博物館研究紀要　２０ 宮城県：東北歴史博物館 2019年3月

●秋田県●

－農地集積加速化基盤整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－／横手市文化財調査報告　第４４集
一本杉遺跡

秋田県：横手市教育委員会 2018年3月

－日本海沿岸東北自動車道（本荘～岩城）付加車線工事に係る埋蔵文化財発掘調査報告書　Ⅱ－／秋田
県文化財調査報告書　第５１４集　堤沢山遺跡（第２次）

秋田県：秋田県教育委員会 2019年3月

秋田県文化財調査報告書　第５１５集　遺跡詳細分布調査報告書 秋田県：秋田県教育委員会 2019年3月

秋田県文化財調査報告書　第５１６集　払田柵跡調査事務所年報２０１８　払田柵跡－第１５２次調査　関連遺
跡の調査概要－

秋田県：秋田県教育委員会 2019年3月

秋田県文化財調査報告書　第５１８集　遺跡詳細分布調査報告書 秋田県：秋田県教育委員会 2020年3月

秋田県文化財調査報告書　第５１９集　払田柵跡調査事務所年報２０１９　払田柵跡－第１５３次調査・関連遺
跡の調査概要－

秋田県：秋田県教育委員会 2020年3月

秋田県埋蔵文化財センター　令和元年度企画展パンフレット　－環状列石を世界へ！－　蔵出し！秋田の縄
文

秋田県：秋田県埋蔵文化財センター 2019年10月

秋田県埋蔵文化財センター年報　３６（平成２９年度） 秋田県：秋田県埋蔵文化財センター 2018年6月

秋田県埋蔵文化財センター年報　３７（平成３０年度） 秋田県：秋田県埋蔵文化財センター 2019年12月

令和元年度　秋田県埋蔵文化財発掘調査報告会資料 秋田県：秋田県埋蔵文化財センター 2020年3月

秋田県埋蔵文化財センター研究紀要　第３４号 秋田県：秋田県埋蔵文化財センター 2020年3月

秋田城跡（秋田城跡歴史資料館年報）　２０１８ 秋田県：秋田市教育委員会 2019年3月

平成３０年度秋田市遺跡確認調査報告書 秋田県：秋田市教育委員会 2019年3月

－秋田和洋女子高等学校校舎建設事業に伴う発掘調査報告書－　秋田市久保田城跡 秋田県：秋田市教育委員会 2019年7月

秋麻呂くん通信　［Ｒ１］ 秋田県：秋田城跡歴史資料館 2019年7月

●山形県●

研究紀要　第１１号 山形県：（公財）山形県埋蔵文化財センター 2019年3月

山形県埋蔵文化財センター調査報告書　第２３５集　八反遺跡第１～３次発掘調査報告書　第一分冊　本文・
図版編

山形県：（公財）山形県埋蔵文化財センター 2019年3月

山形県埋蔵文化財センター調査報告書　第２３５集　八反遺跡第１～３次発掘調査報告書　第二分冊　表・写
真図版編

山形県：（公財）山形県埋蔵文化財センター 2019年3月
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山形県埋蔵文化財センター調査報告書　第２３５集　八反遺跡第１～３次発掘調査報告書　第三分冊　一括
出土銭編

山形県：（公財）山形県埋蔵文化財センター 2019年3月

山形県埋蔵文化財センター調査報告書　第２３６集　中関屋遺跡発掘調査報告書 山形県：（公財）山形県埋蔵文化財センター 2020年3月

山形県埋蔵文化財センター調査報告書　第２３７集　東熊野苗畑遺跡発掘調査報告書 山形県：（公財）山形県埋蔵文化財センター 2020年3月

山形県埋蔵文化財センター調査報告書　第２３８集　清水遺跡第１～７・９次発掘調査報告書　第一分冊　第
１・３・７次編　CD-R資料

山形県：（公財）山形県埋蔵文化財センター 2020年3月

山形県埋蔵文化財センター調査報告書　第２３８集　清水遺跡第１～７・９次発掘調査報告書　第二分冊　第
２・４・９次編　CD-R資料

山形県：（公財）山形県埋蔵文化財センター 2020年3月

山形県埋蔵文化財センター調査報告書　第２３８集　清水遺跡第１～７・９次発掘調査報告書　第三分冊　第
２・５・６次編　CD-R資料

山形県：（公財）山形県埋蔵文化財センター 2020年3月

山形県埋蔵文化財センター調査報告書　第２３８集　清水遺跡第１～７・９次発掘調査報告書　第一分冊　第
１・３・７次編

山形県：（公財）山形県埋蔵文化財センター 2020年3月

山形県埋蔵文化財センター調査報告書　第２３８集　清水遺跡第１～７・９次発掘調査報告書　第三分冊　第
２・５・６次編

山形県：（公財）山形県埋蔵文化財センター 2020年3月

山形県埋蔵文化財センター調査報告書　第２３８集　清水遺跡第１～７・９次発掘調査報告書　第二分冊　第
２・４・９次編

山形県：（公財）山形県埋蔵文化財センター 2020年3月

山形県埋蔵文化財センター調査報告書　第２３９集　羽黒神社西遺跡第１・２次発掘調査報告書　第一分冊
本文・遺物観察表編

山形県：（公財）山形県埋蔵文化財センター 2020年3月

山形県埋蔵文化財センター調査報告書　第２３９集　羽黒神社西遺跡第１・２次発掘調査報告書　第二分冊
図版編

山形県：（公財）山形県埋蔵文化財センター 2020年3月

山形県埋蔵文化財センター調査報告書　第２４０集　山形城三の丸跡第９・１１・１３・１４・１６・１８・２０・２１次発
掘調査報告書　第一分冊　本文・遺構図版編

山形県：（公財）山形県埋蔵文化財センター 2020年3月

山形県埋蔵文化財センター調査報告書　第２４０集　山形城三の丸跡第９・１１・１３・１４・１６・１８・２０・２１次発
掘調査報告書　第二分冊　遺物図版・表・写真図版編

山形県：（公財）山形県埋蔵文化財センター 2020年3月

山形県埋蔵文化財センター調査報告書　第２４１集　谷地城跡発掘調査報告書 山形県：（公財）山形県埋蔵文化財センター 2020年3月

山形県埋蔵文化財調査報告書　第２２４集　分布調査報告書（４５） 山形県：山形県教育委員会 2019年3月

年報　２０１８　平成３０年度　Ｎｏ．２６ 山形県：山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館 2019年3月

第２７回企画展　縄文時代後期の山形 山形県：山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館 2019年9月

うきたむ　山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館館報　第５３号 山形県：山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館 2019年7月

うきたむ　山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館館報　第５４号 山形県：山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館 2019年12月

２０１９年度　特別テーマ展　花沢Ａ遺跡と山形県内の縄文中期後半の世界 山形県：山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館、うきたむ考古の会 2019年6月

史跡羽州街道　楢下宿　金山越　保存活用計画書 山形県：上山市教育委員会 2019年3月

小桜館の調査　塔様遺跡の調査　長者原遺跡の調査　他／山形県長井市埋蔵文化財調査報告書　第４１集
市内遺跡発掘調査報告書（２７）

山形県：長井市教育委員会 2019年3月

市内遺跡分布調査　第一次長岡南森遺跡確認調査（概報）／南陽市埋蔵文化財調査報告書　第１９集　南
陽市遺跡分布調査報告書（７）

山形県：南陽市教育委員会 2019年3月

飯豊町教育委員会埋蔵文化財調査報告書　第９集　裏山Ⅰ遺跡発掘調査報告書 山形県：飯豊町教育委員会 2019年3月

米沢市文化財年報　Ｎｏ．３１ 山形県：米沢市教育委員会 2019年3月

＜写真図版編＞／米沢市埋蔵文化財調査報告書　第１１４集　花沢Ａ遺跡第Ⅲ次発掘調査報告書 山形県：米沢市教育委員会 2019年6月

＜本文・図版編＞／米沢市埋蔵文化財調査報告書　第１１４集　花沢Ａ遺跡第Ⅲ次発掘調査報告書 山形県：米沢市教育委員会 2019年6月

開発に伴う包蔵地内分布調査　大規模開発に伴う分布調査　桐ノ木遺跡の試掘調査　舘山平城跡の確認調
査／米沢市埋蔵文化財調査報告書　第１１５集　遺跡詳細分布調査報告書　第３２集

山形県：米沢市教育委員会 2019年3月

鳥海山の湧水が残した小山崎遺跡 山形県：遊佐町教育委員会 2017年3月

遊佐町埋蔵文化財調査報告書　第１１集　小山崎遺跡発掘調査報告書－総括編２－ 山形県：遊佐町教育委員会 2019年9月

●福島県●

いわき市教育文化事業団研究紀要　１６　－設立４０周年記念論集－ 福島県：（公財）いわき市教育文化事業団 2019年3月

年報　平成３０年度 福島県：（公財）いわき市教育文化事業団 2019年12月

福島県文化財センター白河館研究紀要　２０１８ 福島県：（公財）福島県文化振興財団福島県文化財センター白河館 2019年3月

福島県文化財センター白河館年報　～平成３０年度実績～ 福島県：（公財）福島県文化振興財団福島県文化財センター白河館 2019年12月

－朱彩された横穴の調査－／いわき市埋蔵文化財調査報告　第１８８冊　餓鬼堂横穴群３ 福島県：いわき市教育委員会 2020年3月

会津若松市文化財調査報告書　第１６３号　若松城郭内武家屋敷跡　簗瀬三左衛門邸跡Ⅱ 福島県：会津若松市教育委員会 2019年3月

会津若松市文化財調査報告書　第１６４号　若松城郭内武家屋敷跡　本一ノ丁跡Ⅲ 福島県：会津若松市教育委員会 2019年3月

郡山市埋蔵文化財分布調査報告２３ 福島県：郡山市教育委員会 2017年3月

郡山市埋蔵文化財分布調査報告２４ 福島県：郡山市教育委員会 2018年3月

－下二重堀地区（第２１次調査）－／国見町文化財調査報告書　第２９集　阿津賀志山防塁史跡整備調査概
報３ほか

福島県：国見町教育委員会 2018年3月

阿津賀志山防塁（第２２次調査）／－国道４号南側西国見地区－／国見町文化財調査報告書　第３０集　国
見地区付加車線整備事業埋蔵文化財発掘調査報告書

福島県：国見町教育委員会 2019年2月

長障子遺跡／国見町文化財調査報告書　第３１集　復興再生基盤整備事業貝田地区関連遺跡調査報告書 福島県：国見町教育委員会 2020年2月

阿津賀志山防塁（第２３・２４次調査）／－下二重堀地区－／国見町文化財調査報告書　第３２集　阿津賀志
山防塁史跡整備調査概報４ほか

福島県：国見町教育委員会 2020年3月

大熊町埋蔵文化財調査報告　第１１冊　平成２９年度町内遺跡試掘調査報告 福島県：大熊町教育委員会 2019年3月

真野古墳群Ａ地区　東町遺跡（４次調査）　八幡林遺跡（１６次調査）　上根沢原畑遺跡（１次調査）　鷺内遺跡
（５次調査）　梨木下西館跡（４次調査）　四ツ栗遺跡（２次調査）　比丘尼沢Ｂ遺跡（１次調査）　小高区神山長
畑地区　北明内遺跡（２次調査）　上根沢原畑遺跡（２次調査）　大富西畑遺跡（１次調査）　東迫遺跡（１次調
査）　小高城跡（５次調査）　浦尻貝塚（１４次調査）　原町区深野入竜田地区　池ノ沢遺跡（１次調査）　泉官衙
遺跡（２５次調査）　片草貝塚（１次調査）　高見町Ｂ遺跡（５次調査）　上根沢原畑遺跡（３次調査）　八幡林遺
跡（１７次調査）／南相馬市埋蔵文化財調査報告書　第２８集　南相馬市内遺跡発掘調査報告書１２－平成２
９年度試掘調査報告－

福島県：南相馬市教育委員会 2019年3月

－平成２４～２６年度罹災者住宅移転のための調査－／南相馬市埋蔵文化財調査報告書　第２９集　東日本
大震災復興関連遺跡発掘調査報告書２

福島県：南相馬市教育委員会 2019年3月

－復興工業団地（下太田地区）造成事業に伴う横穴墓の発掘調査－／南相馬市埋蔵文化財調査報告書
第３０集　西■横穴墓群（３次調査）

福島県：南相馬市教育委員会 2019年3月

－（仮）大型園芸施設建設に伴う発掘調査－／南相馬市埋蔵文化財調査報告書　第３１集　南海老南町遺
跡

福島県：南相馬市教育委員会 2019年3月

主要地方道塙・泉崎線改良工事に伴う調査／白河市埋蔵文化財調査報告書　第８１集　地屋前遺跡発掘調
査報告書

福島県：白河市教育委員会 2019年3月

白河市埋蔵文化財調査報告書　第８２集　南湖公園試掘調査報告書２ 福島県：白河市教育委員会 2019年3月

－槻ノ木地区県営経営体育成基盤整備事業に伴う発掘調査－／会津若松市文化財調査報告書　第１６０号
田中遺跡Ⅱ

福島県：福島県会津若松市教育委員会 2019年3月

上吉田Ｃ遺跡　上高野村内遺跡　上高野Ｂ遺跡　上高野Ｃ遺跡　上高野村前南遺跡　平沢遺跡／会津若松
市文化財調査報告書　第１６１号　高野地区試掘調査報告書Ⅱ

福島県：福島県会津若松市教育委員会 2019年3月

県営経営体育成基盤整備事業駒形第二地区発掘調査報告書　６／喜多方市文化財調査報告書　第２６集
中屋沢・竹ノ花遺跡

福島県：福島県喜多方市教育委員会 2019年3月
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復興再生基盤整備事業駒形第三地区発掘調査報告書　１／喜多方市文化財調査報告書　第２７集　田中村
東遺跡　前田遺跡

福島県：福島県喜多方市教育委員会 2019年3月

古屋敷遺跡内容確認調査　駒形第三地区試掘調査　一ノ堰・下高額地区分布調査　宮津地区分布調査／
喜多方市文化財調査報告書　第２８集　平成３０年度市内遺跡発掘調査報告書

福島県：福島県喜多方市教育委員会 2019年3月

福島県文化財調査報告書　第５３０集　一般国道１１５号相馬福島道路遺跡発掘調査報告７　上ノ台館跡（２
次調査）　中室内遺跡（１・２次調査）　日照田遺跡　舘ノ前遺跡

福島県：福島県教育委員会、（公財）福島県文化振興財団、国土交通省東北地方整
備局福島河川国道事務所

2019年3月

福島県文化財調査報告書　第５３２集　東日本大震災復興関連遺跡調査報告５ 福島県：福島県教育委員会 2019年1月

福島県文化財調査報告書　第５３３集　平成３０年度中間貯蔵土壌貯蔵施設等工事予定地における埋蔵文化
財調査業務　業務報告書

福島県：福島県教育委員会 2019年3月

福島県文化財調査報告書　第５３４集　常磐自動車道遺跡調査報告７４　大谷上ノ原遺跡（６次調査） 福島県：福島県教育委員会、（公財）福島県文化振興財団、東日本高速道路（株）東
北支社いわき工事事務所

2019年3月

福島県文化財調査報告書　第５４１集　東日本大震災復興関連遺跡調査報告６ 福島県：福島県教育委員会 2020年2月

正直古墳群調査保存事業　正直古墳群－第１次発掘調査報告－ 福島県：福島県郡山市教育委員会 2018年3月

竜田駅東側開発事業用地埋蔵文化財発掘調査報告／－縄文時代後・晩期と奈良・平安時代の集落跡の調
査－／楢葉町文化財調査報告書　第１９集　高橋遺跡（第１次調査）

福島県：福島県双葉郡楢葉町教育委員会 2019年3月

国史跡薬師堂石仏附阿弥陀堂石仏・観音堂石仏　大悲山石仏保存活用計画 福島県：福島県南相馬市教育委員会 2018年8月

泉官衙遺跡保存活用計画 福島県：福島県南相馬市教育委員会 2019年2月

まほろん通信　ｖｏｌ．７１ 福島県：福島県文化財センター白河館 2019年4月

まほろん通信　ｖｏｌ．７２ 福島県：福島県文化財センター白河館 2019年7月

まほろん通信　ｖｏｌ．７３ 福島県：福島県文化財センター白河館 2019年10月

まほろん通信　ｖｏｌ．７４ 福島県：福島県文化財センター白河館 2020年1月

●茨城県●

一般国道６号千代田石岡バイパス（かすみがうら市市川～石岡市東大橋）建設事業地内埋蔵文化財調査報
告書　１０／茨城県教育財団文化財調査報告　第４３４集　東田中遺跡２（上巻）

茨城県：（公財）茨城県教育財団 2019年3月

一般国道６号千代田石岡バイパス（かすみがうら市市川～石岡市東大橋）建設事業地内埋蔵文化財調査報
告書　１０／茨城県教育財団文化財調査報告　第４３４集　東田中遺跡２（下巻）

茨城県：（公財）茨城県教育財団 2019年3月

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　ⅩⅩⅠ／茨城県教育財団文化財調査
報告　第４３５集　九重東岡廃寺　金田西遺跡　上巻

茨城県：（公財）茨城県教育財団 2019年3月

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　ⅩⅩⅠ／茨城県教育財団文化財調査
報告　第４３５集　九重東岡廃寺　金田西遺跡　下巻

茨城県：（公財）茨城県教育財団 2019年3月

一般国道２９３号常陸太田東バイパス整備事業地内埋蔵文化財調査報告書／茨城県教育財団文化財調査
報告　第４３６集　瑞龍遺跡　上巻

茨城県：（公財）茨城県教育財団 2019年3月

一般国道２９３号常陸太田東バイパス整備事業地内埋蔵文化財調査報告書／茨城県教育財団文化財調査
報告　第４３６集　瑞龍遺跡　下巻

茨城県：（公財）茨城県教育財団 2019年3月

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　ⅩⅩⅤ／茨城県教育財団文化
財調査報告　第４３７集　島名熊の山遺跡

茨城県：（公財）茨城県教育財団 2019年3月

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　ⅩⅩⅥ／茨城県教育財団文化
財調査報告　第４３８集　島名中代遺跡

茨城県：（公財）茨城県教育財団 2019年3月

研究ノート　第１６号 茨城県：（公財）茨城県教育財団 2019年7月

茨城の文化財　第５７集（平成３０年度） 茨城県：茨城県教育委員会 2019年3月

鹿嶋市の文化財　第１６４集　栗林遺跡発掘調査報告書 茨城県：（公財）鹿嶋市文化スポーツ振興事業団 2018年8月

鹿嶋市の文化財　第１６５集　日光山古墳群発掘調査報告書Ⅱ 茨城県：（公財）鹿嶋市文化スポーツ振興事業団 2019年2月

整地事業に伴う発掘調査／鹿嶋市の文化財　第１６６集　屋敷廻り遺跡発掘調査報告書 茨城県：（公財）鹿嶋市文化スポーツ振興事業団 2019年2月

平成３０年度試掘・確認調査概要　鹿嶋市内Ｎｏ．１２８遺跡（ＫＴ１２８）西畑遺跡　鹿嶋市内Ｎｏ．１２９遺跡（Ｋ
Ｔ１２９）栗林遺跡　鹿嶋市内Ｎｏ．１３０遺跡（ＫＴ１３０）孫田遺跡　国指定史跡鹿島神宮境内附郡家跡（ＫＴ１３
１）／鹿嶋市の文化財　第１６７集　鹿嶋市内遺跡埋蔵文化財発掘調査報告書４０

茨城県：茨城県鹿嶋市教育委員会 2019年3月

埋蔵文化財年報　３８＜平成３０年度＞ 茨城県：（公財）茨城県教育財団 2019年6月

文化財調査報告会関連展示・発掘調査速報展　石岡を掘る３　佐久の大スギ特集 茨城県：石岡市教育委員会 2017年9月

文化財調査報告会関連展示・発掘調査速報展　石岡を掘る４　古墳特集 茨城県：石岡市教育委員会 2018年7月

いしおか　時の記憶 茨城県：石岡市教育委員会 2019年12月

石岡市立ふるさと歴史館　企画展記録集１（第１～１０回） 茨城県：石岡市教育委員会文化振興課 2017年11月

石岡市立ふるさと歴史館　企画展記録集２（第１１～２０回） 茨城県：石岡市教育委員会文化振興課 2020年3月

大洗町第３回埋蔵文化財企画展【常陸鏡塚】展示解説パンフレット 茨城県：大洗町教育委員会生涯学習課文化振興係 2019年11月

土浦市立博物館紀要　第２９号 茨城県：土浦市立博物館 2019年3月

展示解説パンフレット　特別展示　国指定史跡「長者山官衙遺跡及び常陸国海道跡」指定記念　長者山遺跡
がつなぐ古代の道と常陸国風土記の世界

茨城県：日立市郷土博物館 2019年12月

●栃木県●

研究紀要　第２７号 栃木県：（公財）とちぎ未来づくり財団埋蔵文化財センター 2019年3月

遺跡の発掘と活用の記録　－平成３０年度　埋蔵文化財センター年報－　第２９号 栃木県：（公財）とちぎ未来づくり財団埋蔵文化財センター 2019年7月

高根沢町埋蔵文化財調査報告　第９集　会橋久保経塚発掘調査報告書 栃木県：高根沢町教育委員会 2019年3月

－４３～７８号墳－　西高椅遺跡２ 栃木県：小山市、（公財）とちぎ未来づくり財団 2019年3月

～古墳・歴史時代編　３（Ⅷ～Ⅸ次調査・写真図版編）～／上三川町埋蔵文化財調査報告　第４０集　島田遺
跡Ⅸ

栃木県：上三川町教育委員会 2019年3月

栃木県埋蔵文化財センターだより　やまかいどう　２０１９年２月 栃木県：栃木県教育委員会 2019年2月

栃木県埋蔵文化財保護行政年報　４１　平成２９年度（２０１７） 栃木県：栃木県教育委員会 2019年3月

－重要遺跡範囲確認調査－／栃木県埋蔵文化財調査報告　第３９０集　愛宕塚古墳 栃木県：栃木県教育委員会、（公財）とちぎ未来づくり財団 2019年3月

－農地整備事業（経営体育成型）佐川南地区における埋蔵文化財発掘調査－／栃木県埋蔵文化財調査報
告　第３９１集　南飯田前畑遺跡　中塚遺跡　佐川野上遺跡

栃木県：栃木県教育委員会、（公財）とちぎ未来づくり財団 2019年3月

栃木県立博物館研究紀要－人文－　第３６号 栃木県：栃木県立博物館 2019年3月

第１２３回企画展　下野の鎌倉街道－道を行き交う人と物－ 栃木県：栃木県立博物館 2019年4月

●群馬県●

一般県道笠懸赤堀今井線道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／公益財団法人群馬県埋蔵文
化財調査事業団調査報告書　第６４９集　武井峯岸Ⅴ遺跡

群馬県：（公財）群馬県埋蔵文化財調査事業団 2019年2月

（国）３５３号金井バイパス（上信自動車道）道路改築事業（国道・連携）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／
公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書　第６５２集　金井東裏遺跡≪古墳時代編≫　観察
表編

群馬県：（公財）群馬県埋蔵文化財調査事業団 2019年3月

（国）３５３号金井バイパス（上信自動車道）道路改築事業（国道・連携）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／
公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書　第６５２集　金井東裏遺跡≪古墳時代編≫　本文
編１

群馬県：（公財）群馬県埋蔵文化財調査事業団 2019年3月

（国）３５３号金井バイパス（上信自動車道）道路改築事業（国道・連携）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／
公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書　第６５２集　金井東裏遺跡≪古墳時代編≫　本文
編２

群馬県：（公財）群馬県埋蔵文化財調査事業団 2019年3月
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（国）３５３号金井バイパス（上信自動車道）道路改築事業（国道・連携）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／
公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書　第６５２集　金井東裏遺跡≪古墳時代編≫　写真
図版編

群馬県：（公財）群馬県埋蔵文化財調査事業団 2019年3月

（国）３５３号金井バイパス（上信自動車道）道路改築事業（国道・連携）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／
公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書　第６５２集　金井東裏遺跡≪古墳時代編≫　理学
分析編・考察編

群馬県：（公財）群馬県埋蔵文化財調査事業団 2019年3月

県立学校施設整備事業（富岡・甘楽地区新高校整備、吾妻地区新高校整備、前橋商業高等学校第二グラウ
ンド移転整備）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告
書　第６５３集　七日市陣屋跡・七日市古墳群　小原遺跡　上佐鳥明神前遺跡（前橋０９３４遺跡）

群馬県：（公財）群馬県埋蔵文化財調査事業団 2019年3月

県立学校施設整備事業（館林特別支援学校改築整備）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／公益財団法人
群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書　第６５４集　台遺跡

群馬県：（公財）群馬県埋蔵文化財調査事業団 2019年3月

一般県道笠懸赤堀今井線社会資本総合整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／公益財団法人群馬
県埋蔵文化財調査事業団調査報告書　第６５６集　前畑Ｊ遺跡

群馬県：（公財）群馬県埋蔵文化財調査事業団 2019年3月

西毛広域幹線道路整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事
業団調査報告書　第６５７集　大島田Ⅱ・沼田遺跡

群馬県：（公財）群馬県埋蔵文化財調査事業団 2019年7月

八ッ場ダム建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　第６６集／公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事
業団調査報告書　第６５８集　川原湯勝沼遺跡（３）

群馬県：（公財）群馬県埋蔵文化財調査事業団 2019年8月

榛名南麓２期地区農山漁村地域整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／公益財団法人群馬県埋蔵
文化財調査事業団調査報告書　第６５９集　中室田岩城遺跡

群馬県：（公財）群馬県埋蔵文化財調査事業団 2019年11月

主要地方道前橋安中富岡線社会資本総合整備（活力・重点）事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／公益
財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書　第６６０集　下芝内出畑遺跡・和田山天神前２遺跡

群馬県：（公財）群馬県埋蔵文化財調査事業団 2019年12月

県立太田高等特別支援学校普通科棟（重複障害）増築建築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／公益
財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書　第６６２集　条里制水田想定地

群馬県：（公財）群馬県埋蔵文化財調査事業団 2020年2月

公立藤岡総合病院導入路建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　群馬県藤岡市　谷地Ｆ遺跡 群馬県：パリノ・サーヴェイ（株） 2019年3月

平成２６～２８年度保存修復事業報告書　史跡矢瀬遺跡 群馬県：みなかみ町教育委員会 2017年3月

伊勢崎駅周辺第一土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／伊勢崎市文化財調査報告書
第１２８集　伊勢崎城跡１

群馬県：伊勢崎市 2019年3月

古代用水路跡と旧流路跡の発掘調査／都市計画３・４・７１号線道路改良事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書／伊勢崎市文化財調査報告書　第１２９集　保泉・丸山東２遺跡２

群馬県：伊勢崎市 2019年3月

史跡女堀シンポジウム記録集　中世の巨大用水路『女堀』の謎に迫る！－考古学と歴史学の対話－ 群馬県：伊勢崎市教育委員会文化財保護課 2019年3月

伊勢崎市文化財調査報告書　第１２７集　平成２８年度市内遺跡試掘調査報告書 群馬県：伊勢崎市教育委員会文化財保護課 2019年3月

群馬県甘楽郡下仁田町　国指定史跡荒船・東谷風穴蚕種貯蔵所跡　荒船風穴蚕種貯蔵所跡調査報告書８ 群馬県：下仁田町教育委員会 2019年3月

町史編纂文書等調査報告書　下仁田町指定文化財春秋館跡調査報告書 群馬県：下仁田町教育委員会事務局 2019年3月

－平成２９年度（１月～３月）各種開発に伴う埋蔵文化財調査－／新宿二丁目遺跡（平２９地点）　笹原遺跡
（平２９Ｄ地点）／館林市埋蔵文化財発掘調査報告書　第５６集　館林市内遺跡発掘調査報告書

群馬県：館林市教育委員会 2019年3月

－平成３０年度各種開発に伴う埋蔵文化財調査－／大袋５遺跡（平３０地点）　笹原遺跡（平３０地点）　二本
松遺跡（平３０地点）　新宿二丁目遺跡（平３０地点）　日向新田遺跡（平３０地点）　青山屋敷跡（平３０Ａ地点）
青山屋敷跡（平３０Ｂ地点）　岡野・屋敷前・岡遺跡（平３０地点）　青山屋敷跡（平３０Ｃ地点）／館林市埋蔵文
化財発掘調査報告書　第５７集　館林市内遺跡発掘調査報告書

群馬県：館林市教育委員会 2019年9月

岩宿博物館第６７回企画展　地中からのメッセージ－遺跡から読み解く“みどり市”の歴史－展示図録 群馬県：岩宿博物館 2019年2月

岩宿博物館年報　平成３０年度 群馬県：岩宿博物館 2019年7月

岩宿時代通信Ｏｒｉｇｉｎ　ｖｏｌ．８６ 群馬県：岩宿博物館 2019年4月

岩宿時代通信Ｏｒｉｇｉｎ　ｖｏｌ．８７ 群馬県：岩宿博物館 2019年9月

岩宿時代通信Ｏｒｉｇｉｎ　ｖｏｌ．８８ 群馬県：岩宿博物館 2020年1月

岩宿遺跡発掘７０周年記念特別展１　相澤忠洋－その生涯と研究－展示図録 群馬県：岩宿博物館、相澤忠洋記念館 2019年7月

岩宿遺跡発掘７０周年記念特別展２（第６９回企画展）　岩宿遺跡と日本近代考古学　展示図録 群馬県：岩宿博物館、相澤忠洋記念館 2019年10月

魅せる群馬の文化応援事業　岩宿遺跡発掘７０周年記念　岩宿フォーラム２０１９／講演会・シンポジウム　岩
宿遺跡と日本列島の旧石器時代研究　講演集

群馬県：岩宿博物館、明治大学博物館、岩宿フォーラム実行委員会 2019年11月

群馬県内公共開発に伴う平成３０年度県内遺跡発掘調査報告書 群馬県：群馬県教育委員会事務局文化財保護課 2020年3月

－町内遺跡詳細分布調査報告書－／東吾妻町埋蔵文化財発掘調査報告書　第２６集　東吾妻町遺跡分布
地図

群馬県：群馬県吾妻郡東吾妻町教育委員会 2019年3月

－尾島親水公園造成工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－／太田市埋蔵文化財発掘調査報告書　岩
松千歳２遺跡

群馬県：群馬県太田市教育委員会 2019年3月

－平成２４～２８年度の調査報告と総括－／太田市埋蔵文化財発掘調査報告書　史跡上野国新田郡家跡 群馬県：群馬県太田市教育委員会 2019年3月

－平成２９年度調査－　太田市内遺跡１４ 群馬県：群馬県太田市教育委員会 2019年3月

神明塚古墳 群馬県：群馬県太田市教育委員会、サッポロビール（株）、（有）毛野考古学研究所 2018年7月

市内遺跡２５ 群馬県：群馬県藤岡市教育委員会 2019年3月

平成３０年度地域関連道路事業地方道事業費補助駒寄スマートＩＣ関連に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
／吉岡町文化財調査報告書　第３８集　七日市Ⅲ遺跡

群馬県：群馬県北群馬郡吉岡町教育委員会 2019年3月

まんが矢瀬縄文物語 群馬県：月夜野町 2003年4月

－後期前方後円墳の調査－／分譲住宅地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／伊勢崎市文化財調査
報告書　下谷Ａ号墳

群馬県：山下工業（株） 2017年12月

高崎市文化財保護年報　平成３０年度 群馬県：高崎市教育委員会事務局文化財保護課 2019年10月

－店舗建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－／高崎市文化財調査報告書　第４２３集　棟高南八幡街道
遺跡３

群馬県：高崎市教育委員会 2019年2月

大学校舎建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／高崎市文化財調査報告書　第４３４集　中大類新井
西遺跡

群馬県：高崎市教育委員会 2019年5月

－宅地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査－／高崎市文化財調査報告書　第４３５集　棟高西弥三郎街道遺跡 群馬県：高崎市教育委員会、（株）測研文化財研究室 2019年8月

－認定こども園建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－／高崎市文化財調査報告書　第４４２集　冷水牛
池遺跡

群馬県：社会福祉法人小祝会、高崎市教育委員会、（株）測研文化財研究室 2019年12月

－工場建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－／高崎市文化財調査報告書　第４４３集　宮原町遺跡３ 群馬県：高崎市教育委員会 2019年9月

平成２９年度市内遺跡範囲確認調査／平成２６年度市内遺跡範囲確認調査／平成２８年度市内遺跡本発掘
調査／渋川市埋蔵文化財発掘調査報告書　第４２集　渋川市市内遺跡１２

群馬県：渋川市教育委員会 2019年2月

史跡瀧沢石器時代遺跡整備基本計画 群馬県：渋川市教育委員会 2019年3月

渋川市埋蔵文化財発掘調査報告書　第４３集　空沢遺跡第１６次調査 群馬県：渋川市教育委員会 2019年3月

－店舗建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－　小島田清水尻遺跡 群馬県：前橋市教育委員会 2018年2月

駒寄スマートインターチェンジ大型車対応化整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　池端北耕地下ノ
割遺跡

群馬県：前橋市教育委員会 2018年3月

五代南部工業団地（拡張）土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　五代伊勢宮Ⅶ・Ⅷ遺跡 群馬県：前橋市教育委員会 2018年3月

前橋都市計画事業元総社蒼海土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　元総社蒼海遺跡群
（１２６）

群馬県：前橋市教育委員会 2018年3月

－七ツ石３・４・５・６・７号墳　縄文早期稲荷台式住居－／太陽光発電施設建設に伴う埋蔵文化財発掘調査
報告書　小稲荷遺跡群西大室七ツ石遺跡

群馬県：前橋市教育委員会 2018年7月

9



店舗建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　元総社蒼海遺跡群（９４街区） 群馬県：前橋市教育委員会 2018年8月

－市道００－３６０号線（大胡１１０号線）道路築造に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－　天神風呂Ｍ地点遺
跡

群馬県：前橋市教育委員会 2019年3月

前橋市南橘公民館本館改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　南橘東原遺跡Ｎｏ．２ 群馬県：前橋市教育委員会 2019年3月

前橋都市計画事業元総社蒼海土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　元総社蒼海遺跡群
（１２８）

群馬県：前橋市教育委員会 2019年3月

前橋都市計画事業元総社蒼海土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　元総社蒼海遺跡群
（１２９）

群馬県：前橋市教育委員会 2019年3月

前橋都市計画事業元総社蒼海土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　元総社蒼海遺跡群
（１３０）

群馬県：前橋市教育委員会 2019年3月

前橋都市計画事業元総社蒼海土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　元総社蒼海遺跡群
（１３１）

群馬県：前橋市教育委員会 2019年3月

年報　第４７集　平成２８年度文化財調査報告書 群馬県：前橋市教育委員会事務局文化財保護課 2017年3月

前橋都市計画事業元総社蒼海土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　元総社蒼海遺跡群
（１１６）元総社蒼海遺跡群（１２３）

群馬県：前橋市教育委員会事務局文化財保護課 2019年2月

山王小学校プール改築建築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　山王若宮Ⅴ遺跡 群馬県：前橋市教育委員会文化財保護課 2018年3月

上野国府等範囲内容確認調査報告書　Ⅵ　推定上野国府　平成２８年度調査報告 群馬県：前橋市教育委員会文化財保護課 2018年3月

－店舗建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－　富岡清水遺跡２ 群馬県：大和リース（株）群馬支店、（株）測研、富岡市教育委員会 2019年1月

市道６０１９号線拡幅工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　群馬県富岡市　富岡坪之内遺跡Ⅱ 群馬県：富岡市、（株）シン技術コンサル、富岡市教育委員会 2018年12月

診療所北、便所１５周辺、西置繭所周辺、西置繭所北・社宅７１西、繰糸場・揚返工場西・寄宿舎南（遺構編）
／富岡市埋蔵文化財発掘調査報告書　第４７集　史跡旧富岡製糸場内容確認調査報告書３

群馬県：富岡市教育委員会 2019年3月

県営農地整備事業松義西部地区に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／富岡市埋蔵文化財発掘調査報告書
第４８集　大牛中原遺跡　松義西部地区遺跡群Ⅱ

群馬県：富岡市教育委員会 2019年3月

富岡市埋蔵文化財発掘調査報告書　第４９集　平成２８・２９年度　富岡市内遺跡確認調査報告書 群馬県：富岡市教育委員会 2019年3月

●埼玉県●

ラグビーワールドカップ２０１９ＴＭ会場整備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４４６集　北島遺跡ⅩⅣ

埼玉県：（公財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団 2018年7月

株式会社東栄住宅分譲住宅事業予定地に係る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４４７集　毛長沼外瓦Ａ遺跡

埼玉県：（公財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団 2018年9月

首都圏氾濫区域堤防強化対策における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４４８集　栗橋宿跡Ⅰ

埼玉県：（公財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団 2018年10月

首都圏氾濫区域堤防強化対策における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４４９集　東畑遺跡

埼玉県：（公財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団 2018年11月

首都圏氾濫区域堤防強化対策における埋蔵文化財発掘調査報告（第１分冊）／埼玉県埋蔵文化財調査事
業団報告書　第４５０集　旧利根川堤防跡

埼玉県：（公財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団 2019年3月

首都圏氾濫区域堤防強化対策における埋蔵文化財発掘調査報告（第２分冊）／埼玉県埋蔵文化財調査事
業団報告書　第４５０集　旧利根川堤防跡

埼玉県：（公財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団 2019年3月

首都圏氾濫区域堤防強化対策における埋蔵文化財発掘調査報告（第１分冊）／埼玉県埋蔵文化財調査事
業団報告書　第４５１集　栗橋宿本陣跡Ⅰ

埼玉県：（公財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団 2019年3月

首都圏氾濫区域堤防強化対策における埋蔵文化財発掘調査報告（第２分冊）／埼玉県埋蔵文化財調査事
業団報告書　第４５１集　栗橋宿本陣跡Ⅰ

埼玉県：（公財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団 2019年3月

首都圏氾濫区域堤防強化対策における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４５２集　栗橋宿跡Ⅱ

埼玉県：（公財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団 2019年3月

ラグビーワールドカップ２０１９ＴＭ会場整備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４５３集　北島遺跡ⅩⅤ

埼玉県：（公財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団 2019年3月

さいたま埋文リポート　公益財団法人埼玉県埋蔵文化財調査事業団年報　２０１９　３９　平成３０年度版 埼玉県：（公財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団 2019年9月

平成３０年度ほるたま考古学セミナー　スポーツと考古学 埼玉県：（公財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団 2019年1月

研究紀要　第３３号　２０１９ 埼玉県：（公財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団 2019年3月

さいたま市遺跡調査会報告書　第１８８集　側ヶ谷戸貝塚（第１０次） 埼玉県：さいたま市遺跡調査会 2018年3月

さいたま市遺跡調査会報告書　第１８９集　府内三丁目遺跡（第３次） 埼玉県：さいたま市遺跡調査会 2018年3月

さいたま市遺跡調査会報告書　第１９０集　大谷口向原北遺跡（第４次） 埼玉県：さいたま市遺跡調査会 2018年9月

さいたま市遺跡調査会報告書　第１９１集　白鍬宮腰遺跡（第１４次） 埼玉県：さいたま市遺跡調査会 2018年9月

さいたま市遺跡調査会報告書　第１９２集　大谷稲荷東遺跡［Ａ－１９６号遺跡］ 埼玉県：さいたま市遺跡調査会 2018年10月

さいたま市遺跡調査会報告書　第１９３集　山崎貝塚（第７次） 埼玉県：さいたま市遺跡調査会 2019年3月

－さいたま市立病院施設整備事業に伴う発掘調査報告書－／さいたま市遺跡調査会報告書　第１９４集　北
宿遺跡（第２０次）

埼玉県：さいたま市遺跡調査会 2019年3月

－さいたま都市計画事業浦和東部第一特定土地区画整理事業に伴う発掘調査報告　１０－／さいたま市遺
跡調査会報告書　第１９５集　中野田島ノ前遺跡（第５次・第６次）　中野田堀ノ内遺跡（第８次）・中野田中原
遺跡（第５次）

埼玉県：さいたま市遺跡調査会 2019年3月

神明遺跡（第４・５・６・８・９・１０次）　中里宮前１号遺跡（第１・２次）　中里前原遺跡（第３次）　中里前原東遺跡
（第１次）　上太寺遺跡（第２・３・４・５次）　上太寺東遺跡（第１次）　曲庭遺跡（第２次）　大戸本村１号遺跡（第
１・２次）　大戸本村６号遺跡（第２次）　南３号遺跡（第１・２次）　亀在家東遺跡（第１次）／さいたま市遺跡調査
会報告書　第１９６集　神明遺跡ほか１０遺跡発掘調査報告書

埼玉県：さいたま市遺跡調査会 2019年3月

さいたま市遺跡調査会報告書　第１９７集　山久保遺跡（第６次） 埼玉県：さいたま市遺跡調査会 2019年5月

さいたま市遺跡調査会報告書　第１９８集　神田作田遺跡 埼玉県：さいたま市遺跡調査会 2019年6月

さいたま市遺跡調査会報告書　第１９９集　中尾緑島東遺跡（第５次） 埼玉県：さいたま市遺跡調査会 2019年7月

前原遺跡第４次発掘調査　範囲確認調査　平成３０年度桶川市内遺跡発掘調査報告書 埼玉県：桶川市教育委員会 2019年3月

町内遺跡発掘調査報告書　Ⅰ／滑川町埋蔵文化財調査報告書　第５集　花気窯跡 埼玉県：滑川町教育委員会 2020年2月

埋文さかど年報　（平成２９年度発掘調査） 埼玉県：坂戸市教育委員会 2019年3月

一市三町合同企画展「越辺川流域の歴史・文化」 埼玉県：坂戸市教育委員会、毛呂山町教育委員会、鳩山町教育委員会、越生町教育
委員会

2019年3月

埼玉県文化財目録　（平成３１年３月現在） 埼玉県：埼玉県教育委員会 2019年3月

埋文さいたま　第６２号 埼玉県：埼玉県教育委員会 2019年3月

埼玉県熊谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第２６集　宮下遺跡Ⅲ 埼玉県：埼玉県熊谷市教育委員会 2018年3月

－熊谷都市計画事業上之土地区画整理事業地内遺跡発掘調査報告書－　Ⅹ－／埼玉県熊谷市埋蔵文化
財発掘調査報告書　第２７集　中西遺跡Ⅰ

埼玉県：埼玉県熊谷市教育委員会 2018年3月

熊谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第３３集　賢木岡東遺跡 埼玉県：埼玉県熊谷市教育委員会 2019年3月

－熊谷都市計画事業上之土地区画整理事業地内遺跡発掘調査報告書－　ⅩⅠ－／埼玉県熊谷市埋蔵文
化財調査報告書　第３４集　中西遺跡Ⅱ

埼玉県：埼玉県熊谷市教育委員会 2019年3月

-下田遺跡２区・４区発掘調査報告書- (第１分冊)　下田遺跡２ 埼玉県：埼玉県坂戸市教育委員会 2017年10月

-下田遺跡２区・４区発掘調査報告書- (第２分冊)　下田遺跡２ 埼玉県：埼玉県坂戸市教育委員会 2017年10月

-下田遺跡３区・５区発掘調査報告書- (第１分冊)　下田遺跡３ 埼玉県：埼玉県坂戸市教育委員会 2019年3月

-下田遺跡３区・５区発掘調査報告書- (第２分冊)　下田遺跡３ 埼玉県：埼玉県坂戸市教育委員会 2019年3月

－上谷遺跡２ａ・２ｂ区発掘調査報告書－　上谷遺跡７ 埼玉県：埼玉県坂戸市教育委員会 2019年3月
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－県営ほ場整備美里地内遺跡の発掘調査－／美里町遺跡発掘調査報告書　第２８集　宮下遺跡・樋之口遺
跡

埼玉県：埼玉県児玉郡美里町教育委員会 2019年3月

－分譲住宅建設に伴う発掘調査報告書－／川口市埋蔵文化財発掘調査報告書　前田字前田第１遺跡 埼玉県：埼玉県川口市教育委員会 2019年9月

横道下遺跡第１～５次調査Ⅱ（縄文時代編）　飯能の遺跡（４５） 埼玉県：埼玉県飯能市教育委員会 2019年3月

埼玉の文化財　第五十九号　－特集　縄文時代の資源利用－ 埼玉県：埼玉県文化財保護協会 2019年3月

～副葬品から探る被葬者像～　令和元年度企画展　徹底解剖！埼玉古墳群 埼玉県：埼玉県立さきたま史跡の博物館 2019年9月

埼玉県立史跡の博物館紀要　第１２号 埼玉県：埼玉県立さきたま史跡の博物館、埼玉県立嵐山史跡の博物館 2019年3月

埼玉考古　第５４号 埼玉県：埼玉考古学会 2019年3月

春日部市埋蔵文化財発掘調査報告書　第２１集　貝の内遺跡２８次地点　馬場遺跡６次地点 埼玉県：春日部市教育委員会 2019年3月

神川町埋蔵文化財調査報告　第１４集　南塚原７２号墳・新羽根倉遺跡・中道遺跡第２８地点 埼玉県：神川町教育委員会 2019年3月

国庫補助事業　市内遺跡発掘調査報告書＜平成２９年度調査＞ 埼玉県：川口市教育委員会 2019年3月

－区画整理事業に伴う第２４次埋蔵文化財発掘調査－／川口市埋蔵文化財発掘調査報告書　小谷場貝塚
遺跡

埼玉県：川口市教育委員会 2019年9月

鶴ヶ島市埋蔵文化財調査報告　第８４集　北権現遺跡第１３・１６～１８・２１～２３次発掘調査報告書 埼玉県：鶴ヶ島市遺跡調査会 2020年3月

若葉台遺跡Ｕ地点　一天狗遺跡第１次／鶴ヶ島市埋蔵文化財調査報告　第８２集　鶴ヶ島市内遺跡発掘調
査報告書Ⅹ

埼玉県：鶴ヶ島市教育委員会 2019年2月

北権現遺跡第１９・２０次・確認調査　仲道柴山遺跡第２０次／鶴ヶ島市埋蔵文化財調査報告　第８３集　鶴ヶ
島市内遺跡発掘調査報告書ⅩⅠ

埼玉県：鶴ヶ島市教育委員会 2019年3月

日高市埋蔵文化財調査報告書　第３８集　西不動－１・２次調査－ 埼玉県：日高市遺跡調査会 2019年2月

日高市埋蔵文化財調査報告書　第３９集　拾石遺跡 埼玉県：日高市教育委員会 2019年1月

日高市埋蔵文化財調査報告書　第４０集　王神 埼玉県：日高市遺跡調査会 2019年9月

富士見市遺跡調査会調査報告　第７２集　北通遺跡第７９地点発掘調査報告書 埼玉県：富士見市遺跡調査会 2018年9月

富士見市遺跡調査会調査報告　第７４集　宮脇遺跡第５２地点発掘調査報告書 埼玉県：富士見市遺跡調査会 2019年3月

富士見市遺跡調査会調査報告　第７５集　別所遺跡第２６地点発掘調査報告書 埼玉県：富士見市遺跡調査会 2019年3月

付　ハケ上遺跡Ｂ地点発掘調査報告書／文化財報告　第７冊　埼玉県富士見市所在　ハケ上遺跡　打越遺
跡　北通遺跡　発掘調査報告書

埼玉県：富士見市教育委員会 1974年3月

富士見市文化財報告　第８集　打越遺跡Ⅲ 埼玉県：富士見市教育委員会 1975年3月

富士見市文化財報告　第１０集　打越遺跡Ⅳ 埼玉県：富士見市教育委員会 1976年3月

富士見市文化財報告　第３２集　国指定史跡水子貝塚試掘調査報告 埼玉県：富士見市教育委員会 1984年10月

富士見市文化財報告　第７１集　市内遺跡発掘調査ⅩⅡ 埼玉県：富士見市教育委員会 2019年3月

－本庄早稲田駅周辺土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　１１－／本庄市埋蔵文化財調
査報告書　第５７集　久下東遺跡Ⅹ（Ｇ２・Ｈ地点）

埼玉県：本庄市教育委員会 2019年2月

-本庄市立本庄東中学校校舎・プール棟建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書- (第１分冊)/本庄市埋蔵文
化財調査報告書 第５８集　薬師堂東遺跡Ⅱ（Ｃ・Ｄ地点）

埼玉県：本庄市教育委員会 2019年3月

-本庄市立本庄東中学校校舎・プール棟建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書- (第２分冊)/本庄市埋蔵文
化財調査報告書 第５８集　薬師堂東遺跡Ⅱ（Ｃ・Ｄ地点）

埼玉県：本庄市教育委員会 2019年3月

本庄市埋蔵文化財調査報告書　第５９集　長沖古墳群ⅩⅨ－梅原地区Ｂ地点－ 埼玉県：本庄市教育委員会 2019年3月

－分譲住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－／本庄市埋蔵文化財調査報告書　第６０集　小島仕
切沢遺跡

埼玉県：本庄市教育委員会 2019年3月

埼玉県蓮田市文化財調査報告書　第５８集　請野遺跡－第１調査地点－城東谷遺跡－第１調査地点－久台
遺跡－第１２調査地点－

埼玉県：蓮田市教育委員会 2019年3月

埼玉県蓮田市文化財調査報告書　第５９集　椿山遺跡－第１２調査地点－ 埼玉県：蓮田市教育委員会 2019年3月

埼玉県蓮田市文化財調査報告書　第６０集　正御地遺跡－第１調査地点－ 埼玉県：蓮田市教育委員会 2019年3月

●千葉県●

発掘調査報告書　千葉県市川市国府台遺跡第１８７地点 千葉県：（学）和洋学園 2018年3月

市原市埋蔵文化財調査センター調査報告書　第４７集　市原市祭り野遺跡（第３地点） 千葉県：（株）ＷＩＮＤ－ＳＭＩＬＥ、市原市教育委員会 2019年3月

－佐倉市江原新田宅地造成事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－　曲輪ノ内貝塚（第５次２期・第６次） 千葉県：（株）エスティホーム、佐倉市教育委員会、（株）地域文化財研究所 2019年3月

－競輪場外車券発売施設拡張事業に伴う埋蔵文化財調査報告書－／芝山町埋蔵文化財調査報告書　第６
集　千葉県山武郡芝山町　大滝遺跡（谷向１４２５地点）

千葉県：（株）ガードワン 2019年3月

－宅地造成に伴う埋蔵文化財調査報告書－　千葉市東海道遺跡（第２次） 千葉県：（株）フレスコ、（公財）千葉市教育振興財団事務局埋蔵文化財担当 2019年3月

－宅地造成に伴う埋蔵文化財調査報告書－　千葉市山之越第１遺跡 千葉県：（株）拓匠開発、（公財）千葉市教育振興財団事務局埋蔵文化財調査担当 2020年1月

－東庄町立東庄中学校自転車置場等増築工事に伴う埋蔵文化財調査－／公益財団法人印旛郡市文化財
センター発掘調査報告書　第３５８集　千葉県香取郡東庄町　青馬鷲遺跡

千葉県：東庄町 2019年3月

－成田市公設地方卸売市場再整備に伴う埋蔵文化財調査業務委託－／公益財団法人印旛郡市文化財セ
ンター発掘調査報告書　第３５９集　千葉県成田市　天神峰道場遺跡

千葉県：成田市 2018年12月

－ごみ処理施設用地埋蔵文化財調査委託－／公益財団法人印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第
３６１集　千葉県四街道市　金クソ遺跡（第１次・２次調査）

千葉県：四街道市 2019年3月

－佐倉市城集合住宅建設に伴う埋蔵文化財調査－／公益財団法人印旛郡市文化財センター発掘調査報
告書　第３６２集　千葉県佐倉市　城番塚遺跡（第７次）

千葉県：大嶋守 2019年3月

－聖隷佐倉病院増築工事に伴う埋蔵文化財調査－／公益財団法人印旛郡市文化財センター発掘調査報
告書　第３６３集　千葉県佐倉市　江原台遺跡（聖隷病院第４・５次）

千葉県：社会福祉法人聖隷福祉事業団 2019年3月

公益財団法人印旛郡市文化財センター年報　３４－平成２９年度－ 千葉県：（公財）印旛郡市文化財センター 2019年3月

広報誌　フィールドブック　ｖｏｌ．４１ 千葉県：（公財）印旛郡市文化財センター 2019年3月

公益財団法人印旛郡市文化財センター設立３５周年記念企画展　印旛のはにわ～どうしてムササビ？～ 千葉県：（公財）印旛郡市文化財センター 2019年7月

房総の文化財　ＶＯＬ．５８ 千葉県：（公財）千葉県教育振興財団 2019年3月

千葉県教育振興財団文化財センター年報　Ｎｏ．４４－平成３０年度－ 千葉県：（公財）千葉県教育振興財団 2019年8月

研究連絡誌　第８０号 千葉県：（公財）千葉県教育振興財団文化財センター 2019年3月

「令和元年度埋蔵文化財ロビー巡回展　環状石器展」パンフレット 千葉県：（公財）千葉市教育振興財団 2019年11月

後田遺跡　平成３０年度千葉県旭市内遺跡発掘調査報告書 千葉県：旭市教育委員会 2019年3月

東遺跡（第５地点）　荒野前遺跡（第２地点）　大畑遺跡（第５地点）　中郷遺跡（第４地点）　道作古墳群（第２
地点）　多々羅田遺跡　白井谷奥遺跡　鳴神山遺跡（第３地点）　鳴神山遺跡（第４地点）　前戸遺跡（第４地
点）　迎山遺跡（第２地点）　平成２９年度　印西市内遺跡発掘調査報告書

千葉県：印西市教育委員会 2019年3月

瀧水寺裏遺跡（第２地点）　鹿黒堀込遺跡（第２地点）　大畑遺跡（第３地点）　竜崖遺跡（第２地点）　前戸遺
跡（第５地点）　高郷遺跡　鳴神山遺跡（第５地点）　多々羅田遺跡（第２地点）　天神台遺跡（第１６地点）　平
成３０年度　印西市内遺跡発掘調査報告書

千葉県：印西市教育委員会 2020年3月

印西市立印旛歴史民俗資料館研究紀要　創刊号　古井戸原２号墳出土埴輪基礎調査報告書 千葉県：印西市立印旛歴史民俗資料館 2019年3月

木戸脇貝塚（１２次）　中割遺跡（２次）　鎌ケ谷五丁目所在野馬土手　五舛蒔遺跡（４次）　一本松遺跡（４次）
／鎌ケ谷市埋蔵文化財調査報告　第３２集　平成２８年度鎌ケ谷市内遺跡発掘調査概報

千葉県：鎌ケ谷市教育委員会 2017年3月

木戸脇貝塚（１３次・１４次）　新山Ｎｏ．１遺跡（８次）　下向遺跡（４次）　柳坪遺跡（３次）　鎌ケ谷五丁目所在野
馬土手　新山Ｎｏ．２遺跡（２次）　中沢貝塚（２４次）／鎌ケ谷市埋蔵文化財調査報告　第３３集　平成２９年度
鎌ケ谷市内遺跡発掘調査概報

千葉県：鎌ケ谷市教育委員会 2018年3月

向原Ｎｏ．１遺跡（１次）　鎌ケ谷五丁目所在野馬土手　向山Ｎｏ．１遺跡（１４次・１５次）　中沢貝塚（２５次・２６
次・２７次・２８次）／鎌ケ谷市埋蔵文化財調査報告　第３４集　平成３０年度鎌ケ谷市内遺跡発掘調査報告書

千葉県：鎌ケ谷市教育委員会 2019年3月

－宅地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－　千葉県八千代市南海道遺跡ｃ地点 千葉県：関口幸男 2019年3月
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千葉県市川市曽谷南遺跡－第７０地点発掘調査報告書－ 千葉県：五関道子、五関由夫、五関隆、市川市教育委員会 2019年2月

千葉県市川市山王台遺跡－第１２地点発掘調査報告書－ 千葉県：高橋明美、原史文化研究所 2018年7月

－市川市雷下遺跡（１）～（４）・（７）～（１０）－　第１分冊／千葉県教育振興財団調査報告　第７８０集　東京外
かく環状道路埋蔵文化財調査報告書１４

千葉県：国土交通省関東地方整備局首都国道事務所、（公財）千葉県教育振興財団 2019年3月

－市川市雷下遺跡（１）～（４）・（７）～（１０）－　第２分冊／千葉県教育振興財団調査報告　第７８０集　東京外
かく環状道路埋蔵文化財調査報告書１４

千葉県：国土交通省関東地方整備局首都国道事務所、（公財）千葉県教育振興財団 2019年3月

－市川市道免き谷津遺跡第１地点（１２）・（１３）、第４地点、第５地点、新山遺跡第２３地点、第２４地点－／千
葉県教育振興財団調査報告　第７８１集　東京外かく環状道路埋蔵文化財調査報告書１５

千葉県：国土交通省関東地方整備局首都国道事務所、（公財）千葉県教育振興財団 2019年3月

千葉県市川市国府台遺跡－第１３－１０地点発掘調査報告書－ 千葉県：国立研究開発法人国立国際医療研究センター、（株）東京航業研究所 2018年9月

神門宿向遺跡（第３次）　石川神宿遺跡（第７次）　六崎平台遺跡（第４次）　臼井台長谷津遺跡（第９次）　弥
勒町遺跡（第６次）　小竹向台遺跡（第２次）　宮小路遺跡（第８地点）　小竹向台遺跡（第３次）　宮小路遺跡
（第８地点第２次）　江原埜谷遺跡（第１０次）　海隣寺並木遺跡（第８次）　小竹向台遺跡（第４次）　土浮長山
遺跡・土浮５号墳　宮本上ノ内遺跡　新町遺跡（第１１地点）　佐倉城跡（鷹匠地区第２次）　田町遺跡（第７地
点）　最上町遺跡（第３次）　江原埜谷遺跡（第１１次）　太田用替遺跡（第６次）　鏑木小路遺跡（第１１地点）
小篠塚城跡（第３次）　海隣寺並木遺跡（第９次）　臼井宿内遺跡（第２次）　土浮長山遺跡（第２次）　土浮６号
墳　上勝田道谷津遺跡（第２次）　六崎貴舟台遺跡（第２０次）　臼井田小笹台遺跡（第１０次）　臼井宿内遺跡
（第３次）　平成２９年度佐倉市埋蔵文化財発掘調査報告書

千葉県：佐倉市教育委員会 2019年3月

－不特定遺跡発掘調査助成事業－　千葉県佐倉市臼井台長谷津遺跡（第４・５次）　新町遺跡（第４地点）
裏新町遺跡

千葉県：佐倉市教育委員会 2019年3月

千葉県山武市　名城遺跡 千葉県：山武郡市広域水道企業団、（有）原史文化研究所 2019年6月

市原市埋蔵文化財調査センター調査報告書　第４５集　市原市棗塚遺跡 千葉県：市原市教育委員会市原市埋蔵文化財調査センター 2019年3月

鬼子母神貝塚・姉崎台遺跡（第３地点）　郡本遺跡群（第２５次）　五霊台遺跡（第３地点）・椎津城跡　祭り野
遺跡（第３地点）　能満分区遺跡群（上小貝塚地区第５地点）　南岩崎遺跡群（寺後地区）　海保供養塚群・海
保大塚遺跡（第３地点）　（重要遺跡確認調査）／市原市埋蔵文化財調査センター調査報告書　第４６集　平
成３０年度　市原市内遺跡発掘調査報告

千葉県：市原市教育委員会 2019年3月

平成２５年度市川市内遺跡発掘調査報告 千葉県：市川市教育委員会 2019年3月

平成３０年度市川市埋蔵文化財発掘調査報告 千葉県：市川市教育委員会 2019年3月

－個人住宅建設に伴う埋蔵文化財調査報告書－／芝山町埋蔵文化財調査報告書　第７集　千葉県山武郡
芝山町　御田台遺跡（並岡１０１５－６地点）　御田台遺跡（並岡１０１５－４地点）　御田台遺跡（並岡１０１０－１
地点）＜二次＞

千葉県：芝山町教育委員会 2019年9月

日本人のふるさと　千葉県印旛郡酒々井町の旧石器時代　～日本最大級の環状ブロック群～墨古沢遺跡
＜改訂＞

千葉県：酒々井町 2019年3月

－下総台地に現存する日本最大級の旧石器時代環状ブロック群－／墨古沢遺跡保存整備事業報告書
（１）　千葉県印旛郡酒々井町　墨古沢遺跡総括報告書

千葉県：酒々井町 2019年3月

－宅地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－　千葉県八千代市大山遺跡ｄ地点 千葉県：神正（株） 2019年3月

－成田市十余三四本木Ⅱ遺跡　（２）－／千葉県教育振興財団調査報告　第７７８集　成田国際空港残土置
場整備埋蔵文化財調査報告書

千葉県：成田国際空港（株）、（公財）千葉県教育振興財団 2018年12月

－一般国道４６４号北千葉道路事業埋蔵文化財発掘調査報告書　２－／千葉県教育委員会埋蔵文化財調
査報告　第３１集　成田市関戸谷津之台遺跡

千葉県：千葉県教育委員会 2019年3月

－国府台県営住宅建替事業埋蔵文化財調査報告書　１－／千葉県教育委員会埋蔵文化財調査報告　第３
０集　市川市国府台遺跡第１９２地点

千葉県：千葉県教育委員会 2019年3月

－主要地方道千葉鴨川線（袖ケ浦市高谷）県単道路改良事業埋蔵文化財発掘調査報告書　２－／千葉県
教育委員会埋蔵文化財調査報告　第２９集　袖ケ浦市文脇遺跡（旧石器時代～奈良・平安時代編）

千葉県：千葉県教育委員会 2019年3月

－主要地方道五井本納線交通安全対策事業埋蔵文化財発掘調査報告書－／千葉県教育委員会埋蔵文化
財調査報告　第３２集　市原市能満城跡・能満遺跡群

千葉県：千葉県教育委員会 2019年11月

－集合住宅建設に伴う埋蔵文化財調査報告書－　千葉市古山遺跡（第４次） 千葉県：千葉市教育委員会 2019年4月

宅地造成に伴う埋蔵文化財調査報告書　千葉市馬場遺跡（第２次） 千葉県：千葉市教育委員会 2019年9月

－平成３０年度発掘調査報告書－　千葉市大北遺跡 千葉県：千葉市教育委員会、（有）勾玉工房Ｍｏｇｉ 2019年3月

埋蔵文化財調査（市内遺跡）報告書－平成３０年度－ 千葉県：千葉市埋蔵文化財調査センター 2019年3月

貝塚博物館紀要　第４５号 千葉県：千葉市立加曽利貝塚博物館 2019年3月

千葉県船橋市中野木台遺跡（１９） 千葉県：船橋市教育委員会 2018年3月

千葉県船橋市印内台遺跡群（７０） 千葉県：船橋市教育委員会 2019年3月

千葉県船橋市西ヶ堀込遺跡（２） 千葉県：船橋市教育委員会 2019年3月

東駿河台遺跡（４）　印内台遺跡群（７５）　海神台西遺跡（２２）　西駿河台遺跡（４）　取掛西貝塚（７）　平成３０
年度船橋市内遺跡発掘調査報告書

千葉県：船橋市教育委員会 2019年3月

東中山台遺跡群（３０）　東中山台遺跡群（３２）　東中山台遺跡群（３３）　東中山台遺跡群（３４）　東中山台遺
跡群（３６）　東中山台遺跡群（３８）　東中山台遺跡群（３９）　東中山台遺跡群（４０）　夏見台遺跡（３４）　夏見
台遺跡（３５）　夏見大塚遺跡（１７）　宮本台遺跡群（３５）　宮本台遺跡群（３６）　宮本台遺跡群（３８）　取掛西
貝塚（３）　飛ノ台貝塚（８）　中法伝貝塚（２）　中法伝貝塚（３）　宮前遺跡（１）　北台次南遺跡（１）　下郷遺跡
（２）　西駿河台遺跡（１）　平成１６年度船橋市市費単独事業遺跡発掘調査報告書

千葉県：船橋市教育委員会 2019年3月

－第１次～第７次発掘調査概要報告書－／東京湾東岸部最古の貝塚　取掛西貝塚 千葉県：船橋市教育委員会 2019年5月

千葉県船橋市中野木台遺跡（１８－２） 千葉県：船橋市教育委員会生涯学習部文化課埋蔵文化財調査事務所 2018年12月

千葉県船橋市新山貝塚（４） 千葉県：船橋市教育委員会生涯学習部文化課埋蔵文化財調査事務所 2019年3月

千葉県船橋市前貝塚堀込貝塚（８） 千葉県：船橋市教育委員会生涯学習部文化課埋蔵文化財調査事務所 2019年3月

国史跡指定を目指して調査中！　千葉県船橋市　取掛西貝塚ってどんな遺跡？？ 千葉県：船橋市教育委員会文化課 2019年2月

千葉県船橋市印内台遺跡群（７１） 千葉県：船橋市教育委員会埋蔵文化財調査事務所 2019年3月

文化庁補助事業「地域の特色ある埋蔵文化財活用事業」　山野貝塚国指定記念シンポジウム　山野貝塚から
縄文時代の貝塚を探る　記録集

千葉県：袖ケ浦市教育委員会 2019年3月

宮ノ後遺跡第３次調査　中六遺跡第２４次調査　向山野遺跡第１０・１１次調査・真里場古墳群第５・６次調査
堂庭山Ｂ遺跡第２次調査　堂庭山Ｂ遺跡第３次調査　二ノ山遺跡　平成３０年度千葉県袖ケ浦市内遺跡発掘
調査報告書

千葉県：袖ケ浦市教育委員会 2019年3月

－蔵波地区宅地造成に伴う埋蔵文化財調査報告書－／袖ケ浦市埋蔵文化財発掘調査報告書　第３０集　千
葉県袖ケ浦市中六遺跡（２２）

千葉県：袖ケ浦市教育委員会 2019年3月

－神納地区宅地造成に伴う埋蔵文化財調査報告書－／袖ケ浦市埋蔵文化財発掘調査報告書　第３１集　千
葉県袖ケ浦市宮ノ後遺跡（４）

千葉県：袖ケ浦市教育委員会 2019年3月

－特別養護老人ホーム建設に伴う埋蔵文化財調査報告書－／袖ケ浦市埋蔵文化財発掘調査報告書　第３２
集　千葉県袖ケ浦市中六遺跡（２５）

千葉県：袖ケ浦市教育委員会 2019年3月

-柏市花前Ⅰ遺跡・駒形遺跡・富士見遺跡 原畑遺跡・寺下前遺跡-縄文時代以降編/千葉県教育振興財団
調査報告 第７７４集　柏北部東地区埋蔵文化財発掘調査報告書１４

千葉県：独立行政法人都市再生機構首都圏ニュータウン本部、（公財）千葉県教育振
興財団

2018年11月

-柏市小山台遺跡Ｂ区-縄文時代以降編 第１分冊/千葉県教育振興財団調査報告 第７７５集　柏北部東地区
埋蔵文化財発掘調査報告書１５

千葉県：独立行政法人都市再生機構首都圏ニュータウン本部、（公財）千葉県教育振
興財団

2019年3月

-柏市小山台遺跡Ｂ区-縄文時代以降編 第２分冊/千葉県教育振興財団調査報告 第７７５集　柏北部東地区
埋蔵文化財発掘調査報告書１５

千葉県：独立行政法人都市再生機構首都圏ニュータウン本部、（公財）千葉県教育振
興財団

2019年3月

-柏市小山台遺跡Ｂ区-縄文時代以降編 第３分冊/千葉県教育振興財団調査報告 第７７５集　柏北部東地区
埋蔵文化財発掘調査報告書１５

千葉県：独立行政法人都市再生機構首都圏ニュータウン本部、（公財）千葉県教育振
興財団

2019年3月

12



-柏市小山台遺跡Ｂ区-縄文時代以降編 第４分冊/千葉県教育振興財団調査報告 第７７５集　柏北部東地区
埋蔵文化財発掘調査報告書１５

千葉県：独立行政法人都市再生機構首都圏ニュータウン本部、（公財）千葉県教育振
興財団

2019年3月

－成田市大安場Ⅰ遺跡・辰巳ケ入遺跡・大安場Ⅳ遺跡・大安場Ⅴ遺跡・水の上Ⅰ遺跡・一坪入Ⅱ遺跡・夜番
Ⅱ遺跡・夜番Ⅰ遺跡－／千葉県教育振興財団調査報告　第７７６集　首都圏中央連絡自動車道埋蔵文化財
調査報告書３４

千葉県：東日本高速道路（株）、（公財）千葉県教育振興財団 2019年2月

－多古町五反田清水沢遺跡　（１）－／千葉県教育振興財団調査報告　第７７７集　首都圏中央連絡自動車
道埋蔵文化財調査報告書３５

千葉県：東日本高速道路（株）、（公財）千葉県教育振興財団 2019年3月

－流山市野谷向山遺跡・市野谷立野遺跡・西初石五丁目遺跡・市野谷駒木野馬土手・十太夫野馬土手－／
千葉県教育振興財団調査報告　第７７９集　流山新市街地地区埋蔵文化財調査報告書１１

千葉県：独立行政法人都市再生機構首都圏ニュータウン本部、（公財）千葉県教育振
興財団

2019年3月

－宅地造成に伴う埋蔵文化財調査－　千葉県八千代市麦丸宮前上遺跡ｅ地点発掘調査報告書 千葉県：日新住宅販売（株）、八千代市教育委員会、（株）地域文化財研究所 2018年12月

－北柏駅北口土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財調査－／公益財団法人印旛郡市文化財センター発掘
調査報告書　第３６０集　千葉県柏市　花戸原遺跡（第３～９次）　中馬場遺跡（第７・８次）

千葉県：柏市 2019年3月

小板橋遺跡ｊ地点　殿内遺跡ｆ地点（２次）　殿内遺跡ｇ地点　麦丸宮前上遺跡ｅ地点　浅間内遺跡ｃ地点　大
山遺跡ｃ地点　神久保寺台遺跡ｃ地点　持田遺跡ｅ地点　新林遺跡ｈ地点　高津宮ノ前遺跡ｂ地点　北裏畑遺
跡ｈ地点　高津新山遺跡ｅ地点　新田台遺跡ａ地点　千葉県八千代市市内遺跡発掘調査報告書　平成３０年
度

千葉県：八千代市教育委員会教育総務課 2019年3月

埋（まい）やちよ－千葉県八千代市埋蔵文化財通信－　Ｎｏ．３９ 千葉県：八千代市教育委員会教育総務課文化財班 2018年10月

埋（まい）やちよ－千葉県八千代市埋蔵文化財通信－　Ｎｏ．４０ 千葉県：八千代市教育委員会教育総務課文化財班 2018年11月

－店舗建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－　千葉県八千代市神久保寺台遺跡ｃ地点 千葉県：万仁土地（株） 2018年10月

－（仮称）茂原長柄スマートＩＣランプ部整備に伴う埋蔵文化財調査－／公益財団法人印旛郡市文化財セン
ター発掘調査報告書　第３５７集　千葉県茂原市　国府関遺跡

千葉県：茂原市 2019年2月

千葉県木更津市　請西遺跡群発掘調査報告書ⅩⅧ－野焼Ａ遺跡－ 千葉県：木更津市教育委員会 2018年10月

千葉県木更津市　請西遺跡群発掘調査報告書ⅩⅨ－山伏作遺跡－ 千葉県：木更津市教育委員会 2019年2月

－埋蔵文化財の発掘調査報告－　木更津市文化財調査集報２３ 千葉県：木更津市教育委員会 2019年3月

木更津市埋蔵文化財発掘調査報告書　第１８集　鶴ヶ岡２号墳・鶴ヶ岡遺跡発掘調査報告書 千葉県：木更津市教育委員会 2019年3月

●東京都●

－学習院女子大４号館・女子部Ｂ館仮設棟建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－　東京都新宿区尾張徳
川家下屋敷跡ⅩⅠ

東京都：（学）学習院 2019年3月

－（仮称）目白学園新宿キャンパス新校舎棟工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－　東京都新宿区落合
遺跡Ⅵ　学校法人目白学園地点　第１５次発掘調査

東京都：（学）目白学園 2019年2月

－渋谷区道玄坂二丁目２５・２６番の調査－　東京都渋谷区道玄坂遺跡第１地点 東京都：（株）アセッツ・パートナーズ、共和開発（株） 2019年5月

－文京区後楽二丁目６０番３（地番）地点の建設事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書－　Ｂ－１７０東京都
文京区　後楽一・二丁目遺跡第２地点

東京都：（株）タイセイ・ハウジー、特定非営利活動法人井草文化財研究所 2018年8月

－志茂４－１９地点－発掘調査報告　東京都北区熊野神社遺跡 東京都：（株）タカラレーベン、（株）東京航業研究所 2019年9月

清瀬市埋蔵文化財発掘調査報告　野塩遺跡群第１０地点 東京都：（株）パスコ 2019年3月

－（仮称）新宿区西早稲田一丁目ＰＪ建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－　東京都新宿区穴八幡
神社遺跡Ⅱ

東京都：（株）リーガル不動産 2019年10月

－集合住宅建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－　東京都新宿区市谷薬王寺町遺跡Ⅸ 東京都：（株）リーガル不動産、テイケイトレード（株）埋蔵文化財事業部 2017年12月

－（仮称）グローバルキッズ愛住町園新築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－　東京都新宿区　舟町遺
跡Ⅱ

東京都：（株）ルーク・マーヴィス、テイケイトレード（株）埋蔵文化財事業部 2017年12月

分譲住宅建築に伴う埋蔵文化財調査報告書／江戸川区埋蔵文化財調査報告　第８集　上小岩遺跡第１４９
地点

東京都：（株）日建、テイケイトレード（株） 2018年12月

プレミスト府中建設に伴う事前調査（１７０７次）　東京都府中市　武蔵国府関連遺跡発掘調査報告書 東京都：（株）盤古堂 2018年3月

－東京都世田谷区成城三丁目１３・１４番の発掘調査記録－　中神明遺跡Ⅱ　中神明横穴墓群Ⅰ 東京都：（株）末長企画、共和開発（株） 2018年3月

研究論集　ⅩⅩⅩⅢ 東京都：（公財）東京都スポーツ文化事業団東京都埋蔵文化財センター 2019年3月

東京都立埋蔵文化財調査センター　平成３１年度企画展示　ひと×いきもの 東京都：（公財）東京都スポーツ文化事業団東京都埋蔵文化財センター 2019年3月

－都営双葉町アパート埋蔵文化財発掘調査－／東京都埋蔵文化財センター調査報告　第３４５集　板橋区
西原遺跡第２地点

東京都：（公財）東京都スポーツ文化事業団東京都埋蔵文化財センター 2019年9月

－野毛一丁目団地建替に伴う埋蔵文化財発掘調査－／東京都埋蔵文化財センター調査報告　第３４６集
世田谷区下野毛遺跡Ⅵ

東京都：（公財）東京都スポーツ文化事業団東京都埋蔵文化財センター 2019年8月

－東京都交通局旧大塚支所解体工事に伴う埋蔵文化財発掘調査－／東京都埋蔵文化財センター調査報
告　第３４７集　文京区　大塚遺跡Ⅱ

東京都：（公財）東京都スポーツ文化事業団東京都埋蔵文化財センター 2019年9月

－都営大橋二丁目アパート建替事業に伴う埋蔵文化財発掘調査－／東京都埋蔵文化財センター調査報告
第３４８集　目黒区氷川遺跡

東京都：（公財）東京都スポーツ文化事業団東京都埋蔵文化財センター 2019年12月

東京都埋蔵文化財センター年報　３９　平成３０（２０１８）年度 東京都：（公財）東京都スポーツ文化事業団東京都埋蔵文化財センター 2019年10月

江戸東京博物館ＮＥＷＳ　Ｖｏｌ．１０４ 東京都：（公財）東京都歴史文化財団東京都江戸東京博物館 2019年3月

江戸東京博物館ＮＥＷＳ　Ｖｏｌ．１０５ 東京都：（公財）東京都歴史文化財団東京都江戸東京博物館 2019年6月

江戸東京博物館ＮＥＷＳ　Ｖｏｌ．１０６ 東京都：（公財）東京都歴史文化財団東京都江戸東京博物館 2019年9月

江戸東京博物館ＮＥＷＳ　Ｖｏｌ．１０７ 東京都：（公財）東京都歴史文化財団東京都江戸東京博物館 2019年12月

－（仮称）とみひさホーム計画に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－　東京都新宿区富久町北遺跡 東京都：（社福）シルバーウィング、新宿区 2019年3月

－第５５地点（社会福祉法人桐仁会入間町計画新築工事に伴う埋蔵文化財調査）－／調布市埋蔵文化財調
査報告　１１３　東京都調布市入間町城山遺跡

東京都：（社福）桐仁会 2019年3月

－共同住宅に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－　東京都墨田区　法恩寺跡（Ｎｏ．１０遺跡） 東京都：ジェイレックス・コーポレーション（株） 2019年3月

台東区埋蔵文化財発掘調査報告書　７６　東京都台東区浅草永住町遺跡東上野三丁目２番地点 東京都：台東区教育委員会、テイケイトレード（株）埋蔵文化財事業部 2018年3月

－東京都恩賜上野動物園東園無料休憩所新築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－／台東区埋蔵文
化財発掘調査報告書　７８　東京都台東区上野忍岡遺跡群上野動物園東園無料休憩所地点

東京都：東京都東部公園緑地事務所、台東区教育委員会 2019年3月

台東区埋蔵文化財発掘調査報告書　７９　東京都台東区浅草永住町遺跡元浅草三丁目１８番地点 東京都：台東区教育委員会、テイケイトレード（株）埋蔵文化財事業部 2019年3月

地下鉄稲荷町ビル（仮称）建設地地点／－地下鉄銀座線Ａ線側エレベーター設置工事に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書－／台東区埋蔵文化財発掘調査報告書　８０　南稲荷町遺跡

東京都：東京地下鉄（株）、（株）アート 2019年3月

台東区埋蔵文化財発掘調査報告書　８１　東京都台東区北稲荷町遺跡東上野五丁目７番地点 東京都：テイケイトレード（株）埋蔵文化財事業部 2019年3月

－（仮称）文京弥生ＰＪ新築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－　東京都文京区本郷台遺跡群第４地点 東京都：ヒューリック（株） 2018年11月

－王子本町２－１０地点－発掘調査報告　東京都北区十条台遺跡群　南橋遺跡 東京都：ランドアーク（株）、（株）東京航業研究所 2019年9月

－日本ステリ株式会社工場新築に伴う埋蔵文化財発掘調査－　東京都西多摩郡日の出町　三吉野遺跡群
欠上・下モ原地区（ＮＨ２９）発掘調査報告書

東京都：共和開発（株）、日本ステリ（株） 2019年3月

港区内近世都市江戸関連遺跡発掘調査報告　５１－２［ＴＭ１５６］　石見津和野藩亀井家屋敷跡遺跡発掘調
査報告書Ⅳ

東京都：駐日カタール国大使館 2018年10月

港区内近世都市江戸関連遺跡発掘調査報告　７１［ＴＭ１８９］　神谷町町屋跡遺跡発掘調査報告書 東京都：森ビル（株） 2018年12月

虎ノ門一丁目地区第一種市街地再開発事業に係る埋蔵文化財発掘調査　第１分冊／港区内近世都市江戸
関連遺跡発掘調査報告　７２［ＴＭ１８１－２］　愛宕下武家屋敷群－近江水口藩加藤家屋敷跡遺跡－発掘調
査報告書

東京都：虎ノ門一丁目地区市街地再開発組合 2019年7月

虎ノ門一丁目地区第一種市街地再開発事業に係る埋蔵文化財発掘調査　第２分冊／港区内近世都市江戸
関連遺跡発掘調査報告　７２［ＴＭ１８１－２］　愛宕下武家屋敷群－近江水口藩加藤家屋敷跡遺跡－発掘調
査報告書

東京都：虎ノ門一丁目地区市街地再開発組合 2019年7月

港区内近世都市江戸関連遺跡発掘調査報告　７３［ＴＭ１９４］　港区Ｎｏ．１９４遺跡発掘調査報告書 東京都：日鉄興和不動産（株）、国際文化財（株） 2019年8月
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港区内近世都市江戸関連遺跡発掘調査報告　７７［ＴＭ２１］　旧芝離宮庭園遺跡発掘調査報告書 東京都：東日本旅客鉄道（株）、鹿島建設（株）、加藤建設（株） 2020年1月

－未来へ続く、遺跡からのメッセージ－　港区立郷土歴史館特別展　港区と考古学 東京都：港区教育委員会 2019年7月

港郷土資料館館報　－３６－　平成２９年度・平成３０年度版（２０１７年度・２０１８年度版） 東京都：港区立郷土資料館 2019年3月

歴史館ニュース　第１号 東京都：港区立郷土歴史館 2019年7月

歴史館だより　第１号 東京都：港区立郷土歴史館 2019年7月

歴史館だより　第２号 東京都：港区立郷土歴史館 2019年10月

三鷹市文化財年報　１　平成２９（２０１７）年度　＜含　平成２８年度埋蔵文化財調査報告＞ 東京都：三鷹市スポーツと文化部生涯学習課 2019年3月

集合住宅建築に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／江戸川区埋蔵文化財調査報告　第９集　上小岩遺跡第
１５８地点

東京都：松下芳亮、松下孝弟、（株）四門 2019年12月

新宿区文化財調査年報　１２　平成２９年度 東京都：新宿区文化観光産業部文化観光課文化資源係 2019年3月

－東京都世田谷区成城四丁目９－１０番間・５－９番間・３－４番間道路の発掘調査記録－　上神明遺跡Ⅷ 東京都：世田谷区教育委員会 2018年3月

－東京都世田谷区成城四丁目８番の発掘調査記録－／世田谷区遺跡調査報告　３９　上神明遺跡Ⅸ 東京都：世田谷区教育委員会 2018年3月

世田谷区埋蔵文化財調査年報　２０１７年度　世田谷区遺跡調査報告４０ 東京都：世田谷区教育委員会 2018年10月

－東京都世田谷区成城四丁目１０－１１番間道路の発掘調査記録－　上神明遺跡Ⅹ 東京都：世田谷区教育委員会 2019年3月

大田区の埋蔵文化財　第２４集　山王横穴墓群Ⅱ　発掘調査報告 東京都：大田区教育委員会 2019年3月

－プレミスト新宿区山吹Ⅱ建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－　東京都新宿区山吹町遺跡Ⅲ 東京都：大和ハウス工業（株）、加藤建設（株） 2019年7月

－第１１４地点（児童福祉施設建設に伴う埋蔵文化財調査）－／調布市埋蔵文化財調査報告　１１２　東京都
調布市　上石原遺跡

東京都：調布市教育委員会、調布市遺跡調査会 2019年3月

－第１５６地点（倉庫建設に伴う埋蔵文化財調査）－／調布市埋蔵文化財調査報告　１１４　東京都調布市
飛田給遺跡

東京都：調布市教育委員会、調布市遺跡調査会 2019年5月

－第１２地点（自転車・歩行者道設置工事に伴う埋蔵文化財調査）－／調布市埋蔵文化財調査報告　１１５
野川遺跡

東京都：東京都北多摩南部建設事務所 2019年7月

東京都遺跡調査・研究発表会　４５　発表要旨 東京都：東京都教育委員会 2020年2月

東京都埋蔵文化財年報　２５　平成３０年度 東京都：東京都教育庁地域教育支援部管理課 2019年1月

文化財の保護　第５１号 東京都：東京都教育庁地域教育支援部管理課 2019年3月

文化財の保護　第５２号 東京都：東京都教育庁地域教育支援部管理課 2019年7月

たまのよこやま　１１５ 東京都：東京都埋蔵文化財センター 2019年1月

たまのよこやま　１１６ 東京都：東京都埋蔵文化財センター 2019年3月

たまのよこやま　１１７ 東京都：東京都埋蔵文化財センター 2019年7月

たまのよこやま　１１８ 東京都：東京都埋蔵文化財センター 2019年9月

独立行政法人国立文化財機構東京文化財研究所概要　２０１９ 東京都：独立行政法人国立文化財機構東京文化財研究所 1905年7月

ＴＯＢＵＮＫＥＮＮＥＷＳ　ｎｏ．６９ 東京都：独立行政法人国立文化財機構東京文化財研究所 2019年3月

ＴＯＢＵＮＫＥＮＮＥＷＳ　ｎｏ．７０ 東京都：独立行政法人国立文化財機構東京文化財研究所 2019年9月

ＴＯＢＵＮＫＥＮＮＥＷＳ　ｎｏ．７１ 東京都：独立行政法人国立文化財機構東京文化財研究所 2019年12月

－（仮称）新宿区二十騎町プロジェクト新築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－　東京都新宿区市谷甲
良町遺跡Ⅷ

東京都：二十騎町プロジェクト合同会社、（株）ＣＥＬ 2019年10月

国史跡武蔵国府跡（国司館地区）第１期保存整備事業報告 東京都：東京都府中市教育委員会 2019年3月

武蔵国府の調査４９－平成２７年度府中市内遺跡発掘調査概報－ 東京都：府中市教育委員会、府中市遺跡調査会 2019年3月

国道２０号府中市寿町歩道橋改良工事に伴う事前調査／府中市埋蔵文化財調査報告　第６３集　武蔵国府
関連遺跡調査報告５９－国府地域の調査３６－

東京都：府中市教育委員会、府中市遺跡調査会 2019年3月

－武蔵小金井駅南口第２地区第一種市街地再開発事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－　東京都小金
井市　本町六丁目遺跡

東京都：武蔵小金井駅南口第２地区一種市街地再開発組合、成和コンサルタント（株） 2019年3月

－（仮称）ｉ専門職大学新築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－　東京都墨田区文花一丁目遺跡（墨田
区Ｎｏ．４９遺跡）

東京都：墨田区教育委員会 2019年12月

（仮称）府中ＤＣ化計画に伴う事前調査（１７９０次）　武蔵国府関連遺跡発掘調査報告 東京都：本栖湖特定目的会社、（株）島田組 2019年9月

－（仮称）市谷砂土原町二丁目計画に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－　東京都新宿区市谷田町二丁目
遺跡Ⅵ

東京都：野村不動産（株）、（株）ＣＥＬ 2019年7月

－集合住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－　東京都新宿区原町三丁目遺跡 東京都：野村不動産（株）、（株）アビルトトラスト、（株）イビソク 2019年10月

竹内勇貴氏寄贈資料調査報告書／新編立川市史調査報告書　先史編１　向郷遺跡 東京都：立川市 2019年3月

立川市埋蔵文化財調査報告　２１　立川市埋蔵文化財調査報告書集Ⅵ 東京都：立川市教育委員会 2019年3月

埋蔵文化財調査報告３３　平成２９年度（２０１７年度） 東京都：練馬区地域文化部文化・生涯学習課伝統文化係 2019年3月

●神奈川県●

－横浜市鶴見区東寺尾中台４－３０開発工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－　東寺尾中台二本木貝塚
Ｃ地点

神奈川県：（株）イビソク 2019年3月

平成３０年度　急傾斜地（三浦市和田Ｂ地区）崩壊対策工事に伴う発掘調査／神奈川県埋蔵文化財発掘調
査報告書　７６　矢作横穴墓群

神奈川県：（株）玉川文化財研究所 2019年9月

県道２６号（横須賀三崎）三浦縦貫道路Ⅱ期工事に伴う発掘調査／神奈川県埋蔵文化財発掘調査報告書　７
７　船久保遺跡第５次調査

神奈川県：（株）玉川文化財研究所 2020年2月

神奈川県茅ヶ崎市　円蔵鶴ヶ町遺跡第１０次調査報告 神奈川県：（株）四門 2019年6月

－平塚市北金目一丁目２１番４における埋蔵文化財発掘調査調査報告書－　神奈川県平塚市　北金目塚越
遺跡第２０地点

神奈川県：（株）桧家住宅東京、（有）ブラフマン 2019年10月

埋文よこはま　３８ 神奈川県：（公財）横浜市ふるさと歴史財団埋蔵文化財センター 2018年9月

埋文よこはま　３９ 神奈川県：（公財）横浜市ふるさと歴史財団埋蔵文化財センター 2019年3月

－平塚市小鍋島字橋下１１７９番１ほか５筆における埋蔵文化財発掘調査調査報告書－　神奈川県平塚市
橋下Ｂ遺跡第１地点

神奈川県：（有）オール・カマー、（有）ランド・アート、（有）ブラフマン 2018年9月

港北ニュータウン地域内埋蔵文化財調査報告　５１　打越遺跡 神奈川県：横浜市教育委員会 2019年3月

大倉幕府跡　大倉幕府周辺遺跡群　横小路周辺遺跡　若宮大路周辺遺跡群　若宮大路周辺遺跡群　若宮
大路周辺遺跡群　北条時房・顕時邸跡　川越重頼邸跡　鎌倉市埋蔵文化財緊急調査報告書３５　平成３０年
度発掘調査報告（第３分冊）

神奈川県：鎌倉市教育委員会 2019年3月

平成２９年度発掘調査の概要　鎌倉の埋蔵文化財２２ 神奈川県：鎌倉市教育委員会 2019年3月

北条小町邸跡　西瓜ヶ谷遺跡　山ノ内上杉邸跡　安国寺跡　田楽辻子周辺遺跡　名越ヶ谷遺跡　材木座町
屋遺跡　材木座町屋遺跡　材木座町屋遺跡　鎌倉市埋蔵文化財緊急調査報告書３５　平成３０年度発掘調
査報告（第４分冊）

神奈川県：鎌倉市教育委員会 2019年3月

名越ヶ谷遺跡　大倉幕府周辺遺跡群　下馬周辺遺跡　川越重頼邸跡　桑ヶ谷療病院跡　鎌倉市埋蔵文化財
緊急調査報告書３５　平成３０年度発掘調査報告（第１分冊）

神奈川県：鎌倉市教育委員会 2019年3月

名越ヶ谷遺跡　小町大路東遺跡　今小路西遺跡　今小路西遺跡　田楽辻子周辺遺跡　鎌倉市埋蔵文化財緊
急調査報告書３５　平成３０年度発掘調査報告（第２分冊）

神奈川県：鎌倉市教育委員会 2019年3月

円覚寺門前遺跡　建長寺旧境内遺跡　公方屋敷跡　報国寺遺跡　鎌倉市埋蔵文化財緊急調査報告書３６
令和元年度発掘調査報告（第３分冊）

神奈川県：鎌倉市教育委員会 2020年3月

田楽辻子周辺遺跡　清涼寺跡　名越ヶ谷遺跡　若宮大路周辺遺跡群　長谷小路周辺遺跡　甘縄神社遺跡群
鎌倉市埋蔵文化財緊急調査報告書３６　令和元年度発掘調査報告（第４分冊）

神奈川県：鎌倉市教育委員会 2020年3月

鎌倉市文化財年報　平成２９年（２０１７年）度 神奈川県：鎌倉市教育委員会文化財部 2019年3月

－小田原駅東口お城通り地区再開発事業広域交流施設ゾーン埋蔵文化財調査業務委託－　小田原城三の
丸・城下　三の丸元蔵堀第Ⅱ地点（第３次調査）　城下日向屋敷跡第Ⅰ地点（第２次調査）

神奈川県：玉川文化財研究所 2019年2月
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一般国道２４６（秦野ＩＣ関連）建設事業に伴う発掘調査／かながわ考古学財団調査報告　３２１　菖蒲内開戸
遺跡Ⅰ

神奈川県：（公財）かながわ考古学財団 2019年2月

研究紀要かながわの考古学　２４ 神奈川県：（公財）かながわ考古学財団 2019年3月

年報　２５　平成２９年度 神奈川県：（公財）かながわ考古学財団 2019年3月

横浜市鶴見一丁目地区防災公園街区整備事業に伴う発掘調査／かながわ考古学財団調査報告　３２０　生
麦八幡前遺跡

神奈川県：（公財）かながわ考古学財団 2019年3月

県道６０３号（上粕屋厚木）道路改良工事に伴う発掘調査／神奈川県埋蔵文化財発掘調査報告書　７５　上粕
屋・石倉下遺跡第３次調査

神奈川県：国際文化財（株） 2019年7月

－平塚市岡崎字桜畑６３７６－１他２筆における埋蔵文化財発掘調査調査報告書－　神奈川県平塚市　桜畑
遺跡第１１地点

神奈川県：小磯一郎、（有）ブラフマン 2017年11月

－市民ホール拡張用地整備に伴う発掘調査－　小田原城三の丸　大久保弥六郎邸跡第Ⅱ地点 神奈川県：小田原市 2019年2月

遺跡講演会「弥生時代中期の小田原～方形周溝墓から迫る～」資料集 神奈川県：小田原市教育委員会 2018年10月

平成３０年度小田原市遺跡調査発表会発表要旨 神奈川県：小田原市教育委員会 2018年11月

Ⅰ小田原城とその城下関連遺跡　Ⅱ小田原市域の遺跡／小田原市文化財調査報告書　第１８６集　平成１９
年度小田原市緊急発掘調査報告書１　平成１９年度試掘調査

神奈川県：小田原市教育委員会 2019年3月

小田原市文化財調査報告書　第１８７集　平成１９年度小田原市緊急発掘調査報告書２　小田原城下　欄干
橋町遺跡第Ⅹ地点

神奈川県：小田原市教育委員会 2019年3月

小田原市文化財調査報告書　第１８８集　平成１９年度小田原市緊急発掘調査報告書３　小八幡酒匂境遺跡
第Ⅱ地点

神奈川県：小田原市教育委員会 2019年3月

小田原市文化財調査報告書　第１８９集　史跡小田原城跡　住吉橋保存修理報告書 神奈川県：小田原市教育委員会 2019年3月

平成２９年度神奈川県内埋蔵文化財発掘調査一覧　神奈川県埋蔵文化財調査報告６４ 神奈川県：神奈川県教育委員会教育局生涯学習部文化遺産課 2019年3月

神奈川県埋蔵文化財センター年報　３０　２０１７（平成２９）年度 神奈川県：神奈川県教育委員会教育局生涯学習部文化遺産課中村町駐在事務所
（埋蔵文化財センター）

2019年3月

神奈川県逗子市埋蔵文化財緊急調査報告書１３－平成２７年度－ 神奈川県：逗子市教育委員会 2019年3月

－中央新幹線建設事業に伴う発掘調査報告書－／川崎市埋蔵文化財調査報告書　第１０集　川崎市麻生
区　東百合丘三丁目遺跡

神奈川県：川崎教育委員会事務局文化財課 2017年3月

川崎市文化財調査集録　第５１集 神奈川県：川崎市教育委員会事務局生涯学習部文化財課 2017年3月

川崎市文化財調査集録　第５２集 神奈川県：川崎市教育委員会事務局生涯学習部文化財課 2018年3月

川崎市埋蔵文化財年報　平成２６年度 神奈川県：川崎市教育委員会生涯学習部文化財課 2016年3月

川崎市埋蔵文化財年報　平成２７年度 神奈川県：川崎市教育委員会事務局生涯学習部文化財課 2017年3月

－個人住宅の建設に伴う埋蔵文化財発掘調査－／相模原市埋蔵文化財調査報告　５５　苦久保遺跡第６地
点発掘調査報告書

神奈川県：相模原市教育委員会 2019年3月

－小原宿本陣の整備検討に伴う埋蔵文化財範囲確認調査－／相模原市埋蔵文化財調査報告　５６　小原宿
本陣屋敷跡範囲確認調査報告書

神奈川県：相模原市教育委員会 2019年3月

－史跡指定地隣接地における範囲確認調査－／相模原市埋蔵文化財調査報告　５７　国指定史跡川尻石
器時代遺跡Ⅲ

神奈川県：相模原市教育委員会 2019年10月

平塚市埋蔵文化財シリーズ　４８　七ノ域遺跡－第６地点－ 神奈川県：平塚市教育委員会 2019年8月

平塚市埋蔵文化財シリーズ　４９　御殿Ｂ遺跡－第１地点－ 神奈川県：平塚市教育委員会 2019年9月

戸室仲原遺跡 神奈川県：睦合文化財（株） 2018年12月

－宅地造成事業に伴う発掘調査報告書－　田名坊山遺跡第７地点 神奈川県：睦合文化財（株） 2019年3月

神奈川県厚木市　東町遺跡第８地点 神奈川県：睦合文化財（株） 2019年7月

－集合住宅建設に伴う発掘調査－　稲ケ原遺跡Ｃ地点発掘調査報告書 神奈川県：睦合文化財（株） 2019年7月

集合住宅建設に伴う発掘調査　大慈寺跡・五大堂大明王院旧境内遺跡 神奈川県：睦合文化財（株） 2019年8月

神奈川県厚木市　東町遺跡第７地点 神奈川県：睦合文化財（株） 2019年9月

宅地造成に伴う発掘調査　神奈川県厚木市　金田東屋敷遺跡 神奈川県：睦合文化財（株） 2019年9月

●富山県●

とやま発掘だより－平成３０年度発掘調査速報－ 富山県：（公財）富山県文化振興財団埋蔵文化財調査課 2019年3月

埋蔵文化財年報　平成３０年度 富山県：（公財）富山県文化振興財団埋蔵文化財調査課 2019年5月

－県営農地整備事業水橋三郷北地区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７７集　水橋池田舘遺跡　水橋池田舘Ⅱ遺跡　水橋中村遺跡　発掘調査報告書

富山県：（公財）富山県文化振興財団埋蔵文化財調査課 2020年3月

富山県魚津市　日尾神明社遺跡発掘調査報告書 富山県：魚津市教育委員会 2019年2月

松倉城跡調査報告書 富山県：魚津市教育委員会 2019年3月

－平成２９年度　須田藤の木遺跡の発掘調査報告他－／高岡市埋蔵文化財調査概報　第７９冊　富山県高
岡市　市内遺跡調査概報２８

富山県：高岡市教育委員会 2019年3月

射水市内遺跡発掘調査報告１１－平成２９年度射水市内遺跡発掘調査－ 富山県：射水市教育委員会 2019年3月

－射水市斎場建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査－　沖塚原東Ｂ遺跡発掘調査報告 富山県：射水市教育委員会 2019年3月

－射水市赤田第二土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査－　赤田Ⅰ遺跡発掘調査報告（２） 富山県：射水市教育委員会 2019年3月

－市道芹川板橋線拡幅に伴う埋蔵文化財調査－／小矢部市埋蔵文化財調査報告書　第８１冊　富山県小
矢部市芹川遺跡発掘調査報告書

富山県：小矢部市教育委員会 2019年3月

平成２９・３０年度試掘調査の概要／氷見市埋蔵文化財調査報告　第７０冊　氷見市内遺跡発掘調査概報Ⅶ 富山県：氷見市教育委員会 2019年3月

平成３０年度　文化庁　地域と共働した美術館・歴史博物館創造活動支援事業　ドブネをつくる－復元、オモ
キ造りの造船技術－　DVD-VIDEO資料

富山県：氷見市地域回想法事業実行委員会、氷見市立博物館 2019年3月

漁撈用具を活かした「海の地域回想法」プログラム事業報告書　ドブネをつくる 富山県：氷見市地域回想法事業実行委員会、氷見市立博物館 2019年3月

富山県出土の重要考古資料　１１　とやまの古墳出土品　勅使塚古墳　板屋谷内Ｃ６号墳　加納南９号墳　加
納南１０号墳

富山県：富山県埋蔵文化財センター 2019年3月

富山県埋蔵文化財センター年報　－平成２９年度－　開所４０周年記念号 富山県：富山県埋蔵文化財センター 2019年3月

富山県埋蔵文化財センターニュース　埋文とやま　ｖｏｌ．１４３ 富山県：富山県埋蔵文化財センター 2018年6月

富山県埋蔵文化財センターニュース　埋文とやま　ｖｏｌ．１４４ 富山県：富山県埋蔵文化財センター 2018年9月

富山県埋蔵文化財センターニュース　埋文とやま　ｖｏｌ．１４５ 富山県：富山県埋蔵文化財センター 2018年12月

富山県埋蔵文化財センターニュース　埋文とやま　ｖｏｌ．１４６ 富山県：富山県埋蔵文化財センター 2019年3月

富山県埋蔵文化財センターニュース　埋文とやま　ｖｏｌ．１４７ 富山県：富山県埋蔵文化財センター 2019年6月

富山県埋蔵文化財センターニュース　埋文とやま　ｖｏｌ．１４８ 富山県：富山県埋蔵文化財センター 2019年9月

富山県埋蔵文化財センターニュース　埋文とやま　ｖｏｌ．１４９ 富山県：富山県埋蔵文化財センター 2019年12月

～私たち研究者の縄文時代の編み上げ方～／＜第Ⅰ期＞縄文時代早期～中期　令和元年度特別展図録
＜第Ⅰ期＞　ＨＹＯＵＳＨＩＫＩ　標式土器

富山県：富山県埋蔵文化財センター 2019年10月

～私たち研究者の縄文時代の編み上げ方～／＜第Ⅱ期＞縄文時代後期～晩期　令和元年度特別展図録
＜第Ⅱ期＞　ＨＹＯＵＳＨＩＫＩ　標式土器

富山県：富山県埋蔵文化財センター 2020年1月

富山県埋蔵文化財センター年報　－平成３０年度－ 富山県：富山県埋蔵文化財センター 2020年2月

－北代遺跡－／富山市埋蔵文化財調査報告　９７　富山市内遺跡発掘調査概要２０ 富山県：富山市教育委員会 2019年3月

－友坂遺跡－／富山市埋蔵文化財調査報告　９８　富山市内遺跡発掘調査概要２１ 富山県：富山市教育委員会 2019年3月

富山市教育委員会埋蔵文化財センター所報富山市の遺跡物語　第２０号 富山県：富山市教育委員会埋蔵文化財センター 2019年3月

富山市考古資料館紀要　第３８号 富山県：富山市考古資料館 2019年3月

●石川県●

公益財団法人石川県埋蔵文化財センター年報　２０　（平成２９年度） 石川県：（公財）石川県埋蔵文化財センター 2018年8月
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いしかわの遺跡　Ｎｏ．５９ 石川県：（公財）石川県埋蔵文化財センター 2018年12月

いしかわの遺跡　Ｎｏ．６０ 石川県：（公財）石川県埋蔵文化財センター 2019年3月

石川県埋蔵文化財情報　第４０号 石川県：（公財）石川県埋蔵文化財センター 2019年1月

平成３０年度環日本海文化交流史調査研究集会「北陸にみる近世成立期の土器・陶磁器様相－城下町とそ
の周辺遺跡の土師器皿（かわらけ）を中心に－」

石川県：（公財）石川県埋蔵文化財センター 2019年2月

－金沢くらしの博物館リニューアル工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－／金沢市文化財紀要　３１８　石
川県金沢市金沢城下町遺跡（飛梅町３番地点）

石川県：金沢市 2019年3月

金沢市文化財紀要　３１９　石川県金沢市金沢城下町遺跡（前田氏（長種系）屋敷跡地区） 石川県：金沢市埋蔵文化財センター 2019年3月

－砂子坂道場跡・二俣本泉寺庭園遺跡・二俣越－／金沢市文化財紀要　３２０　石川県金沢市加賀一向一
揆関連遺跡と古道調査報告書

石川県：金沢市 2019年3月

－木曳野遺跡群　ⅩⅡ－／金沢市文化財紀要　３２２　石川県金沢市畝田・寺中遺跡ⅩⅣ 石川県：金沢市 2019年3月

県営ほ場整備事業（面的集積型）北免田・上畠地区に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／七尾市埋蔵文化財
調査報告書　第４１輯　上畠テラマエ遺跡発掘調査報告書

石川県：七尾市教育委員会文化課 2017年3月

県営ほ場整備事業（面的集積型）白浜・深見地区に伴う埋蔵文化財発掘調査報告／七尾市埋蔵文化財調査
報告書　第４２輯　白浜ゴリゴ遺跡発掘調査報告書

石川県：七尾市教育委員会文化課 2018年3月

県営ほ場整備事業（経営体育成型）飯川地区に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／七尾市埋蔵文化財調査
報告書　第４３輯　若林一ノ坪遺跡発掘調査報告書

石川県：七尾市教育委員会文化課 2018年3月

珠洲焼資料館収蔵品図録　珠洲焼－中世・日本海に華ひらいたやきものの美 石川県：珠洲市立珠洲焼資料館 2019年9月

「珠洲焼－中世・日本海に華ひらいたやきものの美－」展図録 石川県：珠洲市立珠洲焼資料館 2019年10月

一般国道１５９号改築（鹿島バイパス）に係る埋蔵文化財発掘調査報告書　羽咋市大町ゴンジョガリ遺跡 石川県：石川県教育委員会、（公財）石川県埋蔵文化財センター 2018年3月

一般国道１５９号改築（鹿島バイパス）に係る埋蔵文化財発掘調査報告書　羽咋市四柳白山下遺跡Ⅴ　〔本文
編〕

石川県：石川県教育委員会、（公財）石川県埋蔵文化財センター 2019年2月

一般国道１５９号改築（鹿島バイパス）に係る埋蔵文化財発掘調査報告書　羽咋市四柳白山下遺跡Ⅴ　〔図版
編〕

石川県：石川県教育委員会、（公財）石川県埋蔵文化財センター 2019年2月

一般国道１５９号改築（鹿島バイパス）に係る埋蔵文化財発掘調査報告書　羽咋市四柳白山下遺跡Ⅵ 石川県：石川県教育委員会、（公財）石川県埋蔵文化財センター 2019年3月

一般国道１５９号改築（鹿島バイパス）に係る埋蔵文化財発掘調査報告書　羽咋市大町ダイジングウ遺跡 石川県：石川県教育委員会、（公財）石川県埋蔵文化財センター 2019年3月

県営ほ場整備事業（相神地区）に係る埋蔵文化財発掘調査報告書　志賀町相坂遺跡・相神東シンカイＢ遺跡 石川県：石川県教育委員会、（公財）石川県埋蔵文化財センター 2019年3月

地方道改築事業（一）黒川横山線に係る埋蔵文化財発掘調査報告書　かほく市宇気ボウマワリ遺跡 石川県：石川県教育委員会、（公財）石川県埋蔵文化財センター 2019年3月

地方道改築事業（主）山中伊切線に係る埋蔵文化財発掘調査報告書　加賀市塔尾遺跡 石川県：石川県教育委員会、（公財）石川県埋蔵文化財センター 2019年3月

地方道改築事業金沢外環状道路海側幹線Ⅳ期に係る埋蔵文化財発掘調査報告書　金沢市福久遺跡 石川県：石川県教育委員会、（公財）石川県埋蔵文化財センター 2019年3月

二級河川高橋川広域河川改修事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書　野々市市新庄カキノキダ跡 石川県：石川県教育委員会、（公財）石川県埋蔵文化財センター 2019年3月

北陸新幹線建設事業（金沢・敦賀間）に係る埋蔵文化財発掘調査概要報告書　小松市八日市地方遺跡 石川県：石川県教育委員会、（公財）石川県埋蔵文化財センター 2019年3月

北陸新幹線建設事業（金沢・敦賀間）に係る埋蔵文化財発掘調査報告書　１　小松市島遺跡 石川県：石川県教育委員会、（公財）石川県埋蔵文化財センター 2019年3月

金沢城調査研究事業「城郭庭園等の総合研究」に係る平成３０年度切石積石垣確認調査の概要 石川県：石川県金沢城調査研究所 2018年8月

金沢城シンポジウム　金沢城の庭園－その歴史と特徴－ 石川県：石川県金沢城調査研究所 2018年10月

金沢城調査研究パンフレット　金沢城を探る　Ｎｏ．１７ 石川県：石川県金沢城調査研究所 2018年11月

金沢城史料叢書　３４　金沢城編年史料　近世一 石川県：石川県金沢城調査研究所 2019年3月

金沢城公園整備事業に係る埋蔵文化財調査報告書　１２／金沢城史料叢書　３５　金沢城跡－本丸附段・北
ノ丸－

石川県：石川県金沢城調査研究所 2019年3月

研究紀要金沢城研究　第１７号 石川県：石川県金沢城調査研究所 2019年3月

金沢城調査研究所年報　１２（平成３０年度） 石川県：石川県金沢城調査研究所 2019年6月

－サイエンスヒルズこまつ建設工事事業及び市道御宮町－日の出線道路整備事業に係る埋蔵文化財発掘
調査報告書－　八日市地方遺跡Ⅴ

石川県：石川県小松市埋蔵文化財センター 2019年3月

二ツ梨豆岡向山窯跡群　小松市内遺跡発掘調査報告書ⅩⅣ 石川県：石川県小松市埋蔵文化財センター 2019年3月

石川県輪島漆芸美術館開館２５周年記念特別展　漆椀の世界－時代椀と輪島塗椀－ 石川県：石川県輪島漆芸美術館 2016年9月

石川県能登町松波城跡発掘調査報告書 石川県：能登町教育委員会 2019年3月

●福井県●

令和元年度秋季企画展　桑野遺跡と北陸の縄文装身具　《展示解説シート》 福井県：あわら市教育委員会 2019年9月

令和元年度秋季企画展関連フォーラム　桑野遺跡から見た縄文世界 福井県：あわら市教育委員会 2019年10月

史跡金ヶ崎城跡保存活用計画書　＜概要版＞ 福井県：敦賀市教育委員会 1905年7月

史跡金ヶ崎城跡保存活用計画書 福井県：敦賀市教育委員会 2018年3月

美浜町歴史シンポジウム記録集　１４　近世若狭の交通と往来～道、旅、道標～ 福井県：美浜町教育委員会 2020年3月

史跡興道寺廃寺跡保存活用計画書 福井県：美浜町教育委員会 2020年3月

興道寺廃寺（第１７～１９調査）・高善庵遺跡（第２・３次調査）・興道寺遺跡・藤ノ木遺跡・中長浜遺跡・丹生砦
跡／美浜町埋蔵文化財調査報告　第１０集　美浜町内遺跡発掘調査報告書４

福井県：美浜町教育委員会 2020年3月

福井県史　資料編１３　考古－図版編－ 福井県：福井県 1986年3月

福井県史　資料編１３　考古－本文編－ 福井県：福井県 1986年3月

あわら市埋蔵文化財調査報告　第３集　桑野遺跡 福井県：福井県あわら市教育委員会 2019年3月

文化財調査報告　第４２集 福井県：福井県教育委員会 2019年3月

年報　３３　－平成２９年度－ 福井県：福井県教育庁埋蔵文化財調査センター 2019年3月

－県営経営体育成基盤整備（ほ場）細呂木地区に伴う発掘調査－／福井県埋蔵文化財調査報告　第１６７集
樋山遺跡　細呂木阪東山遺跡

福井県：福井県教育庁埋蔵文化財調査センター 2019年3月

－北陸新幹線建設事業に伴う調査　１－／福井県埋蔵文化財調査報告　第１６８集　寄安・栗森遺跡 福井県：福井県教育庁埋蔵文化財調査センター 2019年3月

－一般国道４７６号道路改良事業に伴う調査－／福井県埋蔵文化財調査報告　第１６９集　犬山遺跡 福井県：福井県教育庁埋蔵文化財調査センター 2018年7月

－国道８号バイパス建設事業に伴う調査－／福井県埋蔵文化財調査報告　第１７０集　御簾尾・東田中遺跡 福井県：福井県教育庁埋蔵文化財調査センター 2019年3月

福井城山里口御門復元整備事業報告書 福井県：福井県総合政策部交通まちづくり課 2019年3月

解説シート　平成３０年度第３回特別公開展　戦国の輝き～朝倉氏ゆかりの名刀降臨～ 福井県：福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 2018年9月

一乗谷朝倉氏遺跡資料館紀要　２０１７ 福井県：福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 2019年2月

一乗谷朝倉氏遺跡資料館紀要　２０１８ 福井県：福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 2020年2月

中央１丁目１０番地地区優良建築物等整備事業に伴う福井城跡発掘調査報告書　福井城跡ⅩⅩⅢ 福井県：福井市教育委員会 2020年2月

年報　平成２８年度 福井県：福井市文化財保護センター 2018年3月

年報　平成２９年度 福井県：福井市文化財保護センター 2019年3月

●山梨県●

太陽光発電施設工事に伴う埋蔵文化財調査報告　下フリノ平遺跡 山梨県：（株）ライズ、（株）ハヤノ通商、特定非営利活動法人茅ヶ岳歴史文化研究所 2018年3月

山梨県立高等支援学校桃花台学園浄化槽改修工事に伴う発掘調査報告書／山梨県埋蔵文化財センター
調査報告書　第３２５集　狐原遺跡

山梨県：山梨県教育委員会 2019年3月

甲府城周辺地域活性化実施計画に伴う山梨県民会館跡地周辺埋蔵文化財確認調査報告書／山梨県埋蔵
文化財センター調査報告書　第３２６集　甲府城跡

山梨県：山梨県教育委員会、山梨県県土整備部 2020年3月

山梨県埋蔵文化財センター調査報告書　第３２７集　山梨県内分布調査報告書（平成３１年１月～４月・令和
元年５月～１２月）

山梨県：山梨県教育委員会 2020年3月

－マンション建設（北口一丁目１９他）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－／甲府市文化財調査報告　１０１
甲府城下町遺跡ⅩⅨ

山梨県：（公財）山梨文化財研究所 2018年10月

－県道天神平甲府線道路改良に伴う発掘調査報告書－／甲府市文化財調査報告　１０４　緑が丘二丁目遺
跡（甲府市緑が丘二丁目２１４０－４ほか地点）

山梨県：山梨県中北建設事務所、甲府市教育委員会、（公財）山梨文化財研究所 2019年3月
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（大里町字西耕地４４１９－１地点）／甲府市文化財調査報告　１０６　西耕地Ｂ遺跡 山梨県：今橋壽子、（有）スミ新建材、甲府市教育委員会、（公財）山梨文化財研究所 2019年3月

山梨県埋蔵文化財センター報　埋文やまなし　第５８号 山梨県：山梨県埋蔵文化財センター 2019年1月

山梨県埋蔵文化財センター報　埋文やまなし　第５９号 山梨県：山梨県埋蔵文化財センター 2019年3月

山梨県埋蔵文化財センター報　埋文やまなし　第６０号 山梨県：山梨県埋蔵文化財センター 2019年8月

山梨県埋蔵文化財センター調査報告書　第３２４集　山梨県内分布調査報告書（平成３０年１月～１２月） 山梨県：山梨県埋蔵文化財センター 2019年3月

年報　３５　２０１８年度（平成３０年度） 山梨県：山梨県埋蔵文化財センター 2019年6月

第３７回特別展　縄文文化の頂点 山梨県：山梨県立考古博物館 2019年10月

研究紀要　３５ 山梨県：山梨県立考古博物館、山梨県埋蔵文化財センター 2019年3月

－宅地造成工事に伴う甲府市千塚５丁目３００１－１・３００２番地の発掘調査－／甲府市文化財調査報告　９
５　榎田遺跡

山梨県：大和ハウス工業（株）山梨支店、甲府市教育委員会 2017年9月

笛吹市境川地区浄・配水場建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／笛吹市文化財調査報告書　第２８
集　山梨県笛吹市　一の沢遺跡（５次）

山梨県：笛吹市、笛吹市教育委員会 2013年3月

笛吹市文化財調査報告書　第３９集　平成２９年度　市内遺跡発掘調査報告書 山梨県：笛吹市教育委員会 2019年3月

－宅地分譲地開発に伴う発掘調査報告書－／笛吹市文化財調査報告書　第４０集　長崎遺跡 山梨県：（有）ヒロキハウジング、笛吹市教育委員会、（公財）山梨文化財研究所 2019年9月

太陽光発電施設建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　頭無Ａ遺跡 山梨県：特定非営利活動法人茅ヶ岳歴史文化研究所 2012年3月

各種開発工事に伴う埋蔵文化財試掘調査報告書／南アルプス市埋蔵文化財調査報告書　第５７集　山梨県
南アルプス市平成２９年度埋蔵文化財試掘調査報告書

山梨県：南アルプス市教育委員会 2019年3月

一之門・二之門・木橋　史跡新府城跡乾門整備調査報告書 山梨県：韮崎市 2018年2月

史跡新府城跡第１期整備報告書 山梨県：韮崎市教育委員会 2019年3月

～大手丸馬出地区～／韮崎市発掘調査報告書　史跡新府城跡発掘調査報告書 山梨県：韮崎市教育委員会 2019年3月

北杜市文化財年報　－平成１８年度－ 山梨県：北杜市教育委員会 2007年3月

史跡梅之木遺跡整備事業報告書 山梨県：北杜市教育委員会 2018年4月

北杜市埋蔵文化財調査報告　第３５集　市内城館跡詳細分布調査報告書 山梨県：北杜市教育委員会 2011年3月

公営住宅整備事業に伴う埋蔵文化財調査報告／北杜市埋蔵文化財調査報告　第３７集　山崎第４遺跡 山梨県：北杜市教育委員会 2011年3月

熊本県果実農業協同組合連合会白州工場建設に伴う埋蔵文化財調査報告／北杜市埋蔵文化財調査報告
第３８集　板橋遺跡

山梨県：北杜市教育委員会 2011年3月

県営中山間地域総合整備事業茅ヶ岳北西部明野地区上神取工区圃場整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調
査報告書／北杜市埋蔵文化財調査報告　第３９集　諏訪原遺跡・屋代氏館跡

山梨県：北杜市教育委員会 2014年3月

県営中山間地域総合整備事業茅ヶ岳北西部地区下神取工区圃場整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書／北杜市埋蔵文化財調査報告　第４０集　前町遺跡・大日川原遺跡

山梨県：北杜市教育委員会 2015年3月

県営耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業白州地区大除・竹宇工区に伴う埋蔵文化財調査報告／北杜
市埋蔵文化財調査報告　第４１集　竹宇１遺跡

山梨県：北杜市教育委員会学術課埋蔵文化財センター 2016年3月

経営体育成基盤整備事業寺所地区ほ場整備に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／北杜市埋蔵文化財調査
報告　第４２集　寺所遺跡

山梨県：北杜市教育委員会学術課 2018年3月

●長野県●

長野県の埋蔵文化財情報誌　信州の遺跡　第１４号 長野県：（一財）長野県文化振興事業団長野県埋蔵文化財センター 2019年7月

いいづな歴史ふれあい館だより　第１４号 長野県：いいづな歴史ふれあい館 2019年3月

安曇野市の埋蔵文化財　第１５集　平成２９年度安曇野市埋蔵文化財調査報告書 長野県：安曇野市教育委員会 2019年3月

安曇野市消防団第７分団第１部詰所新築工事に伴う第３次発掘調査報告書／安曇野市の埋蔵文化財　第１
８集　潮遺跡群潮神明宮前遺跡３

長野県：安曇野市教育委員会 2019年3月

個人住宅建設に伴う第５次発掘調査報告書／安曇野市の埋蔵文化財　第１６集　ほうろく屋敷遺跡５ 長野県：安曇野市教育委員会 2019年3月

市内遺跡１２－平成２９年度埋蔵文化財発掘調査報告書－ 長野県：茅野市教育委員会 2018年11月

－平成２９年度　県営中山間地域総合整備事業縄文の里地区　埋蔵文化財発掘調査報告書－　ツキノ木遺
跡

長野県：茅野市教育委員会 2019年3月

－平成３０年度　宅地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－　辻屋遺跡 長野県：茅野市教育委員会 2019年3月

一般県道中野飯山線道路改築事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／長野県埋蔵文化財センター発掘
調査報告書　１２６　柳沢遺跡

長野県：長野県北信建設事務所、（一財）長野県文化振興事業団長野県埋蔵文化財
センター

2019年9月

中部横断自動車建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　６　－佐久市内６－／長野県埋蔵文化財センター
発掘調査報告書　１２１　北畑遺跡群　仁束餅遺跡　北裏遺跡群　西東山遺跡　東山遺跡

長野県：国土交通省関東地方整備局、（一財）長野県文化振興事業団長野県埋蔵文
化財センター

2020年3月

中部横断自動車建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　７　－佐久市内７－／長野県埋蔵文化財センター
発掘調査報告書　１２２　小山の神Ｂ遺跡　高尾Ａ遺跡　高尾古墳群５号墳　尾垂遺跡　尾垂古墳　洞源遺跡
荒城跡　月明沢岩陰遺跡群

長野県：国土交通省関東地方整備局、（一財）長野県文化振興事業団長野県埋蔵文
化財センター

2019年9月

中部横断自動車建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　８　－佐久市内８－／長野県埋蔵文化財センター
発掘調査報告書　１２３　地家遺跡　兜山遺跡　兜山古墳　大沢屋敷遺跡　前の久保遺跡　三枚平Ｂ遺跡

長野県：国土交通省関東地方整備局、（一財）長野県文化振興事業団長野県埋蔵文
化財センター

2020年3月

中部横断自動車建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　９　－佐久市内９－／長野県埋蔵文化財センター
発掘調査報告書　１２４　滝ノ沢遺跡　寺久保遺跡　庚申塚　台ヶ坂遺跡　上滝・中滝・下滝遺跡　和田遺跡
和田１号塚　滝遺跡　家浦遺跡　田島塚　水堀塚

長野県：国土交通省関東地方整備局、（一財）長野県文化振興事業団長野県埋蔵文
化財センター

2019年9月

中部横断自動車建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　１０　－佐久穂町内－／長野県埋蔵文化財セン
ター発掘調査報告書　１２５　奥日影遺跡　小山寺窪遺跡　上野月夜原遺跡　満り久保遺跡　馬越下遺跡

長野県：国土交通省関東地方整備局、（一財）長野県文化振興事業団長野県埋蔵文
化財センター

2020年3月

一般国道１８号（長野東バイパス）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／長野県埋蔵文化財センター
発掘調査報告書　１２７　小島・柳原遺跡群

長野県：国土交通省関東地方整備局、（一財）長野県文化振興事業団長野県埋蔵文
化財センター

2020年3月

佐久市文化財年報　２７　平成２９年度（２０１７） 長野県：佐久市教育委員会社会教育部文化振興課文化財事務所 2019年3月

長野県佐久市田口　龍岡城跡Ⅴ／西洋式城郭の石垣修理工事等に伴う発掘調査／佐久市埋蔵文化財調
査報告書　第２４８集　史跡龍岡城跡Ⅴ

長野県：佐久市教育委員会社会教育部文化振興課文化財事務所 2018年8月

長野県佐久市長土呂大豆田遺跡Ⅴ・根々井古仁田遺跡Ⅱ発掘調査報告書／佐久市埋蔵文化財調査報告
書　第２５５集　周防畑遺跡群大豆田遺跡Ⅴ　鳴澤遺跡群古仁田遺跡Ⅱ

長野県：佐久市教育委員会社会教育部文化振興課文化財事務所 2018年10月

長野県佐久市下平尾山伏木遺跡発掘調査報告書／佐久市埋蔵文化財調査報告書　第２５６集　東村遺跡
群山伏木遺跡

長野県：佐久市教育委員会社会教育部文化振興課文化財事務所 2019年3月

長野県佐久市長土呂道常遺跡Ⅲ発掘調査報告書／佐久市埋蔵文化財調査報告書　第２５７集　周防畑遺
跡群道常遺跡Ⅲ

長野県：佐久市教育委員会事務局社会教育部文化振興課文化財事務所 2018年11月

佐久市埋蔵文化財調査報告書　第２５８集　市内遺跡発掘調査報告書２０１７ 長野県：佐久市教育委員会社会教育部文化振興課文化財事務所 2019年3月

長野県佐久市猿久保野馬窪遺跡Ⅶ発掘調査報告書／佐久市埋蔵文化財調査報告書　第２５９集　野馬窪
遺跡群野馬窪遺跡Ⅶ

長野県：佐久市教育委員会社会教育部文化振興課文化財事務所 2019年2月

長野県佐久市岩村田西一本柳遺跡第２２次発掘調査報告書／佐久市埋蔵文化財調査報告書　第２６０集
岩村田遺跡群西一本柳遺跡ⅩⅩⅡ

長野県：佐久市教育委員会社会教育部文化振興課文化財事務所 2019年3月

長野県佐久市長土呂下聖端遺跡Ⅵ発掘調査報告書／佐久市埋蔵文化財調査報告書　第２６１集　長土呂
遺跡群下聖端遺跡Ⅵ

長野県：佐久市教育委員会社会教育部文化振興課文化財事務所 2019年3月

長野県佐久市長土呂西近津遺跡ⅩⅡ発掘調査報告書／佐久市埋蔵文化財調査報告書　第２６２集　西近
津遺跡群西近津遺跡ⅩⅡ

長野県：佐久市教育委員会社会教育部文化振興課文化財事務所 2019年3月

長野県佐久市長土呂若宮遺跡Ⅴ発掘調査報告書／佐久市埋蔵文化財調査報告書　第２６３集　周防畑遺
跡群若宮遺跡Ⅴ

長野県：佐久市教育委員会社会教育部文化振興課文化財事務所 2019年3月

佐久市文化財情報　平成２９年度 長野県：佐久市教育委員会文化振興課文化財事務所 2019年3月

日本最多の土製耳飾りが出土したムラ　エリ穴遺跡の精神世界 長野県：松本市教育委員会 1905年7月

松本城下町跡本町第８次調査概要報告書 長野県：松本市教育委員会 2019年3月
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松本市文化財調査報告　Ｎｏ．１２１　長野県松本市針塚古墳－発掘調査・保存整備報告書－ 長野県：松本市教育委員会 1996年3月

松本市文化財調査報告　Ｎｏ．２２８　長野県松本市エリ穴遺跡発掘調査報告書　（遺構編１・第１分冊） 長野県：松本市教育委員会 2017年3月

松本市文化財調査報告　Ｎｏ．２２８　長野県松本市エリ穴遺跡発掘調査報告書　（遺構編２・第２分冊） 長野県：松本市教育委員会 2018年3月

松本市文化財調査報告　Ｎｏ．２２８　長野県松本市エリ穴遺跡発掘調査報告書　（遺物編１・第３分冊） 長野県：松本市教育委員会 2018年3月

松本市文化財調査報告　Ｎｏ．２２８　長野県松本市エリ穴遺跡発掘調査報告書　（遺物編２・第４分冊） 長野県：松本市教育委員会 2019年3月

松本市文化財調査報告　Ｎｏ．２３３　長野県松本市岡田田中遺跡－第２次発掘調査報告書－ 長野県：松本市教育委員会 2019年3月

松本市文化財調査報告　Ｎｏ．２３４　長野県松本市松本城下町跡本町－第８次発掘調査報告書－ 長野県：松本市教育委員会 2019年3月

長野県文化財要覧　その２８－平成２８年度－ 長野県：長野県教育委員会 2019年3月

飯田古墳群範囲確認調査・緊急発掘調査報告書－平成２７年度～２９年度－ 長野県：長野県飯田市教育委員会 2019年3月

平成２７年度～２９年度市内遺跡緊急発掘調査報告書 長野県：長野県飯田市教育委員会 2019年3月

恒川清水及びその周辺における発掘調査報告書　史跡恒川官衙遺跡　恒川遺跡群 長野県：長野県飯田市教育委員会 2019年3月

長野県立歴史館研究紀要　第２５号 長野県：長野県立歴史館 2019年3月

長野県立歴史館たより　夏号　ｖｏｌ．９９ 長野県：長野県立歴史館 2019年5月

長野県立歴史館たより　秋号　ｖｏｌ．１００ 長野県：長野県立歴史館 2019年7月

長野県立歴史館たより　冬号　ｖｏｌ．１０１ 長野県：長野県立歴史館 2019年9月

長野県立歴史館たより　春号　ｖｏｌ．１０２ 長野県：長野県立歴史館 2020年2月

長野県立歴史館開館２５周年記念　特別企画　土偶展 長野県：長野県立歴史館 2019年10月

長野県立歴史館開館２５周年記念　特別企画「土偶展」報告会 長野県：長野県立歴史館 2020年1月

高田西方共同住宅新築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／長野市の埋蔵文化財　第１５３集　裾花川
扇状地遺跡群　西方遺跡（３）

長野県：長野市教育委員会文化財課埋蔵文化財センター 2019年3月

－北野建設第二寮新築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－／長野市の埋蔵文化財　第１５４集　浅川
扇状地遺跡群三輪遺跡（９）

長野県：長野市教育委員会文化財課埋蔵文化財センター 2019年3月

平成２９・３０年度飯綱町内遺跡発掘調査報告書－二十塚ほか－ 長野県：飯綱町教育委員会 2019年3月

史跡恒川官衙遺跡整備基本計画 長野県：飯田市教育委員会 2018年3月

寺所遺跡 長野県：飯田市教育委員会 2019年3月

上の城窯跡　萩の平窯跡　龍江狐塚遺跡 長野県：飯田市教育委員会 2019年3月

上の坊遺跡　馬背塚古墳 長野県：飯田市教育委員会 2019年3月

●岐阜県●

各務原市文化財調査報告書　第５１号　炉畑遺跡Ｃ地区（三ツ池遺跡）発掘調査報告書 岐阜県：各務原市教育委員会 2018年3月

各務原市埋蔵文化財調査センター年報　轍　第２７号 岐阜県：各務原市埋蔵文化財調査センター 1905年7月

杉洞１号墳　蓮野１・２号墳／富加町文化財報告書　第２９号　夕田墳墓群総括報告書１（発掘調査編） 岐阜県：岐阜県加茂郡富加町教育委員会 2019年3月

岐阜県文化財保護センター調査報告書　第１４３集　洞第２古墳群 岐阜県：岐阜県文化財保護センター 2020年2月

岐阜県文化財保護センター調査報告書　第１４４集　御望Ａ遺跡（第１分冊） 岐阜県：岐阜県文化財保護センター 2020年2月

岐阜県文化財保護センター調査報告書　第１４４集　御望Ａ遺跡（第２分冊） 岐阜県：岐阜県文化財保護センター 2020年2月

岐阜県文化財保護センター調査報告書　第１４５集　六里遺跡Ⅱ 岐阜県：岐阜県文化財保護センター 2019年10月

岐阜県文化財保護センター調査報告書　第１４６集　堅田遺跡・美濃国分尼寺東遺跡 岐阜県：岐阜県文化財保護センター 2020年2月

岐阜県文化財保護センター調査報告書　第１４７集　栗原九十九坊跡 岐阜県：岐阜県文化財保護センター 2020年3月

平成２９年度岐阜市市内遺跡発掘調査報告書 岐阜県：岐阜市教育委員会 2019年9月

本巣市文化財報告書　第５集　本巣市船来山２４号墳　東京国立博物館所蔵資料の調査 岐阜県：本巣市教育委員会 2019年3月

●静岡県●

－太陽光発電所建設事業に伴う本発掘調査報告書－　静岡県伊東市　倉骨沢遺跡 静岡県：パル文化財研究所 2019年9月

静岡県三島市文化財年報　－第３０号－ 静岡県：三島市教育委員会 2018年12月

確認調査　平成２８年度実施の確認調査　三島市埋蔵文化財発掘調査報告　補助事業版　第４号 静岡県：三島市教育委員会 2019年3月

平成１４年度確認調査興国寺城跡　平成１９年度試掘調査・確認調査日吉廃寺跡・三芳町遺跡・三明寺遺
跡・拓南遺跡他　平成２０年度確認調査三明寺遺跡・子ノ神遺跡　平成２１年度試掘調査・確認調査日吉廃寺
跡他　平成２２年度確認調査三芳町遺跡　平成２３年度試掘調査・確認調査六右ヱ門畑遺跡他　平成２４年
度試掘調査・本発掘調査・測量調査日吉廃寺跡・若松崎古墳群他　平成２５年度試掘調査・確認調査・分布
調査御幸町遺跡・松長古墳群他　平成２６年度試掘調査・確認調査・測量調査・分布調査大泉寺畑遺跡・馬
見塚古墳群他　平成２７年度試掘調査・確認調査・測量調査大泉寺畑遺跡・山神上遺跡他　平成２８年度確
認調査・分布調査大泉寺畑遺跡・山神上遺跡他／沼津市文化財調査報告書　第１１８集　沼津市内遺跡発
掘調査報告書１

静岡県：沼津市教育委員会 2019年2月

沼津市文化財調査報告書　第１１９集　史跡興国寺城跡調査報告書　発掘調査報告編 静岡県：沼津市教育委員会 2019年3月

沼津市文化財調査報告書　第一一九集　史跡興国寺城跡調査報告書　史料編 静岡県：沼津市教育委員会 2019年3月

静岡県文化財調査報告　第６９集　静岡県の中近世墓　基礎資料編 静岡県：静岡県教育委員会文化財保護課 2019年3月

平成２９年度　男神地区農地耕作条件改善事業に伴う埋蔵文化財発掘調査／牧之原市文化財調査報告
第５集　男神前田遺跡

静岡県：静岡県牧之原市教育委員会 2020年3月

ふじのくに考古通信　Ｖｏｌ．１７ 静岡県：静岡県埋蔵文化財センター 2019年6月

ふじのくに考古通信　Ｖｏｌ．１８ 静岡県：静岡県埋蔵文化財センター 2020年1月

静岡県埋蔵文化財センター研究紀要　第７号 静岡県：静岡県埋蔵文化財センター 2020年3月

富士市　平成２９～３０年度・令和元年度（一）富士由比線社会資本整備総合交付金（県道橋梁改築）事業に
伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／静岡県埋蔵文化財センター調査報告　第５９集　富士市指定史跡　雁堤

静岡県：静岡県埋蔵文化財センター 2020年2月

平成２９・３０年度一級河川稲荷部川豪雨災害等緊急対策事業及び平成３１年度一級河川稲荷部川緊急自
然災害防止対策事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／静岡県埋蔵文化財センター調査報告　第６０集
水洗遺跡　菊川市

静岡県：静岡県埋蔵文化財センター 2020年3月

平成２４～令和元年度掛川浜岡線原子力発電所関連道路整備に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／静岡県
埋蔵文化財センター調査報告　第６１集　池之谷遺跡・中山遺跡・高橋遺跡　菊川市

静岡県：静岡県埋蔵文化財センター 2020年3月

国指定史跡賤機山古墳発掘調査報告書 静岡県：静岡市教育委員会 1997年3月

静岡市埋蔵文化財調査報告　曲金北遺跡第２０次発掘調査 静岡県：静岡市教育委員会 2018年12月

静岡市庵原町５８号線建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／静岡市埋蔵文化財調査報告　一丁田遺跡
（第１４次）

静岡県：静岡市教育委員会 2019年3月

静岡市埋蔵文化財調査報告　史跡片山廃寺跡発掘調査報告書（遺物編） 静岡県：静岡市教育委員会 2019年3月

静岡市埋蔵文化財調査報告　静岡市内遺跡群発掘調査報告書（平成３０年度） 静岡県：静岡市教育委員会 2019年3月

ふちゅ～る　静岡市文化財年報　Ｎｏ．２８　平成３０年度 静岡県：静岡市教育委員会文化財課 2019年7月

浜松城跡１２ 静岡県：浜松市教育委員会 2018年12月

梶子遺跡１９次・２０次　古環境調査編 静岡県：浜松市教育委員会 2019年3月

梶子遺跡１９次・２０次　写真図版編 静岡県：浜松市教育委員会 2019年3月

梶子遺跡１９次・２０次　本文編 静岡県：浜松市教育委員会 2019年3月

光明山古墳 静岡県：浜松市教育委員会 2019年3月

浜松城跡１３ 静岡県：浜松市教育委員会 2019年3月

平成２９年度浜松市文化財調査報告 静岡県：浜松市教育委員会 2019年3月

亀塚古墳 静岡県：浜松市教育委員会浜松市市民部文化財課 2019年3月

二俣城・鳥羽山城の調査 静岡県：浜松市市民部文化財課 不明

東平遺跡第８７地区　中吉原宿遺跡第１１地区　一色Ｄ－第３５号墳　・その他の試掘確認調査／富士市埋蔵
文化財発掘調査報告　第６６集　富士市内遺跡発掘調査報告書－平成２９年度－

静岡県：富士市教育委員会 2019年3月
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柏原遺跡第１３７地区　東平遺跡第１０１地区　東平遺跡第１０２地区　琴平古墳　・その他の試掘確認調査／
富士市埋蔵文化財発掘調査報告　第６７集　富士市内遺跡発掘調査報告書－平成３０年度－

静岡県：富士市教育委員会 2019年11月

●愛知県●

伊勢山中学校遺跡発掘調査報告書（第１１次） 愛知県：（株）イビソク 2017年12月

富士見町遺跡発掘調査報告書－第１０次－ 愛知県：（株）イビソク 2017年12月

尾張元興寺跡第１７次調査報告書 愛知県：（株）島田組 2018年6月

年報　平成３０年度 愛知県：（公財）愛知県教育・スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター 2019年3月

研究紀要　第２０号 愛知県：（公財）愛知県教育・スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター 2019年5月

東洞Ａ窯跡　桂蔵窯跡　品野西遺跡　神川町遺跡／瀬戸市文化振興財団調査報告　第６７集　市内遺跡調
査報告Ⅹ

愛知県：（公財）瀬戸市文化振興財団 2019年3月

－白坂町地内道路整備事業に伴う発掘調査－／瀬戸市文化振興財団調査報告　第６９集　白坂雲興寺遺
跡Ⅱ

愛知県：（公財）瀬戸市文化振興財団 2019年3月

令和元年度　公益財団法人瀬戸市文化振興財団企画展　陶器生産の変革－江戸中期の瀬戸窯と美濃窯－ 愛知県：（公財）瀬戸市文化振興財団 2019年11月

公益財団法人瀬戸市文化振興財団埋蔵文化財センター研究紀要　第２１輯 愛知県：（公財）瀬戸市文化振興財団埋蔵文化財センター 2019年3月

－集合住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－　竪三蔵通遺跡第１７次発掘調査報告書 愛知県：セキスイハイム東海（株） 2017年12月

愛知県新城市埋蔵文化財発掘調査報告書　鏡岩下遺跡発掘調査報告書 愛知県：愛知県新城市教育委員会 2019年3月

壺形埴輪を囲繞する方墳の確認調査／西尾市埋蔵文化財発掘調査報告書　第２４集　善光寺沢南古墳 愛知県：愛知県西尾市教育委員会 2018年3月

-皿田Ａ遺跡はじめ３７遺跡- (遺構基本図・写真図版編)/愛知県埋蔵文化財調査センター調査報告書 第２
集　豊田・岡崎地区研究開発施設用地造成事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

愛知県：愛知県埋蔵文化財調査センター 2020年3月

-皿田Ａ遺跡はじめ３７遺跡- (本文編１)/愛知県埋蔵文化財調査センター調査報告書 第２集　豊田・岡崎地
区研究開発施設用地造成事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

愛知県：愛知県埋蔵文化財調査センター 2020年3月

-皿田Ａ遺跡はじめ３７遺跡- (本文編２)/愛知県埋蔵文化財調査センター調査報告書 第２集　豊田・岡崎地
区研究開発施設用地造成事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

愛知県：愛知県埋蔵文化財調査センター 2020年3月

－皿田Ａ遺跡はじめ３７遺跡－／愛知県埋蔵文化財調査センター調査報告書　第２集　豊田・岡崎地区研究
開発施設用地造成事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　DVD-ROM資料

愛知県：愛知県埋蔵文化財調査センター 2020年3月

愛知県埋蔵文化財センター調査報告書　第２０９集　北丹波・東流遺跡 愛知県：（公財）愛知県教育・スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター 2020年3月

愛知県埋蔵文化財センター調査報告書　第２０９集　北丹波・東流遺跡　CD-ROM資料 愛知県：（公財）愛知県教育・スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター 2020年3月

愛知県埋蔵文化財センター調査報告書　第２１１集　西地・東地遺跡 愛知県：（公財）愛知県教育・スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター 2019年3月

愛知県埋蔵文化財センター調査報告書　第２１１集　西地・東地遺跡　CD-ROM資料 愛知県：（公財）愛知県教育・スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター 2019年3月

愛知県埋蔵文化財センター調査報告書　第２１２集　岡山南遺跡 愛知県：（公財）愛知県教育・スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター 2019年3月

愛知県埋蔵文化財センター調査報告書　第２１２集　岡山南遺跡　CD-ROM資料 愛知県：（公財）愛知県教育・スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター 2019年3月

愛知県埋蔵文化財センター調査報告書　第２１６集　普門寺旧境内 愛知県：（公財）愛知県教育・スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター 2020年3月

愛知県埋蔵文化財センター調査報告書　第２１６集　普門寺旧境内　CD-ROM資料 愛知県：（公財）愛知県教育・スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財センター 2020年3月

－Ｃアミーユ瑞穂東建設に伴う発掘調査－　仁所遺跡発掘調査報告書 愛知県：坂野重仙 2018年3月

－さくらのもり保育園新築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査－　元桜田町遺跡発掘調査報告書 愛知県：社会福祉法人芳寿会 2018年11月

瀬戸市文化振興財団調査報告　第６８集　折戸（Ｏ）－１１０号窯跡発掘調査報告書Ⅱ 愛知県：日進市教育委員会 2019年3月

林遺跡第１次発掘調査　吉田城址第４２次発掘調査　吉田城址第４５次発掘調査／豊橋市埋蔵文化財調査
報告書　第１３９集　市内埋蔵文化財発掘調査Ⅲ－平成２４・２５年度－

愛知県：豊橋市教育委員会教育部美術博物館 2016年3月

二連木城址第７次発掘調査　吉田城址第５０次発掘調査　賀茂古屋敷址確認調査　東細谷地区遺跡範囲確
認調査／豊橋市埋蔵文化財調査報告書　第１４９集　市内遺跡発掘調査－平成２８年度－

愛知県：豊橋市教育委員会教育部美術博物館 2019年3月

平成２９年度市内遺跡発掘調査事業概要報告書 愛知県：豊田市教育委員会 2019年3月

・江戸時代の一字一石経の調査／豊田市埋蔵文化財発掘調査報告書　第７８集　大悲殿経塚 愛知県：豊田市教育委員会 2019年3月

第一分冊　遺構・土器／・今朝平タイプ土偶の標識資料　・東海地方の縄文時代後期土器研究　・周堤礫をも
つ竪穴建物から配石遺構・配石墓群　・縄文後期初頭の埋設土器・弥生前期の合口甕棺・壺棺　・縄文土器
胎土分析・黒曜石産地同定・赤色顔料分析／豊田市埋蔵文化財発掘調査報告書　第７９集　今朝平遺跡

愛知県：豊田市教育委員会 2019年3月

第二分冊　土製品・石器・自然科学分析・考察／・今朝平タイプ土偶の標識資料　・東海地方の縄文時代後
期土器研究　・周堤礫をもつ竪穴建物から配石遺構・配石墓群　・縄文後期初頭の埋設土器・弥生前期の合
口甕棺・壺棺　・縄文土器胎土分析・黒曜石産地同定・赤色顔料分析／豊田市埋蔵文化財発掘調査報告書
第７９集　今朝平遺跡

愛知県：豊田市教育委員会 2019年3月

・籠川が形成した沖積平野の古墳時代から近世の溝遺構／豊田市埋蔵文化財発掘調査報告書　第８０集
花本遺跡－１７Ａ・Ｂ区－

愛知県：豊田市教育委員会 2019年3月

・弥生時代中期～古墳時代前期の竪穴建物群　・勧学院文護寺と関連づけられる古代瓦の大量出土　・まと
まった中世瓦出土　・中世井戸の土師質土器皿の一括資料／豊田市埋蔵文化財発掘調査報告書　第８１集
寺部遺跡Ⅸ－１６Ｈ・１７Ａ～１７Ｃ区－

愛知県：豊田市教育委員会 2019年3月

豊田市郷土資料館だより　Ｎｏ．１０４ 愛知県：豊田市郷土資料館 2019年7月

豊田市郷土資料館だより　Ｎｏ．１０５ 愛知県：豊田市郷土資料館 2019年9月

豊田市郷土資料館だより　Ｎｏ．１０６ 愛知県：豊田市郷土資料館 2019年12月

－エルスリー名古屋鳴海建設に伴う発掘調査－　城遺跡発掘調査報告書 愛知県：加藤英二 2018年4月

名古屋の山車行事総合調査関連資料集　２　江戸から明治の山車祭礼関連記録資料 愛知県：名古屋市教育委員会 2017年3月

史跡大曲輪貝塚保存活用計画 愛知県：名古屋市教育委員会 2018年3月

名古屋市文化財調査報告　９７　埋蔵文化財調査報告書８０　大曲輪遺跡 愛知県：名古屋市教育委員会 2018年3月

名古屋市文化財調査報告　９８　埋蔵文化財調査報告書８１　特別史跡名古屋城跡西之丸（第２次） 愛知県：名古屋市教育委員会 2018年3月

名古屋市文化財調査報告　９９　埋蔵文化財調査報告書８２　Ｈ－９５号窯 愛知県：名古屋市教育委員会 2018年3月

－宮田用排水路移設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－　千音寺遺跡第８次発掘調査報告書 愛知県：名古屋市千音寺土地区画整理組合 2018年3月

●三重県●

史跡斎宮跡平成２９年度発掘調査概報 三重県：斎宮歴史博物館 2018年11月

斎宮跡発掘調査報告Ⅱ　柳原区画の調査　出土遺物編 三重県：斎宮歴史博物館 2019年3月

三重県埋蔵文化財年報　平成３０年度 三重県：三重県埋蔵文化財センター 2019年12月

－桑名市大字志知・四日市市西大鐘町－／三重県埋蔵文化財調査報告書　３２３－４　北山Ｃ遺跡（第２～７
次）・西山古墳群発掘調査報告

三重県：三重県埋蔵文化財センター 2020年3月

－三重郡菰野町－／三重県埋蔵文化財調査報告　３２３－１０　椋ノ木遺跡（第２次）発掘調査報告 三重県：三重県埋蔵文化財センター 2019年9月

～志摩市磯部町五知～／三重県埋蔵文化財調査報告　３８６　八ツ手塚状地発掘調査報告 三重県：三重県埋蔵文化財センター 2020年3月

－松阪市飯高町－／三重県埋蔵文化財調査報告　３８８　中道遺跡発掘調査報告 三重県：三重県埋蔵文化財センター 2020年3月

年報　平成２９年度 三重県：松阪市文化財センター 2019年3月

松阪市埋蔵文化財報告書　１５　三重県松阪市嬉野中川町所在　新々田遺跡発掘調査報告 三重県：松阪市文化財センター 2019年8月

津市埋蔵文化財調査報告書　５０　平成２８年度市内遺跡試掘・確認調査報告 三重県：津市教育委員会 2017年9月

津市埋蔵文化財調査報告書　５１　平成２９年度市内遺跡試掘・確認調査報告 三重県：津市教育委員会 2018年10月

●滋賀県●

塩津港遺跡　京と海を結ぶ近江の港と船　レトロ・レトロの展覧会２０１９夏の特別陳列 滋賀県：（公財）滋賀県文化財保護協会 1905年7月

紀要　第３２号 滋賀県：（公財）滋賀県文化財保護協会 2019年3月

滋賀県埋蔵文化財地域展Ⅰ多賀町編「お墓からみた多賀の歴史」 滋賀県：（公財）滋賀県文化財保護協会 2019年7月

おうみ文化財通信　ｖｏｌ．３９ 滋賀県：（公財）滋賀県文化財保護協会 2019年4月

おうみ文化財通信　ｖｏｌ．４０ 滋賀県：（公財）滋賀県文化財保護協会 2019年7月

おうみ文化財通信　ｖｏｌ．４１ 滋賀県：（公財）滋賀県文化財保護協会 2019年10月
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おうみ文化財通信　ｖｏｌ．４２ 滋賀県：（公財）滋賀県文化財保護協会 2020年1月

史跡清水山城館跡保存活用計画書 滋賀県：高島市教育委員会 2019年3月

高島市文化財調査報告書　第３４集　滋賀県高島市新旭町安井川南畑古墳群・下平古墳群発掘調査報告書 滋賀県：高島市教育委員会 2019年3月

－市道弘川深清水線道路改良事業に伴う発掘調査－／高島市文化財調査報告書　第３３集　滋賀県高島
市今津町平ノ前遺跡・北仰西海道遺跡発掘調査報告書

滋賀県：高島市教育委員会 2019年3月

水谷隆信収集資料図録 滋賀県：滋賀県ミュージアム活性化推進委員会 2019年3月

平成２９年度埋蔵文化財緊急調査費国庫補助事業（県内遺跡発掘調査等）　滋賀県内遺跡発掘調査報告書 滋賀県：滋賀県教育委員会事務局文化財保護課 2019年3月

平成３０年度埋蔵文化財緊急調査費国庫補助事業（県内遺跡発掘調査等）　滋賀県内遺跡発掘調査報告書 滋賀県：滋賀県教育委員会事務局文化財保護課 2020年3月

近江八幡守山線補助道路整備工事に伴う発掘調査報告書　比江遺跡・堂ノ後遺跡　野洲市比江 滋賀県：滋賀県教育委員会事務局文化財保護課、（公財）滋賀県文化財保護協会 2020年3月

おおてみち　第１０７号 滋賀県：滋賀県立安土城考古博物館 2019年4月

おおてみち　第１０８号 滋賀県：滋賀県立安土城考古博物館 2019年7月

おおてみち　第１０９号 滋賀県：滋賀県立安土城考古博物館 2019年10月

おおてみち　第１１０号 滋賀県：滋賀県立安土城考古博物館 2020年1月

守山市文化財調査報告書　平成２９年度国庫補助対象遺跡発掘調査報告書 滋賀県：守山市教育委員会 2019年3月

（市内遺跡等発掘調査事業）／草津市文化財調査報告書　１２２　芦浦遺跡発掘調査報告書 滋賀県：草津市教育委員会文化財保護課 2019年3月

草津市文化財報告書　１２３　大将軍遺跡平成２９年度発掘調査報告書 滋賀県：草津市教育委員会文化財保護課 2019年3月

草津市文化財報告書　第１２１　坊主東遺跡第５次発掘調査報告書 滋賀県：草津市教育委員会文化財保護課 2019年3月

－穴太廃寺の寺域範囲確認調査　２－／大津市埋蔵文化財調査報告書　（１２０）　穴太遺跡発掘調査報告
書

滋賀県：大津市教育委員会 2018年3月

大津市埋蔵文化財調査報告書　（１１３）　穴太遺跡（蟹川地区）発掘調査報告書 滋賀県：大津市教育委員会 2018年3月

大津市埋蔵文化財調査報告書　（１１４）　穴太遺跡（隅田地区）発掘調査報告書 滋賀県：大津市教育委員会 2018年3月

大津市埋蔵文化財調査報告書　（１１６）　坂本遺跡発掘調査報告書 滋賀県：大津市教育委員会 2018年3月

大津市埋蔵文化財調査報告書　（１１７）　近江国府跡発掘調査報告書 滋賀県：大津市教育委員会 2018年3月

大津市埋蔵文化財調査報告書　（１１８）　滋賀里遺跡（三反田地区）発掘調査報告書 滋賀県：大津市教育委員会 2018年3月

大津市埋蔵文化財調査報告書　（１１９）　曼陀羅山古墳群発掘調査報告書 滋賀県：大津市教育委員会 2018年3月

大津市埋蔵文化財調査年報　－平成２９（２０１７）年度－ 滋賀県：大津市教育委員会 2018年10月

平津池ノ下遺跡　芋谷南遺跡／大津市埋蔵文化財調査報告書　（１２５）　埋蔵文化財発掘調査集報Ⅷ 滋賀県：大津市教育委員会 2019年3月

－彦根市立平田幼稚園運動場拡張に伴う発掘調査－／彦根市埋蔵文化財調査報告　第５６集　一ツヤ遺跡
Ⅱ

滋賀県：彦根市教育委員会文化財部文化財課 2014年3月

－集合住宅建設工事に伴う発掘調査－／彦根市埋蔵文化財調査報告　第６５集　福満遺跡第１５次発掘調
査報告書

滋賀県：彦根市教育委員会文化財課 2016年3月

－宅地造成工事に伴う発掘調査－／彦根市埋蔵文化財調査報告　第６７集　丁田遺跡第５次発掘調査報告
書

滋賀県：彦根市教育委員会文化財課 2016年3月

－店舗建設工事に伴う発掘調査－／彦根市埋蔵文化財調査報告書　第６９集　福満遺跡第１７次発掘調査
報告書

滋賀県：彦根市教育委員会文化財課 2017年3月

－宅地造成工事に伴う発掘調査－／彦根市埋蔵文化財調査報告　第７０集　東沼波遺跡第１次発掘調査報
告書

滋賀県：彦根市教育委員会文化財課 2017年3月

－稲枝東幼稚園拡張工事に伴う発掘調査－／彦根市埋蔵文化財調査報告　第７１集　稲部遺跡第９次発掘
調査報告書

滋賀県：彦根市教育委員会文化財課 2018年3月

出路遺跡　福満遺跡　佐和山城跡　竹ヶ鼻廃寺遺跡　稲部遺跡／彦根市埋蔵文化財調査報告書　第７６集
平成２６年度　彦根市内遺跡発掘調査報告書２

滋賀県：彦根市教育委員会文化財課 2019年3月

彦根市文化財年報　平成２８年度　【附編】市史跡　山崎山城跡　発掘調査資料再整理報告 滋賀県：彦根市教育委員会文化財部文化財課 2018年3月

●京都府●

－壬生上大竹町における埋蔵文化財発掘調査報告書－／イビソク京都市内遺跡調査報告　第２０輯　平安
京右京四条二坊一町跡

京都府：（株）イビソク 2018年8月

－東九条東山王町における埋蔵文化財発掘調査報告書－／イビソク京都市内遺跡調査報告　第２１輯　平
安京左京九条四坊二町跡・烏丸町遺跡

京都府：（株）イビソク 2019年10月

－東九条室町における調査－／イビソク京都市内遺跡調査報告　第２３輯　平安京左京九条三坊八町跡・烏
丸町遺跡

京都府：（株）イビソク関西支店 2019年8月

京都市伏見区桃山町下野２７－１の発掘調査　伏見城跡 京都府：（株）四門西日本・中部支社京都支店 2018年3月

京都市右京区西院月双町１５５、１５４の一部の発掘調査　平安京右京六条四坊七町跡・西京極遺跡 京都府：（株）四門西日本・中部支社京都支店 2019年3月

京都市中京区東洞院通蛸薬師下る元竹田町６４３、６４５、６４６、６４６－１の発掘調査　平安京左京四条四坊
三町跡

京都府：（株）四門西日本・中部支社京都支店 2019年3月

長岡京左京一条四坊七町跡６００次発掘調査報告書 京都府：（株）地域文化財研究所 2018年12月

正覚寺跡発掘調査報告書 京都府：（株）地域文化財研究所 2019年11月

長岡京跡左京一条三坊十・十一町発掘調査報告書 京都府：（株）文化財サービス 2018年8月

中久世遺跡発掘調査報告書 京都府：（株）文化財サービス 2019年3月

平安京左京二条二坊十・十五町（高陽院）跡発掘調査報告書 京都府：（株）文化財サービス 2019年3月

平安京左京八条二坊五町跡発掘調査報告書 京都府：（株）文化財サービス 2019年8月

白河街区跡発掘調査報告書 京都府：（株）文化財サービス 2019年9月

平安京左京六条二坊十一町跡　烏丸綾小路遺跡発掘調査報告書 京都府：（株）文化財サービス 2019年10月

六波羅政庁跡、音羽・五条坂窯跡発掘調査報告書 京都府：（株）文化財サービス 2019年11月

洛史　研究紀要　第１２号 京都府：（公財）京都市埋蔵文化財研究所 2019年10月

京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告　２０１６－１９　史跡旧二条離宮（二条城跡）・平安宮跡 京都府：（公財）京都市埋蔵文化財研究所 2019年3月

京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告　２０１８－４　長岡京左京三条四坊六町跡 京都府：（公財）京都市埋蔵文化財研究所 2018年12月

京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告　２０１８－５　大藪遺跡・下久世構跡 京都府：（公財）京都市埋蔵文化財研究所 2019年2月

京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告　２０１８－６　周山廃寺 京都府：（公財）京都市埋蔵文化財研究所 2019年3月

京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告　２０１８－７　史跡・名勝高台寺庭園 京都府：（公財）京都市埋蔵文化財研究所 2019年3月

京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告　２０１８－８　北野廃寺・北野遺跡 京都府：（公財）京都市埋蔵文化財研究所 2019年3月

京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告　２０１８－９　平安京右京六条一坊十一・十四町跡 京都府：（公財）京都市埋蔵文化財研究所 2019年3月

京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告　２０１８－１１　植物園北遺跡 京都府：（公財）京都市埋蔵文化財研究所 2019年5月

京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告　２０１８－１２　平安京右京七条一坊十二町跡 京都府：（公財）京都市埋蔵文化財研究所 2019年10月

京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告　２０１９－１　平安京右京一条二坊十六町跡 京都府：（公財）京都市埋蔵文化財研究所 2019年9月

京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告　２０１９－２　平安京右京二条二坊十二町跡・西ノ京遺跡 京都府：（公財）京都市埋蔵文化財研究所 2019年11月

京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告　２０１９－３　平安京左京一条四坊十五町跡・公家町遺跡 京都府：（公財）京都市埋蔵文化財研究所 2019年12月

もっと知りたい京都の遺跡　第３号 京都府：（公財）京都府埋蔵文化財調査研究センター 2019年3月

もっと知りたい京都の遺跡　第４号 京都府：（公財）京都府埋蔵文化財調査研究センター 2019年3月

もっと知りたい京都の遺跡　第５号 京都府：（公財）京都府埋蔵文化財調査研究センター 2020年1月

１．平成２７～３０年度府営農業競争力強化基盤整備事業女布地区関係遺跡　女布北遺跡第７次、女布遺跡
第３・６・９次／２．平成３０年度新設高等学校（丹後地域）校舎整備工事関係遺跡　奈具遺跡第５次／４．平成
２７～２９年度由良川緊急治水対策事業関係遺跡　阿良須遺跡第１～３次　京都府遺跡調査報告集　第１７７
冊

京都府：（公財）京都府埋蔵文化財調査研究センター 2019年3月
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１．平成２７～２９年度国営緊急農地再編整備事業「亀岡中部地区」関係遺跡　佐伯遺跡第７～９次／２．平成
２５～２７・２９年度主要地方道亀岡園部線防災・安全交付金事業関係遺跡　出雲遺跡第１７・１９・２０次　中古
墳群第２・３次　三日市遺跡第１２～１４次　車塚遺跡第１１・１２次　京都府遺跡調査報告集　第１７８冊

京都府：（公財）京都府埋蔵文化財調査研究センター 2019年3月

公益財団法人向日市埋蔵文化財センター年報都城　３１　平成３０年度 京都府：（公財）向日市埋蔵文化財センター 2019年12月

向日市埋蔵文化財調査報告書　第１１４集　北山遺跡　中海道遺跡 京都府：（公財）向日市埋蔵文化財センター 2019年12月

向日市埋蔵文化財調査報告書　第１１５集　久々相遺跡 京都府：（公財）向日市埋蔵文化財センター 2019年9月

長岡京市埋蔵文化財センター年報　平成２９年度 京都府：（公財）長岡京市埋蔵文化財センター 2019年3月

特別名勝及び史跡浄瑠璃寺庭園保存修理事業報告書Ⅰ（発掘調査編） 京都府：（宗）浄瑠璃寺 2019年8月

特別名勝及び史跡浄瑠璃寺庭園保存修理事業報告書Ⅱ（保存修理工事編） 京都府：（宗）浄瑠璃寺 2019年8月

史跡石清水八幡宮境内歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業練塀工事報告書 京都府：（宗）石清水八幡宮 2019年3月

京都府京丹後市文化財調査報告書　第１９集　平成３０年度　市内遺跡発掘調査報告書 京都府：京丹後市教育委員会 2019年3月

京都市内遺跡試掘調査報告　平成３０年度 京都府：京都市文化市民局 2019年3月

京都市内遺跡詳細分布調査報告　平成３０年度 京都府：京都市文化市民局 2019年3月

京都市内遺跡発掘調査報告　平成３０年度 京都府：京都市文化市民局 2019年3月

京都府埋蔵文化財調査報告書（平成３０年度） 京都府：京都府教育委員会 2019年3月

京都府埋蔵文化財情報　第１３５号 京都府：（公財）京都府埋蔵文化財調査研究センター 2019年3月

京都府埋蔵文化財情報　第１３６号 京都府：（公財）京都府埋蔵文化財調査研究センター 2019年10月

向日市埋蔵文化財調査報告書　第１１１集　史跡長岡京跡大極殿回廊地区保全整備事業報告書 京都府：向日市教育委員会 2019年3月

向日市埋蔵文化財調査報告書　第１１２集　長岡京跡ほか 京都府：向日市教育委員会 2019年3月

向日市埋蔵文化財調査報告書　第１１３集　物集女城跡 京都府：向日市教育委員会 2019年3月

法性寺跡埋蔵文化財発掘調査報告書 京都府：国際文化財（株） 2017年10月

長岡京左京二条四坊一町跡・東土川遺跡埋蔵文化財発掘調査報告書 京都府：国際文化財（株） 2018年8月

嵯峨遺跡発掘調査報告書 京都府：国際文化財（株） 2019年3月

平安京右京七条一坊四町跡・堂ノ口町遺跡埋蔵文化財発掘調査報告書 京都府：国際文化財（株） 2019年3月

平安京左京四条二坊十六町跡・本能寺城跡 京都府：国際文化財（株）西日本支店 2017年3月

木津川市埋蔵文化財調査報告書　第２０集　平成３０年度木津川市内遺跡発掘調査報告 京都府：木津川市教育委員会 2019年3月

木津川市文化財年報　平成２９年度 京都府：木津川市教育委員会 2019年3月

木津川市文化財年報　平成３０年度 京都府：木津川市教育委員会 2019年12月

●大阪府●

大阪市文化財情報葦火　１９２号（Ｖｏｌ．３３，Ｎｏ．４） 大阪府：（公財）大阪市博物館協会大阪文化財研究所 2019年1月

大阪市文化財情報葦火　１９３号（Ｖｏｌ．３４，Ｎｏ．１） 大阪府：（公財）大阪市博物館協会大阪文化財研究所 2019年3月

大阪市文化財情報葦火　１９４号（Ｖｏｌ．３４，Ｎｏ．２） 大阪府：（一財）大阪市文化財協会 2019年7月

大阪市文化財情報葦火　１９５号（Ｖｏｌ．３４，Ｎｏ．３） 大阪府：（一財）大阪市文化財協会 2019年10月

宮城南門東方の調査　難波宮址の研究　第二十三 大阪府：（一財）大阪市文化財協会 2019年12月

（仮称）新美術館建設工事に伴う発掘調査報告書　大阪市北区広島藩大坂蔵屋敷跡Ⅲ 大阪府：（一財）大阪市文化財協会 2020年3月

大阪文化財研究所研究紀要　第２０号 大阪府：（公財）大阪市博物館協会大阪文化財研究所 2019年3月

公益財団法人大阪府文化財センター年報　平成２９年度 大阪府：（公財）大阪府文化財センター 2019年2月

（仮称）健都ライブラリー整備事業に伴う吹田操車場遺跡発掘調査報告書／公益財団法人大阪府文化財セ
ンター調査報告書　第２９１集　吹田操車場遺跡１５

大阪府：（公財）大阪府文化財センター 2018年4月

北大阪健康医療都市（健都）２街区高齢者向けウェルネス住宅整備・運営事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書／公益財団法人大阪府文化財センター調査報告書　第２９２集　吹田操車場遺跡１６

大阪府：（公財）大阪府文化財センター 2018年6月

（仮称）大阪芸術大学キャラクター造形学科新築工事準備工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／河南町
文化財調査報告書　第５冊／公益財団法人大阪府文化財センター調査報告書　第２９８集　東山遺跡発掘調
査報告書Ⅲ

大阪府：（公財）大阪府文化財センター 2020年1月

寝屋川水系改良事業（一級河川恩智川法善寺多目的遊水地）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／公益財
団法人大阪府文化財センター調査報告書　第２９９集　大県郡条里遺跡５

大阪府：（公財）大阪府文化財センター 2020年1月

千早赤阪村役場新庁舎建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／公益財団法人大阪府文化財センター調
査報告書　第３００集　出合遺跡

大阪府：（公財）大阪府文化財センター 2020年1月

大阪文化財研究　第５１号 大阪府：（公財）大阪府文化財センター 2018年3月

大阪文化財研究　第５２号 大阪府：（公財）大阪府文化財センター 2019年6月

ぶらり八尾　考古歴史散歩－地下に残された八尾の歴史を歩く－＜西部・中央部編＞ 大阪府：（公財）八尾市文化財調査研究会 2019年3月

公益財団法人八尾市文化財調査研究会報告　１５８　中田遺跡（第５７次調査） 大阪府：（公財）八尾市文化財調査研究会 2019年3月

下水道工事に伴う埋蔵文化財発掘調査／公益財団法人八尾市文化財調査研究会報告　１５９　Ⅰ恩智遺跡
（第４７次調査）　Ⅱ東弓削遺跡（第３２次調査）　Ⅲ東弓削遺跡（第３４次調査）

大阪府：（公財）八尾市文化財調査研究会 2019年3月

公益財団法人八尾市文化財調査研究会報告　１６０　Ⅰ薗光寺跡（第２～６次調査）　Ⅱ郡川遺跡（第３０次調
査）

大阪府：（公財）八尾市文化財調査研究会 2019年3月

平成３０年度（公財）八尾市文化財調査研究会事業報告 大阪府：（公財）八尾市文化財調査研究会 2019年6月

茨木市文化財資料集　第７１集／公益財団法人大阪府文化財センター調査報告書　第２９５集　郡遺跡・倍
賀遺跡１

大阪府：茨木市教育委員会 2018年12月

－平成３０年度国庫補助事業－／茨木市文化財資料集　第７２集　平成３０年度　茨木市埋蔵文化財発掘調
査概報

大阪府：茨木市教育委員会 2019年3月

＝人・時をつなぐ安心・健康・躍動都市 はびきの= 羽曳野市文化財分布図 大阪府：羽曳野市教育委員会 2018年12月

文化財保護のてびき 大阪府：羽曳野市教育委員会生涯学習室文化財保護課 2019年3月

羽曳野市埋蔵文化財調査報告書　８３　古市遺跡群ⅩＬ 大阪府：羽曳野市教育委員会生涯学習室文化財保護課 2019年3月

羽曳野市埋蔵文化財調査報告書　８４　羽曳野市内遺跡調査報告書　平成２８年度 大阪府：羽曳野市教育委員会生涯学習室文化財保護課 2019年3月

交野市埋蔵文化財調査報告　２０１８－Ⅰ　平成３０年度交野市埋蔵文化財発掘調査概要 大阪府：交野市教育委員会 2019年3月

高槻市文化財調査報告書　第３４冊　史跡闘鶏山古墳　第１・第２石槨の現状と整備方針 大阪府：高槻市教育委員会 2019年3月

高槻市文化財年報　平成２６年度 大阪府：高槻市教育委員会文化財課 2016年3月

高槻市文化財年報　平成２８年度 大阪府：高槻市教育委員会文化財課 2018年3月

高槻市文化財年報　平成２９年度 大阪府：高槻市教育委員会文化財課 2019年3月

安満遺跡－平成２８年度確認調査速報－ 大阪府：高槻市教育委員会文化財課埋蔵文化財調査センター 2018年3月

高槻市文化財調査概要　４６　嶋上遺跡群４３ 大阪府：高槻市教育委員会文化財課埋蔵文化財調査センター 2019年3月

第４回史跡土塔講演会録　史跡土塔出土重要文化財指定記念『史跡土塔と刻書瓦』 大阪府：堺市 2018年3月

平成２９年度国庫補助事業発掘調査報告書 大阪府：堺市教育委員会 2018年3月

ニサンザイ古墳発掘調査報告書　百舌鳥古墳群の調査１１ 大阪府：堺市教育委員会 2018年3月

寺山南山古墳（ＴＹＭ－５）発掘調査報告書　百舌鳥古墳群の調査１２ 大阪府：堺市教育委員会 2018年3月

－美原区黒山－／堺市埋蔵文化財調査概要報告　第１６１冊　太井遺跡（ＴＡＩ－１０）・大保遺跡（ＤＩＨ－９）
発掘調査概要報告

大阪府：堺市教育委員会 2018年3月

－ＳＫＴ１１６６・堺区熊野町東５丁－／堺市埋蔵文化財調査概要報告　第１６２冊　堺環濠都市遺跡発掘調査
概要報告

大阪府：堺市教育委員会 2018年3月

－ＳＫＴ１１９４・堺区車之町西１丁－／堺市埋蔵文化財調査概要報告　第１６３冊　堺環濠都市遺跡発掘調査
概要報告

大阪府：堺市教育委員会 2018年5月

－堺区六条通－／堺市埋蔵文化財調査概要報告　第１６４冊　陵西遺跡（ＲＹＳ－１２）発掘調査概要報告 大阪府：堺市教育委員会 2018年7月
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堺市文化財講演会録　第１０集　第７回百舌鳥古墳群講演会記録集　倭の五王と百舌鳥・古市古墳群－東ア
ジアからみた巨大古墳－

大阪府：堺市文化観光局文化部文化財課 2018年2月

（仮称）摂津市千里丘新町Ｂ敷地計画に伴う明和池遺跡発掘調査報告書／公益財団法人大阪府文化財セン
ター調査報告書　第２９３集　明和池遺跡６

大阪府：摂津市教育委員会、（公財）大阪府文化財センター 2018年8月

ニプロ健都イノベーションパーク施設計画に伴う明和池遺跡発掘調査／公益財団法人大阪府文化財セン
ター調査報告書　第３０１集　明和池遺跡７

大阪府：摂津市教育委員会、（公財）大阪府文化財センター 2020年1月

泉佐野市埋蔵文化財発掘調査概要　平成３０年度 大阪府：泉佐野市教育委員会 2019年3月

泉佐野市埋蔵文化財発掘調査概要　第８７号　上之郷遺跡（１８－１区）の調査 大阪府：泉佐野市教育委員会 2019年3月

泉佐野市埋蔵文化財発掘調査概要　第８８号　若宮遺跡－１８－２区の調査－ 大阪府：泉佐野市教育委員会 2019年7月

国指定史跡二子塚古墳保存活用計画 大阪府：太子町、太子町教育委員会 2018年3月

国指定史跡二子塚古墳発掘調査報告書（２０１６・２０１７年度）史跡内容確認調査 大阪府：太子町教育委員会 2019年3月

大阪府教育庁文化財調査事務所年報　２２ 大阪府：大阪府教育委員会 2018年11月

－重要遺跡確認緊急調査－　安松田遺跡 大阪府：大阪府教育委員会 2019年3月

－府道美原太子線整備事業に伴う発掘調査－／大阪府埋蔵文化財調査報告　２０１８－１　宮町遺跡 大阪府：大阪府教育委員会 2019年3月

－都市計画道路大阪岸和田南海線街路築造事業に伴う発掘調査－／大阪府埋蔵文化財調査報告　２０１８
－２　府中遺跡Ⅱ

大阪府：大阪府教育委員会 2019年3月

泉南市文化財調査報告書　第６０集　泉南市遺跡群発掘調査報告書３６ 大阪府：大阪府泉南市教育委員会 2019年3月

アスカディア・古墳の森　大阪府立近つ飛鳥博物館だより　Ｖｏｌ．５０ 大阪府：大阪府立近つ飛鳥博物館 2019年3月

アスカディア・古墳の森　大阪府立近つ飛鳥博物館だより　Ｖｏｌ．５１ 大阪府：大阪府立近つ飛鳥博物館 2019年9月

大阪府立近つ飛鳥博物館館報　２２ 大阪府：大阪府立近つ飛鳥博物館 2019年3月

寛弘寺古墳群を考える 大阪府：大阪府立近つ飛鳥博物館 2019年4月

令和元年度夏季特別展／図録　７７　百舌鳥・古市古墳群と土師氏 大阪府：大阪府立近つ飛鳥博物館 2019年8月

－政治拠点と経済拠点－／図録　７８　ヤマト王権とその拠点 大阪府：大阪府立近つ飛鳥博物館 2019年10月

大阪府立近つ飛鳥博物館図録　７９　大阪府立近つ飛鳥博物館令和元年度冬季企画展　歴史発掘おおさか
２０１９－大阪府発掘調査最新情報－

大阪府：大阪府立近つ飛鳥博物館 2020年2月

大阪府立弥生文化博物館要覧　平成２９年度 大阪府：大阪府立弥生文化博物館 2019年3月

大阪府立弥生文化博物館令和元年度夏季特別展／【大阪府立弥生文化博物館図録　６７】　白兎のクニへ
－発掘された因幡のあけぼの－

大阪府：大阪府立弥生文化博物館 2019年7月

［大阪府立弥生文化博物館図録　６８］　令和元年度秋季特別展　北陸の弥生世界　わざとこころ 大阪府：大阪府立弥生文化博物館 2019年10月

大阪府立弥生文化博物館　令和元年度冬季企画展／【大阪府立弥生文化博物館図録　６９】　はくふだでめ
ぐる泉州の歴史と文化～カードで発掘！地域の宝もの～

大阪府：大阪府立弥生文化博物館 2020年1月

藤井寺市発掘調査概報　第４１号　土師の里遺跡（ＨＪ２０１７－２区） 大阪府：藤井寺市教育委員会事務局 2019年3月

藤井寺市文化財報告　第４４集　石川流域遺跡群発掘調査報告ⅩⅩⅩⅣ 大阪府：藤井寺市教育委員会事務局 2019年3月

文化財ニュース豊中　Ｎｏ．４０ 大阪府：豊中市教育委員会 2019年3月

豊中市埋蔵文化財発掘調査報告書　第７８集　穂積遺跡第４３次発掘調査報告書 大阪府：豊中市教育委員会 2018年12月

豊中市文化財調査報告　第７９集　豊中市埋蔵文化財発掘調査概要　平成３０年度（２０１８年度） 大阪府：豊中市教育委員会 2019年3月

枚方市文化財調査報告　第８８集　枚方市埋蔵文化財発掘調査概要２０１８ 大阪府：枚方市教育委員会 2019年3月

●兵庫県●

研究図録シリーズ　５　古代銭の実像－和同から乹元まで 兵庫県：（公財）黒川古文化研究所 2018年10月

ＣＯＮ－ＴＥＣＨひょうご　通巻５４号 兵庫県：（公財）兵庫県まちづくり技術センター 2019年8月

ＣＯＮ－ＴＥＣＨひょうご　通巻５５号 兵庫県：（公財）兵庫県まちづくり技術センター 2020年1月

兵庫県埋蔵文化財情報　ひょうごの遺跡　１００号 兵庫県：（公財）兵庫県まちづくり技術センター埋蔵文化財調査部 2019年10月

兵庫県埋蔵文化財情報　ひょうごの遺跡　１０１号 兵庫県：（公財）兵庫県まちづくり技術センター埋蔵文化財調査部 2020年3月

芦屋市文化財調査報告　第１１１集　芦屋市指定文化財小阪家住宅発掘調査報告書 兵庫県：芦屋市教育委員会 2018年2月

－阪神・淡路大震災復旧・復興事業に伴う埋蔵文化財発掘調査－／八十塚古墳群（第６８地点：岩ヶ平支群
第５０号墳）　大原遺跡（第３５地点）　寺田遺跡（第１０５地点・第１０６地点・第１０９地点）　城山・三条古墳群
（第１９地点：城山古墳群第１８号墳）／芦屋市文化財調査報告　第１１２集　平成１０年度国庫補助事業芦屋
市内遺跡発掘調査概要報告書

兵庫県：芦屋市教育委員会 2019年3月

黒川古文化研究所紀要古文化研究　第十八号 兵庫県：（公財）黒川古文化研究所 2019年3月

平成３０年度神戸市埋蔵文化財センター夏季企画展　土器のうつろい～時間と空間による変化～ 兵庫県：神戸市教育委員会 2018年7月

平成３１年度神戸市埋蔵文化財センター春季企画展　海を見つめて～コウベの海と考古学～ 兵庫県：神戸市教育委員会 2019年4月

平成３０年度秋季企画展　神戸はかつて焼き物の里だった～トウバンケイスエキ（東播系須恵器）の世界～ 兵庫県：神戸市教育委員会文化財課 2018年10月

神戸市埋蔵文化財分布図　平成３１年度版 兵庫県：神戸市教育委員会文化財課 2019年3月

神戸市埋蔵文化財年報　平成２８年度 兵庫県：神戸市教育委員会文化財課 2019年3月

本庄町遺跡第１０次調査埋蔵文化財発掘調査報告書 兵庫県：神戸市教育委員会文化財課 2019年3月

－第３・１２・１６・１７・２３・２５・２６・３７・３９・４０・４２・５６・５８・６０～６４次調査－　上沢遺跡発掘調査報告書Ⅴ 兵庫県：神戸市教育委員会文化財課 2019年3月

平成３０年度冬季企画展　昭和のくらし・昔のくらし１３ 兵庫県：神戸市埋蔵文化財センター 2019年3月

有年考古　第６号 兵庫県：赤穂市教育委員会生涯学習課 2019年3月

有年考古　第７号 兵庫県：赤穂市教育委員会生涯学習課 2020年3月

赤穂市文化財調査報告書　８８　放亀山古墳群調査報告書 兵庫県：赤穂市教育委員会生涯学習課 2019年3月

赤穂市文化財調査報告書　９０　名勝旧赤穂城跡庭園二之丸庭園整備概要報告書３ 兵庫県：赤穂市教育委員会生涯学習課 2019年3月

尼崎市埋蔵文化財調査年報　平成２３年度（１）－生津遺跡第１４・１５次調査、塚口城跡第１６０・１６３・１６４次
調査の概要－

兵庫県：尼崎市教育委員会 2019年3月

（尼崎市文化財調査報告　第４８集）　平成２９年度国庫補助事業尼崎市内遺跡発掘調査等概要報告書 兵庫県：尼崎市教育委員会 2019年3月

西国橋・福中橋文化財調査報告書 兵庫県：姫路市教育委員会 2018年8月

姫路市埋蔵文化財センター調査報告　第７２集　姫路城城下町跡－姫路城跡第３０３次・第３１５次発掘調査
報告書－

兵庫県：姫路市教育委員会 2019年3月

姫路市埋蔵文化財センター調査報告　第７５集　辻井遺跡－第３９次発掘調査報告書－ 兵庫県：姫路市教育委員会 2019年3月

姫路市埋蔵文化財センター調査報告　第７７集　姫路城城下町跡－姫路城跡第３９３次発掘調査報告書－ 兵庫県：姫路市教育委員会 2019年3月

姫路市埋蔵文化財センター調査報告　第７８集　姫路城城下町跡－姫路城跡第３９４次発掘調査報告書－ 兵庫県：姫路市教育委員会 2019年3月

姫路市埋蔵文化財センター調査報告　第７９集　書写構江遺跡（坂本城跡第２１次発掘調査報告書） 兵庫県：姫路市教育委員会 2019年3月

姫路市埋蔵文化財センター調査報告　第８０集　豆田遺跡発掘調査報告書 兵庫県：姫路市教育委員会 2019年3月

姫路市埋蔵文化財センター調査報告　第８１集　辻井遺跡－第４１次発掘調査報告書－ 兵庫県：姫路市教育委員会 2019年3月

姫路市埋蔵文化財センター調査報告　第８２集　池ノ下遺跡発掘調査報告書 兵庫県：姫路市教育委員会 2019年3月

姫路市埋蔵文化財センター調査報告　第８３集　姫路城城下町跡－姫路城跡第３９９次発掘調査報告書－ 兵庫県：姫路市教育委員会 2019年3月

姫路市埋蔵文化財センター調査報告　第８４集　姫路城城下町跡－姫路城跡第４０３次発掘調査報告書－ 兵庫県：姫路市教育委員会 2019年3月

姫路市埋蔵文化財センター調査報告　第８５集　播磨国分寺跡－第２６次発掘調査報告書－ 兵庫県：姫路市教育委員会 2019年3月

姫路市埋蔵文化財センター調査報告　第８６集　姫路城城下町跡－姫路城跡第４１１次発掘調査報告書－ 兵庫県：姫路市教育委員会 2019年3月

福崎町埋蔵文化財調査報告　１５　平成２７・２８年度発掘調査報告 兵庫県：福崎町教育委員会 2018年12月

－マルアイ福崎店新築工事に伴う発掘調査報告－／福崎町埋蔵文化財調査報告　１６　南田原条里遺跡
（第４０次）

兵庫県：福崎町教育委員会 2019年3月

－一般国道４８３号北近畿豊岡自動車道八鹿豊岡南道路に係る埋蔵文化財発掘調査報告書－／兵庫県文
化財調査報告　第５０１冊　豊岡市　尼ヶ宮古墳群

兵庫県：兵庫県教育委員会 2019年3月
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－一般国道４８３号北近畿豊岡自動車道八鹿豊岡南道路に係る埋蔵文化財発掘調査報告書－／兵庫県文
化財調査報告　第５０２冊　養父市　広瀬古墳群

兵庫県：兵庫県教育委員会 2019年3月

－１７５号西脇北バイパス事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書－／兵庫県文化財調査報告　第５０３冊
西脇市　津万遺跡群３

兵庫県：兵庫県教育委員会 2019年3月

－（砂）宮前東谷川公共通常砂防事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－／兵庫県文化財調査報告　第５
０４冊　多可郡多可町　宮前鉱山跡

兵庫県：兵庫県教育委員会 2019年3月

－（砂）稲塚川　災害関連緊急砂防事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－／兵庫県文化財調査報告　第
５０５冊　丹波市　稲塚３号窯跡

兵庫県：兵庫県教育委員会 2019年3月

－（二）志筑川水系志筑川　広域河川改修事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－／兵庫県文化財調査
報告　第５０６冊　淡路市　大円道向遺跡

兵庫県：兵庫県教育委員会 2019年3月

－姫路駅周辺地区総合整備事業（キャスティ２１）に係る埋蔵文化財発掘調査報告書－／兵庫県文化財調査
報告　第５０７冊　姫路市　豆腐町遺跡Ⅲ・駅前町遺跡

兵庫県：兵庫県教育委員会 2019年3月

－姫路駅周辺地区総合整備事業（キャスティ２１）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－／兵庫県文化財調査
報告　第５０８冊　姫路市　神屋町遺跡

兵庫県：兵庫県教育委員会 2019年3月

特別展／兵庫県立考古博物館図録　Ｎｏ．２４　縄文土器とその世界－兵庫の１万年－ 兵庫県：兵庫県立考古博物館 2019年4月

鑑賞の手引き　平成３０年度企画展　ひょうごの遺跡２０１９・・・調査研究速報・・・ 兵庫県：兵庫県立考古博物館 2019年1月

兵庫県立考古博物館研究紀要　第１２号 兵庫県：兵庫県立考古博物館 2019年3月

兵庫県立考古博物館館報　ｖｏｌ．１０　平成３０（２０１８）年度 兵庫県：兵庫県立考古博物館 2019年9月

兵庫県立考古博物館ＮＥＷＳ　ｖｏｌ．２３　２０１９　Ｓｐｒｉｎｇ－Ｓｕｍｍｅｒ 兵庫県：兵庫県立考古博物館 2019年3月

兵庫県立考古博物館ＮＥＷＳ　ｖｏｌ．２４　２０１９　Ａｕｔｕｍｎ－Ｗｉｎｔｅｒ 兵庫県：兵庫県立考古博物館 2019年9月

兵庫県立考古博物館ＮＥＷＳ　ｖｏｌ．２５　２０２０　Ｓｐｒｉｎｇ－Ｓｕｍｍｅｒ 兵庫県：兵庫県立考古博物館 2020年3月

企画展解説シート　第５号 兵庫県：兵庫県立考古博物館加西分館 2019年5月

弥生の美－土器に宿る造形と意匠－ 兵庫県：兵庫陶芸美術館 2018年3月

県政１５０周年記念事業　ひょうごのやきもの１５０年－技・匠からアート・個性へ－ 兵庫県：兵庫陶芸美術館 2018年6月

丹波の民藝　生田和孝の陶業 兵庫県：兵庫陶芸美術館 2018年6月

やきものを分析する－装飾編－ 兵庫県：兵庫陶芸美術館 2018年12月

２０１８年度著名作家招聘事業×テーマ展　内田鋼一展－時代をデザインする 兵庫県：兵庫陶芸美術館 2019年1月

兵庫陶芸美術館研究紀要　第８号 兵庫県：兵庫陶芸美術館 2019年3月

－世界に愛されたやきものたち－　瀬戸ノベルティの魅力 兵庫県：兵庫陶芸美術館 2019年3月

－かたちとデザインの魅力－　恋する古伊万里 兵庫県：兵庫陶芸美術館 2019年6月

兵庫陶芸美術館年報　平成２９年度・平成３０年度 兵庫県：兵庫陶芸美術館 2019年7月

神業ニッポン　明治のやきもの　幻の横浜焼・東京焼 兵庫県：兵庫陶芸美術館 2019年9月

神業ニッポン　明治のやきもの　幻の横浜焼・東京焼 兵庫県：兵庫陶芸美術館 2019年9月

２０１９年度著名作家招聘事業×テーマ展　神農巌展－堆磁　生命の根源、そして祈り 兵庫県：兵庫陶芸美術館 2020年1月

兵庫陶芸美術館開館１５周年記念特別展　ＴＡＭＢＡ　ＮＯＷ＋　２０２０－丹波の現在、明日のやきものを求
めて－

兵庫県：兵庫陶芸美術館 2020年2月

●奈良県●

大藤原京関連遺跡第６２次調査報告　横内遺跡第１１次調査報告　谷遺跡第２７次調査報告　谷首古墳第３
次調査報告　大福遺跡第３１次調査報告　城島遺跡第４８次調査報告　纒向遺跡第１８４次調査報告　谷遺跡
第２８次調査　大福遺跡第３３次調査報告　桜井市内遺跡発掘調査報告書－２０１４年度－

奈良県：（公財）桜井市文化財協会 2019年3月

桜井市立埋蔵文化財センター展示解説書　発掘調査速報展２５　５０ｃｍ下の桜井 奈良県：（公財）桜井市文化財協会 2019年4月

桜井市埋蔵文化財センター展示図録　第４５冊　令和元年度桜井市立埋蔵文化財センター特別展「王権の
地、桜井」

奈良県：（公財）桜井市文化財協会 2019年10月

前方後円墳の型式学的研究（補遺編） 奈良県：（公財）由良大和古代文化研究協会 2018年5月

研究紀要　第２３集 奈良県：（公財）由良大和古代文化研究協会 2019年6月

大和国条里の総合的研究　地図編　大和国条里復原図　解説 奈良県：（公財）由良大和古代文化研究協会 2019年7月

大和国条里復原図（複製版） 奈良県：（公財）由良大和古代文化研究協会 2019年7月

令和元年度企画展　桜井市立埋蔵文化財センター展示解説書　太田微高地の人びとのくらし－纒向遺跡の
最新調査成果－

奈良県：（財）桜井市文化財協会 2019年12月

－範囲確認発掘調査報告－／御所市文化財調査報告書　第５６集　奈良県御所市　條ウル神古墳 奈良県：御所市教育委員会 2019年3月

纒向学研究センター研究紀要　纒向学研究　第７号 奈良県：桜井市纒向学研究センター 2019年3月

桜井市纒向学研究センター年報　第７号（平成３０年度） 奈良県：桜井市纒向学研究センター 2019年7月

纒向考古学通信　Ｖｏｌ．１３ 奈良県：桜井市纒向学研究センター 2019年7月

史跡上牧久渡古墳群保存活用計画 奈良県：上牧町教育委員会 2019年3月

－土製品・青銅器鋳造関連遺物・金属製品・玉製品・骨角牙製品・繊維製品他・補遺編－　唐古・鍵遺跡考
古資料目録Ⅳ

奈良県：田原本町教育委員会 2019年3月

唐古・鍵考古学ミュージアム展示図録　Ｖｏｌ．２５　平成３１年度春季企画展「たわらもと２０１９発掘速報展」 奈良県：田原本町教育委員会 2019年4月

唐古・鍵考古学ミュージアム展示図録　Ｖｏｌ．２６　令和元年度秋季企画展「ならの史跡に行こう（縄文－古墳
時代）」

奈良県：田原本町教育委員会 2019年9月

国史跡唐古・鍵遺跡整備事業報告書 奈良県：田原本町教育委員会事務局 2019年3月

埋蔵文化財ニュース　１ 奈良県：奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター 1975年8月

埋蔵文化財ニュース　３ 奈良県：奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター 1976年3月

埋蔵文化財ニュース　４ 奈良県：奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター 1976年6月

埋蔵文化財ニュース　５ 奈良県：奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター 1976年9月

埋蔵文化財ニュース　６ 奈良県：奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター 1977年1月

埋蔵文化財ニュース　７ 奈良県：奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター 1977年3月

埋蔵文化財ニュース　８ 奈良県：奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター 1977年5月

埋蔵文化財ニュース　９ 奈良県：奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター 1977年6月

埋蔵文化財ニュース　１０ 奈良県：奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター 1977年11月

埋蔵文化財ニュース　１１ 奈良県：奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター 1977年12月

埋蔵文化財ニュース　１３ 奈良県：奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター 1978年3月

埋蔵文化財ニュース　１４ 奈良県：奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター 1978年7月

埋蔵文化財ニュース　１５ 奈良県：奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター 1978年10月

埋蔵文化財ニュース　１６ 奈良県：奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター 1978年11月

埋蔵文化財ニュース　１７ 奈良県：奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター 1979年1月

埋蔵文化財ニュース　１８ 奈良県：奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター 1979年2月

埋蔵文化財ニュース　１９ 奈良県：奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター 1979年3月

埋蔵文化財ニュース　２０ 奈良県：奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター 1979年6月

埋蔵文化財ニュース　２１ 奈良県：奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター 1979年8月

埋蔵文化財ニュース　２２ 奈良県：奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター 1979年12月

埋蔵文化財ニュース　２３ 奈良県：奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター 1980年2月

埋蔵文化財ニュース　２５ 奈良県：奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター 1980年3月

埋蔵文化財ニュース　２６ 奈良県：奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター 1980年8月

埋蔵文化財ニュース　２７ 奈良県：奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター 1980年10月
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埋蔵文化財ニュース　２８ 奈良県：奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター 1980年11月

埋蔵文化財ニュース　２９ 奈良県：奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター 1980年12月

埋蔵文化財ニュース　３０ 奈良県：奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター 1981年2月

埋蔵文化財ニュース　３３ 奈良県：奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター 1981年9月

埋蔵文化財ニュース　３４ 奈良県：奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター 1981年10月

埋蔵文化財ニュース　３５ 奈良県：奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター 1982年2月

埋蔵文化財ニュース　３６ 奈良県：奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター 1982年3月

埋蔵文化財ニュース　３７ 奈良県：奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター 1982年5月

埋蔵文化財ニュース　３８ 奈良県：奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター 1982年8月

埋蔵文化財ニュース　４２ 奈良県：奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター 1983年7月

埋蔵文化財ニュース　５０ 奈良県：奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター 1985年3月

埋蔵文化財ニュース　８３ 奈良県：奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター 1996年12月

埋蔵文化財ニュース　１７４　保存科学研究集会　同位体比分析と産地推定に関する最近の動向 奈良県：独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所埋蔵文化財センター 2019年2月

埋蔵文化財ニュース　１７６ 奈良県：独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所埋蔵文化財センター 2019年3月

埋蔵文化財ニュース　１７７ 奈良県：独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所埋蔵文化財センター 2019年3月

埋蔵文化財ニュース　１７５　遺跡調査技術集成　水中遺跡調査編Ⅰ　研究集会　水中遺跡保護行政の実態 奈良県：独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所埋蔵文化財センター遺跡・
調査技術研究室

2019年2月

発掘調査報告書総目録　新潟県編 奈良県：独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 2019年3月

奈良文化財研究所史料　第９２冊　木器集成図録－飛鳥藤原篇Ⅰ－ 奈良県：独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 2019年3月

奈良文化財研究所紀要　２０１９ 奈良県：独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 2019年6月

独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所概要　２０１９ 奈良県：独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 2019年8月

奈良文化財研究所研究報告　第２３冊　第２２回古代官衙・集落研究会報告書　官衙・集落と大甕 奈良県：独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 2019年12月

飛鳥資料館図録　第７２冊　飛鳥－自然と人と－ 奈良県：独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所飛鳥資料館 2019年10月

史跡等を活かした地域づくり・観光振興　平成２９年度　遺跡整備・活用研究集会報告書 奈良県：独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所文化遺産部遺跡整備研究
室

2018年12月

橿原市文化財調査年報　平成２９（２０１７）年度 奈良県：奈良県橿原市教育委員会 2018年2月

奈良県指定文化財　平成２９年度版（第５４集） 奈良県：奈良県教育委員会事務局文化財保存課 2019年3月

橿原考古学研究所　８０年の歩み　１９３８～２０１８年 奈良県：奈良県立橿原考古学研究所 2018年6月

奈良県立橿原考古学研究所創立八十年記念『橿考研の研究成果八十選』 奈良県：奈良県立橿原考古学研究所 2018年6月

奈良県立橿原考古学研究所彙報　青陵　第１５４号 奈良県：奈良県立橿原考古学研究所 2018年6月

奈良県立橿原考古学研究所彙報　青陵　第１５５号 奈良県：奈良県立橿原考古学研究所 2018年10月

橿原考古学研究所年報　４４　平成２９年度（２０１７） 奈良県：奈良県立橿原考古学研究所 2019年1月

奈良県立橿原考古学研究所紀要考古学論攷　第４２冊 奈良県：奈良県立橿原考古学研究所 2019年3月

奈良県遺跡調査概報２０１７年度（第二分冊） 奈良県：奈良県立橿原考古学研究所 2019年3月

奈良県遺跡調査概報２０１８年度（第一分冊） 奈良県：奈良県立橿原考古学研究所 2019年3月

－京奈和自動車道「御所区間」建設に伴う調査報告書　（９）－／奈良県文化財調査報告書　第１７８集　今出
遺跡Ⅱ

奈良県：奈良県立橿原考古学研究所 2019年3月

-大和郡山市伊豆七条町・八条町・横田町,天理市南六条町所在- 第１分冊 本文編/奈良県文化財調査報告
書 第１７９集　京奈和自動車道郡山下ッ道ジャンクション建設に伴う遺跡調査報告書

奈良県：奈良県立橿原考古学研究所 2020年3月

-大和郡山市伊豆七条町・八条町・横田町,天理市南六条町所在- 第２分冊 遺構図面編/奈良県文化財調査
報告書 第１７９集　京奈和自動車道郡山下ッ道ジャンクション建設に伴う遺跡調査報告書

奈良県：奈良県立橿原考古学研究所 2020年3月

-大和郡山市伊豆七条町・八条町・横田町,天理市南六条町所在- 第３分冊 遺物図面編/奈良県文化財調査
報告書 第１７９集　京奈和自動車道郡山下ッ道ジャンクション建設に伴う遺跡調査報告書

奈良県：奈良県立橿原考古学研究所 2020年3月

-大和郡山市伊豆七条町・八条町・横田町,天理市南六条町所在- 第４分冊 遺構写真編/奈良県文化財調査
報告書 第１７９集　京奈和自動車道郡山下ッ道ジャンクション建設に伴う遺跡調査報告書

奈良県：奈良県立橿原考古学研究所 2020年3月

-大和郡山市伊豆七条町・八条町・横田町,天理市南六条町所在- 第５分冊 遺物写真編/奈良県文化財調査
報告書 第１７９集　京奈和自動車道郡山下ッ道ジャンクション建設に伴う遺跡調査報告書

奈良県：奈良県立橿原考古学研究所 2020年3月

－高取バイパス建設に伴う発掘調査報告書　６－／奈良県文化財調査報告書　第１８０集　常喜院山古墳 奈良県：奈良県立橿原考古学研究所 2019年3月

－京奈和自動車道「大和区間」建設に伴う発掘調査報告　ⅩⅣ－／奈良県文化財調査報告書　第１８１集
下永東方遺跡Ⅲ（第３次調査）

奈良県：奈良県立橿原考古学研究所 2019年3月

奈良県文化財調査報告書　第１８２集　飛鳥宮跡出土木簡 奈良県：奈良県立橿原考古学研究所 2019年3月

－前方部埋葬施設の調査－／奈良県文化財調査報告書　第１８３集　島の山古墳 奈良県：奈良県立橿原考古学研究所 2019年3月

奈良市埋蔵文化財調査年報　平成２７（２０１５）年度 奈良県：奈良市教育委員会 2018年3月

奈良市埋蔵文化財調査年報　平成２８（２０１６）年度 奈良県：奈良市教育委員会 2019年3月

飛鳥資料館図録　第７１冊　骨ものがたり－環境考古学研究室のお仕事 奈良県：奈良文化財研究所飛鳥資料館、埋蔵文化財センター環境考古学研究室 2019年4月

斑鳩町文化財調査報告　第１７集　史跡中宮寺跡保存整備事業報告書 奈良県：斑鳩町、斑鳩町教育委員会 2019年3月

法隆寺ゆかりの都市文化交流協定締結１周年記念「法隆寺食封で結ばれた文化交流展－法隆寺がつなぐ各
地域の古代の様相－」

奈良県：斑鳩町、斑鳩町教育委員会斑鳩文化財活用センター 2018年7月

国指定史跡中宮寺跡 奈良県：斑鳩町教育委員会生涯学習課斑鳩文化財センター 2018年5月

斑鳩文化財センター年報　第８号（平成２９年度） 奈良県：斑鳩町教育委員会斑鳩町文化財活用センター 2019年3月

史跡藤ノ木古墳開棺調査３０周年記念　平成３０年度秋季特別展　史跡藤ノ木古墳と大和の家形石棺 奈良県：斑鳩町教育委員会斑鳩文化財センター 2018年10月

特別史跡キトラ古墳環境整備事業報告書 奈良県：文化庁、独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 2019年3月

●和歌山県●

公益財団法人和歌山県文化財センター設立３０周年記念誌　１９８７－２０１７ 和歌山県：（公財）和歌山県文化財センター 2018年3月

－和歌山橋本線道路改良工事に伴う発掘調査報告書－　吉礼Ⅲ遺跡 和歌山県：（公財）和歌山県文化財センター 2018年9月

桛田荘で見つかった石積み堤防／和歌山県の文化財　５　かつらぎ町　窪・萩原遺跡 和歌山県：（公財）和歌山県文化財センター 2019年3月

－一般国道４２号（湯浅御坊道路）４車線化事業に伴う発掘調査報告書－　藤並地区遺跡 和歌山県：（公財）和歌山県文化財センター 2019年3月

－都市計画道路西脇山口線道路建設事業に伴う発掘調査報告書－　東城跡、川辺遺跡 和歌山県：（公財）和歌山県文化財センター 2019年3月

公益財団法人和歌山県文化財センター年報　２０１８　埋蔵文化財発掘調査と文化財建造物保存修理の記録 和歌山県：（公財）和歌山県文化財センター 2019年5月

地宝のひびき－和歌山県内文化財調査報告会－報告資料集 和歌山県：（公財）和歌山県文化財センター 2019年7月

歩いて知るきのくに歴史探訪～和歌山城とその周辺の文化財を巡る～古絵図で歩く和歌山城周辺の文化財
マップ

和歌山県：（公財）和歌山県文化財センター 2019年10月

和歌山市埋蔵文化財発掘調査年報　－平成２８年度（２０１６年度）－ 和歌山県：（公財）和歌山市文化スポーツ振興財団 2019年3月

和歌山市文化スポーツ振興財団発掘調査報告書　第１１集　鷺ノ森遺跡第８・１１・１３・１５次発掘調査報告書
第１分冊　本文編

和歌山県：（公財）和歌山市文化スポーツ振興財団 2019年3月

和歌山市文化スポーツ振興財団発掘調査報告書　第１１集　鷺ノ森遺跡第８・１１・１３・１５次発掘調査報告書
第２分冊　遺物実測図編

和歌山県：（公財）和歌山市文化スポーツ振興財団 2019年3月

和歌山市文化スポーツ振興財団発掘調査報告書　第１１集　鷺ノ森遺跡第８・１１・１３・１５次発掘調査報告書
第３分冊　図版編

和歌山県：（公財）和歌山市文化スポーツ振興財団 2019年3月

和歌山市文化スポーツ振興財団発掘調査報告書　第１２集　和歌山城跡　第３０次発掘調査報告書 和歌山県：（公財）和歌山市文化スポーツ振興財団 2019年3月

和歌山市文化スポーツ振興財団発掘調査報告書　第１３集　和歌山城跡第３２次発掘調査報告書 和歌山県：（公財）和歌山市文化スポーツ振興財団 2019年3月

和歌山市埋蔵文化財発掘調査年報　－平成２９年度（２０１７年度）－ 和歌山県：（公財）和歌山市文化スポーツ振興財団 2019年11月

－特別養護老人ホーム建設に伴う発掘調査報告書－／紀の川市文化財調査報告書　第１３集　粟島遺跡 和歌山県：紀の川市教育委員会 2019年3月

紀の川市文化財調査報告書　第１４集　紀の川市内遺跡発掘調査概要報告書－平成２９年度－ 和歌山県：紀の川市教育委員会 2019年3月
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シンポジウム　南海道の原風景　発表資料集 和歌山県：（公財）和歌山県文化財センター 2020年2月

－町道南広東１号線道路改良工事に伴う発掘調査報告書－　上中野Ⅱ遺跡発掘調査報告書 和歌山県：広川町教育委員会 2019年3月

特別史跡岩橋千塚古墳群保存活用計画 和歌山県：和歌山県教育委員会 2019年3月

和歌山県埋蔵文化財調査年報　－平成２９年度－ 和歌山県：和歌山県教育委員会 2019年3月

和歌山市埋蔵文化財発掘調査情報２０１８ 和歌山県：和歌山市 2018年5月

和歌山市埋蔵文化財発掘調査情報２０１９ 和歌山県：和歌山市文化振興課 1905年7月

和歌山市内遺跡発掘調査概報－平成２９年度－ 和歌山県：和歌山市 2019年3月

－二の丸西部保存整備事業に伴う発掘調査－　史跡和歌山城第３１～３８次発掘調査報告書 和歌山県：和歌山市和歌山城整備企画課 2019年3月

●鳥取県●

一般財団法人米子市文化財団埋蔵文化財調査室年報　６　平成３０年度 鳥取県：（一財）米子市文化財団 2019年3月

一般財団法人米子市文化財団埋蔵文化財発掘調査報告書　１５　鳥取県米子市　尾高城跡Ⅲ－山下地区
の調査－

鳥取県：（一財）米子市文化財団 2019年3月

一般財団法人米子市文化財団埋蔵文化財発掘調査報告書　１６　鳥取県米子市　石井要害跡Ⅰ 鳥取県：（一財）米子市文化財団 2019年3月

一般財団法人米子市文化財団埋蔵文化財発掘調査報告書　１７　鳥取県米子市　石井要害跡Ⅱ 鳥取県：（一財）米子市文化財団 2019年3月

米子市埋蔵文化財センター資料整理報告　第３集　米子平野の考古学資料　別所１号墳・２号墳－二つの横
穴式石室をもつ古墳－

鳥取県：（一財）米子市文化財団 2019年3月

－地域水道整備事業（広西配水池整備）及びこれに伴う管理庸道路整備事業に係る埋蔵文化財発掘調査報
告書－　広西大谷遺跡

鳥取県：（公財）鳥取市文化財団 2018年12月

琴浦町埋蔵文化財調査報告書　第２０集　鳥取県東伯郡琴浦町　特別史跡斎尾廃寺跡Ⅰ－範囲確認調査
報告書－

鳥取県：琴浦町教育委員会 2019年3月

妻木晩田遺跡発掘調査研究年報　２０１８ 鳥取県：鳥取県教育委員会 2019年3月

　鳥取県文化財報告書　第２３集　県指定文化財（平成３０年４月まで指定分） 鳥取県：鳥取県教育委員会 2019年3月

青谷上寺地遺跡発掘調査研究年報　２０１７ 鳥取県：鳥取県埋蔵文化財センター 2019年3月

青谷上寺地遺跡発掘調査研究年報　２０１８ 鳥取県：鳥取県地域づくり推進部文化財局 2020年1月

鳥取県埋蔵文化財センター調査研究紀要　１０ 鳥取県：鳥取県埋蔵文化財センター 2019年3月

一般国道９号（鳥取西道路）の改築に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　ⅩⅩⅩⅧ／鳥取県埋蔵文化財セン
ター調査報告書　６８　鳥取県鳥取市鹿野町　乙亥正屋敷廻遺跡　第１分冊（１区）

鳥取県：鳥取県埋蔵文化財センター 2019年3月

一般国道９号（鳥取西道路）の改築に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　ⅩⅩⅩⅧ／鳥取県埋蔵文化財セン
ター調査報告書　６８　鳥取県鳥取市鹿野町　乙亥正屋敷廻遺跡　第２分冊（２・３区）

鳥取県：鳥取県埋蔵文化財センター 2019年3月

一般国道９号（鳥取西道路）の改築に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　ⅩⅩⅩⅧ／鳥取県埋蔵文化財セン
ター調査報告書　６８　鳥取県鳥取市鹿野町　乙亥正屋敷廻遺跡　第３分冊（２・３区）

鳥取県：鳥取県埋蔵文化財センター 2019年3月

一般国道９号（鳥取西道路）の改築に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　ⅩⅩⅩⅧ／鳥取県埋蔵文化財セン
ター調査報告書　６８　鳥取県鳥取市鹿野町　乙亥正屋敷廻遺跡　第４分冊（自然科学分析、データ一覧、総
括）

鳥取県：鳥取県埋蔵文化財センター 2019年3月

一般国道９号（鳥取西道路）の改築に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　ⅩⅩⅩⅧ／鳥取県埋蔵文化財セン
ター調査報告書　６８　鳥取県鳥取市鹿野町　乙亥正屋敷廻遺跡　第５分冊（２・３区）（写真図版）

鳥取県：鳥取県埋蔵文化財センター 2019年3月

鳥取県立むきばんだ史跡公園年報　２０１６（平成２８年度） 鳥取県：鳥取県立むきばんだ史跡公園 2018年8月

鳥取県立むきばんだ史跡公園年報　２０１７（平成２９年度） 鳥取県：鳥取県立むきばんだ史跡公園 2019年3月

妻木晩田遺跡国史跡指定２０周年記念／倭人のつながり　とっとり弥生の王国・２０２０　Ｓｐｒｉｎｇ 鳥取県：鳥取県立むきばんだ史跡公園 2020年3月

米子市内遺跡発掘調査報告書 鳥取県：米子市教育委員会 2018年6月

米子市埋蔵文化財センター・米子市福市考古資料館年報　第８号（平成３０年度版） 鳥取県：米子市埋蔵文化財センター指定管理者（一財）米子市文化財団 2019年3月

●島根県●

埋蔵文化財課年報　＜２２＞　平成２９年度 島根県：（公財）松江市スポーツ・文化振興財団 2019年3月

－弥生時代集落の調査－／一般国道９号（出雲湖陵道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　５
常楽寺柿木田古墳群

島根県：国土交通省松江国道事務所、島根県教育委員会 2019年3月

一般国道９号（三隅益田道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　２　蔵廻り遺跡　榎坂窯跡 島根県：国土交通省中国地方整備局浜田河川国道事務所、島根県教育委員会 2019年9月

一般国道９号（三隅益田道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　３　嶧口遺跡　上古市遺跡 島根県：国土交通省中国地方整備局浜田河川国道事務所、島根県教育委員会 2020年2月

一般国道９号（大田静間道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　４　尾ノ上遺跡　桜田遺跡 島根県：国土交通省松江国道事務所、島根県教育委員会 2019年12月

商業用店舗新築工事に伴う発掘調査報告書／出雲市の文化財報告　３８　白枝荒神遺跡 島根県：出雲市教育委員会 2018年12月

一般国道９号（出水湖陵道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／出雲市の文化財報告　３９　京
田遺跡４区

島根県：出雲市教育委員会 2019年3月

出雲都市計画道路事業［医大前新町線（４工区）］に伴う埋蔵文化財調査報告書／出雲市の文化財報告　４０
高西遺跡Ⅱ

島根県：出雲市教育委員会 2019年3月

出雲大社境内遺跡　３／出雲市の文化財報告　４１　平成３０年度　出雲市文化財調査報告書 島根県：出雲市教育委員会 2019年3月

出雲弥生の森博物館研究紀要　第７集 島根県：出雲弥生の森博物館 2019年3月

松江市埋蔵文化財年報　平成２９年度（２０１７年度）　松江市埋蔵文化財調査概要報告書 島根県：松江市教育委員会 2019年3月

松江市文化財調査報告書　第１８６集　史跡松江城石垣総合調査報告書 島根県：松江市歴史まちづくり部まちづくり文化財課埋蔵文化財調査室 2018年3月

島根県古代文化センター研究論集　第１８集　石見の中世領主の盛衰と東アジア海域世界 島根県：島根県教育委員会 2018年3月

島根県古代文化センター研究論集　第１９集　隠岐産黒曜石の獲得と利用の研究 島根県：島根県教育委員会 2018年3月

島根県古代文化センター研究論集　第２０集　隠岐の祭礼と芸能に関する研究 島根県：島根県古代文化センター 2018年8月

島根県古代文化センター研究論集　第２１集　古墳時代の玉類の研究 島根県：島根県古代文化センター 2019年2月

島根県古代文化センター研究論集　第２２集　国家形成期の首長権と地域社会構造 島根県：島根県教育委員会 2019年3月

一般国道９号（大田静間道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　２　平ノ前遺跡 島根県：島根県教育委員会 2019年3月

一般国道９号（出雲湖陵道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　６　京田遺跡２区　中上Ⅱ遺跡 島根県：島根県教育委員会 2020年3月

風土記の丘地内遺跡発掘調査報告書　２５　史跡出雲国府跡－１０－ 島根県：島根県教育委員会 2019年3月

国道４３２号大庭バイパス建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　２　川原宮Ⅲ遺跡 島根県：島根県教育委員会 2019年9月

島根県の埋蔵文化財情報誌　ドキ土器まいぶん　ｎｏ．６４ 島根県：島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 2019年3月

島根県の埋蔵文化財情報誌　ドキ土器まいぶん　ｎｏ．６５ 島根県：島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 2019年7月

島根県の埋蔵文化財情報誌　ドキ土器まいぶん　ｎｏ．６６ 島根県：島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 2020年3月

太田市・鳥井丘陵周辺の遺跡群／シリーズしまねの遺跡発掘調査パンフレット　９　御堂谷遺跡 島根県：島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 2019年9月

古代文化研究　第２６号 島根県：島根県古代文化センター 2018年3月

古代文化研究　第２７号 島根県：島根県古代文化センター 2019年3月

Ｌ．Ｃ．Ｃ．ういんぐ移設事業に伴う発掘調査報告書／松江市文化財調査報告書　第１９２集　堤ノ上遺跡 島根県：島根県松江市、（公財）松江市スポーツ・文化振興財団 2019年9月

一般県道八重垣神社竹矢線大庭工区社会資本整備総合交付金事業に伴う埋蔵文化財調査報告書／松江
市文化財調査報告書　第１９０集　大庭北原遺跡・東淵寺古墳・大庭植松遺跡

島根県：島根県松江市教育委員会、（公財）松江市スポーツ・文化振興財団 2018年11月

－昆布山谷地区－　石見銀山　Ｉｗａｍｉ－Ｇｉｎｚａｎ　Ｓｉｌｖｅｒ　Ｍｉｎｅ　Ｓｉｔｅ　石見銀山遺跡発掘調査報告書Ⅳ 島根県：島根県大田市教育委員会 2019年3月

平成３０年度　浜田市内遺跡発掘調査報告書 島根県：島根県浜田市教育委員会 2019年3月

－玉は語る出雲の煌めき－　島根県立古代出雲歴史博物館企画展　古墳文化の珠玉 島根県：島根県立古代出雲歴史博物館 2019年4月

れきはくＮＥＷＳ　ｖｏｌ．４７ 島根県：島根県立古代出雲歴史博物館 2019年6月

●岡山県●

井原市文化財センター「古代まほろば館」年報　９　平成２８年度 岡山県：井原市文化財センター「古代まほろば館」 2019年2月

岡山県埋蔵文化財報告４９ 岡山県：岡山県教育委員会 2019年12月

警察本部庁舎車庫整備事業に伴う発掘調査／岡山県埋蔵文化財発掘調査報告　２４７　岡山城二の丸跡 岡山県：岡山県教育委員会 2019年3月

県道南浦金光線道路改築に伴う発掘調査／岡山県埋蔵文化財発掘調査報告　２４８　新池尻遺跡 岡山県：岡山県教育委員会 2019年3月
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一般国道１８０号（総社・一宮バイパス）改築工事に伴う発掘調査　３（第１分冊）／岡山県埋蔵文化財発掘調
査報告　２４９　神明遺跡　刑部遺跡

岡山県：岡山県教育委員会 2019年3月

一般国道１８０号（総社・一宮バイパス）改築工事に伴う発掘調査　３（第２分冊）／岡山県埋蔵文化財発掘調
査報告　２４９　神明遺跡　刑部遺跡

岡山県：岡山県教育委員会 2019年3月

一般国道１８０号（総社・一宮バイパス）改築工事に伴う発掘調査　３（第３分冊）／岡山県埋蔵文化財発掘調
査報告　２４９　神明遺跡　刑部遺跡

岡山県：岡山県教育委員会 2019年3月

県道馬屋瀬戸線道路改築に伴う発掘調査／岡山県埋蔵文化財発掘調査報告　２５０　朱千駄古墳 岡山県：岡山県教育委員会 2019年12月

県立邑久高等学校格技場・合併処理槽建設に伴う発掘調査／岡山県埋蔵文化財発掘調査報告　２５１　馬
場崎遺跡

岡山県：岡山県教育委員会 2020年3月

県道岡山吉井線改良工事に伴う発掘調査／岡山県埋蔵文化財発掘調査報告　２５２　池新田遺跡・新屋敷
遺跡

岡山県：岡山県教育委員会 2020年3月

岡山県中世城館跡総合調査報告書　第１冊　－備前編－ 岡山県：岡山県教育委員会 2020年2月

岡山県中世城館跡総合調査報告書　第２冊　－備中編－ 岡山県：岡山県教育委員会 2020年2月

岡山県中世城館跡総合調査報告書　第３冊　－美作編－ 岡山県：岡山県教育委員会 2020年2月

遺跡で学ぶ岡山の歴史　岡山の弥生時代１－弥生の村と暮らし－ 岡山県：岡山県古代吉備文化財センター 2019年2月

再発見！ふるさとの山城　岡山県中世城館跡総合調査　攻略！おかやまの中世城館　第五巻（備中国南部
編）

岡山県：岡山県古代吉備文化財センター 2019年3月

岡山県古代吉備文化財センター所報吉備　第６６号 岡山県：岡山県古代吉備文化財センター 2019年3月

岡山県古代吉備文化財センター所報吉備　第６７号 岡山県：岡山県古代吉備文化財センター 2019年9月

－第Ⅰ期塔・講堂地区－／赤磐市文化財調査報告　第１３集　史跡備前国分寺跡保存整備事業報告書１ 岡山県：岡山県赤磐市教育委員会 2019年12月

－農村集落基盤再編・整備事業（中山間地域総合整備型）矢掛地区ほ場整備（毎戸地区）に伴う埋蔵文化財
発掘調査－／矢掛町埋蔵文化財発掘調査報告　３　毎戸遺跡発掘調査報告

岡山県：岡山県矢掛町教育委員会 2019年3月

岡山市埋蔵文化財センター研究紀要　第１１号 岡山県：岡山市教育委員会 2019年3月

岡山市埋蔵文化財センター年報　１８－２０１７（平成２９）年度－ 岡山県：岡山市教育委員会 2019年3月

津高団地遺跡群－弥生時代編－ 岡山県：岡山市教育委員会 2019年3月

－範囲確認発掘調査報告－　金蔵山古墳 岡山県：岡山市教育委員会 2019年3月

最新測量図でみる両宮山古墳 岡山県：赤磐市教育委員会 2019年3月

日本遺産　赤磐市 岡山県：赤磐市教育委員会 2019年12月

年報津山弥生の里　第２６号（平成２９年度） 岡山県：津山市教育委員会生涯学習部文化課津山弥生の里文化財センター 2019年3月

津山市埋蔵文化財発掘調査報告　第８９集　津山市内遺跡調査報告書　平成２５～２９年度 岡山県：津山市教育委員会文化財課津山弥生の里文化財センター 2019年3月

保存整備事業報告書　Ⅴ／津山市埋蔵文化財発掘調査報告　第９０集　史跡津山城跡 岡山県：津山市教育委員会生涯学習部文化課津山弥生の里文化財センター 2019年3月

津山城だより　Ｎｏ．２３ 岡山県：津山市教育委員会文化課 2019年3月

●広島県●

－寺家１期宅地造成計画に伴う発掘調査－　福原遺跡発掘調査報告書 広島県：（株）イビソク 2019年9月

－住宅団地造成に係る発掘調査－　西条土与丸二丁目１号遺跡発掘調査報告書２ 広島県：（株）イビソク 2019年9月

東広島市西条土与丸二丁目計画に伴う発掘調査報告書　西条土与丸二丁目１号遺跡 広島県：（株）島田組 2019年5月

年報　１６　平成３０年度 広島県：（公財）広島県教育事業団 2019年10月

公益財団法人広島県教育事業団埋蔵文化財調査室活動報告　第９集　平成３０年度　ひろしまの遺跡を語る
ひろしまの遺跡２０１８－報告と講演－記録集

広島県：（公財）広島県教育事業団 2019年12月

（公財）広島県教育事業団事務局埋蔵文化財調査室報ひろしまの遺跡　第１２２号 広島県：（公財）広島県教育事業団 2020年1月

一般国道２号改築事業（安芸バイパス）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告／公益財団法人広島県教育事業団
発掘調査報告書　第８５集　野原山城跡

広島県：（公財）広島県教育事業団 2020年3月

災害関連緊急砂防事業（下大内原地区）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／公益財団法人広島県教育事
業団発掘調査報告書　第８６集　小野寺廃寺跡

広島県：（公財）広島県教育事業団 2020年3月

ふくやま草戸千軒ミュージアム（広島県立歴史博物館）ニュース　第１１８号 広島県：ふくやま草戸千軒ミュージアム（広島県立歴史博物館） 2019年3月

ふくやま草戸千軒ミュージアム（広島県立歴史博物館）ニュース　第１１９号 広島県：ふくやま草戸千軒ミュージアム（広島県立歴史博物館） 2019年6月

ふくやま草戸千軒ミュージアム（広島県立歴史博物館）ニュース　第１２０号 広島県：ふくやま草戸千軒ミュージアム（広島県立歴史博物館） 2019年8月

ふくやま草戸千軒ミュージアム（広島県立歴史博物館）ニュース　第１２１号 広島県：ふくやま草戸千軒ミュージアム（広島県立歴史博物館） 2019年12月

ふくやま草戸千軒ミュージアム（広島県立歴史博物館）ニュース　第１２２号 広島県：ふくやま草戸千軒ミュージアム（広島県立歴史博物館） 2020年3月

史跡甲立古墳整備基本計画 広島県：安芸高田市教育委員会 2019年3月

－平成３０年度遺構確認調査－　史跡甲立古墳 広島県：安芸高田市教育委員会 2019年3月

平成２９年度広島県内遺跡発掘調査（詳細分布調査）報告書 広島県：広島県教育委員会 2019年3月

広島県立歴史博物館研究紀要　第２１号 広島県：広島県立歴史博物館 2019年3月

令和元年度早春の展示　松山市考古館連携展示・広島県立歴史博物館開館３０周年記念「黄泉への祈り－
横穴式石室とは何か－」

広島県：広島県立歴史博物館（ふくやま草戸千軒ミュージアム） 2020年1月

三次市埋蔵文化財年報　－平成２９年度－ 広島県：三次市教育委員会 2019年2月

広島県三次市文化財調査報告書　第１３集　下原遺跡・門田遺跡発掘調査報告書 広島県：三次市教育委員会 2019年2月

三次市の文化財　４　三次の史跡 広島県：三次市教育委員会 2019年3月

－（仮）寺家住宅団地造成工事に係る発掘調査－／東広島市教育委員会文化財調査報告書　第５８集　友
松５号遺跡発掘調査報告書

広島県：東広島市教育委員会 2018年8月

－（仮）御薗宇住宅団地造成工事に係る発掘調査－／東広島市教育委員会文化財調査報告書　第５９集
道照遺跡発掘調査報告書

広島県：東広島市教育委員会 2019年3月

－高屋町杵原住宅開発事業に係る発掘調査－／東広島市教育委員会文化財調査報告書　第６０集　杵原６
号遺跡発掘調査報告書

広島県：東広島市教育委員会 2019年3月

－諏訪神社周辺遺跡－　－西中郷遺跡－　－福神１号遺跡－／東広島市教育委員会文化財調査報告書
第６１集　東広島市内遺跡発掘調査報告書２

広島県：東広島市教育委員会 2019年3月

－道の駅整備事業－／東広島市教育委員会文化財調査報告書　第６２集　吹越２号遺跡発掘調査報告書 広島県：東広島市教育委員会 2019年3月

－（株）中央地所寺家分譲地に係る発掘調査－／東広島市教育委員会文化財調査報告書　第６３集　福原
南遺跡発掘調査報告書

広島県：東広島市教育委員会 2019年9月

東広島市出土文化財管理センター報　東ひろしまの遺跡　Ｖｏｌ．７ 広島県：東広島市出土文化財管理センター 2019年7月

－メゾン・ド・クレール新築工事に係る発掘調査－　城仏土居屋敷跡発掘調査報告書３ 広島県：特定非営利活動法人広島文化財センター 2019年8月

－宅地造成工事に係る発掘調査－　前長者遺跡発掘調査報告書２ 広島県：特定非営利活動法人広島文化財センター 2020年2月

－やまだ屋本店改修に伴う発掘調査の記録－　特別史跡及び特別名勝厳島　宮島町屋跡浜之町発掘調査
報告書

広島県：廿日市市教育委員会生涯学習部文化財グループ 2019年3月

平成２４（２０１２）～平成２７（２０１５）年度調査に関する報告／備後国府跡（ツジ遺跡）ほか／府中市埋蔵文化
財調査報告　第２８冊　府中市内遺跡１８

広島県：府中市教育委員会 2017年3月

平成３０（２０１８）年度調査に関する報告／府中市埋蔵文化財調査報告　第２９冊　伝吉田寺跡 広島県：府中市教育委員会 2019年3月

●山口県●

山口県埋蔵文化財センター調査報告　第１０１集　本郷山崎遺跡　本郷遺跡 山口県：（公財）山口県ひとづくり財団山口県埋蔵文化財センター、長門市教育委員
会

2019年3月

山口県埋蔵文化財センター調査報告　第１０２集　迫遺跡　明力遺跡　前岡河内遺跡 山口県：（公財）山口県ひとづくり財団山口県埋蔵文化財センター 2019年3月

山口県埋蔵文化財センター調査報告　第１０３集　銭屋遺跡 山口県：（公財）山口県ひとづくり財団山口県埋蔵文化財センター 2019年3月

山口県埋蔵文化財センター紀要　陶塤　第３２号　－平成３０年度－ 山口県：（公財）山口県ひとづくり財団山口県埋蔵文化財センター 2019年7月

山口県埋蔵文化財センター年報　－平成３０年度普及公開事業等の記録－ 山口県：（公財）山口県ひとづくり財団山口県埋蔵文化財センター 2019年7月
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下関市埋蔵文化財年報　１０－平成２９（２０１７）年度の記録－ 山口県：下関市教育委員会 2019年3月

山口県立山口博物館研究報告　第４５号 山口県：山口県立山口博物館 2019年3月

久米中央土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　４／周南市埋蔵文化財調査報告　第４集　垣
外遺跡発掘調査報告４　垣外遺跡第７次調査

山口県：周南市教育委員会 2019年3月

●徳島県●

徳島県埋蔵文化財センター研究紀要真朱　第１２号　≪公益財団法人徳島県埋蔵文化財センター設立３０周
年記念号≫

徳島県：（公財）徳島県埋蔵文化財センター 2019年3月

徳島県埋蔵文化財センター年報　Ｖｏｌ．２９－平成２９（２０１７）年度－ 徳島県：（公財）徳島県埋蔵文化財センター 2019年2月

徳島県埋蔵文化財センター年報　Ｖｏｌ．３０－平成３０（２０１８）年度－ 徳島県：（公財）徳島県埋蔵文化財センター 2019年12月

平成３０年度国庫補助事業報告書／阿南市埋蔵文化財発掘調査報告書　第１冊　若杉山遺跡発掘調査報
告書

徳島県：阿南市 2019年3月

（阿南市阿瀬比町から第２２番札所平等寺を経て海部郡境までの遍路道）　調査報告書／「四国八十八箇所
霊場と遍路道」調査報告書　１１　阿波遍路道　平等寺道・薬王寺道

徳島県：徳島県、徳島県教育委員会 2019年3月

四国八十八箇所霊場第５番札所／「四国八十八箇所霊場と遍路道」調査報告書　１２　無人山荘厳院地蔵寺 徳島県：徳島県、徳島県教育委員会 2019年3月

徳島県埋蔵文化財調査報告書　第４集　赤色顔料生産遺跡及び関連遺跡の調査　若杉山遺跡　発掘調査
編

徳島県：徳島県教育委員会 2019年3月

拝原最終処分場適正処理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査／美馬市文化財調査報告　第７集　拝東遺跡発
掘調査報告書

徳島県：美馬市教育委員会、美馬環境整備組合 2018年3月

美馬市文化財調査報告　第８集　郡里廃寺跡発掘調査報告書 徳島県：美馬市教育委員会 2018年8月

●香川県●

平成３０年度国庫補助事業報告書／さぬき市文化財調査報告　第２１集　さぬき市内中世石造物分布調査
（長尾東・長尾西・昭和南半・長尾名・前山・多和編）

香川県：さぬき市教育委員会 2019年3月

市指定史跡　青塚古墳確認調査概報 香川県：観音寺市教育委員会 2019年3月

（第６６番札所雲辺寺から第６７番札所大興寺間の遍路道）調査報告書　讃岐遍路道　大興寺道調査報告書 香川県：観音寺市教育委員会 2019年3月

大野原古墳群Ⅱ　岩倉塚古墳確認調査報告書 香川県：観音寺市教育委員会 2019年9月

丸亀市立郡家小学校体育館建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／丸亀市埋蔵文化財発掘調査報告
第２９冊　郡家地頭遺跡

香川県：丸亀市教育委員会 2019年7月

丸亀市立城辰保育所建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／丸亀市埋蔵文化財調査報告　第３０冊　剱
来遺跡

香川県：丸亀市教育委員会 2019年3月

平成３０年度国庫補助事業報告書／飯山町上法軍寺沖地区　柞原西村遺跡　史跡丸亀城跡（安全柵設置に
伴う確認調査）　史跡丸亀城跡（みその橋便所改築に伴う確認調査）／丸亀市埋蔵文化財発掘調査報告　第
３１冊　丸亀市内遺跡発掘調査報告書　第１７集

香川県：丸亀市教育委員会 2019年3月

香川県「四国八十八箇所霊場と遍路道」調査報告書　１４　四国八十八ヶ所霊場第六十八・六十九番札所神
恵院・観音寺調査報告書（第１分冊）

香川県：香川県、香川県教育委員会 2019年3月

香川県「四国八十八箇所霊場と遍路道」調査報告書　１５　四国八十八ヶ所霊場第八十三番札所一宮寺調査
報告書

香川県：香川県、香川県教育委員会 2019年3月

埋蔵文化財試掘調査報告３０　平成２９年度香川県内遺跡発掘調査 香川県：香川県教育委員会 2018年12月

県道中徳三谷高松線建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　第１冊　上林遺跡 香川県：香川県教育委員会 2019年2月

香川県文化財年報　平成２９年度 香川県：香川県教育委員会 2019年3月

香川県文化財年報　平成３０年度 香川県：香川県教育委員会 2020年2月

讃岐国府跡２－第１分冊－ 香川県：香川県教育委員会 2019年3月

讃岐国府跡２－第２分冊－ 香川県：香川県教育委員会 2019年3月

県道中徳三谷高松線建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　第２冊　三谷中原遺跡 香川県：香川県教育委員会 2019年3月

県立石田高等学校造園実習棟新築等に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　石田高校校庭内遺跡 香川県：香川県教育委員会 2019年3月

国道１１号大内白鳥バイパス改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　第５冊　西村遺跡 香川県：香川県教育委員会 2019年3月

国道４３８号道路改築事業（飯山工区）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　第６冊　岸の上遺跡Ⅰ 香川県：香川県教育委員会 2019年3月

国道１１号大内白鳥バイパス改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　第６冊　三殿北遺跡 香川県：香川県教育委員会、国土交通省四国地方整備局 2020年3月

香川県埋蔵文化財センター年報　平成２９年度 香川県：香川県埋蔵文化財センター 2018年12月

ＮＥＷＳ　香川県立ミュージアムニュース　Ｖｏｌ．４４　春 香川県：香川県立ミュージアム 2019年3月

－平成３０年度国庫補助事業－／高松市埋蔵文化財調査報告　第１９８集　高松市内遺跡発掘調査概報 香川県：高松市教育委員会 2019年3月

高松市立林小学校校舎建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／高松市埋蔵文化財調査報告　第１９９
集　林宗高遺跡（第４次調査）

香川県：高松市教育委員会 2019年3月

－史跡天然記念物屋島基礎調査事業調査報告書－　Ⅲ－／高松市埋蔵文化財調査報告　第２００集　史跡
天然記念物屋島

香川県：高松市教育委員会 2019年3月

栗林小学校校舎等建設事業等に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／高松市埋蔵文化財調査報告　第２０１集
栗林田中遺跡－第１分冊－

香川県：高松市教育委員会 2019年3月

栗林小学校校舎等建設事業等に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／高松市埋蔵文化財調査報告　第２０１集
栗林田中遺跡－第２分冊－

香川県：高松市教育委員会 2019年3月

-保存整備事業に伴う発掘調査報告書- 遺物編１/高松市埋蔵文化財調査報告 第２０２集　特別史跡讃岐国
分寺跡Ⅰ

香川県：高松市教育委員会 2019年3月

林町集合住宅新築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／高松市埋蔵文化財調査報告　第２０４集　宮
西・一角遺跡（第８次調査）

香川県：瀬賀一哉、高松市教育委員会 2019年8月

東山崎町集合住宅新築工事に伴う埋蔵文化財調査報告書／高松市埋蔵文化財調査報告　第２０５集　東山
崎・水田遺跡

香川県：三谷正美、高松市教育委員会 2019年12月

●愛媛県●

公益財団法人愛媛県埋蔵文化財センターのあゆみ 愛媛県：（公財）愛媛県埋蔵文化財センター 1905年7月

平成３０年度今治市・今治市教育委員会・公益財団法人愛媛県埋蔵文化財センター合同シンポジウム　伊予
国府発見へ向けて－サクセスケースに学び、プロセスを模索する－

愛媛県：（公財）愛媛県埋蔵文化財センター 2019年5月

（公財）愛媛県埋蔵文化財センター研究紀要　紀要愛媛　第１５号 愛媛県：（公財）愛媛県埋蔵文化財センター 2019年5月

愛比売　２０１８（平成３０）年度年報 愛媛県：（公財）愛媛県埋蔵文化財センター 2019年5月

・国史跡伊予遍路道観自在寺道・平成２９年度町内遺跡試掘確認調査／愛南町文化財調査報告書　第１輯
愛南町内遺跡１

愛媛県：愛南町教育委員会 2020年2月

－四国縦貫自動車道における（仮称）中山スマートインターチェンジの建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査
報告書－／伊予市埋蔵文化財調査報告書　第１４集　高見Ⅱ遺跡・東峰遺跡第４地点２次

愛媛県：愛媛県伊予市教育委員会 2019年3月

四国八十八箇所霊場詳細調査報告書　３　四国八十八箇所霊場詳細調査報告書第４３番札所　明石寺 愛媛県：愛媛県教育委員会 2019年3月

宇和島市埋蔵文化財報告　第１６集　宇和島市内遺跡調査報告書Ⅸ　平成２７年度宇和島市内遺跡発掘調
査等事業報告書

愛媛県：宇和島市教育委員会 2019年3月

史跡宇和島城保存活用計画書 愛媛県：宇和島市教育委員会文化・スポーツ課 2019年3月

史跡上黒岩岩陰遺跡保存活用計画書 愛媛県：久万高原町教育委員会 2019年9月

●高知県●

高知県埋蔵文化財センター年報　第２７号　２０１７年度 高知県：（公財）高知県文化財団埋蔵文化財センター 2018年11月

高知県埋蔵文化財センター年報　第２８号　２０１８年度 高知県：（公財）高知県文化財団埋蔵文化財センター 2019年9月
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梅ノ段北側石垣復旧工事調査概要報告書　史跡高知城跡 高知県：（公財）高知県文化財団埋蔵文化財センター 2019年3月

高知県保健衛生総合庁舎建設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１５
２集　高知城跡北曲輪

高知県：高知県、（公財）高知県文化財団埋蔵文化財センター 2019年3月

文化財こうち　第５号 高知県：高知県教育委員会文化財課 2019年3月

店舗建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／高知市文化財調査報告書　第４３集　泰泉寺廃寺跡（第７次
調査）

高知県：高知市教育委員会 2018年9月

店舗建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／高知市文化財調査報告書　第４４集　柳田遺跡 高知県：高知市教育委員会 2019年3月

本坊建て替え工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／高知市文化財調査報告書　第４５集　竹林寺 高知県：高知市教育委員会 2019年3月

●福岡県●

研究紀要　－第３３号－ 福岡県：（公財）北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室 2019年3月

埋蔵文化財調査室年報　３５（平成２９年度） 福岡県：（公財）北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室 2019年3月

－（仮称）平和資料館建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告－／北九州市埋蔵文化財調査報告書　第５
８６集　小倉城御用屋敷跡

福岡県：（公財）北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室 2019年3月

－茶屋の原商業施設建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告－／北九州市埋蔵文化財調査報告書　第５
８７集　原遺跡第３地点

福岡県：（公財）北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室 2019年3月

－共同住宅新築（八幡西区舟町）に伴う埋蔵文化財調査報告－／北九州市埋蔵文化財調査報告書　第５８８
集　黒崎城跡２８区

福岡県：（公財）北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室 2019年3月

－納骨堂建築（小倉南区大字長野）に伴う埋蔵文化財調査報告－／北九州市埋蔵文化財調査報告書　第５
８９集　上長野石棺群

福岡県：（公財）北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室 2019年3月

－共同住宅の建設（小倉南区中貫）に伴う埋蔵文化財調査報告－／北九州市埋蔵文化財調査報告書　第５
９０集　貫・井手ヶ本遺跡第４次調査

福岡県：（公財）北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室 2019年3月

－共同住宅の建設（中貫一丁目）に伴う埋蔵文化財調査報告－／北九州市埋蔵文化財調査報告書　第５９１
集　貫・井手ヶ本遺跡第５次調査

福岡県：（公財）北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室 2019年3月

－ウイングス鋳物師ビル建設（小倉北区鋳物師町）に伴う埋蔵文化財調査報告－／北九州市埋蔵文化財調
査報告書　第５９２集　鋳物師町遺跡第２地点

福岡県：（公財）北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室 2019年3月

－店舗建設（魚町二丁目）に伴う埋蔵文化財調査報告－／北九州市埋蔵文化財調査報告書　第５９３集　魚
町遺跡第２地点

福岡県：（公財）北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室 2019年3月

「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群　世界遺産登録記念誌 福岡県：「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群保存活用協議会 2019年3月

沖ノ島研究　第五号 福岡県：「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群保存活用協議会、福岡県人づくり・県
民生活部文化振興課世界遺産室

2019年3月

耳納山麓農業水利事業に伴う発掘調査／うきは市文化財調査報告書　第２７集　うきは市内遺跡群Ⅲ（雷遺
跡・柳瀬遺跡）

福岡県：うきは市教育委員会 2019年3月

県営畑地帯総合整備事業に伴う事前の発掘調査／うきは市文化財調査報告書　第２８集　芝尾山古墳 福岡県：うきは市教育委員会 2019年3月

鞍手町文化財調査報告書　第１６集　国指定史跡古月横穴保存整備事業 福岡県：鞍手町教育委員会 2019年3月

宇美町文化財調査報告書　第２１集　天園遺跡 福岡県：宇美町教育委員会 2019年8月

平成９・１０年度の範囲内容確認調査／嘉麻市文化財調査報告書　第４集　沖出古墳Ⅱ 福岡県：嘉麻市教育委員会 2017年3月

椎木・馬見遺跡群（縄文／弥生時代編）／嘉麻の遺跡ブックレット　Ｖｏｌ．２　巨大集落の誕生 福岡県：嘉麻市教育委員会 2019年3月

嘉麻市文化財年報　１２　平成２９年度事業の報告 福岡県：嘉麻市教育委員会 2019年3月

吉富町文化財調査報告書　第六集　八幡古表神社の乾衣祭 福岡県：吉富町教育委員会 2019年3月

安武校区の文化財マップ 福岡県：久留米市 2019年3月

久留米市文化財保護課年報　Ｖｏｌ．１４　平成２９年度版 福岡県：久留米市 2019年3月

筑後国府跡正式報告書　（１）／久留米市文化財調査報告書　第３８３集　国指定史跡筑後国府跡－Ⅰ期政
庁地区　写真図版編－

福岡県：久留米市教育委員会 2017年3月

筑後国府跡正式報告書　（１）／久留米市文化財調査報告書　第３８３集　国指定史跡筑後国府跡－Ⅰ期政
庁地区－　正誤表

福岡県：久留米市教育委員会 2017年3月

筑後国府跡正式報告書　（１）／久留米市文化財調査報告書　第３８３集　国指定史跡筑後国府跡－Ⅰ期政
庁地区　本文編－

福岡県：久留米市教育委員会 2017年3月

久留米市文化財調査報告書　第４０１集　玉満松木ソノ遺跡－第２・３・４次発掘調査報告－ 福岡県：久留米市教育委員会 2018年9月

久留米市文化財調査報告書　第４０２集　天神免遺跡－第１・２・３次発掘調査報告－ 福岡県：久留米市教育委員会 2018年9月

久留米市文化財調査報告書　第４０３集　白川遺跡（久留米俘虜収容所跡）－第１１～１７次発掘調査報告－ 福岡県：久留米市教育委員会 2018年12月

久留米市文化財調査報告書　第４０４集　東野亭焼窯跡 福岡県：久留米市教育委員会 2019年1月

市ノ上北屋敷遺跡（第６次調査）　汐入遺跡（第４次調査）　筑後国府跡（第２９０～２９２次調査）／久留米市文
化財調査報告書　第４０５集　平成３０年度　久留米市内遺跡群

福岡県：久留米市教育委員会 2019年3月

久留米市文化財調査報告書　第４０６集　高三潴遺跡－第６～８次発掘調査報告－ 福岡県：久留米市教育委員会 2019年3月

久留米市文化財調査報告書　第４０７集　久留米城下町遺跡－第２７次発掘調査報告－ 福岡県：久留米市教育委員会 2019年3月

久留米市文化財調査報告書　第４０８集　久留米城下町遺跡－第２８次発掘調査報告－ 福岡県：久留米市教育委員会 2019年3月

久留米市文化財調査報告書　第４０９集　久留米城下町遺跡－第２９次発掘調査報告－ 福岡県：久留米市教育委員会 2019年3月

久留米市文化財調査報告書　第４１０集　大木下遺跡－第１次発掘調査報告－ 福岡県：久留米市教育委員会 2019年3月

久留米市文化財調査報告書　第４１１集　白川遺跡（久留米俘虜収容所跡）－第１８次発掘調査報告－ 福岡県：久留米市教育委員会 2019年3月

山下遺跡（第１・２次）　古町遺跡（第１次）／久留米市文化財調査報告書　第４１２集　久留米市埋蔵文化財
調査集報ⅩⅨ

福岡県：久留米市教育委員会 2019年3月

筑後国府跡ガイド・散策マップ 福岡県：久留米市役所市民文化部文化財保護課 不明

大宰府史跡ガイドブック　３　特別史跡　大宰府跡 福岡県：九州歴史資料館 2018年11月

九州歴史資料館　研究論集　４４ 福岡県：九州歴史資料館 2019年3月

古代・中世における金属溶解技術の解明に関する研究－復元鋳造実験および展覧会の記録－ 福岡県：九州歴史資料館 2019年3月

大宰府史跡発掘調査報告書Ⅹ　平成２８・２９年度 福岡県：九州歴史資料館 2019年3月

久留米・うきは工業用地造成事業関係埋蔵文化財調査報告／福岡県久留米市田主丸町所在遺跡の調査
鷹取ヒゲジロ遺跡

福岡県：九州歴史資料館 2019年3月

福岡県柳川市保加町所在遺跡調査の報告／沖端川激甚災害対策特別緊急事業関係調査報告　２／福岡
県文化財調査報告書　第２７０集　保加町遺跡

福岡県：九州歴史資料館 2019年3月

福岡県那珂川市大字仲所在遺跡の調査／福岡県文化財調査報告書　第２７１集　宮ノ前遺跡 福岡県：九州歴史資料館 2019年3月

九歴だより　臨時号 福岡県：九州歴史資料館 2019年4月

九歴だより　第４９号 福岡県：九州歴史資料館 2019年4月

九歴だより　第５０号 福岡県：九州歴史資料館 2019年10月

国史跡船原古墳保存活用計画 福岡県：古賀市 2018年3月

国史跡船原古墳保存活用計画　概要版 福岡県：古賀市 2018年3月

県営ほ場整備事業（入覚地区）関係埋蔵文化財発掘調査報告　６／行橋市文化財調査報告書　第６３集　入
覚上畔遺跡　入覚コウチ遺跡　入覚秋光遺跡　見立遺跡

福岡県：行橋市教育委員会 2019年3月

稲童工業団地関係埋蔵文化財発掘調査報告　４／行橋市文化財調査報告書　第６４集　渡築紫遺跡Ｂ区 福岡県：行橋市教育委員会 2019年3月

行橋市文化財調査報告書　第６５集　延永ヤヨミ園遺跡 福岡県：行橋市教育委員会 2019年3月

新修宗像市史　うみ・やま・かわ－地理・自然－ 福岡県：宗像市 2019年3月

－福岡県小郡市小郡・寺福童所在遺跡の調査報告－／小郡市文化財調査報告　第３１４集　小郡南原遺跡
小郡堂の前遺跡３

福岡県：小郡市教育委員会 2018年3月

－福岡県小郡市福童所在遺跡の調査報告－／小郡市埋蔵文化財調査報告書　第３１５集　福童町遺跡１４ 福岡県：小郡市教育委員会 2018年3月
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大保西小路遺跡８、小板井蓮輪遺跡４、三沢南崎遺跡５／福岡県小郡市内所在遺跡の調査／小郡市文化
財調査報告書　第３１６集　埋蔵文化財調査報告書１０

福岡県：小郡市教育委員会 2018年3月

小郡市指定有形文化財／－福岡県小郡市松崎所在遺跡の調査報告－／小郡市文化財調査報告書　第３１
７集　旧松崎旅籠油屋２

福岡県：小郡市教育委員会 2018年3月

－福岡県小郡市干潟所在薩摩街道干潟野越堤の調査報告－／小郡市文化財調査報告書　第３１８集　干
潟京ノ坪遺跡

福岡県：小郡市教育委員会 2018年3月

－福岡県小郡市吹上所在遺跡の調査報告－／小郡市文化財調査報告書　第３１９集　吹上村囲遺跡 福岡県：小郡市教育委員会 2018年3月

－福岡県小郡市三沢所在遺跡の調査報告－／小郡市埋蔵文化財調査報告書　第３２０集　三沢権道遺跡３ 福岡県：小郡市教育委員会 2018年3月

－福岡県小郡市上岩田・井上所在遺跡の調査報告－／小郡市文化財調査報告書　第３２１集　上岩田遺跡
１５

福岡県：小郡市教育委員会 2018年3月

－福岡県小郡市寺福童所在遺跡の調査報告－／小郡市文化財調査報告　第３２２集　寺福童開遺跡１ 福岡県：小郡市教育委員会 2019年3月

－福岡県小郡市横隈所在遺跡の調査報告－／小郡市埋蔵文化財調査報告書　第３２３集　横隈上内畑遺
跡８

福岡県：小郡市教育委員会 2019年3月

－福岡県小郡市横隈所在遺跡の調査報告－／小郡市埋蔵文化財調査報告書　第３２４集　横隈狐塚遺跡
８・９

福岡県：小郡市教育委員会 2019年3月

弥生時代甕棺墓地編／－福岡県小郡市津古所在遺跡の調査報告－／小郡市埋蔵文化財調査報告書　第
３２５集　津古牟田遺跡５

福岡県：小郡市教育委員会 2019年3月

－福岡県小郡市津古所在遺跡の確認調査報告－／小郡市埋蔵文化財調査報告書　第３２６集　津古１号墳 福岡県：小郡市教育委員会 2019年3月

－福岡県小郡市寺福童所在遺跡の調査報告－／小郡市文化財調査報告　第３２７集　寺福童開遺跡２ 福岡県：小郡市教育委員会 2019年3月

小郡市文化財調査報告書　第３２８集　小郡市指定有形文化財　平田家住宅改修工事報告書 福岡県：小郡市教育委員会 2019年3月

宗像市史研究　第２号 福岡県：新修宗像市史編集委員会 2019年3月

－川崎町大字川崎所在の埋蔵文化財発掘調査－／川崎町文化財調査報告書　第１９集　城山城跡 福岡県：川崎町教育委員会 2019年3月

－都府楼南・通古賀・般若寺地区の調査－／太宰府市の文化財　第１３４集　大宰府条坊跡４８ 福岡県：太宰府市教育委員会 2018年10月

－太宰府天満宮遺跡第５次調査－　－菅谷遺跡第１次調査－　－大原遺跡第１次調査－／太宰府市の文
化財　第１３５集　太宰府天満宮４

福岡県：太宰府市教育委員会 2019年3月

太宰府市の文化財　第１３６集　原遺跡４－第１２・２２・２３・２４・２７次調査－ 福岡県：太宰府市教育委員会 2019年3月

県道大牟田高田線道路新設工事に伴う岩本下内遺跡Ｂ地点の調査報告／大牟田市文化財調査報告書　第
７１集　岩本下内遺跡

福岡県：大牟田市世界遺産・文化財室 2019年3月

大野城市文化財調査報告書　第１６８集　水城跡３ 福岡県：大野城市教育委員会 2018年3月

－第４次調査－／大野城市文化財調査報告書　第１７０集　畑ヶ坂遺跡１ 福岡県：大野城市教育委員会 2019年3月

－第２・３次調査－／大野城市文化財調査報告書　第１７１集　原田遺跡２ 福岡県：大野城市教育委員会 2019年3月

－Ｅ・Ｇ地点の調査－／大野城市文化財調査報告書　第１７２集　村下遺跡６ 福岡県：大野城市教育委員会 2019年3月

－第１～３次調査－／大野城市文化財調査報告書　第１７３集　宝松遺跡１ 福岡県：大野城市教育委員会 2019年3月

－第２次調査－／大野城市文化財調査報告書　第１７４集　大谷遺跡群１ 福岡県：大野城市教育委員会 2019年2月

－Ⅱ－１次調査－／大野城市文化財調査報告書　第１７５集　横峰遺跡３ 福岡県：大野城市教育委員会 2019年3月

福岡県筑後市大字若菜所在遺跡の調査／若菜大竹遺跡第４次調査　若菜大竹遺跡第５次調査／筑後市文
化財調査報告書　第１１９集　若菜大竹遺跡

福岡県：筑後市教育委員会 2019年3月

福岡県筑後市大字和泉所在遺跡の調査／和泉小山口遺跡第２次調査／筑後市文化財調査報告書　第１２０
集　和泉小山口遺跡　第２次調査

福岡県：筑後市教育委員会 2019年3月

－中間取水堰調査－／中間市文化財調査報告書　第９集　官営八幡製鐵所遠賀川水源地 福岡県：中間市教育委員会 2019年3月

朝倉市文化財年報　（平成２６年度） 福岡県：朝倉市教育委員会 2016年3月

福岡県朝倉市黒川所在中世黒川院関連遺跡群の調査／朝倉市文化財調査報告書　第２８集　黒川院Ⅴ 福岡県：朝倉市教育委員会 2018年3月

福岡県朝倉市秋月野鳥所在遺跡の調査／朝倉市文化財調査報告書　第３０集　秋月城下町遺跡第９次調
査

福岡県：朝倉市教育委員会 2017年3月

福岡県朝倉市中島田所在遺跡の調査／朝倉市文化財調査報告書　第３１集　中島田本村屋敷遺跡 福岡県：朝倉市教育委員会 2017年3月

福岡県立西田川高等学校校舎改築等に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／田川市文化財調査報告書　第１
７集　上本町遺跡－１・３・４次調査－

福岡県：田川市教育委員会 2019年3月

福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋字辻寺所在の官衙遺跡の調査／粕屋町文化財調査報告書　第４４集　内橋
坪見遺跡１次・２次

福岡県：粕屋町教育委員会 2019年3月

福岡県糟屋郡粕屋町原町所在の官衙遺跡の調査／粕屋町文化財調査報告書　第４５集　原町平原遺跡 福岡県：粕屋町教育委員会 2019年3月

福岡県糟屋郡粕屋町戸原東所在遺跡の調査／粕屋町文化財調査報告書　第４６集　戸原伊賀遺跡第１地
点

福岡県：粕屋町教育委員会 2019年3月

福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋所在遺跡の調査／粕屋町文化財調査報告書　第４７集　内橋柚ノ木遺跡 福岡県：粕屋町教育委員会 2019年3月

大宰府史跡発掘調査５０周年記念シンポジウム資料集 福岡県：福岡県教育委員会 2018年11月

福岡県古賀市文化財調査報告書　第７３集　船原古墳Ⅱ 福岡県：福岡県古賀市教育委員会 2019年3月

福岡市埋蔵文化財センター年報　平成２９（２０１７）年度　第３７号 福岡県：福岡市教育委員会 2018年12月

福岡市埋蔵文化財年報　Ｖｏｌ．３２－平成２９（２０１７）年度版－ 福岡県：福岡市教育委員会 2019年3月

－九州大学伊都キャンパス移転事業に伴う発掘調査－　元岡・桑原遺跡群 福岡県：福岡市教育委員会 2019年3月

福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１３５８集　今津Ａ遺跡１－今津Ａ遺跡第１次調査報告－ 福岡県：福岡市教育委員会 2019年3月

福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１３５９集　大橋Ｅ遺跡８－大橋Ｅ遺跡第１３次調査の報告－ 福岡県：福岡市教育委員会 2019年3月

福岡空港整備事業に伴う埋蔵文化財調査報告／福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１３６０集　雀居１２－雀
居遺跡第２０次調査報告－

福岡県：福岡市教育委員会 2019年3月

福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１３６１集　山王遺跡９－山王遺跡第１１次調査報告－ 福岡県：福岡市教育委員会 2019年3月

－第１２次調査報告－／福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１３６２集　山王遺跡１０ 福岡県：福岡市教育委員会 2019年3月

福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１３６３集　住吉神社遺跡３－住吉神社遺跡第４次調査報告－ 福岡県：福岡市教育委員会 2019年3月

福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１３６４集　那珂７９－那珂遺跡群第１７１次調査報告－ 福岡県：福岡市教育委員会 2019年3月

福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１３６５集　中村町遺跡６－中村町遺跡第７次調査報告－ 福岡県：福岡市教育委員会 2019年3月

福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１３６６集　中村町遺跡７－中村町遺跡第８次調査報告－ 福岡県：福岡市教育委員会 2019年3月

福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１３６７集　野方岩名隈２－野方岩名隈遺跡第２次調査報告－ 福岡県：福岡市教育委員会 2019年3月

福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１３６８集　博多１６２－博多遺跡群第２０８次調査報告－ 福岡県：福岡市教育委員会 2019年3月

福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１３６９集　博多１６３　博多遺跡群第２１０次調査報告 福岡県：福岡市教育委員会 2019年3月

福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１３７０集　博多１６４－博多遺跡群第２１４次調査の報告－ 福岡県：福岡市教育委員会 2019年3月

福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１３７１集　博多１６５－博多遺跡群第２１５次調査報告－ 福岡県：福岡市教育委員会 2019年3月

福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１３７２集　箱崎５７－箱崎遺跡第８２次調査報告－ 福岡県：福岡市教育委員会 2019年3月

福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１３７３集　箱崎５８－箱崎遺跡第８４次調査の報告－ 福岡県：福岡市教育委員会 2019年3月

福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１３７４集　比恵８６－比恵遺跡群第１４６次調査報告－ 福岡県：福岡市教育委員会 2019年3月

福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１３７５集　比恵８７　比恵遺跡群第１４８次調査報告 福岡県：福岡市教育委員会 2019年3月

福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１３７６集　麦野Ｃ遺跡９－麦野Ｃ遺跡第１６次調査報告－ 福岡県：福岡市教育委員会 2019年3月

福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１３７７集　姪浜遺跡５－第６次調査報告－ 福岡県：福岡市教育委員会 2019年3月

福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１３７８集　弥永原９　弥永原遺跡第１２次・１３次調査の報告 福岡県：福岡市教育委員会 2019年3月

福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１３７９集　立花寺７－立花寺遺跡第１１次調査の報告－ 福岡県：福岡市教育委員会 2019年3月

九州大学統合移転用地内埋蔵文化財調査報告書／福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１３８０集　元岡・桑
原遺跡群３２－第５２次・第５４次調査の報告－

福岡県：福岡市教育委員会 2019年3月
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九州大学統合移転用地内埋蔵文化財調査報告書／福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１３８１集　元岡・桑
原遺跡群３３－５５次・５６次調査の報告・元岡古墳群Ｇ群６号墳の報告－

福岡県：福岡市教育委員会 2019年3月

福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１３８２集　元寇防塁調査総括報告書 福岡県：福岡市教育委員会 2019年3月

福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１３８３集　史跡鴻臚館跡　鴻臚館跡２５－総括編－ 福岡県：福岡市教育委員会 2019年3月

福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１３８４集　国史跡　金隈遺跡・野方遺跡　改修事業報告 福岡県：福岡市教育委員会 2019年3月

九州大学統合移転用地内埋蔵文化財調査報告書／－九州大学伊都キャンパス移転事業に伴う発掘調査の
概要－／福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１３８５集　元岡・桑原遺跡群３４

福岡県：福岡市教育委員会 2019年3月

九州大学伊都キャンパス地内元岡・桑原遺跡群発掘調査パンフレットⅣ元岡・桑原遺跡群 福岡県：福岡市経済観光文化局埋蔵文化財調査課 2019年3月

福岡県福津市中央四丁目所在遺跡の調査／福津市文化財調査報告書　第１７集　太郎丸遺跡第３地点 福岡県：福津市教育委員会 2017年3月

福岡県福津市福間南一丁目所在遺跡の調査／福津市文化財調査報告書　第２３集　勝負坂遺跡 福岡県：福津市教育委員会 2019年3月

福津市文化財調査報告書　第２２集　八竜遺跡第２地点 福岡県：福津市教育委員会 2019年3月

－個人住宅建築に伴う埋蔵文化財調査報告－／北九州市文化財調査報告書　第１５９集　大里八反田遺跡
第２・３地点

福岡県：北九州市教育委員会 2019年3月

－個人住宅建築に伴う埋蔵文化財調査報告－／北九州市文化財調査報告書　第１６０集　西園大畠遺跡第
２地点

福岡県：北九州市教育委員会 2019年3月

－個人住宅建築に伴う埋蔵文化財調査報告－／北九州市文化財調査報告書　第１６１集　高尾遺跡 福岡県：北九州市教育委員会 2019年3月

－総括編－／北九州市文化財調査報告書　第１６２集　長野城 福岡県：北九州市教育委員会 2019年3月

－福岡県柳川市本城町所在近世柳川城下町の調査－／柳川市文化財調査報告書　第１５集　本城町遺跡 福岡県：柳川市教育委員会 2019年3月

●佐賀県●

－九州新幹線西九州ルート建設に係る埋蔵文化財調査報告書　１－／佐賀県文化財調査報告書　第２２１
集　甕屋窯跡・袴野城跡

佐賀県：佐賀県教育委員会 2019年3月

－弥生時代墓地総括・補遺編－／佐賀県文化財調査報告書　第２２２集　吉野ヶ里遺跡－平成１３～２３年度
の発掘調査－

佐賀県：佐賀県教育委員会 2019年3月

－九州新幹線西九州ルート建設に係る埋蔵文化財調査報告書　（２）－／佐賀県文化財調査報告書　第２２
４集　竹ノ下遺跡・梶原遺跡

佐賀県：佐賀県 2020年3月

佐賀県立名護屋城博物館調査報告書　第１５集　特別史跡「名護屋城跡並びに陣跡」名護屋城跡－台所丸
－

佐賀県：佐賀県立名護屋城博物館 2019年3月

－整備・活用の可能性を探る－　企画展解説資料　東名遺跡保存活用イベント２０１９　縄文貝塚を知る 佐賀県：佐賀市教育委員会 1905年7月

縄文編みかごの８割が九州で発見されていた！！　東名遺跡シンポジウム記録集　見えてきた！縄文の編み
かご文化－現代につながる技と美－

佐賀県：佐賀市教育委員会 2019年3月

東名遺跡の保存・活用・整備に関する計画書　１　史跡東名遺跡保存活用計画書 佐賀県：佐賀市教育委員会 2019年3月

－佐賀市久保泉工業団地関係埋蔵文化財発掘調査報告書　３３－／佐賀市埋蔵文化財調査報告書　第１１
３集　村徳永遺跡１２区　第１分冊

佐賀県：佐賀市教育委員会 2018年3月

佐賀市埋蔵文化財調査報告書　第１１９集　五龍神社遺跡－６・７区の調査－ 佐賀県：佐賀市教育委員会 2019年3月

佐賀市埋蔵文化財調査報告書　第１２０集　佐賀市埋蔵文化財確認調査報告書－２０１６年度－ 佐賀県：佐賀市教育委員会 2019年3月

佐賀市埋蔵文化財調査報告書　第１２１集　津留遺跡－３区の調査－ 佐賀県：佐賀市教育委員会 2019年3月

佐賀市埋蔵文化財調査報告書　第１２２集　鍋島三本杉遺跡１区　鍋島本村南遺跡３区 佐賀県：佐賀市教育委員会 2019年3月

－佐賀市久保泉工業団地関係埋蔵文化財発掘調査報告書　３４－／佐賀市埋蔵文化財調査報告書　第１２
３集　村徳永遺跡１２区　第２分冊

佐賀県：佐賀市教育委員会 2019年3月

－牛嶋構口公園整備に伴う確認調査及び整備報告書－／佐賀市埋蔵文化財調査報告書　第１２４集　牛嶋
口跡

佐賀県：佐賀市教育委員会 2019年3月

-西堀の調査・整備- 【第一分冊/調査編】/佐賀市埋蔵文化財調査報告書 第１２５集　佐賀城跡Ⅵ 佐賀県：佐賀市教育委員会 2019年3月

-西堀の調査・整備- 【第二分冊-1/整備編】/佐賀市埋蔵文化財調査報告書 第１２５集　佐賀城跡Ⅵ 佐賀県：佐賀市教育委員会 2019年3月

-西堀の調査・整備- 【第二分冊-2/整備編】/佐賀市埋蔵文化財調査報告書 第１２５集　佐賀城跡Ⅵ 佐賀県：佐賀市教育委員会 2019年3月

佐賀市埋蔵文化財調査報告書　第１２６集　一丁田遺跡－２区の調査－ 佐賀県：佐賀市教育委員会 2019年3月

佐賀市埋蔵文化財調査報告書　第１２７集　村徳永遺跡－２２区の調査－ 佐賀県：佐賀市教育委員会 2019年3月

平成７～９年度佐賀県農業基盤整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／上峰町文化財調査報告書
第２０集　堤六本谷遺跡Ⅳ　堤三本松遺跡Ⅱ　堤三本柳遺跡Ⅱ　青柳古墳群Ⅰ

佐賀県：上峰町教育委員会 2001年3月

昭和６０・６２年度佐賀県農業基盤整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／上峰町文化財調査報告書
第２１集　船石南遺跡Ⅰ

佐賀県：上峰町教育委員会 2002年3月

上峰町内における開発行為に伴う埋蔵文化財確認調査報告書－平成２９年度－／上峰町文化財調査報告
書　第４７集　上峰町内遺跡確認調査Ⅹ

佐賀県：上峰町教育委員会 2019年3月

天然記念物八藤丘陵の阿蘇４火砕流堆積物及び埋没林保存活用計画書 佐賀県：上峰町教育委員会 2019年3月

－神埼市内埋蔵文化財確認調査（平成２９年度）の概要－／神埼市文化財調査報告書　第２８集　市内遺跡
確認調査概要報告書ⅩⅠ

佐賀県：神埼市教育委員会 2019年3月

●長崎県●

佐世保市文化財調査報告書　第１７集　鬼塚古墳 長崎県：佐世保市教育委員会 2019年3月

対馬市文化財整備報告書　第４集　対馬藩主宗家墓所保存整備事業報告書 長崎県：対馬市教育委員会 2019年3月

金田城跡整備事業報告書／対馬市文化財整備報告書　第５集　特別史跡金田城跡 長崎県：対馬市教育委員会 2019年3月

大村市文化財調査報告　第４３集　大村市　市内遺跡発掘調査概報９ 長崎県：大村市教育委員会 2019年3月

－大村市総合運動公園整備事業に伴う発掘調査報告書－／大村市文化財調査報告　第４４集　黒丸遺跡 長崎県：大村市教育委員会 2020年3月

都市計画道路池田沖田街路改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　Ⅵ／長崎県埋蔵文化財センター
調査報告書　第２９集　竹松遺跡

長崎県：長崎県教育委員会 2019年3月

一般県道国分箱崎線道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／長崎県埋蔵文化財センター調査
報告書　第３０集　大谷第１遺跡

長崎県：長崎県教育委員会 2019年3月

一般国道４９７号松浦佐々道路建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／長崎県埋蔵文化財センター調査報
告書　第３１集　太田遺跡

長崎県：長崎県教育委員会 2019年3月

原の辻遺跡調査研究事業調査報告書／長崎県埋蔵文化財センター調査報告書　第３２集　原の辻遺跡 長崎県：長崎県教育委員会 2019年3月

都市計画道路池田沖田線街路改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　Ⅴ／長崎県文化財調査報告
書　第２１７集　竹松遺跡

長崎県：長崎県教育委員会 2019年3月

長崎県埋蔵文化財調査年報　２７［平成３０年度調査分］ 長崎県：長崎県教育委員会 2019年6月

九州新幹線西九州ルート（長崎ルート）建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　ⅩⅠ／新幹線文化財調査
事務所調査報告書　第１１集　竹松遺跡Ⅳ（上巻）旧石器・縄文編

長崎県：長崎県教育委員会 2019年7月

九州新幹線西九州ルート（長崎ルート）建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　ⅩⅠ／新幹線文化財調査
事務所調査報告書　第１１集　竹松遺跡Ⅳ（中巻）弥生・古墳編

長崎県：長崎県教育委員会 2019年7月

九州新幹線西九州ルート（長崎ルート）建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　ⅩⅠ／新幹線文化財調査
事務所調査報告書　第１１集　竹松遺跡Ⅳ（下巻）古代・中世編

長崎県：長崎県教育委員会 2019年7月

九州新幹線西九州ルート（長崎ルート）建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　ⅩⅡ／新幹線文化財調査
事務所調査報告書　第１２集　竹松遺跡Ⅴ

長崎県：長崎県教育委員会 2020年1月

東彼杵町文化財調査報告書　第７集　野岳遺跡 長崎県：長崎県東彼杵町教育委員会 2019年3月

－大苑地区県営畑地帯総合整備事業（担い手育成型）に伴う発掘調査－／南島原市文化財調査報告書
第１２集　大苑遺跡

長崎県：長崎県南島原市教育委員会 2018年9月

－大苑地区県営畑地帯総合整備事業（担い手育成型）に伴う発掘調査－／南島原市文化財調査報告書
第１３集　宮野遺跡

長崎県：長崎県南島原市教育委員会 2018年9月
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－市道城平上木場１号線・城平７号線道路改良工事に伴う発掘調査－／南島原市文化財調査報告書　第１
４集　慈恩寺跡

長崎県：長崎県南島原市教育委員会 2018年9月

南島原市文化財調査報告書　第１５集　浦田遺跡 長崎県：長崎県南島原市教育委員会 2018年9月

－市道川原新切線道路改良事業に伴う発掘調査－／南島原市文化財調査報告書　第１６集　大坂遺跡 長崎県：長崎県南島原市教育委員会 2018年9月

－県営水利施設等保全高度化事業特別型（畑地帯担い手育成型・見岳地区）に伴う発掘調査－／南島原市
文化財調査報告書　第１７集　東石原遺跡

長崎県：長崎県南島原市教育委員会 2019年9月

－市道堀切湯河内線道路改良工事に伴う発掘調査－／南島原市文化財調査報告書　第１８集　東大窪遺
跡・中萩原遺跡

長崎県：長崎県南島原市教育委員会 2019年12月

長崎県の埋蔵文化財ガイドブック 長崎県：長崎県埋蔵文化財センター 2019年3月

長崎県埋蔵文化財センター研究紀要　第９号 長崎県：長崎県埋蔵文化財センター 2019年3月

-出島表門橋架橋に伴う発掘調査報告書- 第１分冊(遺構・出土遺物編)　出島和蘭商館跡 長崎県：長崎市教育委員会 2019年3月

-出島表門橋架橋に伴う発掘調査報告書- 第２分冊(分析・考察編)　出島和蘭商館跡 長崎県：長崎市教育委員会 2019年3月

－長崎市館内町１０番１２号における埋蔵文化財発掘調査報告書－　唐人屋敷跡 長崎県：長崎市教育委員会 2019年3月

－長崎市桜町４番１１における埋蔵文化財発掘調査報告書－　桜町遺跡 長崎県：長崎市教育委員会 2019年3月

－長崎市西小島１丁目１５番、５８番における埋蔵文化財発掘調査報告書－　小島養生所跡及び関連遺跡 長崎県：長崎市教育委員会 2019年3月

国指定史跡「出島和蘭商館跡」旧出島橋基礎的調査報告書 長崎県：長崎市文化観光部出島復元整備室 2019年3月

島原市瑞雲山本光寺／島原市文化財調査報告書　第１８集　島原藩主深溝松平家墓所調査報告 長崎県：島原市教育委員会 2019年3月

●熊本県●

－弓削原水線鉄塔建替工事に伴う埋蔵文化財調査報告書－／菊陽町文化財調査報告　第７集　六地蔵遺
跡

熊本県：菊陽町教育委員会 2017年3月

－菊陽町内埋蔵文化財確認調査（平成１５年度～平成２３年度）の概要－／菊陽町文化財調査報告　第８集
菊陽町内遺跡発掘調査報告書

熊本県：菊陽町教育委員会 2018年3月

－菊陽町内埋蔵文化財確認調査（平成２４年度～平成３０年度）の概要－／菊陽町文化財調査報告　第９集
菊陽町内遺跡発掘調査報告書Ⅱ

熊本県：菊陽町教育委員会 2019年3月

平成三十年度鞠智城跡「特別研究」論文集　鞠智城と古代社会　－第七号－ 熊本県：熊本県教育委員会 2019年3月

文化財通信くまもと　第３７号 熊本県：熊本県教育委員会 2019年3月

鞠智城・古代山城シンポジウム二〇一八成果報告書　古代山城の成立と変容 熊本県：熊本県教育委員会 2019年3月

一般国道５７号北側復旧ルート建設に伴う埋蔵文化財調査報告書／熊本県文化財調査報告　第３３３集　清
正公道

熊本県：熊本県教育委員会 2019年3月

－白川河川激甚災害対策特別緊急事業に伴う埋蔵文化財発掘調査　（７）－／熊本県文化財調査報告　第
３３４集　弓削前畑遺跡　竹ノ後・芭蕉遺跡群

熊本県：熊本県教育委員会 2019年3月

－九州縦貫自動車道北熊本スマートＩＣ建設にに伴う埋蔵文化財発掘調査報告－／熊本県文化財調査報告
第３３５集　立石遺跡群

熊本県：熊本県教育委員会 2019年3月

熊本県道２８号熊本高森線道路整備事業に伴う埋蔵文化財調査報告／熊本県文化財調査報告　第３３６集
幅・津留遺跡（第１分冊）

熊本県：熊本県教育委員会 2019年3月

熊本県道２８号熊本高森線道路整備事業に伴う埋蔵文化財調査報告／熊本県文化財調査報告　第３３６集
幅・津留遺跡（第２分冊）

熊本県：熊本県教育委員会 2019年3月

熊本県道２８号熊本高森線道路整備事業に伴う埋蔵文化財調査報告／熊本県文化財調査報告　第３３６集
幅・津留遺跡（第３分冊）

熊本県：熊本県教育委員会 2019年3月

天守復興編　Ⅱ　令和元年度上半期まで　復興　熊本城　Ｖｏｌ．３ 熊本県：熊本市、熊本日日新聞社 2019年10月

熊本市埋蔵文化財調査年報　第２１号　－平成２９年度－ 熊本県：熊本市教育委員会 2019年3月

－上代町遺跡群第５次調査区発掘調査報告書－／坪井川第３排水区浸水対策事業に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告書　（２）／熊本市の文化財　第８５集　上代町遺跡群Ⅱ

熊本県：熊本市教育委員会 2019年3月

－植木体力・健康づくり拠点施設整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－／熊本市の文化財　第８６
集　松山遺跡Ⅱ

熊本県：熊本市教育委員会 2019年3月

市道植木古閑線改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／熊本市の文化財　第８７集　松山遺跡Ⅲ－第
１８次調査－

熊本県：熊本市教育委員会 2019年3月

〔調査報告〕飛田遺跡群第７次調査区　新南部遺跡群第１４次調査区　新南部遺跡群第２４次調査区　沼山津
遺跡第８次調査区　北水前寺町遺跡第２調査区　大江遺跡群第１０４次調査区　大江遺跡群第１５０次調査区
大江遺跡群第１５１次調査区　神水遺跡第２４次調査区　神水遺跡第５０次調査区　渡鹿遺跡群第８次調査区
二本木遺跡群第８１次調査区／熊本市の文化財　第８８集　熊本市埋蔵文化財発掘調査報告集－平成３０年
度－第１分冊

熊本県：熊本市教育委員会 2019年9月

〔調査報告〕江津湖遺跡群第５次調査区　江津湖遺跡群第６次調査区　江津湖遺跡群第２９次調査区　陳山
廃寺第３５次調査区　神水遺跡第５４次調査区　国分寺跡第１８次調査区　国分寺跡第２３次調査区　国分寺
跡第２９次調査区／熊本市の文化財　第８９集　熊本市埋蔵文化財発掘調査報告集－平成３０年度－第２分
冊

熊本県：熊本市教育委員会 2019年9月

熊本城～復興に向けて～　令和元年春夏号 熊本県：熊本市熊本城総合事務所、熊本市熊本城調査研究センター 1905年7月

熊本城～復興に向けて～　令和元年度秋冬号 熊本県：熊本市熊本城総合事務所、熊本市熊本城調査研究センター 1905年7月

特別史跡熊本城跡総括報告書　歴史資料編　絵図・地図・写真 熊本県：熊本市熊本城調査研究センター 2019年3月

特別史跡熊本城跡総括報告書　歴史資料編　史料・解説 熊本県：熊本市熊本城調査研究センター 2019年3月

熊本城調査研究センター年報　５　平成３０年度 熊本県：熊本市熊本城調査研究センター 2019年7月

－平成２８年度熊本地震により被災した「障がい者総合支援施設第二明星学園」災害復旧工事に伴う埋蔵文
化財発掘調査－／御船町文化財調査報告　第６集　小坂大塚古墳

熊本県：御船町教育委員会 2019年3月

－南九州西回り自動車道芦北出水道路水俣ＩＣ建設に伴う発掘調査報告書－／水俣市文化財調査報告書
第６集　銅銭鋳造跡

熊本県：水俣市教育委員会 2019年3月

－建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査－　八代城跡 熊本県：大英産業（株） 2019年1月

古墳の現況確認を目的とする学術調査／八代市文化財調査報告書　第５０集　有佐大塚古墳 熊本県：八代市教育委員会 2019年3月

●大分県●

都市計画道路上田四日市線道路改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　中屋敷遺跡 大分県：宇佐市教育委員会 2005年3月

市内遺跡発掘調査概報２７　平成３０年度調査の概要 大分県：宇佐市教育委員会 2019年3月

宇佐西部（清水）地区集落基盤整備に伴う発掘調査成果報告書　清水寺境内遺跡 大分県：宇佐市教育委員会 2019年3月

大分県立埋蔵文化財センター研究紀要　２ 大分県：大分県立埋蔵文化財センター 2019年3月

大分県内遺跡発掘調査概報２２ 大分県：大分県立埋蔵文化財センター 2019年3月

－大分県庁別館受変電棟増築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－／大分県立埋蔵文化財センター
調査報告書　第５集　府内城三ノ丸遺跡Ⅳ

大分県：大分県立埋蔵文化財センター 2019年3月

都市計画道路庄の原佐野線（元町工区）建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／大分県立埋蔵文化財セ
ンター調査報告書　第６集　蒋山万寿寺跡　旧万寿寺跡第６～１０次調査（第１分冊）

大分県：大分県立埋蔵文化財センター 2019年3月

都市計画道路庄の原佐野線（元町工区）建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／大分県立埋蔵文化財セ
ンター調査報告書　第６集　蒋山万寿寺跡　旧万寿寺跡第６～１０次調査（第２分冊）

大分県：大分県立埋蔵文化財センター 2019年3月

都市計画道路庄の原佐野線（元町工区）建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／大分県立埋蔵文化財セ
ンター調査報告書　第６集　蒋山万寿寺跡　旧万寿寺跡第６～１０次調査（第３分冊　写真図版編）

大分県：大分県立埋蔵文化財センター 2019年3月

－県道庄内久住線（大龍工区）道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－／大分県立埋蔵文化財
センター調査報告書　第７集　五ヶ瀬中遺跡

大分県：大分県立埋蔵文化財センター 2019年3月

31



－知事公舎建替事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－／大分県立埋蔵文化財センター調査報告書　第
８集　府内城・城下町

大分県：大分県立埋蔵文化財センター 2019年3月

玖珠工業団地造成事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　（２）／大分県立埋蔵文化財センター発掘調査
報告書　第９集　四日市遺跡２

大分県：大分県立埋蔵文化財センター 2019年3月

一般国道２１２号三光本耶馬渓道路建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／大分県立埋蔵文化財センター
調査報告書　第１０集　古戸遺跡

大分県：大分県立埋蔵文化財センター 2019年3月

吉原真龍作品および西畑村吉原家文書　大分県歴史資料調査報告６ 大分県：大分県立歴史博物館 2019年3月

蓮花寺の安藤梅峯資料　大分県仏教美術調査報告５ 大分県：大分県立歴史博物館 2019年3月

大分県立歴史博物館年報　２０１８ 大分県：大分県立歴史博物館 2019年5月

大分市埋蔵文化財調査概要報告２０１７　平成２８年度 大分県：大分市教育委員会 2018年3月

保育所建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／大分市埋蔵文化財発掘調査報告書　第１５０集　米竹遺跡
７　第１３次調査

大分県：大分市教育委員会 2018年1月

－細地区住環境整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－／大分市埋蔵文化財発掘調査報告書　第１
５１集　細遺跡１

大分県：大分市教育委員会 2017年10月

共同住宅建設に伴う発掘調査報告書／大分市埋蔵文化財発掘調査報告書　第１５２集　大友府内２６　中世
大友府内町跡第１２７次調査

大分県：大分市教育委員会 2018年2月

大分都市計画道路中島錦町線に係る埋蔵文化財発掘調査報告書　３　第１分冊／大分市埋蔵文化財発掘
調査報告書　第１５３集　大友府内２７　中世大友府内町跡第１１１・１１４・１１７・１２０・１２１・１２２・１２３次調査

大分県：大分市教育委員会 2018年2月

大分都市計画道路中島錦町線に係る埋蔵文化財発掘調査報告書　３　第２分冊／大分市埋蔵文化財発掘
調査報告書　第１５３集　大友府内２７　中世大友府内町跡第１１１・１１４・１１７・１２０・１２１・１２２・１２３次調査

大分県：大分市教育委員会 2018年2月

－集合住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－／大分市埋蔵文化財発掘調査報告書　第１５４集　大
友府内２８　中世大友府内町跡第１２６次調査

大分県：大分市教育委員会 2018年3月

－集合住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－／大分市埋蔵文化財発掘調査報告書　第１５５集　大
友府内２９　中世大友府内町跡第１２９次調査

大分県：大分市教育委員会 2018年3月

－長浜小学校児童育成クラブ建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－／大分市埋蔵文化財発掘調査報告
書　第１５６集　大友府内３０　中世大友府内町跡第１３０次調査

大分県：大分市教育委員会 2018年3月

－集合住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－／大分市埋蔵文化財発掘調査報告書　第１５７集　大
友府内３１　中世大友府内町跡第１３１次調査

大分県：大分市教育委員会 2018年3月

－教会建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－／大分市埋蔵文化財発掘調査報告書　第１５８集　城原Ｃ
遺跡１　第１次調査

大分県：大分市教育委員会 2018年3月

集合住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／大分市埋蔵文化財発掘調査報告書　第１５９集　大友府
内３２　中世大友府内町跡第１３２次調査

大分県：大分市教育委員会 2018年3月

－店舗建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－／大分市埋蔵文化財発掘調査報告書　第１６０集　高松東
遺跡　第２次調査

大分県：大分市教育委員会 2019年2月

市内遺跡発掘調査報告　１９／日田市埋蔵文化財調査報告書　第１３１集　手崎遺跡３次 大分県：日田市教育委員会 2018年3月

－県営経営体育成基盤整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　（５）－／町ノ坪遺跡Ａ・Ｃ区の調査／
日田市埋蔵文化財調査報告書　第１３２集　求来里の遺跡Ⅴ

大分県：日田市教育委員会 2018年3月

－池ノ鶴地区棚田保存整備報告－　重要文化的景観小鹿田焼保存整備事業報告書 大分県：日田市教育委員会 2018年3月

日田市埋蔵文化財調査報告書　第１３３集　上井手遺跡４次 大分県：日田市教育委員会 2018年3月

日田市埋蔵文化財調査報告書　第１３４集　日田条里遺跡飛矢地区２次 大分県：日田市教育委員会 2018年3月

日田市埋蔵文化財調査報告書　第１３５集　柳ノ本遺跡１・２次 大分県：日田市教育委員会 2018年3月

日田市埋蔵文化財年報　平成２９年度（２０１7年度） 大分県：日田市教育委員会 2019年3月

市内遺跡発掘調査に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　９／別府市埋蔵文化財発掘調査報告書　第１０集
別府市　市内遺跡確認調査報告書－天神畑２号墳確認調査報告－

大分県：別府市教育委員会 2018年3月

市内遺跡発掘調査に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　１０／別府市埋蔵文化財発掘調査報告書　第１１集
別府市　市内遺跡確認調査報告書－平成２８・２９年度市内遺跡確認調査の記録－

大分県：別府市教育委員会 2019年3月

－装飾調査に関する概要報告書－／別府市埋蔵文化財発掘調査報告書　第１２集　鬼ノ岩屋古墳群 大分県：別府市教育委員会 2019年3月

●宮崎県●

えびの市：県営畑地帯総合整備事業　白鳥地区［柊野第１遺跡］　都城市・三股町：県営畑地帯総合整備事
業　高才第３地区［方境遺跡・相原第１遺跡・中島原遺跡・犬王遺跡］　宮崎市：宮崎南警察署新町交番建設
工事　　日向市：国道３２７号線（永田工区）建設事業［秋留遺跡］　平成３０年度県内遺跡発掘調査概要報告
書

宮崎県：宮崎県教育委員会 2019年3月

特別史跡西都原古墳群発掘調査報告書　第１２集　西都原２０１号墳　第１支群の小円墳群（西都原５・６・１
０・１１・１２号墳）　西都原１６号墳

宮崎県：宮崎県教育委員会 2019年3月

特別史跡西都原古墳群発掘調査報告書　第１３集　西都原古墳群　陵墓参考地周辺調査報告書 宮崎県：宮崎県教育委員会 2019年3月

特別史跡西都原古墳群発掘調査報告書　第１４集　西都原２６５号墳 宮崎県：宮崎県教育委員会 2019年3月

特別史跡西都原古墳群発掘調査・保存整備概要報告書（ⅩⅩⅠ） 宮崎県：宮崎県教育委員会（宮崎県立西都原考古博物館） 2019年3月

国富スマートＩＣ建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書　第２
４５集　塚原遺跡Ⅱ　Ｇ・Ｈ・Ｉ・Ｊ地点

宮崎県：宮崎県埋蔵文化財センター 2019年3月

一般国道１０号都城道路建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　５／宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査
報告書　第２４７集　平田遺跡Ｆ地点・Ｇ地点

宮崎県：宮崎県埋蔵文化財センター 2019年3月

一般県道木城高鍋線（青木工区）道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／宮崎県埋蔵文化財セ
ンター発掘調査報告書　第２４８集　青木遺跡

宮崎県：宮崎県埋蔵文化財センター 2019年3月

県道飯野松山都城線（都城志布志道路）金御岳工区道路整備工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　１／
宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書　第２４９集　嫁坂遺跡Ⅱ

宮崎県：宮崎県埋蔵文化財センター 2019年3月

一般国道１０号都城道路建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　６／宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査
報告書　第２５０集　小松尾遺跡

宮崎県：宮崎県埋蔵文化財センター 2019年11月

宮崎県立西都原考古博物館研究紀要　第１５号 宮崎県：宮崎県立西都原考古博物館 2019年3月

宮崎県立西都原考古博物館年報　２０１８（平成３０）年度 宮崎県：宮崎県立西都原考古博物館 2019年6月

令和元度特別展　埴輪のある風景～日本遺産「南国宮崎の古墳景観」と埴輪～ 宮崎県：宮崎県立西都原考古博物館 2019年7月

平成３０年度町内遺跡発掘調査概要報告書　町内遺跡試掘確認調査　新田原６８号墳／新富町文化財調査
報告書　第７３集　町内遺跡３１

宮崎県：宮崎県新富町教育委員会 2019年3月

平成２６年度国宝重要文化財等保存整備費補助金対象事業発掘調査報告書／宮崎市文化財調査報告書
第１２３集　下北方下郷第６遺跡

宮崎県：宮崎市教育委員会 2019年3月

平成２６年度国宝重要文化財等保存整備費補助金対象事業発掘調査報告書／宮崎市文化財調査報告書
第１２４集　北中遺跡Ⅴ

宮崎県：宮崎市教育委員会 2019年3月

青島地域総合センター建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／宮崎市文化財調査報告書　第１２５集
松添遺跡

宮崎県：宮崎市教育委員会 2019年3月

宅地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／宮崎市文化財調査報告書　第１２６集　樋ノ口遺跡 宮崎県：宮崎市教育委員会 2019年3月

宅地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／宮崎市文化財調査報告書　第１２７集　中小路遺跡 宮崎県：宮崎市教育委員会 2019年3月

繁殖農場新築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／川南町文化財調査報告　１１　井手ノ上村遺跡 宮崎県：川南町教育委員会 2019年3月

●鹿児島県●

公益財団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター　平成３１年度要覧 鹿児島県：（公財）鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター 2019年4月

かごしまの遺跡　第１９号 鹿児島県：（公財）鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター 2019年6月
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かごしまの遺跡　第２０号 鹿児島県：（公財）鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター 2019年9月

かごしまの遺跡　第２１号 鹿児島県：（公財）鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター 2020年2月

鹿児島薩摩郡さつま町埋蔵文化財発掘調査報告書　（１１）　宮之城島津家墓所（宗功寺墓地）調査報告書 鹿児島県：さつま町教育委員会 2019年9月

－平成２６～３０年度市内遺跡発掘調査等事業－／姶良市埋蔵文化財発掘調査報告書　第８集　姶良市島
津家墓所調査報告書

鹿児島県：鹿児島県姶良市教育委員会 2019年3月

薩摩川内市街部改修事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／（薩摩川内市大小路町）／公益財団法人鹿
児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター発掘調査報告書　（２１）　高野木遺跡

鹿児島県：鹿児島県教育委員会、（公財）鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査セ
ンター

2019年1月

東九州自動車道（志布志ＩＣ～鹿屋串良ＪＣＴ）建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／（曽於郡大崎町）／
公益財団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター発掘調査報告書　（２２）　永吉天神段遺跡４
第３地点

鹿児島県：鹿児島県教育委員会、（公財）鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査セ
ンター

2019年2月

東九州自動車道建設（志布志ＩＣ～鹿屋串良ＪＣＴ）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／（志布志市志布志
町）／公益財団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター発掘調査報告書　（２３）　見帰遺跡

鹿児島県：鹿児島県教育委員会、（公財）鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査セ
ンター

2019年2月

東九州自動車道建設（志布志ＩＣ～鹿屋串良ＪＣＴ間）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／（鹿屋市串良町）
／公益財団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター発掘調査報告書　（２４）　川久保遺跡Ｃ地
点

鹿児島県：鹿児島県教育委員会、（公財）鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査セ
ンター

2019年3月

主要地方道志布志福山線（有明志布志道路）道路改築事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／（志布志市
有明町）／鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書　（１９８）　下原遺跡

鹿児島県：鹿児島県立埋蔵文化財センター 2019年3月

国分高等学校校舎改築事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調
査報告書　（１９９）　本御内遺跡Ⅴ（霧島市国分）

鹿児島県：鹿児島県立埋蔵文化財センター 2019年3月

－県内遺跡発掘調査等事業に伴う河口貞徳コレクション発掘調査報告書　（２）－／鹿児島県立埋蔵文化財
センター発掘調査報告書　（２００）　吐噶喇・奄美の遺跡

鹿児島県：鹿児島県立埋蔵文化財センター 2019年3月

平成１１年度特別企画展　種子島　縄文時代の夜明け－海をこえての交流－ 鹿児島県：種子島開発総合センター 1999年11月

垂水市埋蔵文化財発掘調査報告書　（１２）　垂水島津家墓所（心翁寺跡）調査報告書 鹿児島県：垂水市教育委員会 2019年3月

鹿児島県南さつま市加世田川畑／南さつま市埋蔵文化財発掘調査報告書　（１０）　上加世田遺跡１２次調査 鹿児島県：南さつま市教育委員会 2015年3月

－市内遺跡発掘調査等事業に伴う発掘調査報告書－／南さつま市埋蔵文化財発掘調査報告書　（１２）　上
加世田遺跡　４～６次調査

鹿児島県：南さつま市教育委員会 2020年3月

●沖縄県●

－県営農地保全整備事業（川平第２地区）に係る埋蔵文化財発掘調査－／伊江村文化財調査報告書　第１
４集　カヤ原遺跡Ａ地点　ナガラ原東貝塚　ナガラ原第三貝塚

沖縄県：伊江村教育委員会 2017年3月

-平成２５・２８年度調査報告- 親富祖遺跡/浦添市文化財調査報告書　市内遺跡発掘調査報告書（４） 沖縄県：浦添市教育委員会 2019年3月

平成２６・２７年度　基地内遺跡ほか発掘調査事業／－キャンプ瑞慶覧西普天間住宅地区　予備調査－／宜
野湾市文化財調査報告書　第５６集　基地内埋蔵文化財調査報告書７

沖縄県：沖縄県宜野湾市教育委員会 2019年2月

平成２３～２８年度基地内遺跡ほか発掘調査事業／喜友名貝塚・喜友名グスク第２～７次調査　喜友名東原ヌ
バタキ遺跡第６・７次調査　大山前門第三遺跡第１・２次調査／宜野湾市文化財調査報告書　第５７集　市内
埋蔵文化財発掘調査報告書４

沖縄県：沖縄県宜野湾市教育委員会 2019年2月

－平成２７年度発掘調査記録〔図録集〕－／宜野湾市文化財保護資料　第７５集　宜野湾市内遺跡発掘調査
の概要

沖縄県：沖縄県宜野湾市教育委員会 2019年3月

－蔵屋屋敷地区発掘調査報告書－／沖縄県南城市文化財調査報告書　第１９集　糸数城跡 沖縄県：沖縄県南城市教育委員会 2017年3月

－屋比久グスク－／沖縄県南城市文化財調査報告書　第２０集　市内遺跡発掘調査報告書Ⅳ 沖縄県：沖縄県南城市教育委員会 2019年3月

国指定史跡佐敷グスク群～尚巴志・思紹の出発地～ 沖縄県：沖縄県南城市教育委員会文化課 不明

重要遺跡確認調査報告書　３－補遺編－／沖縄県立埋蔵文化財センター調査報告書　第１００集　白保竿根
田原洞穴遺跡

沖縄県：沖縄県立埋蔵文化財センター 2019年3月

那覇空港事務所管制塔庁舎新築工事等に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／沖縄県立埋蔵文化財セン
ター調査報告書　第１０１集　大嶺村跡

沖縄県：沖縄県立埋蔵文化財センター 2019年3月

－県営首里城公園中城御殿跡発掘調査報告書　（７）－／沖縄県立埋蔵文化財センター調査報告書　第１０
２集　中城御殿跡

沖縄県：沖縄県立埋蔵文化財センター 2019年3月

－美福門磴道地区発掘調査報告書－／沖縄県立埋蔵文化財センター調査報告書　第１０３集　首里城跡 沖縄県：沖縄県立埋蔵文化財センター 2020年2月

－宮古島市内遺跡発掘調査報告書－／宮古島市文化財調査報告書　第６集　アラフ遺跡・ツヅピスキアブ
洞窟・友利元島遺跡

沖縄県：宮古島市教育委員会 2015年3月

－新城海岸トイレ施設整備工事に伴う発掘調査報告書－／宮古島市文化財調査報告書　第１５集　アラフ遺
跡

沖縄県：宮古島市教育委員会 2018年3月

－共同住宅建設工事に伴う発掘調査報告書－／宮古島市文化財調査報告書　第１７集　ティラフグ遺跡 沖縄県：宮古島市教育委員会 2018年12月

－宮古島市内遺跡発掘調査報告書　３－／宮古島市文化財調査報告書　第１９集　松原部落内遺物散布地
住屋遺跡、根間・西里遺跡（植物遺体分析）

沖縄県：宮古島市教育委員会 2019年3月

－文化講座資料・記録集－　平成２９年度地域の特色ある埋蔵文化財公開活用事業　最新研究成果に見る
宮古の歴史　Ｎｏ．２

沖縄県：宮古島市教育委員会 2018年3月

平成２１～２７年度　町内遺跡発掘調査等－億首川下流周辺・ギンバル訓練場跡地内埋蔵文化財予備調査
ほか－／金武町の歴史と文化　第７集　町内埋蔵文化財予備調査報告書Ⅱ

沖縄県：金武町教育委員会 2018年3月

－国道３２９号金武バイパス（２工区）建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－／金武町の歴史と文化
第８集　ミーチェの古墓群　億首川流域古墓群ミーチェ地区

沖縄県：金武町教育委員会 2019年3月

国頭村文化財調査報告書　第５集　村内遺跡詳細分布調査報告書（２）－平成２６～２８年度調査報告－ 沖縄県：国頭村教育委員会 2019年3月

－天久急傾斜地崩壊対策事業に伴う緊急発掘調査報告書－／那覇市文化財調査報告書　第１０３集　天久
貝塚

沖縄県：那覇市市民文化部文化財課 2016年3月

－首里旧金城村跡－　－御茶屋御殿跡－／那覇市文化財調査報告書　第１０６集　那覇市内遺跡Ⅶ 沖縄県：那覇市 2018年2月

－首里旧金城村跡－／那覇市文化財調査報告書　第１１０集　那覇市内遺跡Ⅷ 沖縄県：那覇市 2019年3月

－松城中学校東側線道路整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査－／那覇市文化財調査報告書　第１１２集
真珠道跡（識名坂地区）

沖縄県：那覇市 2020年1月

国指定史跡斎場御嶽保存活用計画 沖縄県：南城市教育委員会 2018年3月

国指定史跡玉城グスク 沖縄県：南城市教育委員会文化課 不明

国指定史跡糸数グスク 沖縄県：南城市教育委員会文化課 不明

国指定史跡知念グスク 沖縄県：南城市教育委員会文化課 不明

国指定史跡島添大里グスク 沖縄県：南城市教育委員会文化課 不明

●その他●

－帝京大学八王子キャンパスバスロータリー建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－／多摩市埋蔵文化財
調査報告　第８０集　上っ原遺跡第４次

その他：（学）帝京大学、帝京大学文化財研究所 2018年9月

天理参考館報　第３２号 その他：（学）天理大学出版部 2019年10月

文化財発掘出土情報　通巻４５５号 その他：（株）ジャパン通信情報センター 2019年4月

文化財発掘出土情報　通巻４５６号 その他：（株）ジャパン通信情報センター 2019年5月

文化財発掘出土情報　通巻４５７号 その他：（株）ジャパン通信情報センター 2019年6月

文化財発掘出土情報　通巻４５８号 その他：（株）ジャパン通信情報センター 2019年7月

文化財発掘出土情報　通巻４５９号 その他：（株）ジャパン通信情報センター 2019年8月

文化財発掘出土情報　通巻４６０号 その他：（株）ジャパン通信情報センター 2019年9月

文化財発掘出土情報　通巻４６１号 その他：（株）ジャパン通信情報センター 2019年10月

文化財発掘出土情報　通巻４６２号 その他：（株）ジャパン通信情報センター 2019年11月
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文化財発掘出土情報　通巻４６３号 その他：（株）ジャパン通信情報センター 2019年12月

文化財発掘出土情報　通巻４６４号 その他：（株）ジャパン通信情報センター 2020年1月

文化財発掘出土情報　通巻４６５号 その他：（株）ジャパン通信情報センター 2020年2月

文化財発掘出土情報　通巻４６６号 その他：（株）ジャパン通信情報センター 2020年3月

埋蔵文化財調査要覧　令和元年度 その他：（株）ニューサイエンス社 2019年7月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．７２５ その他：（株）ニューサイエンス社 2019年5月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．７２６ その他：（株）ニューサイエンス社 2019年6月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．７２７ その他：（株）ニューサイエンス社 2019年6月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．７２８ その他：（株）ニューサイエンス社 2019年7月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．７２９ その他：（株）ニューサイエンス社 2019年8月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．７３０ その他：（株）ニューサイエンス社 2019年9月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．７３１ その他：（株）ニューサイエンス社 2019年10月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．７３２ その他：（株）ニューサイエンス社 2019年10月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．７３３ その他：（株）ニューサイエンス社 2019年11月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．７３４ その他：（株）ニューサイエンス社 2019年12月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．７３５ その他：（株）ニューサイエンス社 2020年1月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．７３６ その他：（株）ニューサイエンス社 2020年2月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．７３７ その他：（株）ニューサイエンス社 2020年3月

縄文ＺＩＮＥ　第１０号 その他：（株）ニルソンデザイン事務所 2019年7月

縄文ＺＩＮＥ　第１１号 その他：（株）ニルソンデザイン事務所 2020年2月

日本先史文化の再構築　再考！縄文と弥生 その他：（株）吉川弘文館 2019年3月

食べ物の民俗考古学　木の実と調理道具 その他：（株）吉川弘文館 2019年10月

ヒスカルセレクション　考古１　旧石器時代　日本文化のはじまり その他：（株）敬文舎 2019年12月

日本の国石「ひすい」－バラエティーに富んだ鉱物の国－ その他：（株）成山堂書店 2019年4月

縄文玉文化の研究－九州ブランドから縄文文化の多様性を探る－ その他：（株）雄山閣 2015年5月

季刊考古学　第１４７号 その他：（株）雄山閣 2019年5月

季刊考古学　第１４８号 その他：（株）雄山閣 2019年8月

季刊考古学　第１４９号 その他：（株）雄山閣 2019年11月

季刊考古学　第１５０号 その他：（株）雄山閣 2020年2月

季刊考古学・別冊　２８　淡路島・松帆銅鐸と弥生社会 その他：（株）雄山閣 2019年5月

季刊考古学・別冊　２９　泉坂下遺跡と再葬墓研究の最前線 その他：（株）雄山閣 2019年7月

季刊考古学・別冊　３０　賤機山古墳と東国首長 その他：（株）雄山閣 2019年10月

季刊考古学・別冊　３１　縄文文化と学際研究のいま その他：（株）雄山閣 2020年2月

古代文化　第７０巻第４号（通巻第６１５号） その他：（公財）古代学協会 2019年3月

古代文化　第７１巻第１号（通巻第６１６号） その他：（公財）古代学協会 2019年6月

古代文化　第７１巻第２号（通巻第６１７号） その他：（公財）古代学協会 2019年9月

古代文化　第７１巻第３号（通巻第６１８号） その他：（公財）古代学協会 2019年12月

土車　公益財団法人古代学協会だより　第１３６号 その他：（公財）古代学協会 2019年6月

土車　公益財団法人古代学協会だより　第１３７号 その他：（公財）古代学協会 2019年12月

初音　公益財団法人古代学協会　９　平成３０年度年報 その他：（公財）古代学協会 2019年8月

山梨文化財研究所報　第５７号 その他：（公財）山梨文化財研究所 2018年3月

紀要　第３号　令和元年会報　飛天 その他：（公社）日本文化財保護協会 2019年7月

新・日韓交渉の考古学－弥生時代－第３回共同研究会「新・日韓交渉の考古学－弥生時代－」を語る　発表
要旨集

その他：「新・日韓交渉の考古学－弥生時代－」研究会 2019年8月

平成３０年度文化庁文化芸術振興費補助金（文化遺産総合活用推進事業）　「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連
遺産群　特別研究事業　第１回国際検討会「古代東アジアの航海と宗像・沖ノ島」報告書

その他：「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群保存活用協議会 2019年2月

文化遺産の世界　Ｖｏｌ．３４ その他：『文化遺産の世界』編集部 2019年4月

Ｔｈｅ　ｔｈｉｒｄ　Ｒｅｐｏｒｔ　ｏｎ　Ｊｏｉｎｔ　Ｍｏｎｇｏｌｉａｎ－Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｅｘｃａｖａｔｉｏｎｓ　ｉｎ　Ｏｕｔｅｒ　Ｍｏｎｇｏｌｉａ　Ｅｘｃａｖ
ａｔｉｏｎｓ　ａｔ　Ｅｍｅｅｌｔ　Ｔｏｌｇｏｉ　Ｓｉｔｅ

その他：Ｋｙｕｓｈｕ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ 2018年12月

Ｂｕｌｌｅｔｉｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｔｏｈｏｋｕ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｍｕｓｅｕｍ　Ｎｏ．１８ その他：Ｔｈｅ　Ｔｏｈｏｋｕ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｍｕｓｅｕｍ 2019年3月

－ゴーランド調査古墳の研究　２－／ゴーランド・コレクション調査研究報告書　第２号　京都府亀岡市　鹿谷
古墳の研究

その他：ゴーランド・コレクション調査プロジェクト 2019年3月

芸術の力で縄文を伝える　ジョウモン・アート その他：ジョウモン・アートプロジェクト実行委員会 2019年3月

みちのくの考古学５０周年記念誌 その他：みちのく考古学研究会 2019年11月

愛媛大学埋蔵文化財調査報告　ⅩⅩⅥ－１　文京遺跡Ⅶ－１－文京遺跡１２次調査－（本文編） その他：愛媛大学埋蔵文化財調査室 2019年3月

愛媛大学埋蔵文化財調査報告　ⅩⅩⅥ－１　文京遺跡Ⅶ－１－文京遺跡１２次調査－（図版編） その他：愛媛大学埋蔵文化財調査室 2019年3月

日本考古学　第４６号 その他：一般社団法人日本考古学協会 2018年10月

日本考古学　第４７号（設立７０周年特集号） その他：一般社団法人日本考古学協会 2018年10月

日本考古学　第４８号 その他：一般社団法人日本考古学協会 2019年5月

日本考古学　第４９号 その他：一般社団法人日本考古学協会 2019年10月

日本考古学年報　７０（２０１７年度版） その他：一般社団法人日本考古学協会 2019年5月

－墳丘測量調査・石室実測調査報告－　鳶尾塚古墳Ⅰ その他：岡山大学大学院社会文化科学研究科考古学研究室 2019年7月

岡山大学埋蔵文化財調査研究センター紀要　２０１７ その他：岡山大学埋蔵文化財調査研究センター 2019年3月

（医学部動物実験施設改修に伴う発掘調査）／岡山大学構内遺跡発掘調査報告　第３５冊　鹿田遺跡１３－
第２６次調査－

その他：岡山大学埋蔵文化財調査研究センター 2019年3月

京都橘大学大学院研究論集　文学研究科　第１７号 その他：京都橘大学大学院 2019年3月

南畑古墳群、二条城堀川石垣　京都橘大学歴史遺産調査報告２０１８ その他：京都橘大学文学部 2019年3月

京都大学構内遺跡調査研究年報　２０１７年度 その他：京都大学文化財総合研究センター 2019年3月

京都大学構内遺跡調査研究年報　２０１８年度 その他：京都大学大学院文学研究科附属文化遺産学・人文知連携センター京大文化
遺産調査活用部門

2020年2月

東京都町田市　本部台遺跡発掘調査報告書 その他：玉川大学教育博物館 2019年3月

神奈川を掘る　Ⅲ その他：玉川文化財研究所 2019年8月

金沢大学考古学紀要　第４０号（藤井純夫先生退職記念号） その他：金沢大学人文学類考古学研究室 2018年2月

平成２７～３０年度日本学術振興会科学研究費基盤研究（Ｂ）研究課題番号１５Ｈ０３２６６　東北アジア農耕伝
播過程の植物考古学分析による実証的研究　東北アジア農耕伝播過程の植物考古学分析による実証的研
究

その他：九州大学大学院人文科学研究院考古学研究室 2019年3月

九州大学箱崎キャンパス発掘調査報告　２／九州大学埋蔵文化財調査室報告　第２集　箱崎遺跡－ＨＺＫ１
７０１・１７０２・１７０４・１７０５・１７０６地点－　付　ＨＺＫ１８０２・１８０３地点概要報告

その他：九州大学埋蔵文化財調査室 2019年6月

－阿蘇地域に築かれた古墳に着目して－／課題番号：２６２８４１２２　２０１４年度～２０１７年度科学研究費補
助金基盤研究（Ｂ）研究成果報告書　古墳時代阿蘇ルートの研究

その他：熊本大学文学部 2019年3月

越高遺跡Ａ地点／２０１８年度　考古学研究室の足跡　考古学研究室報告　第５４集 その他：熊本大学文学部考古学研究室 2019年3月

第４６回古代城柵官衙遺跡検討会資料集 その他：古代城柵官衙遺跡検討会第４６回事務局 2020年2月

人間文化　滋賀県立大学人間文化学部研究報告　４６号 その他：公立大学法人滋賀県立大学人間文化学部 2019年3月

人間文化　滋賀県立大学人間文化学部研究報告　４７号 その他：公立大学法人滋賀県立大学人間文化学部 2019年12月
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広島大学総合博物館ニューズレター　ＨＵＭ－ＨＵＭ（ふむふむ）　Ｖｏｌ．１２ その他：広島大学総合博物館 2017年7月

広島大学埋蔵文化財調査研究紀要　第１０号 その他：広島大学総合博物館埋蔵文化財調査部門 2019年3月

広島大学大学院文学研究科考古学研究室紀要　第１０号 その他：広島大学大学院文学研究科考古学研究室 2018年12月

出土漆器のＸ線ＣＴ分析成果報告書　福島県荒屋敷遺跡の漆工芸 その他：弘前大学人文学部北日本考古学研究センター 2019年3月

東日本出土米の粒形質・ＤＮＡ分析　日本の出土米Ⅳ その他：弘前大学人文学部北日本考古学研究センター 2019年3月

平成２６年度～３０年度　科学研究費補助金　基盤研究（Ａ）（課題番号２６２４４０４４）研究成果報告書　石造
物研究に基づく新たな中近世史の構築

その他：弘前大学人文社会科学部文化財論研究室 2019年2月

砂沢・廻堰大溜池（１）・清水森西遺跡発掘調査および津軽平野弥生前半期遺跡の土器圧痕調査報告／ＪＳＰ
Ｓ科学研究費１６Ｈ０３５０３基盤研究Ｂ「冷温帯地域における稲作の歴史的展開」（代表　上條信彦）調査報告
書　岩木山麓における弥生時代前半期の研究

その他：弘前大学人文社会科学部北日本考古学研究センター 2019年3月

考古学研究　第６５巻第４号（通巻２６０号） その他：考古学研究会 2019年3月

考古学研究　第６６巻第１号（通巻２６１号） その他：考古学研究会 2019年6月

考古学研究　第６６巻第２号（通巻２６２号） その他：考古学研究会 2019年9月

考古学研究　第６６巻第３号（通巻２６３号） その他：考古学研究会 2019年12月

過ぎし日の軌跡－女として考古学研究者として－　アルカ通信　「考古学の履歴書　岡田淳子」編 その他：考古学研究所（株）アルカ 2019年5月

アルカ通信　Ｎｏ．１８４ その他：考古学研究所（株）アルカ 2019年1月

アルカ通信　Ｎｏ．１８５ その他：考古学研究所（株）アルカ 2019年2月

アルカ通信　Ｎｏ．１８６ その他：考古学研究所（株）アルカ 2019年3月

アルカ通信　Ｎｏ．１８７ その他：考古学研究所（株）アルカ 2019年4月

アルカ通信　Ｎｏ．１８８ その他：考古学研究所（株）アルカ 2019年5月

アルカ通信　Ｎｏ．１８９ その他：考古学研究所（株）アルカ 2019年6月

アルカ通信　Ｎｏ．１９０ その他：考古学研究所（株）アルカ 2019年7月

アルカ通信　Ｎｏ．１９１ その他：考古学研究所（株）アルカ 2019年8月

アルカ通信　Ｎｏ．１９２ その他：考古学研究所（株）アルカ 2019年9月

アルカ通信　Ｎｏ．１９３ その他：考古学研究所（株）アルカ 2019年10月

－高知大学考古学調査研究報告　第１３冊－　明見彦山１号墳発掘調査報告書 その他：高知大学人文学部考古学研究室 2015年3月

岩手大学平泉文化研究センター年報　［第７集］　２０１９ その他：国立大学法人岩手大学平泉文化研究センター 2019年3月

三重大史学　第一九号 その他：三重大学人文学部考古学・日本史・東洋史研究室 2019年3月

山形考古　第４８号 その他：山形考古学会 2019年3月

山形大学歴史・地理・人類学論集　第２０号 その他：山形大学歴史・地理・人類学研究会 2019年3月

山口大学埋蔵文化財資料館年報　１２　－平成２６年度－ その他：山口大学 2019年3月

山口大学埋蔵文化財資料館通信　てらこや埋文　第２９号　２０１９　春号 その他：山口大学埋蔵文化財資料館 2019年3月

【古墳時代・弥生時代水田跡】／鹿児島大学埋蔵文化財調査センター調査報告書　第１４集　鹿児島大学構
内遺跡郡元団地Ｊ・Ｋ－９・１０区（理工系総合研究棟）

その他：鹿児島大学埋蔵文化財調査センター 2019年3月

理学部２号館増築工事（釘田第８地点）／【縄文時代・弥生時代・中世・近世・近代遺物，石器編】／鹿児島大
学埋蔵文化財調査センター調査報告書　第１５集　鹿児島大学構内遺跡（郡元団地Ｈ・Ｉ－８区）

その他：鹿児島大学埋蔵文化財調査センター 2019年3月

昭和女子大学文化史研究　第二十一号 その他：昭和女子大学文化史学会 2018年3月

昭和女子大学文化史研究　第二十二号 その他：昭和女子大学文化史学会 2019年3月

昭和女子大学文化史研究　第二十三号 その他：昭和女子大学文化史学会 2020年3月

神奈川考古　第５５号 その他：神奈川考古同人会 2019年5月

奴郷３遺跡 その他：神流町教育委員会 2019年12月

西相模考古　第２８号 その他：西相模考古学研究会 2019年5月

青山史学　第３７号 その他：青山学院大学文学部史学研究室 2019年2月

石川考古学研究会々誌　第６２号 その他：石川考古学研究会 2019年2月

ＳＥＥＤＳ　ＣＯＮＴＡＣＴ　第６号　科学研究費補助金平成２８年度基盤研究（Ａ）課題番号１６Ｈ０１９５６「東日
本における食糧生産の開始と展開の研究－レプリカ法を中心として－」ニュースレター

その他：設楽科研事務局 2019年5月

全国公立埋蔵文化財センター連絡協議会　公立埋文協会報　第６１号 その他：全国公立埋蔵文化財センター連絡協議会 2018年12月

全国公立埋蔵文化財センター連絡協議会　公立埋文協会報　第６２号 その他：全国公立埋蔵文化財センター連絡協議会 2019年3月

全国公立埋蔵文化財センター連絡協議会　公立埋文協会報　第６３号 その他：全国公立埋蔵文化財センター連絡協議会 2019年12月

全国埋文協会報　Ｎｏ．４４ その他：全国埋蔵文化財法人連絡協議会 1996年3月

全国埋文協会報　Ｎｏ．４９ その他：全国埋蔵文化財法人連絡協議会 1997年12月

全国埋文協会報　Ｎｏ．５０ その他：全国埋蔵文化財法人連絡協議会 1998年3月

全国埋文協会報　Ｎｏ．５２ その他：全国埋蔵文化財法人連絡協議会 1998年12月

全国埋文協会報　Ｎｏ．５４ その他：全国埋蔵文化財法人連絡協議会 1999年9月

全国埋文協会報　Ｎｏ．６２ その他：全国埋蔵文化財法人連絡協議会 2002年3月

古代　第１４３号　特集　旧石器時代 その他：早稲田大学考古学会 2018年12月

古代　第１４４号 その他：早稲田大学考古学会 2019年5月

わくわくする研究を歴博で！－国立歴史民俗博物館の共同研究紹介－　ｖｏｌ.２ その他：大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館 2019年3月

令和元（２０１９）年度　国立歴史民俗博物館要覧 その他：大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館 2019年7月

歴史研究の最前線　Ｖｏｌ．２０　「近現代の地域開発と社会変化－秋田県の鉱山開発を踏まえて－」 その他：総研大日本歴史研究専攻・国立歴史民俗博物館 2019年3月

歴史研究の最前線　Ｖｏｌ．２１　「古墳時代における日本列島と朝鮮半島の技術交流」 その他：総研大日本歴史研究専攻・国立歴史民俗博物館 2019年3月

国立歴史民俗博物館研究報告　第２１４集 その他：大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館 2019年3月

国立歴史民俗博物館研究報告　第２１５集 その他：大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館 2019年2月

国立歴史民俗博物館研究報告　第２１６集 その他：大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館 2019年3月

国立歴史民俗博物館研究報告　第２１７集 その他：大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館 2019年9月

国立歴史民俗博物館研究報告　第２１８集 その他：大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館 2019年12月

歴博　２１３号 その他：大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館 2019年3月

歴博　２１４号 その他：大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館 2019年5月

歴博　２１５号 その他：大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館 2019年7月

歴博　２１６号 その他：大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館 2019年9月

歴博　２１７号 その他：大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館 2019年11月

歴博　２１８号 その他：大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館 2020年1月

ＮＥＷＳ　ＬＥＴＴＥＲ　ヨーロッパにおける１９世紀日本関連在外資料調査研究・活用　日本文化発信にむけた
国際連携のモデル構築　ｖｏｌ．３

その他：大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館「ヨーロッパ
における１９世紀日本関連在外資料調査研究・活用－日本文化発信にむけた国際連
携のモデル構築－」プロジェクト総括班

2019年3月

総合資料学ニューズレター　第６号 その他：大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館メタ資料学
研究センター

2019年3月

総合資料学ニューズレター　第７号 その他：大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館メタ資料学
研究センター

2019年9月

志学台考古－年代・産地・分析等－　第１９号 その他：大阪大谷大学歴史文化学科 2019年3月

大阪大谷大学歴史文化研究　第１９号 その他：大阪大谷大学歴史文化学科 2019年3月

大手前大学史学研究所紀要　第１３号 その他：大手前大学史学研究所 2019年3月

大手前大学史学研究所研究報告　第１９号　関西窯業の近代Ⅱ その他：大手前大学史学研究所 2019年3月

神戸製鋼所神戸製鉄所第３高炉調査報告書 その他：大手前大学史学研究所 2019年5月
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第１４回全国歴史の道会議長野県大会　魅力再発見！信州歴史の道中山道　大会資料集 その他：第１４回全国歴史の道会議長野県大会実行委員会 2018年11月

第１４回全国歴史の道会議長野県大会　魅力再発見！信州歴史の道中山道　大会報告書 その他：第１４回全国歴史の道会議長野県大会実行委員会 2019年3月

第５４回埋蔵文化財研究集会　古墳時代の滑石製品－その生産と消費－　発表要旨・資料集 その他：第５４回埋蔵文化財研究集会事務局 2005年9月

月刊文化財　五月号（六六八号） その他：第一法規（株） 2019年5月

月刊文化財　六月号（六六九号） その他：第一法規（株） 2019年6月

月刊文化財　七月号（六七〇号） その他：第一法規（株） 2019年7月

月刊文化財　八月号（六七一号） その他：第一法規（株） 2019年8月

月刊文化財　九月号（六七二号） その他：第一法規（株） 2019年9月

月刊文化財　十月号（六七三号） その他：第一法規（株） 2019年10月

月刊文化財　十一月号（六七四号） その他：第一法規（株） 2019年11月

月刊文化財　十二月号（六七五号） その他：第一法規（株） 2019年12月

月刊文化財　一月号（六七六号） その他：第一法規（株） 2020年1月

月刊文化財　二月号（六七七号） その他：第一法規（株） 2020年2月

月刊文化財　三月号（六七八号） その他：第一法規（株） 2020年3月

地域考古学　－第４号－ その他：地域考古学研究会 2019年5月

筑波大学先史学・考古学研究　第３０号 その他：筑波大学人文社会科学研究科歴史・人類学専攻 2019年3月

考古学からみた北大キャンパスの５，０００年 その他：中西出版（株） 2019年7月

長野県考古学会誌　１５７号 その他：長野県考古学会 2019年3月

長野県考古学会誌　１５８号 その他：長野県考古学会 2019年6月

平成２８（２０１６）年鳥取県中部地震による石造文化財の被害調査 その他：鳥取大学地域学部考古学研究室・保存科学研究室 2019年3月

帝京大学文化財研究所研究報告　第１７集 その他：帝京大学文化財研究所 2018年3月

帝京大学文化財研究所研究報告　第１８集 その他：帝京大学文化財研究所 2019年9月

帝塚山大学考古学研究所研究報告　ⅩⅩⅠ その他：帝塚山大学考古学研究所 2019年3月

古事　天理大学考古学・民俗学研究室紀要　第２３冊 その他：天理大学文学部歴史文化学科考古学・民俗学専攻 2019年3月

テーマ「土偶の仕舞い方」　第１７回２０２０年土偶研究会長野県大会 その他：土偶研究会 2020年1月

土曜考古　第４１号 その他：土曜考古学研究会 2019年5月

島根大学埋蔵文化財調査研究報告　第１０冊　寿昌寺西遺跡第１次調査 その他：島根大学研究・学術情報機構総合博物館 2018年11月

島根大学考古学研究室調査報告　第１８冊　伯耆国分寺古墳の研究 その他：島根大学法文学部考古学研究室、伯耆国分寺古墳研究会 2019年3月

Ａｒｃｈａｅｏ－Ｃｌｉｏ（アーキオ・クレイオ）　第１６号 その他：東京学芸大学考古学研究室 2019年3月

東京考古　３７ その他：東京考古談話会 2019年5月

東京大学埋蔵文化財調査室発掘調査報告書　１４　東京大学本郷構内の遺跡　医学部教育研究棟地点　報
告編

その他：東京大学埋蔵文化財調査室 2019年3月

東京大学史料編纂所研究紀要　第２９号 その他：東京大学史料編纂所 2019年3月

東京大学史料編纂所報　第５４号　（２０１８年度） その他：東京大学史料編纂所 2019年10月

東京大学考古学研究室研究紀要　第１４号 その他：東京大学文学部考古学研究室 1996年6月

東京大学構内遺跡調査研究年報　１１　２０１５・２０１６年度 その他：東京大学埋蔵文化財調査室 2019年3月

東京大学構内遺跡調査研究年報　１２　２０１７・２０１８年度 その他：東京大学埋蔵文化財調査室 2019年12月

東京藝術大学校内発掘調査報告　３　上野忍岡遺跡群　東京藝術大学校地内（上野グローバルレジデンス
地区）発掘調査報告書

その他：東京藝術大学、東京藝術大学発掘調査団 2019年3月

東生　第８号 その他：東日本古墳確立期土器検討会 2019年5月

第２３回　東北・関東前方後円墳研究会　大会　《シンポジウム》古墳と『豪族居館』発表要旨資料 その他：東北・関東前方後円墳研究会 2018年1月

第２４回　東北・関東前方後円墳研究会　大会　《シンポジウム》手工業生産と古墳時代社会発表要旨資料 その他：東北・関東前方後円墳研究会 2019年3月

第２５回東北・関東前方後円墳研究会大会　シンポジウム　後期の中の変革－５３６年イベントにみる気候変動
との関わり　発表要旨資料

その他：東北・関東前方後円墳研究会 2020年2月

東北芸術工科大学歴史遺産研究　第１３号／２０１９ その他：東北芸術工科大学芸術学部歴史遺産学科 2019年3月

令和元年度　東北芸術工科大学文化財保存修復研究センター その他：東北芸術工科大学文化財保存修復研究センター 1905年7月

東北芸術工科大学文化財保存修復研究センター紀要　平成３０年度（Ｎｏ．９） その他：東北芸術工科大学文化財保存修復研究センター 2019年6月

２０１８東北知のフォーラム　実験考古学ワークショップ その他：東北大学研究推進・支援機構知の創出センター 2019年3月

東北大学総合学術博物館ニュースレターＯｍｎｉｖｉｄｅｎｓ　ＮＯ．６０ その他：東北大学総合学術博物館 2019年7月

東北大学総合学術博物館ニュースレターＯｍｎｉｖｉｄｅｎｓ　ＮＯ．６１ その他：東北大学総合学術博物館 2019年11月

東北文化資料叢書　第１２集　考古学資料　最上川流域の後期旧石器文化の研究４　白山Ｅ・白山Ｂ遺跡 その他：東北大学大学院文学研究科東北文化研究室 2019年3月

東北大学埋蔵文化財調査室調査報告　７　仙台城跡二の丸北方武家屋敷地区第１４地点　第１分冊 その他：東北大学埋蔵文化財調査室 2019年3月

東北大学埋蔵文化財調査室年次報告　２０１７ その他：東北大学埋蔵文化財調査室 2019年3月

同志社大学歴史資料館調査研究報告　第１５集　常盤井殿町遺跡・公家町遺跡・相国寺旧境内発掘調査報
告書　２０１８

その他：同志社大学歴史資料館 2019年3月

同志社大学歴史資料館館報　第２２号 その他：同志社大学歴史資料館 2020年2月

平成２７年度～平成２９年度科学研究費助成事業基盤研究（Ｃ）『古墳出土の釘に付着した材組織の観察から
みた木棺の用材利用法と時代木棺の用材利用法と棺構造の復元的研究』（課題番号１５Ｋ０２９９９）研究成果
報告書　古墳出土の釘に付着した材組織の観察からみた木棺の用材利用法と棺構造の復元的研究

その他：奈良県立橿原考古学研究所 2018年3月

文化財学報　第三十七集 その他：奈良大学文学部文化財学科 2019年3月

奈良大学考古学研究調査報告書　第２３冊　甲塚古墳発掘調査報告書Ⅰ その他：奈良大学文学部文化財学科 2019年3月

縄文時代　第３０号 その他：縄文時代文化研究会 2019年5月

２０１９（令和元）年度　日本玉文化学会あわら大会研究発表要旨 その他：日本玉文化学会あわら大会実行委員会 2019年10月

考古学雑誌　第１０１巻第２号 その他：日本考古学会 2019年3月

考古学雑誌　第１０２巻第１号 その他：日本考古学会 2019年9月

考古学雑誌　第１０２巻第２号 その他：日本考古学会 2020年3月

日本山岳文化学会論集　第１２号　＜抜刷＞ その他：日本山岳文化学会 2015年2月

日本山岳文化学会論集　第１３号　＜抜刷＞ その他：日本山岳文化学会 2016年2月

日本山岳文化学会論集　第１４号　＜抜刷＞ その他：日本山岳文化学会 2016年11月

日本山岳文化学会論集　第１５号　＜抜刷＞ その他：日本山岳文化学会 2017年11月

日本山岳文化学会論集　第１６号　＜抜刷＞ その他：日本山岳文化学会 2018年11月

第四紀研究　第５８巻第２号 その他：日本第四紀学会 2019年4月

第四紀研究　第５８巻第３号 その他：日本第四紀学会 2019年6月

第四紀研究　第５８巻第４号 その他：日本第四紀学会 2019年8月

第四紀研究　第５８巻第５号 その他：日本第四紀学会 2019年10月

第四紀研究　第５８巻第６号 その他：日本第四紀学会 2019年12月

第四紀研究　第５９巻第１号 その他：日本第四紀学会 2020年2月

動物考古学　第３６号 その他：日本動物考古学会 2019年3月

貿易陶磁研究　第３９号 その他：日本貿易陶磁研究会 2019年9月

大境　第３７号 その他：富山考古学会 2018年3月

大境　第３８号 その他：富山考古学会 2019年3月

杉谷４号墳－第６次発掘調査報告書－ その他：富山大学人文学部考古学研究室 2019年3月

物質文化　考古学民俗学研究　（９９） その他：物質文化研究会 2019年5月

貝塚　（７５） その他：物質文化研究会 2019年11月
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文化財写真研究　Ｖｏｌ．１０（通巻埋文写真研究Ｖｏｌ．３０） その他：文化財写真技術研究会 2019年7月

埋蔵文化財保護行政におけるデジタル技術の導入について３（報告） その他：文化庁 2020年2月

埋蔵文化財関係統計資料－平成３０年度－ その他：文化庁文化財第二課 2019年3月

米沢史学　第３５号 その他：米沢史学会 2019年10月

法政考古学　第４５集 その他：法政考古学会 2019年3月

北海道考古学　第２４輯　名取武光先生追悼特集 その他：北海道考古学会 1988年3月

北海道大学埋蔵文化財調査センターニュースレター　第３０号 その他：北海道大学埋蔵文化財調査センター 2018年12月

北海道大学埋蔵文化財調査センターニュースレター　第３１号 その他：北海道大学埋蔵文化財調査センター 2019年2月

北海道大学埋蔵文化財調査センターニュースレター　第３２号 その他：北海道大学埋蔵文化財調査センター 2019年3月

平成２９年度調査報告　第１部　Ｋ３９遺跡医学部百年記念館地点　Ｋ３９遺跡中央キャンパス教育学部北地
点　第２部　平成２９年度年次事業報告　北大構内の遺跡ⅩⅩⅤ

その他：北海道大学埋蔵文化財調査センター 2019年3月

日日是好日　北野博司先生還暦記念論集 その他：北野博司先生還暦記念事業実行委員会 2019年9月

ＩＳＥＥ　Ｎｅｗｓｌｅｔｔｅｒ　ｖｏｌ.７ その他：名古屋大学宇宙地球環境研究所 2019年1月

ＩＳＥＥ　Ｎｅｗｓｌｅｔｔｅｒ　ｖｏｌ.８ その他：名古屋大学宇宙地球環境研究所 2019年7月

ＩＳＥＥ　Ｎｅｗｓｌｅｔｔｅｒ　ｖｏｌ.９ その他：名古屋大学宇宙地球環境研究所 2020年1月

明治大学黒耀石研究センター／明治大学研究者交流支援事業　『シンポジウム海峡をつなぐ資料と道具』予
稿集

その他：明治大学 2019年7月

資源環境と人類　第９号 その他：明治大学黒耀石研究センター 2019年3月

木簡研究　第四一号 その他：木簡学会 2019年11月

第四一回木簡学会研究集会報告　二〇一九年全国出土の木簡 その他：木簡学会 2019年12月

考古学実習・文化財実習報告書第２集 その他：龍谷大学文学部歴史学科文化遺産学専攻 2019年3月

國學院大學博物館研究報告　第３６輯　（旧國學院大學考古学資料館紀要　旧國學院大學学術資料セン
ター研究報告）

その他：國學院大學博物館 2020年2月

新潟県中魚沼郡中里村／國學院大學文学部考古学実習報告　第３集　壬遺跡　１９８２　＜複製資料＞ その他：國學院大學文学部考古学研究室 1982年3月

國學院大學文学部考古学実習報告　第５６集　居家以岩陰遺跡Ⅱ　第２次・第３次発掘調査報告書 その他：國學院大學文学部考古学研究室 2020年2月
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