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●新潟県●
－腐植土層（軟弱地盤）の厚さ分布と平野の成り立ちをめぐるなぞ－　越後平野の地盤と防災 新潟県：（一社）北陸地域づくり協会 2018年3月

－腐植土層（軟弱地盤）の厚さ分布と平野の成り立ちをめぐるなぞ－　越後平野の地盤と防災 新潟県：（一社）北陸地域づくり協会 2018年3月

シリーズ「遺跡を学ぶ」　０３７　縄文文化の起源をさぐる・小瀬ヶ沢・室谷洞窟 新潟県：（株）新泉社 2007年5月

研究紀要　第９号 新潟県：（公財）新潟県埋蔵文化財調査事業団 2017年3月

研究紀要　第９号 新潟県：（公財）新潟県埋蔵文化財調査事業団 2017年3月

埋文にいがた　Ｎｏ．９９ 新潟県：（公財）新潟県埋蔵文化財調査事業団 2017年6月

公益財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団年報　平成２８年度 新潟県：（公財）新潟県埋蔵文化財調査事業団 2017年8月

公益財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団年報　平成２８年度 新潟県：（公財）新潟県埋蔵文化財調査事業団 2017年8月

埋蔵文化財新潟県関係新聞記事　（平成２９年１月～１２月） 新潟県：（公財）新潟県埋蔵文化財調査事業団資料室 2017年

郷土史燕　第１０号 新潟県：燕市教育委員会 2017年3月

三面川流域の考古学　第１５号 新潟県：奥三面を考える会 2017年5月

奥山荘郷土研究会誌おくやまのしょう　第四十二号 新潟県：奥山荘郷土研究会 2017年3月

かも市史だより　Ｎｏ．３５ 新潟県：加茂市教育委員会内市史編さん室 2017年3月

かも市史だより　Ｎｏ．３６ 新潟県：加茂市教育委員会内市史編さん室 2017年10月

民俗資料館だより　第２４号 新潟県：加茂市民俗資料館 2017年3月

西谷遺跡Ⅱ　－源土運動広場整備工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－／刈羽村埋蔵文化財調査報
　

新潟県：刈羽村教育委員会 2017年3月

刈羽村文化　第１０５号 新潟県：刈羽村文化協会、刈羽村郷土研究会 2016年9月

刈羽村文化　第１０６号 新潟県：刈羽村文化協会、刈羽村郷土研究会 2017年3月

刈羽村文化　第１０７号 新潟県：刈羽村文化協会、刈羽村郷土研究会 2017年9月

刈羽村文化　第１０８号 新潟県：刈羽村文化協会、刈羽村郷土研究会 2018年9月

阿賀野市立吉田東伍記念博物館友の会通信　２０１７－２０１８　Ｎｏ．１（通巻７５号） 新潟県：吉田東伍記念博物館友の会 2017年5月

黒姫洞窟遺跡－第２期発掘調査報告－　魚沼市埋蔵文化財調査報告　第５集 新潟県：魚沼市教育委員会、魚沼地域洞窟遺跡発掘調査団 2009年3月

黒姫洞窟遺跡－第３期発掘調査報告－　魚沼市埋蔵文化財調査報告書　第９集 新潟県：魚沼市教育委員会、魚沼地域洞窟遺 2013年3月

年報新発田学　第八号 新潟県：敬和学園大学 2017年3月

人文社会科学研究所年報　第１５号 新潟県：敬和学園大学 2017年6月

遺物と文書が語る中世的世界／環日本海歴史民俗学叢書　７　中世の越後と佐渡 新潟県：高志書院 1999年6月

六日町藤塚遺跡・余川中道遺跡　出土品展 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

2017年10月

丘江遺跡　現地説明会資料 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

2017年10月

佐渡学センター年報　第８号（平成２８年度版） 新潟県：佐渡学センター 2017年3月

調査研究報告書「佐渡の自然史」　第５号 新潟県：佐渡市教育委員会 2017年3月

よろく淵遺跡　－県営ほ場整備事業国府川右岸地区区画整備工事に伴う発掘調査報告書－／新潟県佐
渡市金丸１４３３・８６６番地　他

新潟県：佐渡市教育委員会 2005年3月

よろく淵遺跡　－県営ほ場整備事業国府川右岸地区区画整備工事に伴う発掘調査報告書－／新潟県佐
渡市金丸１４３３・８６６番地　他

新潟県：佐渡市教育委員会 2005年3月

佐渡国衙跡　公共下水道工事に伴う発掘調査報告書／新潟県佐渡市四日町６９１－１番地　他 新潟県：佐渡市教育委員会 2005年3月

佐渡国衙跡　公共下水道工事に伴う発掘調査報告書／新潟県佐渡市四日町６９１－１番地　他 新潟県：佐渡市教育委員会 2005年3月

国分寺遺跡群　市道改良工事に伴う発掘調査報告書／新潟県佐渡市竹田８７７番地　他 新潟県：佐渡市教育委員会 2005年3月

国分寺遺跡群　市道改良工事に伴う発掘調査報告書／新潟県佐渡市竹田８７７番地　他 新潟県：佐渡市教育委員会 2005年3月

若宮遺跡　新潟県佐渡市四日町字若宮公共下水道工事に伴う発掘調査報告書／佐渡市埋蔵文化財調査
報告書　第１３集

新潟県：佐渡市教育委員会 2006年3月

佐渡市内遺跡発掘調査報告Ⅶ　平成２８年度の調査／佐渡市埋蔵文化財調査報告書　第２８集 新潟県：佐渡市産業観光部世界遺産推進課、佐渡市教育委員会 2018年3月

佐渡金銀山　新穂銀山跡分布調査報告書／佐渡金銀山遺跡調査報告書　２０ 新潟県：佐渡市産業観光部世界遺産推進課、佐渡市教育委員会 2018年3月

蔵王遺跡・小谷地遺跡・平田遺跡　県営ほ場整備事業関係発掘調査報告書 新潟県：佐渡市世界遺産推進課、佐渡市教育委員会 2017年3月

蔵王遺跡・小谷地遺跡・平田遺跡　県営ほ場整備事業関係発掘調査報告書 新潟県：佐渡市世界遺産推進課、佐渡市教育委員会 2017年3月

吉ヶ平の民具－収集・調査・整理の記録－ 新潟県：三条市 2017年3月

平成２９年度　古津八幡山　弥生の丘展示館　　企画展　３　古墳時代のお祭り－石に籠めた祈り－展示解
説パンフレット

新潟県：史跡古津八幡山弥生の丘展示館 2017年10月

平成２９年度　古津八幡山　弥生の丘展示館　　企画展　３　古墳時代のお祭り－石に籠めた祈り－展示解
説パンフレット

新潟県：史跡古津八幡山弥生の丘展示館 2017年10月

野首遺跡発掘調査報告書Ⅱ＜遺物編１＞　十日町市埋蔵文化財発掘調査報告書　第５７集 新潟県：十日町市教育委員会文化スポーツ部文化財課 2017年3月

十日町市博物館年報　第３号 新潟県：十日町市博物館 2017年3月

野首遺跡出土品のすべて 新潟県：十日町市博物館 2017年7月

動物の意匠－人と生き物のかかわり－ 新潟県：十日町市博物館 2017年9月

平成２８・２９年度　出雲崎町内遺跡発掘調査報告書 新潟県：出雲崎町教育委員会 2018年3月

頸城文化　６５号 新潟県：上越郷土研究会 2017年9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 2017年3月

京都大学総合博物館　平成２９年度特別展　火焔型土器と西の縄文　Ｆｌａｍｅ　ｐｏｔｓ－Ｊｏｍｏｎｅｓｑｕｅ　Ｊａｐａ
ｎ２０１７

新潟県：信濃川火焔街道連携協議会 2017年9月

郷土新潟　第五十七号 新潟県：新潟郷土史研究会 2017年3月

津南学叢書　第３０輯　『本ノ木－調査・研究の歩みと６０年目の視点－』 新潟県：新潟県、津南町教育委員会、信濃川火焔街道連携協議会 2017年9月

津南学叢書　第３１輯　＜津南シンポジウムⅩⅢ＞　『座談会６０年目の本ノ木遺跡』要旨集 新潟県：新潟県、津南町教育委員会、信濃川火焔街道連携協議会 2017年10月

平成２９年度新潟県埋蔵文化財公開活用事業　新潟県考古学講演会（第１回）「国史跡耳取遺跡を中心と
した県央の縄文時代最後のムラ」

新潟県：新潟県教育委員会 2017年6月

平成２９年度新潟県埋蔵文化財公開活用事業　新潟県考古学講演会（第１回）「国史跡耳取遺跡を中心と
した県央の縄文時代最後のムラ」

新潟県：新潟県教育委員会 2017年6月

平成２９年度新潟県埋蔵文化財公開活用事業　新潟県考古学講演会（第２回）「日本海域の海揚がりの土
器・陶磁器」

新潟県：新潟県教育委員会 2017年6月

平成２９年度新潟県埋蔵文化財公開活用事業　新潟県考古学講演会（第２回）「日本海域の海揚がりの土
器・陶磁器」

新潟県：新潟県教育委員会 2017年6月

平成２９年度新潟県埋蔵文化財公開活用事業　東日本大震災復興支援発掘出土品展関連講演会『わたし
が掘った宮城県の遺跡』１

新潟県：新潟県教育委員会 2017年7月

平成２９年度新潟県埋蔵文化財公開活用事業　東日本大震災復興支援発掘出土品展関連講演会『わたし
が掘った宮城県の遺跡』１

新潟県：新潟県教育委員会 2017年7月

平成２９年度新潟県埋蔵文化財公開活用事業　東日本大震災復興支援発掘出土品展関連講演会『わたし
が掘った宮城県の遺跡』２

新潟県：新潟県教育委員会 2017年8月

平成２９年度新潟県埋蔵文化財公開活用事業　新潟県考古学講演会（第３回）「国史跡平林城跡・村上城
跡を中心とした県北の中近世城館」

新潟県：新潟県教育委員会 2017年10月
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平成２９年度新潟県埋蔵文化財公開活用事業　新潟県考古学講演会（第３回）「国史跡平林城跡・村上城
跡を中心とした県北の中近世城館」

新潟県：新潟県教育委員会 2017年10月

新潟まいぶんナビ　２０１７春夏号（ｖｏｌ．１３） 新潟県：新潟県教育委員会 2017年6月

新潟まいぶんナビ　２０１７秋冬号（ｖｏｌ．１４） 新潟県：新潟県教育委員会 2017年10月

新潟県名勝調査報告書 新潟県：新潟県教育委員会 2016年3月

平成２８年度県内遺跡試掘・確認調査　県内遺跡発掘調査報告書　Ⅵ／新潟県埋蔵文化財調査報告書
第２８０集

新潟県：新潟県教育委員会 2018年3月

平成２８年度県内遺跡試掘・確認調査　県内遺跡発掘調査報告書　Ⅵ／新潟県埋蔵文化財調査報告書
第２８０集

新潟県：新潟県教育委員会 2018年3月

堂古遺跡・下割遺跡Ⅵ・二反割遺跡Ⅱ　一般国道２５３号上越三和道路関係発掘調査報告書　ⅩⅢ／新潟
県埋蔵文化財調査報告書　第２６９集

新潟県：新潟県教育委員会、（公財）新潟県埋蔵文化財調査事業団 2017年3月

堂古遺跡・下割遺跡Ⅵ・二反割遺跡Ⅱ　一般国道２５３号上越三和道路関係発掘調査報告書　ⅩⅢ／新潟
県埋蔵文化財調査報告書　第２６９集

新潟県：新潟県教育委員会、（公財）新潟県埋蔵文化財調査事業団 2017年3月

柄目木遺跡Ⅲ　一般国道４９号阿賀野バイパス関係発掘調査報告書　ⅩⅡ／新潟県埋蔵文化財調査報告
書　第２７０集

新潟県：新潟県教育委員会、（公財）新潟県埋蔵文化財調査事業団 2017年3月

柄目木遺跡Ⅲ　一般国道４９号阿賀野バイパス関係発掘調査報告書　ⅩⅡ／新潟県埋蔵文化財調査報告
書　第２７０集

新潟県：新潟県教育委員会、（公財）新潟県埋蔵文化財調査事業団 2017年3月

平成２８年度　市町村文化行政の現状 新潟県：新潟県教育庁文化行政課 2017年12月

平成２９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 2017年4月

平成２９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 2017年12月

平成２９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 2017年12月

平成２９年度市町村等埋蔵文化財専門職員実務研修２　研修テーマ「土師器・須恵器の観察・実測・計量」 新潟県：新潟県教育庁文化行政課 2018年1月

平成２９年度市町村等埋蔵文化財専門職員実務研修２　研修テーマ「土師器・須恵器の観察・実測・計量」 新潟県：新潟県教育庁文化行政課 2018年1月

平成２９年度市町村等埋蔵文化財専門職員実務研修３ 新潟県：新潟県教育庁文化行政課 2018年2月

平成２９年度市町村等埋蔵文化財専門職員実務研修３ 新潟県：新潟県教育庁文化行政課 2018年2月

新潟県文化財年報　平成２８（２０１６）年度 新潟県：新潟県教育庁文化行政課 2018年1月

新潟県文化財年報　平成２８（２０１６）年度 新潟県：新潟県教育庁文化行政課 2018年1月

佐渡金銀山だより　Ｖｏｌ．１５ 新潟県：新潟県教育庁文化行政課世界遺産登録推進室、佐渡市世界遺産推
進課

2017年3月

佐渡金銀山だより　Ｖｏｌ．１６ 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

2017年9月

金を中心とする佐渡鉱山の遺産群 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

2016年4月

金を中心とする佐渡鉱山の遺産群 新潟県：新潟県教育庁文化行政課世界遺産登録推進室、佐渡市世界遺産推
進課

2016年5月

新潟県考古学会第２８回大会研究発表会発表要旨 新潟県：新潟県考古学会 2016年6月

新潟県考古学会第２９回大会研究発表会発表要旨 新潟県：新潟県考古学会 2017年6月

新潟考古　第２８号 新潟県：新潟県考古学会 2017年3月

新潟県考古学会連絡紙　第１１２号 新潟県：新潟県考古学会 2017年5月

新潟県考古学会連絡紙　第１１３号 新潟県：新潟県考古学会 2017年9月

新潟県考古学会連絡紙　第１１４号 新潟県：新潟県考古学会 2017年11月

新潟県考古学会連絡紙　第１１５号 新潟県：新潟県考古学会 2018年2月

阿賀野市・土橋北遺跡（Ｄ区）現地説明会 新潟県：新潟県新発田地域振興局農村整備部、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

2017年10月

新潟県図書館協会報　２３１号 新潟県：新潟県図書館協会 2017年3月

新潟県図書館協会報　２３２号 新潟県：新潟県図書館協会 2017年7月

新潟県図書館協会報　２３３号 新潟県：新潟県図書館協会 2017年10月

新潟県図書館協会報　２３４号 新潟県：新潟県図書館協会 2018年1月

新潟県図書館協会報　２３５号 新潟県：新潟県図書館協会 2018年3月

平成２９年度新潟県埋蔵文化財センター講演会　第１回　日本の石『ヒスイ』－その利用のあゆみ－ 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2017年4月

平成２９年度新潟県埋蔵文化財センター講演会　第１回　日本の石『ヒスイ』－その利用のあゆみ－ 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2017年4月

平成２９年度新潟県埋蔵文化財センター講演会　第２回　火炎土器の時代 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2017年5月

平成２９年度新潟県埋蔵文化財センター講演会　第２回　火炎土器の時代 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2017年5月

平成２９年度新潟県埋蔵文化財センター講演会　第３回　佐渡金銀山遺跡の時代 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2017年6月

平成２９年度新潟県埋蔵文化財センター講演会　第３回　佐渡金銀山遺跡の時代 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2017年6月

平成２９年度新潟県埋蔵文化財センター講演会　第４回　城の山古墳徹底解明－発掘調査報告書から－ 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2017年9月

平成２９年度新潟県埋蔵文化財センター講演会　第５回　下谷地遺跡の時代 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2017年10月

平成２９年度新潟県埋蔵文化財センター講演会　第５回　下谷地遺跡の時代 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2017年10月

平成２９年度新潟県埋蔵文化財センター講演会　第６回　青田遺跡の時代－縄文社会を探る－ 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2017年11月

平成２９年度新潟県埋蔵文化財センター講演会　第６回　青田遺跡の時代－縄文社会を探る－ 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2017年11月

平成２９年度新潟県埋蔵文化財センター講演会　第７回　加地庄と佐々木氏・中条氏 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2017年12月

平成２９年度新潟県埋蔵文化財センター講演会　第７回　加地庄と佐々木氏・中条氏 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2017年12月

平成２９年度新潟県埋蔵文化財センター講演会　第８回　上ノ平・吉ヶ沢遺跡の物語－氷河時代を生き抜く
狩猟民－

新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2018年1月

平成２９年度新潟県埋蔵文化財センター講演会　第８回　上ノ平・吉ヶ沢遺跡の物語－氷河時代を生き抜く
狩猟民－

新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2018年1月

第２２回遺跡発掘調査報告会・シンポジウム「丸木舟の考古学」資料 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2018年3月

第２２回遺跡発掘調査報告会・シンポジウム「丸木舟の考古学」資料 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2018年3月

平成２９年度新潟県埋蔵文化財センター巡回展　縄文の造形美－六反田遺跡－パンフレット 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2017年4月

平成２９年度新潟県埋蔵文化財センター巡回展　縄文の造形美－六反田遺跡－パンフレット 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2017年4月

新潟県埋蔵文化財センター 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2017年4月

埋文にいがた　第１００号　特集　第１００号記念　そこは遺跡です！発掘調査した遺跡の今 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2017年10月

埋文にいがた　第１０１号 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2017年12月

埋文にいがた　第１０２号 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2018年3月

秋季企画展　砂丘と平野のくらし 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2017年9月

秋季企画展　砂丘と平野のくらし 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2017年9月

発掘！新潟の遺跡２０１７展 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2018年2月

発掘！新潟の遺跡２０１７展 新潟県：新潟県埋蔵文化財センター 2018年2月

新潟県の図書館　２０１７ 新潟県：新潟県立図書館 2017年12月

新潟県立図書館年報　平成２９年度 新潟県：新潟県立図書館 2017年7月

新潟県立歴史博物館研究紀要　第１８号 新潟県：新潟県立歴史博物館 2015年3月

新潟県立歴史博物館研究紀要　第１９号 新潟県：新潟県立歴史博物館 2018年3月

新潟県立歴史博物館年報　第１７号－平成２８年度－ 新潟県：新潟県立歴史博物館 2017年10月

すてきな布　アンギン研究１００年展示解説図録　－総合研究「アンギンの復元的研究」の成果－ 新潟県：新潟県立歴史博物館 2017年1月

新潟史学　第７４号 新潟県：新潟史学会 2016年10月

新潟史学　第７５号 新潟県：新潟史学会 2017年11月
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国史跡古津八幡山遺跡保存活用計画 新潟県：新潟市教育委員会 2017年3月

国史跡古津八幡山遺跡保存活用計画付属資料 新潟県：新潟市教育委員会 2017年3月

大沢谷内遺跡Ⅴ　第２５次調査　－一般国道４０３号小須戸田上バイパス整備工事に伴う大沢谷内遺跡第１
７次発掘調査報告書－

新潟県：新潟市教育委員会 2018年2月

笊木遺跡第３次調査　－主要地方道新潟中央環状線道路整備事業に伴う笊木遺跡第３次発掘調査報告
書－

新潟県：新潟市教育委員会 2018年2月

道上遺跡第６次調査　下久保遺跡第３次調査　－県営ほ場整備事業（担い手育成型）両新地区に伴う道上
遺跡第６次、下久保遺跡第３次発掘調査報告書－

新潟県：新潟市教育委員会 2018年2月

細池寺道上遺跡Ⅶ第４６次調査　－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２１次発掘調査報告書－　本文編

新潟県：新潟市教育委員会 2018年3月

細池寺道上遺跡Ⅶ第４６次調査　－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２１次発掘調査報告書－　図面図版・写真図版編

新潟県：新潟市教育委員会 2018年3月

平成２８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） 2017年11月

平成２８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 2017年3月

新潟市文化財センター年報　第４号－平成２７（２０１５）年度版－ 新潟県：新潟市文化財センター 2017年3月

常設展示　阿賀北の大地と人々のくらし 新潟県：新潟市北区郷土博物館 2017年

ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ　ＬＥＴＴＥＲ　博物館だより　第２２号 新潟県：新潟市北区郷土博物館 2017年3月

新潟市歴史博物館研究紀要　第１２号 新潟県：新潟市歴史博物館 2016年3月

新潟市歴史博物館研究紀要　第１３号 新潟県：新潟市歴史博物館 2017年3月

帆檣成林　第４０号 新潟県：新潟市歴史博物館 2017年4月

帆檣成林　第４１号 新潟県：新潟市歴史博物館 2017年9月

帆檣成林　第４２号 新潟県：新潟市歴史博物館 2017年12月

え？－近代絵画のわすれもの 新潟県：新潟市歴史博物館 2017年3月

「乙女たちの歩み～新潟の女学校と女学生～」　新潟市政令指定都市・区制移行１０周年記念　新潟市歴
史博物館平成２９年度夏季企画展

新潟県：新潟市歴史博物館 2017年7月

２０１７年前近代歴史地震史料研究会講演要旨集 新潟県：新潟大学災害・復興科学研究所社会安全システム研究部門、地震・火
山噴火予知研究協議会計画推進部会史料・考古部会「日本海沿岸地域を中
心とした地震・火山噴火災害関連史料の収集と分析」研究グループ

2017年11月

新潟大学考古学研究室調査研究報告１７　　栃木県宇都宮市-権現山遺跡第５次発掘調査報告　新潟県
新潟市　牡丹山諏訪神社古墳第３次発掘調査報告

新潟県：新潟大学人文学部 2017年3月

新潟大学考古学研究室調査研究報告１７　栃木県宇都宮市　権現山遺跡第５次発掘調査報告　新潟県新
潟市　牡丹山諏訪神社古墳第３次発掘調査報告

新潟県：新潟大学人文学部 2017年3月

新潟の遺跡　先人からのメッセージ 新潟県：新潟日報事業社 2000年2月

五十公野館跡発掘調査報告書　新発田市立東小学校建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／新発田市
埋蔵文化財調査報告　第５６

新潟県：新発田市教育委員会 2017年3月

五十公野館跡発掘調査報告書　新発田市立東小学校建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／新発田市
埋蔵文化財調査報告　第５６

新潟県：新発田市教育委員会 2017年3月

教えてイシダさん！シリーズ総集編　まんが聖籠れきし草紙 新潟県：聖籠町教育委員会 2017年11月

聖籠町民俗資料館 新潟県：聖籠町民俗資料館 不明

西倉遺跡　第３次発掘調査報告書　農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業に伴う発掘調査報告書
／川口町埋蔵文化財報告　第４輯

新潟県：川口町教育委員会 2003年3月

史跡村上城跡石垣調査報告書Ⅰ　村上市埋蔵文化財発掘調査報告書　第８集 新潟県：村上市教育委員会 2017年3月

史跡村上城跡石垣調査報告書Ⅰ　村上市埋蔵文化財発掘調査報告書　第８集 新潟県：村上市教育委員会 2017年3月

平林城跡Ⅱ　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９集 新潟県：村上市教育委員会 2017年3月

平林城跡Ⅱ　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９集 新潟県：村上市教育委員会 2017年3月

第１５回中秋の名月　板額の宴－中世歴史絵巻－ 新潟県：胎内市教育委員会 2017年9月

岩野原窯跡　国営越後丘陵公園園路整備に伴う埋蔵文化財確認調査報告書／長岡市埋蔵文化財調査報
告書

新潟県：新潟県長岡市教育委員会 2018年3月

ＮＫＨ（長岡市立科学博物館報）　Ｎｏ．１０１ 新潟県：長岡市立科学博物館 2017年3月

長岡市立科学博物館研究報告　第５２号 新潟県：長岡市立科学博物館 2017年3月

平成２８年度　津南町農と縄文の体験実習館　体験実習活動報告書　体験実習報告　第１２集 新潟県：津南町教育委員会 2017年3月

正面中島遺跡　－国営農地再編パイロット事業に伴う遺跡発掘調査報告書－／津南町文化財調査報告
第３７輯

新潟県：津南町教育委員会 2002年3月

越那Ａ遺跡　－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　第７１輯 新潟県：津南町教育委員会 2017年3月

柏崎うるし物語－漆器と職人の歴史－　柏崎ふるさと人物館第３７回企画展図録 新潟県：柏崎ふるさと人物館 2017年9月

慈眼寺歴代住職墓　－新潟県柏崎市谷根　慈眼寺歴代住職墓跡発掘調査報告書－／柏崎市埋蔵文化
財調査報告書　第４４集

新潟県：柏崎市教育委員会 2004年3月

角田Ⅱ　－新潟県柏崎市・角田遺跡第２・３次発掘調査報告書－／柏崎市埋蔵文化財調査報告書　第４８
集

新潟県：柏崎市教育委員会 2006年3月

磯辺Ⅰ　－新潟県柏崎市　磯辺遺跡発掘調査報告書－／柏崎市埋蔵文化財調査報告書　第８５集 新潟県：柏崎市教育委員会 2017年3月

長嶺前田　－新潟県柏崎市　長嶺前田遺跡発掘調査報告書－／柏崎市埋蔵文化財調査報告書　第８６集 新潟県：柏崎市教育委員会 2017年2月

中田下川原　－新潟県柏崎市　中田下川原遺跡発掘調査報告書－／柏崎市埋蔵文化財調査報告書　第
８８集

新潟県：柏崎市教育委員会 2017年3月

久保田　－新潟県柏崎市　久保田遺跡発掘調査報告書－／柏崎市埋蔵文化財調査報告書　第８９集 新潟県：柏崎市教育委員会 2017年3月

柏崎市立博物館館報　第３１号 新潟県：柏崎市立博物館 2017年10月

近世の藤井堰と東江・西江　－柏崎土地改良区所蔵文書－ 新潟県：柏崎土地改良区 2006年7月

会報　第６１号 新潟県：文化財保存新潟県協議会 2017年5月

会報　第６２号 新潟県：文化財保存新潟県協議会 2017年11月

会報　第６３号 新潟県：文化財保存新潟県協議会 2017年12月

花と遺跡のふるさと公園 新潟県：不明 2017年

●北海道●
根室市　温根沼３遺跡　－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３４２集

北海道：（公財）北海道埋蔵文化財センター 2018年2月

厚真町　上幌内４遺跡　上幌内５遺跡　－厚幌ダム建設事業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３４５集

北海道：（公財）北海道埋蔵文化財センター 2018年3月

厚真町　オニキシベ３遺跡　－厚幌ダム建設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３４６集

北海道：（公財）北海道埋蔵文化財センター 2018年3月

下川町　上名寄８遺跡　－天塩川改修工事の内名寄川河道掘削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３４７集

北海道：（公財）北海道埋蔵文化財センター 2018年3月

木古内町　泉沢６遺跡　－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報告書－
／（公財）北海道埋蔵文化財センター調査報告書　第３５０集

北海道：（公財）北海道埋蔵文化財センター 2018年3月

Ｋ４４１遺跡第３次調査　札幌市文化財調査報告書　１０４ 北海道：札幌市教育委員会 2017年3月

Ｍ５５４遺跡　札幌市文化財調査報告書　１０５ 北海道：札幌市教育委員会 2017年3月

平成２８年度調査報告書　市内遺跡発掘調査報告書　９ 北海道：札幌市教育委員会 2017年3月

史跡垣ノ島遺跡　－平成２５～２８年度国庫補助事業による市内遺跡発掘調査等事業総括報告書－ 北海道：函館市教育委員会 2017年3月
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函館市　電電公社合宿舎遺跡　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１輯

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

2017年3月

函館市　日吉町Ａ遺跡（３）　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２輯

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

2017年3月

平成２８年度策定　史跡松前氏城跡福山城跡保存活用計画書 北海道：北海道松前町教育委員会 2017年3月

史跡松前氏城跡福山城跡Ⅶ－平成２２年度発掘調査報告書－ 北海道：北海道松前町教育委員会 2011年3月

史跡松前氏城跡福山城跡Ⅸ－平成２５年度発掘調査報告書－ 北海道：北海道松前町教育委員会 2014年3月

史跡松前氏城跡福山城跡Ⅹ－平成２６年度発掘調査報告書－ 北海道：北海道松前町教育委員会 2015年3月

史跡松前氏城跡福山城跡ⅩⅠ－平成２７年度発掘調査報告書－ 北海道：北海道松前町教育委員会 2016年3月

史跡松前氏城跡福山城跡ⅩⅡ－平成２８年度発掘調査報告書－ 北海道：北海道松前町教育委員会 2017年3月

鷲ノ木遺跡Ⅷ　町内遺跡発掘調査事業報告書Ⅸ　森町埋蔵文化財調査報告書　第２４集 北海道：北海道森町教育委員会 2017年3月

北海道立埋蔵文化財センター年報　１８　平成２８（２０１６）年度 北海道：北海道立埋蔵文化財センター 2017年4月

北海道埋蔵文化財センター重要遺跡確認調査報告書　第１２集　岩内町　東山１遺跡　湧別町　シブノツナ
イ竪穴住居群

北海道：北海道立埋蔵文化財センター 2017年3月

様似山道　－歴史の道活用整備事業報告書－ 北海道：様似町教育委員会 2017年9月

●青森県●
特別企画展図録　よみがる縄文の美－五月女萢遺跡の世界－　平成２６年度特別企画展 青森県：五所川原市教育委員会 2014年9月

十三盛遺跡　一般国道１０１号五所川原西バイパス建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　 (第一分
冊)/五所川原市埋蔵文化財調査報告書 第３３集

青森県：五所川原市教育委員会 2013年3月

十三盛遺跡　一般国道１０１号五所川原西バイパス建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 (第二分
冊)/五所川原市埋蔵文化財調査報告書 第３３集

青森県：五所川原市教育委員会 2013年3月

五月女萢遺跡（第１分冊　本文編１）　五所川原市埋蔵文化財調査報告書　第３４集 青森県：五所川原市教育委員会 2017年3月

五月女萢遺跡（第２分冊　本文編２）　五所川原市埋蔵文化財調査報告書　第３４集 青森県：五所川原市教育委員会 2017年3月

五月女萢遺跡（第３分冊　写真図版編）　五所川原市埋蔵文化財調査報告書　第３４集 青森県：五所川原市教育委員会 2017年3月

史跡津軽氏城跡（弘前城跡）弘前城本丸発掘調査概報Ⅳ　－本丸石垣解体修理事業に係る発掘調査－ 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 2017年3月

青森県史　資料編　考古１　旧石器　縄文草創期～中期 青森県：青森県 2017年3月

特別史跡三内丸山遺跡年報　－２１－ 青森県：青森県教育委員会 2018年3月

鳴戸（３）遺跡Ⅱ　－一般国道１０１号鰺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５７４集

青森県：青森県教育委員会 2017年3月

水上（２）遺跡Ⅲ　津軽ダム建設事業に伴う遺跡発掘調査報告　 【第１分冊 竪穴住居跡編】/青森県埋蔵文
化財調査報告書 第５７５集

青森県：青森県教育委員会 2017年3月

水上（２）遺跡Ⅲ　津軽ダム建設事業に伴う遺跡発掘調査報告　 【第２分冊 竪穴住居跡出土遺物編】/青森
県埋蔵文化財調査報告書 第５７５集

青森県：青森県教育委員会 2017年3月

水上（２）遺跡Ⅲ　津軽ダム建設事業に伴う遺跡発掘調査報告　 【第３分冊 掘立柱建物跡・焼土遺構・土器
埋設遺構・土坑・ピット・盛土遺構・遺構外出土遺物編】/青森県埋蔵文化財調査報告書 第５７５集

青森県：青森県教育委員会 2017年3月

水上（２）遺跡Ⅲ　津軽ダム建設事業に伴う遺跡発掘調査報告　 【第４分冊 石棺墓・配石遺構編】/青森県
埋蔵文化財調査報告書 第５７５集

青森県：青森県教育委員会 2017年3月

水上（２）遺跡Ⅲ　津軽ダム建設事業に伴う遺跡発掘調査報告　 【第５分冊 捨て場編】/青森県埋蔵文化財
調査報告書 第５７５集

青森県：青森県教育委員会 2017年3月

水上（２）遺跡Ⅲ　津軽ダム建設事業に伴う遺跡発掘調査報告　 【第６分冊 自然科学分析・総括編】/青森
県埋蔵文化財調査報告書 第５７５集

青森県：青森県教育委員会 2017年3月

水上（２）遺跡Ⅲ　津軽ダム建設事業に伴う遺跡発掘調査報告　 【第７分冊 遺構写真図版編】/青森県埋蔵
文化財調査報告書 第５７５集

青森県：青森県教育委員会 2017年3月

水上（２）遺跡Ⅲ　津軽ダム建設事業に伴う遺跡発掘調査報告　 【第８分冊 遺物写真図版編】/青森県埋蔵
文化財調査報告書 第５７５集

青森県：青森県教育委員会 2017年3月

川原平（１）遺跡Ⅳ　津軽ダム建設事業に伴う発掘調査報告書　 平場地区・クラック地区/青森県埋蔵文化
財調査報告書 第５７６集

青森県：青森県教育委員会 2017年3月

川原平（１）遺跡Ⅴ　津軽ダム建設事業に伴う遺跡発掘調査報告　東捨場地区・北東捨場地区/青森県埋
蔵文化財調査報告書 第５７７集

青森県：青森県教育委員会 2017年3月

川原平（１）遺跡Ⅵ　津軽ダム建設事業に伴う遺跡発掘調査報告　北捨場地区/青森県埋蔵文化財調査報
告書 第５７８集

青森県：青森県教育委員会 2017年3月

川原平（１）遺跡Ⅶ　津軽ダム建設事業に伴う遺跡発掘調査報告　 西捨場地区/青森県埋蔵文化財調査報
告書 第５７９集

青森県：青森県教育委員会 2017年3月

川原平（１）遺跡Ⅷ　津軽ダム建設事業に伴う遺跡発掘調査報告 (第１分冊 自然科学分析)/青森県埋蔵文
化財調査報告書 第５８０集

青森県：青森県教育委員会 2017年3月

川原平（１）遺跡Ⅷ　津軽ダム建設事業に伴う遺跡発掘調査報告 (第２分冊 補遺・総括)/青森県埋蔵文化
財調査報告書 第５８０集

青森県：青森県教育委員会 2017年3月

二枚橋（１）遺跡　－一般国道２７９号二枚橋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５８１集

青森県：青森県教育委員会 2017年3月

下石川平野遺跡Ⅲ　浪岡蛍沢遺跡　旭（２）遺跡Ⅱ　－県営野沢２期地区畑地帯総合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５８３集

青森県：青森県教育委員会 2017年3月

鳥舌内館　－県営南部町地区中山間地域総合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５８４集

青森県：青森県教育委員会 2017年3月

三内丸山（６）遺跡Ⅴ　－一般国道７号安田交差点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５８５集

青森県：青森県教育委員会 2017年3月

道仏鹿糠遺跡Ⅱ・下平窪遺跡　－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５８６集

青森県：青森県教育委員会 2017年3月

青森県詳細遺跡分布調査報告書２９　青森県埋蔵文化財調査報告書　第５８７集 青森県：青森県教育委員会 2017年3月

三内丸山遺跡４４　総括報告書　第１分冊／青森県埋蔵文化財調査報告書　第５８８集 青森県：青森県教育委員会 2017年3月

三内丸山通信　第６６号 青森県：青森県教育庁文化財保護課三内丸山遺跡保存活用推進室、三内丸
山遺跡縄文時遊館

2017年7月

三内丸山通信　第６７号 青森県：青森県教育庁文化財保護課三内丸山遺跡保存活用推進室、三内丸
山遺跡縄文時遊館

2017年12月

弘前市内遺跡発掘調査報告書２０　村元遺跡Ａ地点　村元遺跡Ｂ地点　大浦城跡　新寺町遺跡　螺喰遺跡
詳細分布調査

青森県：青森県弘前市教育委員会 2016年3月

弘前市内遺跡発掘調査報告書２１　■原館　広野（１）遺跡　中別所館遺跡　史跡津軽氏城跡弘前城跡長
勝寺構（永泉寺）　堤田遺跡　藤代館　沢部（１）遺跡　牧野（３）遺跡　西茂森遺跡　詳細分布調査

青森県：青森県弘前市教育委員会 2017年3月

油伝（２）遺跡発掘調査報告書　－広域環状道路（独狐蒔苗線）整備事業に伴う発掘調査－ 青森県：青森県弘前市教育委員会 2017年3月

高照神社馬場跡発掘調査報告書　－馬場跡の市史跡指定及び整備に伴う発掘調査－ 青森県：青森県弘前市教育委員会 2017年3月

史跡大森勝山遺跡整備計画策定報告書　平成２７年度 青森県：青森県弘前市教育委員会、（株）空間文化開発機構 2016年3月

青森県埋蔵文化財調査センター研究紀要　第２２号 青森県：青森県埋蔵文化財調査センター 2017年3月

館平遺跡Ⅲ　－県道差波新井田線交通安全施設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５８２集

青森県：青森県埋蔵文化財調査センター 2017年3月

川原館遺跡・中道遺跡・東早稲田遺跡発掘調査報告書（第一分冊）　青森市埋蔵文化財調査報告書　第１
２０集

青森県：青森市教育委員会 2017年3月
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川原館遺跡・中道遺跡・東早稲田遺跡発掘調査報告書（第二分冊）　青森市埋蔵文化財調査報告書　第１
２０集

青森県：青森市教育委員会 2017年3月

市内遺跡発掘調査報告書２５　青森市埋蔵文化財調査報告書　第１２１集 青森県：青森市教育委員会 2017年3月

市内遺跡発掘調査報告書２６　青森市埋蔵文化財調査報告書　第１２２集 青森県：青森市教育委員会 2018年3月

重地遺跡Ⅱ　－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１５５集 青森県：八戸市教育委員会 2017年3月

八戸市内遺跡発掘調査報告書３４　蕪島遺跡第１地点　雷遺跡第３・４地点　舟渡ノ上遺跡第３地点　八戸
城跡第３５地点　石橋遺跡第８地点　櫛引遺跡第５地点　市子林遺跡第２１地点　熊野堂遺跡第３・４地点
駒ケ沢遺跡第３・４地点　重地遺跡第６地点　田面木遺跡第４７地点／八戸市埋蔵文化財調査報告書　第１
５６集

青森県：八戸市教育委員会 2017年3月

八戸市内遺跡発掘調査報告書３５　一王寺（１）遺跡　史跡内容確認調査概要報告書　八戸市埋蔵文化財
調査報告書　第１５７集

青森県：八戸市教育委員会 2017年3月

八幡遺跡Ⅵ　－館公民館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１５８集 青森県：八戸市教育委員会 2017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６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 2017年3月

掘りｄａｙはちのへ－八戸市埋蔵文化財ニュース－　第２０号 青森県：八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館 2017年6月

平成２９年度秋季企画展図録　是川縄文ムラを観る・描く－人と風と草木のものがたり－　是川縄文館・東京
大学共同研究展示／Ｊｏｍｏｎ　Ａｄａｐｔａｔｉｏｎ　２

青森県：八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館、東京大学大学院新領域創成
科学研究科社会文化環境学専攻

2017年10月

●岩手県●
岩手県立博物館だより　第１５３号 岩手県：公益財団法人岩手県文化振興事業団 2017年6月

岩手県立博物館だより　第１５４号 岩手県：（公財）岩手県文化振興事業団 2017年9月

岩手県立博物館だより　第１５５号 岩手県：（公財）岩手県文化振興事業団 2017年12月

岩手県立博物館だより　第１５６号 岩手県：（公財）岩手県文化振興事業団 2018年3月

岩手県立博物館第６８回企画展図録　第６８回企画展遮光器土偶の世界 岩手県：（公財）岩手県文化振興事業団 2017年6月

平成２８年度発掘調査報告書　岩洞湖Ⅰ遺跡・栃洞Ⅳ遺跡・八森遺跡　ほか調査概報（２８遺跡）／岩手県
文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書　第６７６集

岩手県：（公財）岩手県文化振興事業団 2017年3月

紀要　第３６号（平成２８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 2017年3月

年報　平成２８年度版 岩手県：（公財）岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター 2017年8月

平泉文化研究年報　第１７号 岩手県：「世界遺産平泉」保存活用推進実行委員会 2017年3月

袰帯遺跡発掘調査報告書　地域連携道路整備事業一般国道３４０号和井内関連遺跡発掘調査／岩手県
文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書　第６６２集

岩手県：岩手県沿岸広域振興局土木部宮古土木センター、（公財）岩手県文化
振興事業団

2017年3月

千鶏Ⅳ遺跡発掘調査報告書　地域連携道路整備事業主要地方道重茂半島線関連遺跡発掘調査／岩手
県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書　第６６３集

岩手県：岩手県沿岸広域振興局土木部宮古土木センター、（公財）岩手県文化
振興事業団

2017年3月

重津部Ⅰ遺跡発掘調査報告書　河川等災害復旧事業二級市道沼の浜青の滝線沼の浜地区整備事業関
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６６４集

岩手県：岩手県沿岸広域振興局土木部宮古土木センター、（公財）岩手県文化
振興事業団

2017年3月

越田松長根Ⅰ遺跡発掘調査報告書　宮古市新田平乙部線道路整備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６６６集

岩手県：岩手県宮古市都市整備部建設課、（公財）岩手県文化振興事業団 2017年2月

岩手県内遺跡発掘調査報告書　（平成２７年度　国庫補助事業）／岩手県文化財調査報告書　第１４８集 岩手県：岩手県教育委員会 2017年3月

岩手県内遺跡発掘調査報告書　（平成２７年度　復興関係）／岩手県文化財調査報告書　第１４９集 岩手県：岩手県教育委員会 2017年3月

平泉遺跡群発掘調査報告書　柳之御所遺跡－第７７次発掘調査概報－　岩手県文化財調査報告書　第１
５０集

岩手県：岩手県教育委員会生涯学習文化課 2017年3月

西和野Ⅰ遺跡発掘調査報告書　土地区画整理事業高台Ⅳ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６６９集

岩手県：岩手県陸前高田市復興局市街地整備課、（公財）岩手県文化振興事
業団

2017年2月

岩手県立埋蔵文化財センター所報　わらびて　１３６号 岩手県：岩手県立埋蔵文化財センター 2017年6月

岩手県立埋蔵文化財センター所報　わらびて　１３７号 岩手県：岩手県立埋蔵文化財センター 2018年2月

赤前Ⅲ遺跡発掘調査報告書　市道赤前上下線道路整備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６６５集

岩手県：宮古市都市整備部建設課、（公財）岩手県文化振興事業団 2017年3月

盆花遺跡発掘調査報告書　宮古盛岡横断道路区界道路関連遺跡発掘調査／岩手県文化振興事業団埋
蔵文化財調査報告書　第６７０集

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

2017年3月

中村遺跡発掘調査報告書　北上川中流部緊急治水対策事業（二子地区）関連遺跡発掘調査　＜第１分冊
本文・図版・表＞／岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書　第６７１集

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

2017年3月

中村遺跡発掘調査報告書　北上川中流部緊急治水対策事業（二子地区）関連遺跡発掘調査　＜第２分冊
付編　自然科学的分析・写真図版＞／岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書　第６７１集

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

2017年3月

九重沢Ⅲ・平野原Ⅲ・栃洞Ⅲ・新里愛宕裏遺跡発掘調査報告書　東北横断自動車道釜石秋田線関連遺跡
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６７２集

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

2017年3月

西平内Ⅰ遺跡発掘調査報告書　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６７３集

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

2017年3月

上泉沢遺跡発掘調査報告書　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６７４集

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

2017年3月

荷竹日影Ⅱ遺跡発掘調査報告書　三陸沿岸道路関連遺跡発掘調査／岩手県文化振興事業団埋蔵文化
財調査報告書　第６７５集

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

2017年2月

クク井遺跡発掘調査報告書　防災集団移転促進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６６７集

岩手県：山田町建設課、（公財）岩手県文化振興事業団 2017年3月

川半貝塚発掘調査報告書　町営災害公営住宅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６６８集

岩手県：山田町建築住宅課、（公財）岩手県文化振興事業団 2017年3月

石行遺跡　小十文字遺跡　経営体育成基盤整備事業荻ノ窪地区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発掘調査報告書　第１５集

岩手県：（一財）奥州市文化振興財団奥州市埋蔵文化財調査センター 2017年12月

御所野遺跡環境整備事業報告書Ⅲ－総括報告書－　一戸町文化財調査報告書　第７１集 岩手県：一戸町教育委員会 2017年3月

平成２９年度企画展図録　「え？縄文時代にアスファルト？」展図録－縄文の生産と流通～東北日本のアス
ファルト－

岩手県：御所野縄文博物館 2017年11月

岩手県大船渡市　清水遺跡　平成２４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3月

岩手県大船渡市　長谷寺遺跡　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 2016年9月

縄文人の骨を調べる　－気仙地域からみつかった縄文時代人骨の最新研究成果－ 岩手県：大船渡市立博物館 2017年12月

縄文時代のアスファルト利用Ⅰ 岩手県：特定非営利活動法人いちのへ文化・芸術ＮＰＯ 2017年3月

国見山廃寺跡（１９９１年度）　北上市埋蔵文化財調査報告　第７集 岩手県：北上市教育委員会 1992年3月

立花南遺跡（２０１５年度　第１・第３地点）　北上市埋蔵文化財調査報告　第１２４集 岩手県：北上市教育委員会北上市立埋蔵文化財センター 2017年3月

館Ⅳ遺跡（２０１０年度）　北上市埋蔵文化財調査報告　第１２５集 岩手県：北上市教育委員会北上市立埋蔵文化財センター 2017年3月

北上市内試掘調査報告（２０１５年度）　北上市埋蔵文化財調査報告　第１２６集 岩手県：北上市教育委員会北上市立埋蔵文化財センター 2017年3月

江釣子古墳群（２０１６年度）　五条丸支群第２４・２５次／北上市埋蔵文化財調査報告　第１２７集 岩手県：北上市教育委員会北上市立埋蔵文化財センター 2017年3月

北上市埋蔵文化財年報　（２０１５年度） 岩手県：北上市立埋蔵文化財センター 2017年3月

本宿館（横田城）跡発掘調査報告書　－熊野神社社殿移築工事関連遺跡発掘調査－／陸前高田市文化
財調査報告書　第２９集

岩手県：陸前高田市教育委員会 2015年3月

愛宕下Ⅱ遺跡発掘調査報告書　一般国道４５号改築工事　今泉地区被災市街地復興土地区画整理事業
関連遺跡発掘調査／陸前高田市文化財調査報告書　第３０集

岩手県：陸前高田市教育委員会 2016年3月

中沢遺跡発掘調査報告書　防災集団移転促進事業泊地区関連遺跡発掘調査／陸前高田市文化財調査
報告　第３１集

岩手県：陸前高田市教育委員会 2017年3月

豊かな海と共に住み続けてきた歴史を後世に伝える歴史防災公園　中沢浜貝塚　歴史防災公園 岩手県：陸前高田市教育委員会生涯学習課 2017年1月
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●宮城県●
地底の森ミュージアム通信　Ｖｏｌｕｍｅ．７８ 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 2017年3月

地底の森ミュージアム通信　Ｖｏｌｕｍｅ．７９ 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 2017年6月

地底の森ミュージアム通信　Ｖｏｌｕｍｅ．８０ 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 2017年9月

地底の森ミュージアム通信　Ｖｏｌｕｍｅ．８１ 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 2017年12月

多賀城跡　外郭跡Ⅰ－南門地区－ 宮城県：宮城県教育委員会、宮城県多賀城跡調査研究所 2017年3月

古墳時代前期　国内最北の拠点的な集落／宮城県文化財パンフレット　栗原市　入の沢遺跡 宮城県：宮城県教育庁文化財保護課 2017年3月

宮城県多賀城跡調査研究所年報　２０１６　多賀城跡 宮城県：宮城県多賀城跡調査研究所 2017年3月

谷原遺跡　－町道２４号山下山寺線道路改良工事に係る発掘調査報告書－／山元町文化財調査報告書
第１２集

宮城県：山元町教育委員会 2016年5月

北経塚遺跡　第５次発掘調査　－店舗建設事業に係る発掘調査報告書－／山元町文化財調査報告書
第１４集

宮城県：山元町教育委員会 2017年1月

七ヶ浜町震災復興事業関連遺跡発掘調査報告１　平成２４～２６年度・２７年度（１）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発掘調査報告書／七ヶ浜町文化財調査報告書　第１１集

宮城県：七ヶ浜町教育委員会 2016年3月

国指定史跡大木囲貝塚 宮城県：七ヶ浜町歴史資料館 2016年3月

地底の森ミュージアム・縄文の森広場研究報告　２０１６ 宮城県：仙台市教育委員会 2017年3月

地底の森ミュージアム・縄文の森広場年報　２０１７ 宮城県：仙台市教育委員会 2017年9月

文化財年報　３８　平成２８年度 宮城県：仙台市教育委員会 2017年9月

平成２９年度特別企画展　いにしえの木林森 宮城県：仙台市教育委員会 2017年7月

仙台東災害復旧関連区画整理事業関係遺跡発掘調査報告Ⅰ　－平成２６・２７年度発掘調査報告書－／
屋敷東遺跡第１次、下飯田東遺跡第１次／仙台市文化財調査報告書　第４５７集

宮城県：仙台市教育委員会 2017年2月

沓形遺跡　他　発掘調査報告書／沓形遺跡第７次、南小泉遺跡第８０次・第８１次、今泉遺跡第１３次、北目
城跡第８次、郡山遺跡第２６０次・２６３次、富沢遺跡第１４８次／仙台市文化財調査報告書　第４５８集

宮城県：仙台市教育委員会 2017年3月

仙台平野の遺跡群２７　平成２８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７９次、高田Ａ遺跡第６次、今泉遺跡第１４次、大野田官衙遺跡第２０次・第２１次／仙台市文化財調査報
告書　第４５９集

宮城県：仙台市教育委員会 2017年3月

郡山遺跡３７　－平成２８年度発掘調査概報－／仙台市文化財調査報告書　第４６０集 宮城県：仙台市教育委員会 2017年3月

仙台城跡１２　－平成２８年度調査報告書－／仙台市文化財調査報告書　第４６１集 宮城県：仙台市教育委員会 2017年3月

史跡陸奥国分寺跡　－整備事業報告書－ 宮城県：仙台市教育委員会 2017年11月

貞山堀・蒲生御蔵跡ほか　－平成２７・２８年度蒲生北部被災市街地復興土地区画整理事業関係遺跡発掘
調査報告書－／仙台市文化財調査報告書　第４６４集

宮城県：仙台市教育委員会 2018年3月

鍛冶屋敷前遺跡第３次発掘調査報告書　仙台市文化財調査報告書　第４６５集 宮城県：仙台市教育委員会 2018年3月

鍛冶屋敷Ａ遺跡・富沢館跡・川前遺跡ほか　仙台市富沢駅西土地区画整理事業関係遺跡発掘調査報告
書　〔第１分冊〕／仙台市文化財調査報告書　第４６６集

宮城県：仙台市教育委員会 2018年3月

鍛冶屋敷Ａ遺跡・富沢館跡・川前遺跡ほか　仙台市富沢駅西土地区画整理事業関係遺跡発掘調査報告
書　〔第２分冊〕／仙台市文化財調査報告書　第４６６集

宮城県：仙台市教育委員会 2018年3月

仙台市文化財パンフレット　第７２集　仙台城跡　東日本大震災からの復旧事業のあゆみ 宮城県：仙台市教育委員会文化財課 2017年3月

ハナちゃん通信　ｖｏｌ.４３ 宮城県：仙台市縄文の森広場 2017年3月

ハナちゃん通信　ｖｏｌ.４４ 宮城県：仙台市縄文の森広場 2017年6月

ハナちゃん通信　ｖｏｌ.４５ 宮城県：仙台市縄文の森広場 2017年9月

ハナちゃん通信　ｖｏｌ.４６ 宮城県：仙台市縄文の森広場 2017年12月

松葉板碑群ほか　女川町文化財調査報告書　第８集 宮城県：宮城県女川町教育委員会 2017年3月

蔵王町内遺跡発掘調査報告書４　各種開発事業に伴う遺構確認調査（平成２７年度）／西屋敷遺跡・古峯
神社古墳・小原遺跡／蔵王町文化財調査報告書　第２２集

宮城県：蔵王町教育委員会 2017年3月

西屋敷遺跡２　農地整備事業（円田２期地区）に伴う緊急発掘調査／蔵王町文化財調査報告書　第２３集 宮城県：蔵王町教育委員会 2018年1月

蔵王町内遺跡発掘調査報告書５　各種開発事業に伴う遺構確認調査（平成２８年度）／寺門前遺跡・上野
遺跡・夕向原古墳群・宋膳堂遺跡／蔵王町文化財調査報告書　第２４集

宮城県：蔵王町教育委員会 2018年1月

多賀城市内の遺跡２－平成２８年度ほか発掘調査報告書－　高崎古墳群　新田遺跡　市川橋遺跡　山王
遺跡　高崎遺跡　志引遺跡／多賀城市文化財調査報告書　第１３２集

宮城県：多賀城市教育委員会 2017年3月

高崎遺跡ほか　－高崎遺跡第１０６次　東田中窪前遺跡第８次　山王遺跡第１６４次　新田遺跡第１１３次－
／多賀城市文化財調査報告書　第１３３集

宮城県：多賀城市教育委員会 2017年3月

多賀城市内の遺跡１－西沢遺跡第２次調査の概報－　多賀城市文化財調査報告書　第１３４集 宮城県：多賀城市教育委員会 2017年3月

多賀城市埋蔵文化財調査センター年報　－平成２７年度－ 宮城県：多賀城市埋蔵文化財調査センター 2017年3月

南三陸町東日本大震災復興事業関連遺跡発掘調査報告Ⅱ　－平成２６年度発掘調査報告書－／大沼遺
跡第１次、伊里前牧野館遺跡第１次、城場遺跡第１次、大畑遺跡・西戸館跡・瀬保の口遺跡第１次、上沢前
遺跡第１次、在郷遺跡第１次、若宮遺跡第２次／南三陸町文化財調査報告書　第３集

宮城県：南三陸町教育委員会 2017年3月

●秋田県●
払田柵跡調査事務所年報２０１６　払田柵跡－第１５０次調査　関連遺跡の調査概要－　秋田県文化財調
査報告書　第５０８集

秋田県：秋田県教育委員会 2017年3月

片貝遺跡　－大館工業団地開発事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書－／秋田県文化財調査報告書
第５０９集

秋田県：秋田県教育委員会 2018年3月

町村Ⅱ遺跡　－地方道路等整備事業（建設）主要地方道秋田八郎潟線（町村工区）に係る埋蔵文化財発
掘調査報告書－／秋田県文化財調査報告書　第５１０集

秋田県：秋田県教育委員会 2018年3月

遺跡詳細分布調査報告書　秋田県文化財調査報告書　第５１１集 秋田県：秋田県教育委員会 2018年3月

秋田県埋蔵文化財基準資料　５　縄文時代竪穴建物跡集成Ⅱ（前期） 秋田県：秋田県埋蔵文化財センター 2017年3月

秋田県埋蔵文化財センター研究紀要　第３１号 秋田県：秋田県埋蔵文化財センター 2017年3月

秋田県埋蔵文化財センター研究紀要　第３２号 秋田県：秋田県埋蔵文化財センター 2018年3月

秋田県埋蔵文化財センター年報　３５（平成２８年度） 秋田県：秋田県埋蔵文化財センター 2017年6月

秋田城跡（秋田城跡歴史資料館年報）　２０１６ 秋田県：秋田市教育委員会 2017年3月

平成２８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 2017年3月

秋麻呂くん通信　［Ｈ２９］ 秋田県：秋田城跡歴史資料館 2017年7月

雄波郷　第十一号 秋田県：にかほ市教育委員会、にかほ市郷土史研究会 2017年3月

特別史跡大湯環状列石総括報告書　鹿角市文化財調査資料　第１１０集 秋田県：鹿角市教育委員会 2017年3月

『特別史跡大湯環状列石環境整備事業（第Ⅱ期～第Ⅳ期）報告書』 秋田県：鹿角市教育委員会 2017年3月

●山形県●
年報　平成２８年度 山形県：（公財）山形県埋蔵文化財センター 2017年5月

研究紀要　第１０号 山形県：（公財）山形県埋蔵文化財センター 2018年3月

押出遺跡第６次発掘調査報告書　山形県埋蔵文化財センター調査報告書　第２２７集 山形県：（公財）山形県埋蔵文化財センター 2017年3月

松橋遺跡第１・２次発掘調査報告書　山形県埋蔵文化財センター調査報告書　第２２９集 山形県：（公財）山形県埋蔵文化財センター 2018年3月

馳上遺跡第７・８次・元立北遺跡発掘調査報告書　山形県埋蔵文化財センター調査報告書　第２３０集 山形県：（公財）山形県埋蔵文化財センター 2018年3月

寒河江市内遺跡発掘調査報告書（２３）　山形県寒河江市埋蔵文化財調査報告書　第４０集 山形県：寒河江市教育委員会 2017年3月

鳥海山麓小山崎遺跡から　現代に伝わる縄文の風景・くらしシンポジウム報告書　（平成２８年度文化庁地
域の特色ある埋蔵文化財活用事業）

山形県：山形県遊佐町教育委員会 2017年3月

年報　２０１６　平成２８年度　Ｎｏ．２４ 山形県：山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館 2017年3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４９号 山形県：山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館 2017年7月
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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５０号 山形県：山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館 2017年12月

テーマ展示ガイド　古墳時代から中世の考古資料 山形県：山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館 2017年3月

木と生きる～弥生・古墳時代の木製品～　第２５回企画展 山形県：山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館 2017年9月

亀ヶ崎城跡分布調査報告書（１） 山形県：酒田市教育委員会 2016年3月

亀ヶ崎城跡発掘調査報告書 山形県：酒田市教育委員会 2017年3月

沢田遺跡　南陽市埋蔵文化財調査報告書　第１４集 山形県：南陽市教育委員会 2017年3月

南陽市遺跡分布調査報告書（５）　南陽市埋蔵文化財調査報告書　第１５集 山形県：南陽市教育委員会 2017年3月

南森測量調査報告書（古墳推定地に関する調査）　南陽市埋蔵文化財調査報告書　第１６集 山形県：南陽市教育委員会 2017年3月

椿焼裏山窯跡発掘調査報告書　飯豊町教育委員会埋蔵文化財調査報告書　第４集 山形県：飯豊町教育委員会 2015年3月

平成２７年度飯豊町遺跡発掘調査報告書（１）　飯豊町教育委員会埋蔵文化財調査報告書　第５集 山形県：飯豊町教育委員会 2016年3月

平成２８年度飯豊町遺跡発掘調査報告書（２）　飯豊町教育委員会埋蔵文化財調査報告書　第６集 山形県：飯豊町教育委員会 2017年3月

米沢市文化財年報　Ｎｏ．２９ 山形県：米沢市教育委員会 2017年3月

遺跡詳細分布調査報告書　第３０集　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　保存整
備事業に伴う確認調査　分布調査／米沢市埋蔵文化財調査報告書　第１１１集

山形県：米沢市教育委員会 2017年3月

威徳寺東遺跡発掘調査報告書　米沢市埋蔵文化財調査報告書　第１１２集 山形県：米沢市教育委員会 2017年3月

●福島県●
福島県内遺跡分布調査報告２３　福島県文化財調査報告書　第５１２集 福島県：福島県教育委員会 2016年7月

会津縦貫南道路遺跡発掘調査報告１　栗林遺跡（１次調査）／福島県文化財調査報告書　第５１３集 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
地方整備局郡山国道事務所

2016年10月

一般国道１１５号相馬福島道路遺跡発掘調査報告５　福田遺跡　沼ヶ入遺跡（１次調査）　上ノ台遺跡　福島
県文化財調査報告書　第５１４集

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

2016年10月

農山漁村地域復興基盤総合整備事業関連遺跡調査報告２　五畝田・犬這遺跡　福島県文化財調査報告
書　第５１５集

福島県：福島県教育委員会、（公財）福島県文化振興財団、福島県農林水産
部

2017年2月

県道北泉小高線関連遺跡発掘調査報告２　五畝田Ｂ遺跡　福島県文化財調査報告書　第５１６集 福島県：福島県教育委員会、（公財）福島県文化振興財団、福島県土木部 2017年2月

県道広野小高線関連遺跡発掘調査報告１　南代遺跡　福島県文化財調査報告書　第５１７集 福島県：福島県教育委員会、（公財）福島県文化振興財団、福島県土木部 2017年3月

常磐自動車道遺跡調査報告７３　大谷上ノ原遺跡（５次調査）　福島県文化財調査報告書　第５２０集 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

2017年3月

福島県内遺跡分布調査報告２４　福島県文化財調査報告書　第５２１集 福島県：福島県教育委員会 2017年10月

会津縦貫南道路遺跡発掘調査報告２　瀧ノ入遺跡／福島県文化財調査報告書　第５２２集 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
地方整備局郡山国道事務所

2017年11月

一般国道１１５号相馬福島道路遺跡発掘調査報告６　沼ヶ入遺跡（２次調査）　上ノ台館跡（１次調査）　川原
田遺跡　馬場遺跡　新宿遺跡　福島県文化財調査報告書　第５２３集

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

2018年2月

まほろん通信　ｖｏｌ．６３ 福島県：福島県文化財センター白河館 2017年4月

まほろん通信　ｖｏｌ．６４ 福島県：福島県文化財センター白河館 2017年6月

まほろん通信　ｖｏｌ．６５ 福島県：福島県文化財センター白河館 2017年9月

まほろん通信　ｖｏｌ．６６ 福島県：福島県文化財センター白河館 2018年1月

福島県文化財センター白河館研究紀要　２０１６ 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 2017年3月

福島県文化財センター白河館年報　２０１７～平成２８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 2017年9月

いわき市教育文化事業団研究紀要　第１４号 福島県：（公財）いわき市教育文化事業団 2017年3月

年報　平成２８年度 福島県：（公財）いわき市教育文化事業団 2017年12月

塚前遺跡　－藤原川流域における後期前方後円墳の調査概報－ 福島県：いわき市教育委員会 2017年3月

泉町Ｃ遺跡　泉第三土地区画整理事業地内埋蔵文化財調査報告　Ⅸ／－古代集落跡の調査－／いわき
市埋蔵文化財調査報告　第１７９冊

福島県：いわき市教育委員会 2017年3月

神谷作古墳群　震災復興関連市内遺跡発掘調査報告／－震災復興事業にともなう１０１号墳の調査－／
いわき市埋蔵文化財調査報告　第１８０冊

福島県：いわき市教育委員会 2017年3月

平成２８年度市内遺跡試掘調査報告　いわき市埋蔵文化財調査報告　第１８１冊 福島県：いわき市教育委員会 2017年3月

北境遺跡・酒井酒井原遺跡・泉城下町遺跡　－平成２３・２４年度市内遺跡発掘調査報告－／いわき市埋
蔵文化財調査報告　第１８２冊

福島県：いわき市教育委員会 2017年10月

若松城郭内武家屋敷跡　岩田市右衛門邸跡　会津若松市文化財調査報告書　第１５２号 福島県：会津若松市教育委員会 2017年3月

平成２８年度　郡山市文化財企画展　岸辺の遺跡群－阿武隈川の流れとともに－ 福島県：郡山市教育委員会 2017年1月

徳定Ａ・Ｂ遺跡－第５・６次発掘調査報告－　徳定土地区画整理事業関連 福島県：郡山市教育委員会 2016年3月

西原遺跡－第６次発掘調査報告－　国道２８８号富久山バイパス整備事業関連 福島県：郡山市教育委員会 2016年3月

郡山市埋蔵文化財分布調査報告２２ 福島県：郡山市教育委員会 2016年3月

平成２６年度町内遺跡試掘調査報告　大熊町埋蔵文化財調査報告　第７冊 福島県：大熊町教育委員会 2017年3月

西平Ｃ遺跡　大熊町埋蔵文化財調査報告　第８冊 福島県：大熊町教育委員会 2017年11月

原町市史　第一巻　通史編Ⅰ「原始・古代・中世・近世」 福島県：南相馬市 2017年3月

史跡名勝南湖公園整備基本計画 福島県：白河市教育委員会 2017年3月

史跡白河舟田・本沼遺跡群、白河官衙遺跡群保存活用計画書 福島県：白河市教育委員会 2017年3月

平成２７・２８年度　村内遺跡発掘調査報告書　堂後遺跡範囲確認調査（第６・７次）中間報告　殿田遺跡試
掘調査　笈川館跡試掘調査／湯川村文化財調査報告書　第１２集

福島県：福島県河沼郡湯川村教育委員会 2017年3月

郡山遺跡ⅩⅡ－総括報告書－　会津若松市文化財調査報告書　第１５１号 福島県：福島県会津若松市教育委員会 2017年3月

野田Ｂ遺跡（１次）　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　４／喜多方市文化財
調査報告書　第２２集

福島県：福島県喜多方市教育委員会 2017年3月

平成２８年度市内遺跡発掘調査報告書　水上遺跡試掘調査　宗光寺跡試掘調査　山崎横穴古墳群試掘調
査　駒形第三地区試掘調査　古屋敷遺跡内容確認調査／喜多方市文化財調査報告書　第２３集

福島県：福島県喜多方市教育委員会 2017年3月

山崎横穴古墳群試掘調査の成果 福島県：福島県喜多方市教育委員会 2017年3月

大平山城跡・寺院跡　大平山Ａ横穴墓群　浪江町埋蔵文化財調査報告　第２０冊 福島県：福島県浪江町教育委員会 2017年9月

平成２８年度市内遺跡試掘調査報告　南諏訪原遺跡　猿内館跡　明神町遺跡　大森城跡　宮代館跡　御山
千軒遺跡　塚腰遺跡　田中内南遺跡　西宮平遺跡　木曽内遺跡　宿地遺跡　大平・後関遺跡　大蔵廃寺跡
南沢又城跡　北五老内遺跡　八郎内遺跡　小森館跡／福島市埋蔵文化財報告書　第２３２集

福島県：福島市教育委員会、（公財）福島市振興公社 2017年3月

古館跡　福島市埋蔵文化財報告書　第２３３集 福島県：福島市教育委員会、（公財）福島市振興公社、（株）大地興産 2017年3月

●茨城県●
埋蔵文化財年報　３６＜平成２８年度＞－埋蔵文化財４０周年記念号－ 茨城県：公益財団法人茨城県教育財団 2017年8月

研究ノート　第１４号 茨城県：（公財）茨城県教育財団 2017年9月

埃倉遺跡　鐘打東遺跡　埃倉西遺跡　一般国道４６８号首都圏中央連絡自動車道建設事業地内埋蔵文化
財調査報告書／茨城県教育財団文化財調査報告　第４１６集

茨城県：（公財）茨城県教育財団 2017年3月

六方遺跡　一般国道４６８号首都圏中央連絡自動車道建設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４１７集

茨城県：（公財）茨城県教育財団 2017年3月

釈迦新田遺跡２　首都圏氾濫区域堤防強化対策事業地内埋蔵文化財調査報告書　４／茨城県教育財団
文化財調査報告　第４１８集

茨城県：（公財）茨城県教育財団 2017年3月

吉十北遺跡　勘十郎堀跡　（第１分冊）　東関東自動車道水戸線（鉾田～茨城空港北間）建設事業地内埋
蔵文化財調査報告書／茨城県教育財団文化財調査報告　第４１９集

茨城県：（公財）茨城県教育財団 2017年3月

吉十北遺跡　勘十郎堀跡　（第２分冊）　東関東自動車道水戸線（鉾田～茨城空港北間）建設事業地内埋
蔵文化財調査報告書／茨城県教育財団文化財調査報告　第４１９集

茨城県：（公財）茨城県教育財団 2017年3月
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吉十北遺跡　勘十郎堀跡　（第３分冊）　東関東自動車道水戸線（鉾田～茨城空港北間）建設事業地内埋
蔵文化財調査報告書／茨城県教育財団文化財調査報告　第４１９集

茨城県：（公財）茨城県教育財団 2017年3月

吉十北遺跡　勘十郎堀跡　（第４分冊）　東関東自動車道水戸線（鉾田～茨城空港北間）建設事業地内埋
蔵文化財調査報告書／茨城県教育財団文化財調査報告　第４１９集

茨城県：（公財）茨城県教育財団 2017年3月

殿畠遺跡　主要地方道玉里水戸線道路改良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４２０集

茨城県：（公財）茨城県教育財団 2017年3月

髭釜遺跡　行人塚古墳　都市計画道路駅前海岸線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４２１集

茨城県：（公財）茨城県教育財団 2017年3月

宮後遺跡２　一般国道２４５号道路改築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４２２集

茨城県：（公財）茨城県教育財団 2017年3月

五蔵遺跡２　県立土浦第三高等学校老朽校舎改築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４２３集

茨城県：（公財）茨城県教育財団 2017年3月

宮中野古墳群　鹿行広域水道用水供給事業及び鹿島工業用水道事業のうち天日乾燥床築造工事事業地
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４２４集

茨城県：（公財）茨城県教育財団 2017年3月

茨城の文化財　第５５集（平成２８年度） 茨城県：茨城県教育委員会 2017年3月

鹿嶋市内遺跡埋蔵文化財発掘調査報告書３８　鹿嶋市内Ｎｏ．１２３遺跡（ＫＴ１２３）大門遺跡　鹿嶋市内Ｎ
ｏ．１２４（ＫＴ１２４）国指定史跡鹿島神宮境内附郡家跡　平成２８年度試掘調査概要／鹿嶋市の文化財　第
１５８集

茨城県：茨城県鹿嶋市教育委員会 2017年3月

市内遺跡調査報告書第１１集　石岡市埋蔵文化財調査報告書 茨城県：石岡市教育委員会 2016年3月

瓦塚窯跡発掘調査報告書　石岡市発掘調査報告書 茨城県：石岡市教育委員会 2015年12月

茨城県石岡市北田向遺跡　－市道Ｂ６７０６号線（美野里・八郷線）建設に伴う埋蔵文化財発掘調査－－／
石岡市埋蔵文化財調査報告書

茨城県：石岡市教育委員会 2016年3月

土浦市立博物館紀要　第２７号 茨城県：土浦市立博物館 2017年3月

平成２７年度東海村内遺跡発掘調査報告書 茨城県：東海村教育委員会 2017年3月

東浦遺跡　－市立関南小学校区校舎改築工事地内埋蔵文化財発掘調査報告書－／北茨城市文化財調
査報告　第１３集

茨城県：北茨城市教育委員会 2017年3月

●栃木県●
研究紀要　第２５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 2017年3月

遺跡の発掘と活用の記録　－平成２８年度　埋蔵文化財センター年報－ 栃木県：（公財）とちぎ未来づくり財団埋蔵文化財センター 2017年6月

栃木県埋蔵文化財保護行政年報　３９　平成２７年度（２０１５） 栃木県：栃木県教育委員会 2017年3月

とちぎ発掘調査成果情報誌　Ｎｏ．６２ 栃木県：栃木県教育委員会 2017年3月

とちぎ発掘調査成果情報誌　Ｎｏ．６３ 栃木県：栃木県教育委員会 2017年3月

とちぎ発掘調査成果情報誌　Ｎｏ．６４ 栃木県：栃木県教育委員会 2017年3月

とちぎ発掘調査成果情報誌　Ｎｏ．６５ 栃木県：栃木県教育委員会 2017年11月

栃木県埋蔵文化財センターだより　やまかいどう　２０１６年８月 栃木県：栃木県教育委員会 2016年8月

栃木県埋蔵文化財センターだより　やまかいどう　２０１７年１月 栃木県：栃木県教育委員会 2017年1月

栃木県埋蔵文化財センターだより　やまかいどう　２０１７年９月 栃木県：栃木県教育委員会 2017年9月

栃木県埋蔵文化財センターだより　やまかいどう　２０１８年２月 栃木県：栃木県教育委員会 2018年2月

堀米城跡・堀米遺跡　－快適で安全な道づくり事業費（補助）一般県道堀米停車場線堀米工区に伴う発掘
調査－／栃木県埋蔵文化財調査報告　第３８５集

栃木県：栃木県教育委員会、（公財）とちぎ未来づくり財団 2017年3月

粟宮宮内遺跡　－快適で安全な道づくり事業費（補助）主要地方道小山環状線間中工区に伴う発掘調査
－／栃木県埋蔵文化財調査報告　第３８６集

栃木県：栃木県教育委員会、（公財）とちぎ未来づくり財団 2017年3月

板戸愛宕塚古墳群　－快適で安全な道づくり事業費（補助）一般国道４０８号板戸工区に伴う発掘調査－／
栃木県埋蔵文化財調査報告　第３８７集

栃木県：栃木県教育委員会、（公財）とちぎ未来づくり財団 2017年3月

刈沼遺跡・刈沼向原遺跡　宇都宮テクノポリスセンター地区開発に伴う埋蔵文化財発掘調査 (第１分冊)/栃
木県埋蔵文化財調査報告 第３８８集

栃木県：栃木県教育委員会、（公財）とちぎ未来づくり財団 2017年3月

刈沼遺跡・刈沼向原遺跡　宇都宮テクノポリスセンター地区開発に伴う埋蔵文化財発掘調査 (第２分冊)/栃
木県埋蔵文化財調査報告 第３８８集

栃木県：栃木県教育委員会、（公財）とちぎ未来づくり財団 2017年3月

栃木県立博物館研究紀要－人文－　第３４号 栃木県：栃木県立博物館 2017年3月

栃木県立博物館調査研究報告書　下野市山王遺跡～前期古墳直下の弥生後期集落～ 栃木県：栃木県立博物館 2017年3月

坂上北原遺跡（東プレ地区）Ⅱ　上三川町埋蔵文化財調査報告書　第３８集 栃木県：上三川町教育委員会 2017年3月

新出遺跡（第２次調査）　上三川町埋蔵文化財調査報告　第３９集 栃木県：上三川町教育委員会 2017年7月

●群馬県●
金井東裏遺跡　甲装着人骨等詳細調査報告書 群馬県：群馬県教育委員会 2017年3月

ぐんま古墳探訪　見て学ぶ東国文化の輝き 群馬県：群馬県教育委員会事務局文化財保護課 2017年3月

群馬県内公共開発に伴う平成２７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 2017年3月

群馬県内公共開発に伴う平成２８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 2018年3月

研究紀要　３５ 群馬県：（公財）群馬県埋蔵文化財調査事業団 2017年3月

埋文群馬　Ｎｏ．６２ 群馬県：（公財）群馬県埋蔵文化財調査事業団 2017年3月

公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団年報　３６　平成２８年度事業概要 群馬県：（公財）群馬県埋蔵文化財調査事業団 2017年10月

上ノ平Ⅰ遺跡（２）　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４９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６２３集

群馬県：（公財）群馬県埋蔵文化財調査事業団 2017年3月

川端根岸遺跡　一般国道１７号（上武道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査（その３）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６２４集

群馬県：（公財）群馬県埋蔵文化財調査事業団 2017年3月

田口下田尻遺跡　本文編　一般国道１７号（上武道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査（その３）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６２５集

群馬県：（公財）群馬県埋蔵文化財調査事業団 2017年3月

田口下田尻遺跡　遺物観察表・写真図版編　一般国道１７号（上武道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘
調査（その３）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６２５集

群馬県：（公財）群馬県埋蔵文化財調査事業団 2017年3月

川端山下遺跡　一般国道１７号（上武道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査（その３）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６２６集

群馬県：（公財）群馬県埋蔵文化財調査事業団 2017年3月

上原Ⅲ遺跡（２）・久々戸遺跡（３）　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５０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６２７集

群馬県：（公財）群馬県埋蔵文化財調査事業団 2017年3月

東宮遺跡（３）　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５１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６２８集

群馬県：（公財）群馬県埋蔵文化財調査事業団 2017年3月

下田遺跡（２）　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５２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６２９集

群馬県：（公財）群馬県埋蔵文化財調査事業団 2017年3月

唐堀Ｂ遺跡　上信自動車道吾妻西バイパス建設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６３０集

群馬県：（公財）群馬県埋蔵文化財調査事業団 2017年10月

五箇川入堤外遺跡・小合地西遺跡　国道３５４号板倉北川辺バイパス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６３１集

群馬県：（公財）群馬県埋蔵文化財調査事業団 2017年11月

有馬西田遺跡　（主）高崎渋川線バイパス（３期工区）社会資本総合整備（広域連携・新潟長野）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６３２集

群馬県：（公財）群馬県埋蔵文化財調査事業団 2017年12月

－岩鼻・延養寺遺跡－　－宅地造成に伴う埋蔵文化財調査報告書－／高崎市文化財調査報告書　第３１
８集

群馬県：（有）高澤考古学研究所 2013年10月
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－正観寺八木境遺跡－　－事務所建設に伴う埋蔵文化財調査報告書－／高崎市文化財調査報告書　第
３２１集

群馬県：（有）高澤考古学研究所 2014年1月

－棟高南八幡街道遺跡－　－宅地分譲に伴う埋蔵文化財調査報告書－／高崎市文化財調査報告書　第
３３３集

群馬県：（有）高澤考古学研究所 2014年4月

－倉賀野辻薬師遺跡－　－宅地分譲に伴う埋蔵文化財調査報告書－／高崎市文化財調査報告書　第３３
６集

群馬県：（有）高澤考古学研究所 2014年9月

－下豊岡上後原遺跡－　－保育園増築工事に伴う埋蔵文化財調査報告書－／高崎市文化財調査報告書
第３６７集

群馬県：（有）高澤考古学研究所 2016年3月

中居町一丁目遺跡４　－宅地造成工事に伴う埋蔵文化財発掘調査－／高崎市文化財調査報告書　第３８
０集

群馬県：（有）毛野考古学研究所 2017年1月

大八木換地分遺跡　－倉庫建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査－／高崎市文化財調査報告書　第３９６
集

群馬県：（有）毛野考古学研究所 2017年8月

柴崎蟹沢遺跡　－建売分譲に伴う埋蔵文化財発掘調査－／高崎市文化財調査報告書　第３９７集 群馬県：（有）毛野考古学研究所 2017年9月

江木北土井遺跡２　宅地分譲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３９８集 群馬県：スナガ環境測設（株） 2017年10月

田中遺跡３　宅地造成工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 群馬県：スナガ環境測設（株） 2017年9月

西鹿田中島遺跡発掘調査報告書（２）　みどり市埋蔵文化財調査報告書　第１０集 群馬県：みどり市教育委員会 2017年3月

岩宿遺跡Ｆ地点　みどり市埋蔵文化財調査報告書　第１１集 群馬県：みどり市教育委員会 2017年3月

桜林Ⅱ遺跡　－東横野地区学童クラブ建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 群馬県：安中市教育委員会 2017年3月

西横野中部地区遺跡群　人見西原遺跡・人見坂ノ上遺跡・人見三本松遺跡・人見上ノ原遺跡・人見上西原
遺跡（本文編・第１分冊）／～県営農地整備事業松義中部地区に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書～

群馬県：安中市教育委員会 2017年3月

西横野中部地区遺跡群　二軒在家原田遺跡・二軒在家原田Ⅱ遺跡（本文編・第２分冊）／～県営農地整
備事業松義中部地区に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書～

群馬県：安中市教育委員会 2017年3月

西横野中部地区遺跡群　二軒在家原田頭遺跡・行田二本杉原東遺跡（本文編・第３分冊）／～県営農地
整備事業松義中部地区に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書～

群馬県：安中市教育委員会 2017年3月

西横野中部地区遺跡群　（写真図版編・第４分冊）／～県営農地整備事業松義中部地区に伴う埋蔵文化
財発掘調査報告書～

群馬県：安中市教育委員会 2017年3月

宮柴前遺跡３　（仮称）第４期最終処分場浸出水処理施設建設工事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１２０集

群馬県：伊勢崎市 2017年3月

古代の役所「上野国佐位郡正倉跡」パンフレット 群馬県：伊勢崎市教育委員会文化財保護課 不明

下谷古墳群　伊勢崎市文化財調査報告書　第１２１集 群馬県：伊勢崎市教育委員会文化財保護課 2017年3月

平成２７年度　市内遺跡確認調査報告書　伊勢崎市文化財調査報告書　第１２３集 群馬県：伊勢崎市教育委員会文化財保護課 2017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
６

群馬県：下仁田町教育委員会 2017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
６（別冊）

群馬県：下仁田町教育委員会 2017年3月

笠懸村誌　上巻 群馬県：笠懸村 1985年3月

笠懸村誌　下巻 群馬県：笠懸村 1987年3月

笠懸村誌　別巻三　資料編　近世史料集 群馬県：笠懸村 1989年3月

笠懸村誌　別巻三　資料編　近世史料集　別冊付録「笠懸村古文書目録」 群馬県：笠懸村 1989年3月

笠懸村誌　別巻四　資料編　近代現代史料集 群馬県：笠懸村 1990年10月

笠懸村誌　別巻四　資料編　近代現代史料集　別冊付録「近代現代史料目録」 群馬県：笠懸村 1990年10月

神社裏遺跡調査概報　笠懸村埋蔵文化財調査報告　第六集 群馬県：笠懸村教育委員会 1982年3月

向山遺跡調査概報　笠懸村埋蔵文化財調査報告　第八集 群馬県：笠懸村教育委員会 1984年3月

宮久保遺跡　岡登中部地区土地改良事業に伴う埋蔵文化財発掘調査概報／笠懸村埋蔵文化財調査報告
第９集

群馬県：笠懸村教育委員会 1988年3月

館林市内遺跡発掘調査報告書　－平成２７・２８年度各種開発に伴う埋蔵文化財調査－／笹原遺跡（平２７
地点）　下遺跡（平２７地点）　咄戸沼遺跡（平２７地点）　北小袋遺跡（平２８Ａ地点）　萩原遺跡（平２８地点）
法正谷遺跡（平２８地点）　高根古墳群（平２８地点）　八方遺跡（平２８地点）　大原道東遺跡（平２８地点）
中山東遺跡（平２８地点）　当郷遺跡（平２８地点）　北小袋遺跡（平２８Ｂ地点）／館林市埋蔵文化財発掘調
査報告書　第５４集

群馬県：館林市教育委員会文化振興課文化財係 2017年3月

岩宿フォーラム２０１７／シンポジウム　石器群の地域性－日本海側中央部と北関東地方を対比する－予稿
集

群馬県：岩宿博物館 2017年11月

岩宿博物館年報　平成２８年度 群馬県：岩宿博物館 2017年7月

岩宿時代通信Ｏｒｉｇｉｎ　ｖｏｌ．８０ 群馬県：岩宿博物館 2017年4月

岩宿時代通信Ｏｒｉｇｉｎ　ｖｏｌ．８１ 群馬県：岩宿博物館 2017年8月

岩宿時代通信Ｏｒｉｇｉｎ　ｖｏｌ．８２ 群馬県：岩宿博物館 2018年1月

岩宿博物館第６３回企画展　方形周溝墓の世界　展示図録 群馬県：岩宿博物館 2017年1月

岩宿博物館第６４回企画展　石器から地域の違いをみる　展示図録 群馬県：岩宿博物館 2017年10月

岩宿フォーラム２０１６／シンポジウム　ナイフ形石器文化の発達期と変革期－浅間板鼻褐色軽石群降灰期
の石器群－予稿集

群馬県：岩宿博物館、岩宿フォーラム実行委員会 2016年11月

向田Ⅱ遺跡　工業団地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／玉村町埋蔵文化財発掘調査報告書　第
９７集

群馬県：群馬県佐波郡玉村町教育委員会、（株）シン技術コンサル 2017年3月

観照寺屋敷遺跡　福島大光坊遺跡　防火水槽設置工事・町立中央児童館建設工事に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書／玉村町埋蔵文化財発掘調査報告書　第９８集

群馬県：群馬県佐波郡玉村町教育委員会 2017年9月

国史跡　上野新田郡家跡 群馬県：群馬県太田市教育委員会 2017年3月

太田市内遺跡１２　－平成２７年度調査－ 群馬県：群馬県太田市教育委員会 2017年3月

世良田地区（ほ場整備）発掘調査報告書　上新田遺跡・世良田環濠集落・歌舞妓遺跡　世良田陣屋遺跡・
ＦＰ泥流下遺跡群・下原古墳群

群馬県：群馬県太田市教育委員会 2017年3月

平成２８年度地域の特色のある埋蔵文化財活用事業　いま解き明かされる新田郡家の実像（資料集） 群馬県：群馬県太田市教育委員会文化財課 2017年3月

史跡上野国新田郡家跡保存活用計画 群馬県：群馬県太田市教育委員会文化財課 2017年3月

市内遺跡２３ 群馬県：群馬県藤岡市教育委員会 2017年3月

Ｅ３０神田神明Ｂ遺跡Ｂ地点　平成２７年度　藤岡市給食センター新設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 群馬県：群馬県藤岡市教育委員会 2017年3月

年報　（３３） 群馬県：群馬県藤岡市教育委員会文化財保護課 2018年2月

溝祭木戸３号古墳　吉岡町文化財調査報告書　第３４集 群馬県：群馬県北群馬郡吉岡町教育委員会 2016年9月

茶ノ木古墳　吉岡町文化財調査報告書　第３５集 群馬県：群馬県北群馬郡吉岡町教育委員会 2017年3月

七日市遺跡　平成２８年度社会資本整備交付金事業（道路）駒寄ＳＩＣ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／吉岡町文化財調査報告書　第３６集

群馬県：群馬県北群馬郡吉岡町教育委員会 2017年8月

矢原塚越遺跡　－地域密着型特別養護老人ホーム・介護老人保健施設増築工事に伴う埋蔵文化財発掘
調査－／高崎市文化財調査報告書　第３９２集

群馬県：高崎市教育委員会 2017年7月

中大類金井遺跡３　－集合住宅の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３９１集

群馬県：高崎市教育委員会 2017年6月

三ツ寺村前道下遺跡　宅地造成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３７９
集

群馬県：高崎市教育委員会 2016年8月

棟高南八幡街道遺跡２　－物販店舗新築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３９９集

群馬県：高崎市教育委員会 2018年1月

全徳森遺跡３　－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４００集 群馬県：高崎市教育委員会、（株）歴史の杜、（有）芙蓉興産 2018年1月
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元島名旭遺跡２　－建売分譲住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査－／高崎市文化財調査報告書　第３９
４集

群馬県：高崎市教育委員会、（株）歴史の杜、三共商事（株） 2017年7月

高崎市文化財保護年報　平成２８年度 群馬県：高崎市教育委員会事務局文化財保護課 2017年12月

史跡瀧沢石器時代遺跡－総括報告書－　渋川市埋蔵文化財発掘調査報告書　第３８集 群馬県：渋川市教育委員会 2017年3月

渋川市市内遺跡１０　平成２７年度市内遺跡範囲確認調査報告／渋川市埋蔵文化財発掘調査報告書　第
３９集

群馬県：渋川市教育委員会 2017年3月

五代東田遺跡　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 群馬県：前橋市教育委員会 2017年3月

元総社蒼海遺跡群（１００）（１０１）　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

群馬県：前橋市教育委員会 2016年3月

元総社蒼海遺跡群（９３街区）　－店舗建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 群馬県：前橋市教育委員会 2016年12月

大渡道場遺跡Ｎｏ．２　群馬県労働者生活協同組合事務所建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 群馬県：前橋市教育委員会 2016年10月

川曲阿弥陀西遺跡Ｎｏ．３　店舗建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 群馬県：前橋市教育委員会 2017年3月

元総社蒼海遺跡群（７４）～（８０）・（９２）～（９４）　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

群馬県：前橋市教育委員会 2017年3月

元総社蒼海遺跡群（１２２）　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

群馬県：前橋市教育委員会 2017年3月

元総社蒼海遺跡群（１２４）　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

群馬県：前橋市教育委員会 2017年12月

平成２７年度　史跡前二子古墳等　歴史活き活き！　史跡等総合活用整備事業　平成２８年度　地域の特
性を活かした埋蔵文化財活用事業　大室古墳の教室　考古学講演会・講座の記録２

群馬県：前橋市教育委員会事務局文化財保護課 2016年12月

平成２９年度　地域の特性を活かした埋蔵文化財活用事業　大室古墳の教室　考古学講演会・講座の記録
３

群馬県：前橋市教育委員会事務局文化財保護課 2018年1月

平成２９年度　地域の特性を活かした埋蔵文化財活用事業　大室古墳の教室　考古学講演会・講座の記録
４

群馬県：前橋市教育委員会事務局文化財保護課 2018年3月

～１９４６年、ここで旧石器が発見された～　赤城山南麓の旧石器 群馬県：前橋市教育委員会事務局文化財保護課 2017年1月

赤城山南麓の縄文Ｐａｒｔ１　移りゆく縄文土器 群馬県：前橋市教育委員会事務局文化財保護課 2017年1月

赤城山南麓を横断する巨大用水路　赤城山南麓の中世　史跡女堀 群馬県：前橋市教育委員会事務局文化財保護課 2017年1月

東国の雄　総社古墳群 群馬県：前橋市教育委員会事務局文化財保護課 2017年1月

国指定天然記念物岩神の飛石保存活用計画書 群馬県：前橋市教育委員会事務局文化財保護課 2017年3月

さあ、でかけよう　タイムトラベルへ　古代群馬の中心地　ここから群馬が始まった　榛名山東南麓の古墳 群馬県：前橋市教育委員会事務局文化財保護課 2017年11月

前橋城絵図帳－前橋市立図書館所蔵資料－ 群馬県：前橋市教育委員会事務局文化財保護課 2017年8月

川曲地蔵前遺跡Ｎｏ．４　認定こども園建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 群馬県：前橋市教育委員会事務局文化財保護課 2016年6月

元総社蒼海遺跡群（１０３）　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 群馬県：前橋市教育委員会事務局文化財保護課 2016年3月

元総社蒼海遺跡群（１１７）元総社蒼海遺跡群（１１８）　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

群馬県：前橋市教育委員会事務局文化財保護課 2016年11月

元総社蒼海遺跡群（１２０）　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

群馬県：前橋市教育委員会事務局文化財保護課 2016年9月

元総社蒼海遺跡群（１２１）　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

群馬県：前橋市教育委員会事務局文化財保護課 2017年3月

元総社蒼海遺跡群（１７街区）　ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社店舗建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書

群馬県：前橋市教育委員会事務局文化財保護課 2016年1月

元総社中学校遺跡　元総社中学校体育館改築建築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 群馬県：前橋市教育委員会事務局文化財保護課 2016年9月

朝倉伊勢西Ｎｏ．３遺跡　店舗建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 群馬県：前橋市教育委員会事務局文化財保護課 2017年8月

推定上野国府　平成２６年度調査報告　上野国府等範囲内容確認調査報告書　Ⅳ 群馬県：前橋市教育委員会文化財保護課 2016年3月

元総社蒼海遺跡群（６２）（６３）（６４）　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

群馬県：前橋市教育委員会文化財保護課 2016年9月

元総社蒼海遺跡群（６５）　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

群馬県：前橋市教育委員会文化財保護課 2016年3月

元総社蒼海遺跡群（８１）元総社蒼海遺跡群（８２）元総社蒼海遺跡群（８３）元総社蒼海遺跡群（８４）　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

群馬県：前橋市教育委員会文化財保護課 2016年3月

元総社蒼海遺跡群（７５街区）　集合住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 群馬県：前橋市教育委員会文化財保護課 2016年3月

推定上野国府　平成２７年度調査報告　上野国府等範囲内容確認調査報告書　Ⅴ 群馬県：前橋市教育委員会文化財保護課 2017年3月

まんが　おおままの歴史 群馬県：大間々町 2000年3月

瀬戸ケ原遺跡（Ｃ区）　－縄文時代前期および平安時代の住居跡調査－／群馬県山田郡大間々町埋蔵文
化財調査報告書　第２集

群馬県：大間々町教育委員会 1994年9月

高松１０２送電鉄塔遺跡　－縄文時代前期の住居跡調査－／群馬県山田郡大間々町埋蔵文化財調査報
告書　第３集

群馬県：大間々町教育委員会 1998年3月

下谷戸Ｂ遺跡　－縄文時代前期の住居と土坑－／一般県道小平塩原線整備事業に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告書／群馬県山田郡大間々町埋蔵文化財調査報告書　第５集

群馬県：大間々町教育委員会 2002年3月

大間々町誌　通史編　上巻 群馬県：大間々町誌刊行委員会 1998年10月

大間々町誌　通史編　下巻 群馬県：大間々町誌刊行委員会 2001年3月

大間々町誌　別巻一　中世資料編 群馬県：大間々町誌刊行委員会 1994年2月

大間々町誌　別巻二　近世資料編 群馬県：大間々町誌刊行委員会 1995年3月

大間々町誌　別巻三　近代・現代資料編 群馬県：大間々町誌刊行委員会 1996年3月

大間々町誌　別巻４　植物編 群馬県：大間々町誌刊行委員会 1994年3月

大間々町誌　別巻５　動物編 群馬県：大間々町誌刊行委員会 1995年3月

大間々町誌　別巻６　特論編　歴史 群馬県：大間々町誌刊行委員会 2000年3月

大間々町誌　別巻６　特論編　自然 群馬県：大間々町誌刊行委員会 2000年3月

大間々町誌　別巻七　大間々町の石造物 群馬県：大間々町誌刊行委員会 1994年3月

大間々町誌　別巻八　大間々町の建造物 群馬県：大間々町誌刊行委員会 1993年3月

大間々町誌　別巻九　大間々町の民俗 群馬県：大間々町誌刊行委員会 2001年3月

大間々町誌「基礎資料Ⅱ」　桐原地区諸家文書目録（一） 群馬県：大間々町誌刊行委員会 1992年3月

大間々町誌「基礎資料Ⅲ」　大間々町の民俗Ⅰ　塩原・塩沢地区 群馬県：大間々町誌刊行委員会 1993年12月

大間々町誌「基礎資料Ⅳ」　高津戸・浅原　長尾根・小平地区諸家文書目録 群馬県：大間々町誌刊行委員会 1994年3月

大間々町誌「基礎資料Ⅴ」　大間々町の民俗Ⅱ　高津戸地区 群馬県：大間々町誌刊行委員会 1995年3月

大間々町誌「基礎資料Ⅵ」　大間々町の遺跡 群馬県：大間々町誌刊行委員会 1996年3月

大間々町誌「基礎資料Ⅶ」　大泉院日記 群馬県：大間々町誌刊行委員会 1996年3月

大間々町誌「基礎資料Ⅷ」　大間々町の地形・地質 群馬県：大間々町誌刊行委員会 1996年7月

大間々町誌「基礎資料Ⅸ」　大間々町の土蔵 群馬県：大間々町誌刊行委員会 1996年3月

大間々町誌「基礎資料ⅩⅡ」　大間々町の絵図・地図 群馬県：大間々町誌刊行委員会 1997年9月

大間々町誌「基礎資料ⅩⅢ」　大間々町関口家日記（一） 群馬県：大間々町誌刊行委員会 1998年12月

大間々市街地　大間々町誌「基礎資料Ⅹ」　大間々町の民俗Ⅲ 群馬県：大間々町町誌刊行委員会 1997年3月

大間々町誌「基礎資料ⅩⅠ」　大間々町の社寺 群馬県：大間々町町誌刊行委員会 1997年3月

●埼玉県●
埼玉県埋蔵文化財調査年報　平成２６・２７年度 埼玉県：埼玉県教育委員会 2017年3月
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埋文さいたま　第６０号 埼玉県：埼玉県教育委員会 2017年3月

史跡埼玉古墳群総括報告書Ⅰ 埼玉県：埼玉県教育委員会 2018年1月

研究紀要　第３１号　２０１７ 埼玉県：（公財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団 2017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　２０１７　３７　平成２８年度版 埼玉県：（公財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団 2017年8月

浦山城跡　岩石採取事業に伴う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４２
３集

埼玉県：（公財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団 2016年7月

大平遺跡　一般国道１７号上尾道路新設工事に伴う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４２４集

埼玉県：（公財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団 2016年7月

北坂遺跡Ⅱ　（仮称）寄居ＰＡスマートインターチェンジ発掘業務委託に伴う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４２５集

埼玉県：（公財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団 2016年9月

北坂遺跡Ⅲ　（仮称）寄居ＰＡスマートインターチェンジ発掘調査業務委託に伴う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４２６集

埼玉県：（公財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団 2016年11月

高木稲荷前／高木氷川　大宮西部特定土地区画整理事業地内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４２７集

埼玉県：（公財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団 2016年11月

天神峯遺跡　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４２８集 埼玉県：（公財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団 2016年12月

楽中遺跡　一般国道１７号上尾道路新設工事に伴う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４２９集

埼玉県：（公財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団 2017年2月

前領家遺跡　一般国道１７号上尾道路新設工事に伴う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４３０集

埼玉県：（公財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団 2017年2月

中平遺跡　（仮称）寄居ＰＡスマートＩＣ整備事業埋蔵文化財発掘業務委託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４３１集

埼玉県：（公財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団 2017年3月

楽上／楽上Ⅱ／薬師堂　石神／石神Ⅲ　一般国道１７号上尾道路新設工事に伴う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４３２集

埼玉県：（公財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団 2017年3月

中井遺跡　一般国道１７号上尾道路新設工事に伴う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４３３集

埼玉県：（公財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団 2017年3月

中井遺跡　一般国道１７号上尾道路新設工事に伴う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４３３集

埼玉県：（公財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団 2017年3月

中井遺跡　一般国道１７号上尾道路新設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　（第３分冊）／埼玉県埋蔵
文化財調査事業団報告書　第４３３集

埼玉県：（公財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団 2017年3月

Ｂ－１０１号遺跡（第２次）　さいたま市遺跡調査会報告書　第９０集 埼玉県：さいたま市遺跡調査会 2016年8月

府内三丁目遺跡（第２次）　さいたま市遺跡調査会報告書　第１０９集 埼玉県：さいたま市遺跡調査会 2016年4月

前窪遺跡（第６次・第７次）　さいたま市遺跡調査会報告書　第１１１集 埼玉県：さいたま市遺跡調査会 2016年3月

小村田東遺跡（第９次）　さいたま市遺跡調査会報告書　第１４６集 埼玉県：さいたま市遺跡調査会 2016年10月

土呂陣屋跡〔Ｂ－２２号遺跡〕（第２７・２８地点）　－さいたま市土呂農住特定土地区画整理地内遺跡発掘調
査報告－／さいたま市遺跡調査会報告書　第１６９集

埼玉県：さいたま市遺跡調査会 2016年2月

釣上高岡南遺跡（第３次）　－さいたま都市計画事業岩槻南部新和西特定土地区画整理事業地内遺跡発
掘調査報告　４－／さいたま市遺跡調査会報告書　第１７０集

埼玉県：さいたま市遺跡調査会 2016年3月

小深作遺跡（第４次）　－さいたま市七里遺跡北側特定土地区画整理地内遺跡発掘調査報告－／さいたま
市遺跡調査会報告書　第１７１集

埼玉県：さいたま市遺跡調査会 2016年3月

南鴻沼遺跡（第２分冊）　－さいたま都市計画道路町谷本太線建設事業地内埋蔵文化財発掘調査報告　３
－／さいたま市遺跡調査会報告書　第１７２集

埼玉県：さいたま市遺跡調査会 2016年3月

大和田陣屋跡（第５・６次）　さいたま市遺跡調査会報告書　第１７３集 埼玉県：さいたま市遺跡調査会 2016年3月

大戸本村１号遺跡（第４次）　さいたま市遺跡調査会報告書　第１７４集 埼玉県：さいたま市遺跡調査会 2016年12月

前窪遺跡（第１０次）　さいたま市遺跡調査会報告書　第１７５集 埼玉県：さいたま市遺跡調査会 2016年12月

椚谷遺跡（第２０地点）　さいたま市遺跡調査会報告書　第１７６集 埼玉県：さいたま市遺跡調査会 2017年2月

南鴻沼遺跡（第３分冊）　－さいたま都市計画道路町谷本太線建設事業地内埋蔵文化財発掘調査報告　４
－／さいたま市遺跡調査会報告書　第１７７集

埼玉県：さいたま市遺跡調査会 2017年3月

中野田堀ノ内遺跡（第４・５・６・７次）　中野田島ノ前遺跡（第４次）　中野田中原遺跡（第４次）　－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　８－／さいたま市遺跡調査会報
告書　第１７８集

埼玉県：さいたま市遺跡調査会 2017年3月

大間木内谷遺跡（第３３区）　さいたま市遺跡調査会報告書　第１７９集 埼玉県：さいたま市遺跡調査会 2017年3月

史跡真福寺貝塚総合調査概報（２）　さいたま市埋蔵文化財調査報告書　第１２集 埼玉県：さいたま市教育委員会 2017年3月

丸ヶ崎館跡（第１次調査）　新曲輪遺跡（第２地点）　根切遺跡（第１３次調査）　大北遺跡（第１０次～第１３次
調査）　西原遺跡（第７地点）　さいたま市内遺跡発掘調査報告書　第１６集

埼玉県：さいたま市教育委員会 2017年3月

前田字六反畑第１遺跡　－分譲住宅建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－／川口市埋蔵文化財
発掘調査報告書

埼玉県：（株）大宝建設埼玉 2017年9月

永明寺古墳　（保存目的の範囲確認調査）／羽生市発掘調査報告書　第５集 埼玉県：羽生市教育委員会 2017年3月

越ヶ谷御殿跡発掘調査報告書Ⅰ　－サンリットタウン越谷Ａ・サンリットタウン越谷Ｂ新築工事に係る埋蔵文
化財発掘調査報告書－／越谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第２集

埼玉県：越谷市教育委員会 2017年2月

平成２７年度桶川市内遺跡発掘調査報告書　八幡耕地遺跡第８次発掘調査　範囲確認調査 埼玉県：桶川市教育委員会 2016年3月

東台Ⅰ遺跡第２次発掘調査報告書 埼玉県：桶川市教育委員会 2016年3月

堀ノ内遺跡第４次発掘調査報告書 埼玉県：桶川市教育委員会 2016年3月

東Ⅰ遺跡－第１次発掘調査報告書－ 埼玉県：桶川市教育委員会 2017年3月

別所遺跡５区／花影遺跡２４区 埼玉県：坂戸市教育委員会 2017年3月

前中西遺跡Ⅹ　埼玉県熊谷市遺跡調査会埋蔵文化財調査報告書　第２集 埼玉県：埼玉県熊谷市遺跡調査会 2016年3月

諏訪木遺跡Ⅲ　埼玉県熊谷市教育委員会埋蔵文化財調査報告書　第２５集 埼玉県：埼玉県熊谷市教育委員会 2017年3月

在家遺跡　埼玉県熊谷市在家遺跡調査会埋蔵文化財調査報告書 埼玉県：埼玉県熊谷市在家遺跡調査会 2015年3月

前中西遺跡ⅩⅠ　埼玉県熊谷市前中西遺跡調査会埋蔵文化財発掘調査報告書　第３集 埼玉県：埼玉県熊谷市前中西遺跡調査会 2016年3月

南原遺跡Ⅶ　埋蔵文化財発掘調査報告書　戸田市文化財調査報告　ⅩⅩⅥ 埼玉県：埼玉県戸田市教育委員会 2017年3月

宮裏遺跡４　－宮裏遺跡１３区・１４区・１５区発掘調査報告書－ 埼玉県：埼玉県坂戸市教育委員会 2017年3月

長坂遺跡Ⅱ　－長坂聖天塚古墳隣接地の調査－／美里町遺跡調査会報告書　第１１集 埼玉県：埼玉県児玉郡美里町遺跡調査会 2017年3月

雷電神社裏古墳　美里町遺跡調査会報告書　第１２集 埼玉県：埼玉県児玉郡美里町遺跡調査会 2017年3月

大仏古墳群美里町第１８９号古墳　美里町遺跡発掘調査報告書　第２６集 埼玉県：埼玉県児玉郡美里町教育委員会 2017年3月

市内遺跡調査報告２３　下安松遺跡第１０次調査 -附篇平成２８年度市内遺跡確認調査-(国庫・県費補助
対象分)/所沢市埋蔵文化財調査報告書 第６９集

埼玉県：埼玉県所沢市教育委員会、所沢市立埋蔵文化財調査センター 2017年3月

東原遺跡－第１次調査－遺物編　所沢市埋蔵文化財調査報告書　第７０集 埼玉県：埼玉県所沢市教育委員会、所沢市立埋蔵文化財調査センター 2017年3月

安行中学校遺跡　－市立安行中学校仮設校舎建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－／川口市埋
蔵文化財発掘調査報告書

埼玉県：埼玉県川口市教育委員会 2017年3月

鶴ヶ島市内遺跡発掘調査報告書Ⅷ　一天狗遺跡Ｓ・Ｕ・Ｖ地点　第１２次／鶴ヶ島市埋蔵文化財調査報告
第７９集

埼玉県：埼玉県鶴ヶ島市教育委員会 2017年3月

仲道柴山遺跡第１６・１８・１９次発掘調査報告書　鶴ヶ島市埋蔵文化財調査報告　第８０集 埼玉県：鶴ヶ島市遺跡調査会 2018年3月

飯能の遺跡（４３）　永田久保遺跡　第１次調査　池ノ東遺跡　第４～６次調査 埼玉県：埼玉県飯能市教育委員会 2017年3月

館報　第１２号 埼玉県：埼玉県立さきたま史跡の博物館 2017年6月

平成二九年度企画展　展示図録　埼玉の古墳２－秩父・児玉・大里－ 埼玉県：埼玉県立さきたま史跡の博物館 2017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　シンポジウム「武蔵武士とその本拠」資 埼玉県：埼玉県立嵐山史跡の博物館 2018年1月

企画展展示図録　武蔵武士とその本拠 埼玉県：埼玉県立嵐山史跡の博物館 2017年11月
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小谷場貝塚遺跡　－共同住宅建設に伴う第２３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

埼玉県：山添明太郎 2017年10月

所沢市立埋蔵文化財調査センター年報　Ｎｏ．２２（平成２７年度） 埼玉県：所沢市立埋蔵文化財調査センター 2016年10月

神川町埋蔵文化財調査報告　第１０集　中道遺跡第２７地点　＜ＤＶＤ資料＞ 埼玉県：神川町教育委員会 2017年2月

神川町埋蔵文化財調査報告　第１１集　南塚原６０号墳　＜ＤＶＤ資料＞ 埼玉県：神川町教育委員会 2017年3月

宮合貝塚遺跡　－石神西立野特定土地区画整理事業に伴う１５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

埼玉県：川口市 2018年3月

三ッ和遺跡　八幡木１丁目１３番地３号他地点／－有料老人ホーム建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書－／川口市遺跡調査会報告　第４８集

埼玉県：川口市遺跡調査会 2017年8月

小谷場貝塚遺跡　－区画整理事業に伴う第２１次埋蔵文化財発掘調査－／川口市埋蔵文化財調査報告
書

埼玉県：川口市教育委員会 2017年3月

国庫補助事業　市内遺跡発掘調査報告書＜平成２７年度調査＞ 埼玉県：川口市教育委員会 2017年3月

■字宮地第１遺跡　－物販店舗建設工事等に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－／川口市埋蔵文化財発
掘調査報告書

埼玉県：鈴木眞司、ネッツトヨタ埼玉（株） 2018年1月

仲町沼田遺跡第３地点発掘調査報告書　－集合住宅建設に伴う発掘調査報告書－／草加市埋蔵文化財
調査報告書　第１集

埼玉県：草加市教育委員会 2017年3月

常木久保－８０区調査－　日高市埋蔵文化財調査報告書　第３６集 埼玉県：日高市遺跡調査会 2016年3月

若宮－４５次調査－　古道－１４次調査－　日高市埋蔵文化財調査報告書　第３７集 埼玉県：日高市教育委員会 2017年3月

宿（多門氏館跡）遺跡第６地点発掘調査報告書　富士見市遺跡調査会調査報告　第６２集 埼玉県：富士見市遺跡調査会、加治孝行、加治早苗 2013年3月

市内遺跡発掘調査Ⅵ　富士見市文化財報告　第６５集 埼玉県：富士見市教育委員会 2013年3月

市内遺跡発掘調査Ⅹ　富士見市文化財報告　第６９集 埼玉県：富士見市教育委員会 2017年3月

天神林Ⅱ遺跡　本庄市埋蔵文化財調査報告書　第４７集 埼玉県：本庄市教育委員会 2016年3月

元富東古墳－Ａ・Ｂ地点の調査－　本庄市埋蔵文化財調査報告書　第４８集 埼玉県：本庄市教育委員会 2016年3月

久下東遺跡Ⅸ（Ｃ２・Ｄ２・Ｄ３・Ｅ２・Ｅ３・Ｅ４地点）　－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　９－／本庄市埋蔵文化財調査報告書　第４９集

埼玉県：本庄市教育委員会 2016年11月

長沖古墳群ⅩⅥ－久保地区Ｅ地点－　長沖６２・１９２・２０５・２０６・２０７・２０８号墳／本庄市埋蔵文化財調
査報告書　第５０集

埼玉県：本庄市教育委員会 2017年3月

長沖古墳群ⅩⅦ－梅原地区Ａ地点－　本庄市埋蔵文化財調査報告書　第５１集 埼玉県：本庄市教育委員会 2017年3月

新宮遺跡Ⅲ（Ｅ地点の調査）　本庄市埋蔵文化財調査報告書　第５２集 埼玉県：本庄市教育委員会 2017年12月

久下前遺跡Ⅵ（Ｃ２・Ｃ３・Ｃ４・Ｆ２・Ｆ３地点）　－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　１０－／本庄市埋蔵文化財調査報告書　第５３集

埼玉県：本庄市教育委員会 2018年2月

井沼遺跡－第３調査地点－黒浜貝塚詳細確認調査報告－第１期整備工事（椿山のムラ）－　埼玉県蓮田
市文化財調査報告書　第５６集

埼玉県：蓮田市教育委員会 2017年3月

●千葉県●
県史シリーズ　１　千葉県の歴史　通史編　原始・古代１ 千葉県：千葉県 2007年3月

県史シリーズ　２　千葉県の歴史　通史編　古代２ 千葉県：千葉県 2001年3月

佐倉市萩山新田大久保遺跡　－主要地方道佐倉印西線（佐倉市田町）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７集

千葉県：千葉県教育委員会 2015年12月

茂原市五十二割遺跡　－住宅市街地基盤整備事業（赤目川河川改修）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８集

千葉県：千葉県教育委員会 2015年12月

匝瑳市小高遺跡　－特別支援学校整備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９集

千葉県：千葉県教育委員会 2016年2月

長柄町後領遺跡　－主要地方道市原茂原線（刑部）道路改良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１０集

千葉県：千葉県教育委員会 2016年3月

流山運動公園周辺地区埋蔵文化財調査報告書３　－流山市思井上ノ内遺跡－　千葉県教育委員会埋蔵
文化財調査報告　第１１集

千葉県：千葉県教育委員会 2016年3月

印西市東場遺跡・馬見台遺跡　－一般県道八千代宗像線（岩戸）バイパス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１２集

千葉県：千葉県教育委員会 2016年3月

八街市柳沢牧井戸谷津尻野馬土手　－主要地方道成東酒々井線バイパス（八街バイパス）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１３集

千葉県：千葉県教育委員会 2016年3月

八街市小間子牧丹尾台野馬土手　－一般県道東金山田線防災・安全交付金（交通安全）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１４集

千葉県：千葉県教育委員会 2016年3月

八千代市堂の上遺跡・上高野白幡遺跡・平沢遺跡・赤作遺跡・阿蘇中学校東側遺跡　－一般国道２９６号
道路改良事業埋蔵文化財調査報告書－／千葉県教育委員会埋蔵文化財調査報告　第１５集

千葉県：千葉県教育委員会 2016年3月

千葉県南房総市内郷やぐら群・善性寺やぐら群－千葉県やぐら調査報告書２－ 千葉県：千葉県教育委員会 2016年3月

長南町川島遺跡　－一般国道４０９号茂原一宮道路国道道路改築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１６集

千葉県：千葉県教育委員会 2016年12月

印西市天神台遺跡　－主要地方道千葉竜ヶ崎線（印西市大森）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１７集

千葉県：千葉県教育委員会 2016年12月

柏北部中央地区埋蔵文化財発掘調査報告書７　柏市須賀井遺跡　 縄文時代以降編/千葉県教育委員会
埋蔵文化財調査報告 第１８集

千葉県：千葉県教育委員会 2017年3月

袖ケ浦市文脇遺跡（中・近世編）　－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　１－【第１分冊】／千葉県教育委員会埋蔵文化財調査報告　第１９集

千葉県：千葉県教育委員会 2017年3月

袖ケ浦市文脇遺跡（中・近世編）　－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　１－【第２分冊】／千葉県教育委員会埋蔵文化財調査報告　第１９集

千葉県：千葉県教育委員会 2017年3月

流山運動公園周辺地区埋蔵文化財調査報告書４　－流山市中中屋敷遺跡－　千葉県教育委員会埋蔵文
化財調査報告　第２０集

千葉県：千葉県教育委員会 2017年3月

横芝光町三反田遺跡　－国道１２６号銚子連絡道（山武東総道路二期）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２１集

千葉県：千葉県教育委員会 2017年3月

房総の文化財　ＶＯＬ．５６ 千葉県：（公財）千葉県教育振興財団 2017年3月

千葉県教育振興財団文化財センター年報　Ｎｏ．４２－平成２８年度－ 千葉県：（公財）千葉県教育振興財団文化財センター 2017年7月

研究連絡誌　第７８号 千葉県：（公財）千葉県教育振興財団文化財センター 2017年3月

－弥生時代の「謎」の石器－　「平成２９年度埋蔵文化財ロビー巡回展　大有角石器展」パンフレット 千葉県：（公財）千葉市教育振興財団 2017年11月

東京外かく環状道路埋蔵文化財調査報告書１１　－市川市北下遺跡（１４）・菅野遺跡（１）～（５）－／千葉
県教育振興財団調査報告　第７６６集

千葉県：東日本高速道路（株）、（公財）千葉県教育振興財団 2017年3月

四街道市館ノ山遺跡（３）　－物井地区埋蔵文化財発掘調査報告書　ⅩⅩⅡ－／千葉県教育振興財団調
査報告　第７５９集

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

2016年9月

四街道市古屋城跡　－物井地区埋蔵文化財発掘調査報告書　ⅩⅩⅢ－／千葉県教育振興財団調査報
告　第７６１集

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

2016年9月

四街道市棒山・呼戸遺跡　－物井地区埋蔵文化財発掘調査報告書　ⅩⅩⅣ－／千葉県教育振興財団調
査報告　第７６２集

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

2016年12月

柏北部東地区埋蔵文化財発掘調査報告書１０　柏市小山台遺跡　 旧石器時代編/千葉県教育振興財団
調査報告 第７６３集

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

2017年3月

柏北部東地区埋蔵文化財発掘調査報告書１１　柏市花前Ⅱ遺跡・花前Ⅲ遺跡・矢船Ⅰ遺跡・矢船Ⅱ遺跡
館林Ⅱ遺跡・寺下前遺跡・八反目台遺跡 縄文時代以降編/千葉県教育振興財団調査報告 第７６４集

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

2017年3月
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四街道市出口遺跡（３）・小屋ノ内遺跡（４）　－物井地区埋蔵文化財発掘調査報告書　ⅩⅩⅤ－／千葉県
教育振興財団調査報告　第７６５集

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

2017年2月

流山新市街地地区埋蔵文化財調査報告書９　－流山市十太夫野馬土手、流山市・柏市市野谷駒木野馬
土手、流山市駒木野馬土手－／千葉県教育振興財団調査報告　第７６７集

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

2017年3月

流山新市街地地区埋蔵文化財調査報告書１０　－流山市市野谷芋久保遺跡・市野谷中島遺跡・市野谷向
山遺跡・市野谷立野遺跡・大久保遺跡（下層）・西初石五丁目遺跡・十太夫第Ⅲ遺跡－／千葉県教育振興
財団調査報告　第７６９集

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

2017年3月

首都圏中央連絡自動車道埋蔵文化財調査報告書３２　東金市養安寺遺跡・大網白里市養安寺遺跡　 第１
分冊/千葉県教育振興財団調査報告 第７５８集

千葉県：国土交通省関東地方整備局千葉国道事務所、（公財）千葉県教育振
興財団

2017年3月

首都圏中央連絡自動車道埋蔵文化財調査報告書３２　東金市養安寺遺跡・大網白里市養安寺遺跡　 第２
分冊/千葉県教育振興財団調査報告 第７５８集

千葉県：国土交通省関東地方整備局千葉国道事務所、（公財）千葉県教育振
興財団

2017年3月

首都圏中央連絡自動車道埋蔵文化財調査報告書３３　－東金市鉢ヶ谷遺跡（１）・（２）、大網白里市若司谷
遺跡－／千葉県教育振興財団調査報告　第７６０集

千葉県：国土交通省関東地方整備局千葉国道事務所、（公財）千葉県教育振
興財団

2016年12月

東京外かく環状道路埋蔵文化財調査報告書１２　－市川市雷下遺跡（５）・雷下遺跡（６）・松戸市上矢切南
台遺跡（９）－／千葉県教育振興財団調査報告　第７６８集

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

2017年3月

千葉県市川市国府台遺跡　－第１３－９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、原史文化研究所 2017年3月

千葉県八千代市作山塚群３号塚・４号塚　－福祉施設建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 千葉県：（社福）心聖会 2017年3月

千葉県印西市　山崎遺跡　－印西市瀬戸メガソーラー建設に伴う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３５０集

千葉県：コスモリフォーム（株） 2017年3月

平成２７年度千葉県旭市内遺跡発掘調査報告書　仲島遺跡・岩井南瀬古遺跡 千葉県：旭市教育委員会 2017年10月

平成２８年度－千葉県富津市－青木亀塚古墳・亀塚遺跡発掘調査報告書 千葉県：医療法人社団三友会、富津市教育委員会 2017年3月

千葉県長生郡一宮町　待山遺跡・待山古墳群　－保育所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３４９集

千葉県：一宮町 2017年3月

平成２７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 2017年3月

千葉県市川市東新山遺跡　－第Ｒ－２地点発掘調査報告書－ 千葉県：遠田建設（株）、市川市教育委員会 2016年9月

千葉県八千代市平戸台遺跡ｃ地点　－共同住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 千葉県：恩田晃 2017年3月

平成２７年度佐倉市埋蔵文化財発掘調査報告書　江原埜谷遺跡（第９次）　上志津干場遺跡（第３次）　海
隣寺並木遺跡（第７次）　蛭田宿遺跡（第４次）　星谷津遺跡（第４次）　西御門荒生遺跡Ｅ地区　六崎平台遺
跡（第３次）　宮小路遺跡（第７地点）　弥勒北臺遺跡　裏新町遺跡（第４次）　上志津干場遺跡（第４次）　本
町遺跡（第３次）　佐倉城跡（根曲輪第７地点）　天辺松向原遺跡（第４次）　江原遺跡　吉見稲荷山遺跡（第
１４次）　江原遺跡（第２次）　佐倉城跡

千葉県：佐倉市教育委員会 2017年3月

平成２８年度佐倉市埋蔵文化財調査報告書　内野第１遺跡　馬渡姫宮古墳群　飯塚古墳群　下勝田天神
台古墳群

千葉県：佐倉市教育委員会 2017年3月

平成２８年度　市原市内遺跡発掘調査報告　山新遺跡（永津前地区第２地点）　椎津城跡（重要遺跡確認
調査）　市原城跡（門前地区第４地点）　能満分区遺跡群（上小貝塚地区第４地点）　諏訪台古墳群・諏訪台
遺跡（第２地点）　椎津向原遺跡（第４地点）　上境町遺跡（第２地点）　海保大塚遺跡（第２地点）／市原市
埋蔵文化財調査センター調査報告書　第３９集

千葉県：市原市教育委員会 2017年3月

市原市台遺跡Ｅ地点（本文編）　（上総国分寺台遺跡調査報告　ⅩⅩⅧ）／市原市埋蔵文化財調査セン
ター調査報告書　第４１集

千葉県：市原市教育委員会埋蔵文化財調査センター 2017年12月

市原市台遺跡Ｅ地点（写真図版編）　（上総国分寺台遺跡調査報告　ⅩⅩⅧ）／市原市埋蔵文化財調査セ
ンター調査報告書　第４１集

千葉県：市原市教育委員会埋蔵文化財調査センター 2017年12月

平成１８年度市川市内遺跡発掘調査報告　－国分遺跡第７０－３地点－ 千葉県：市川市教育委員会 2017年3月

平成２８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 2017年3月

平成２８年度芝山町内遺跡発掘調査報告書　山田・宝馬古墳群（宝馬９３－１２４地点） 千葉県：芝山町教育委員会 2017年3月

千葉県八千代市平沢遺跡ｅ地点　－福祉施設建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 千葉県：社会福祉法人鳳雄会 2017年3月

千葉県市川市曽谷遺跡　－第５５地点発掘調査報告書－ 千葉県：小林正昭、市川市教育委員会 2016年4月

千葉県成田市　寺台城跡（第１・２・３・４・５次）　－急傾斜地崩壊対策事業に伴う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３４８集

千葉県：成田市 2016年12月

千葉市台畑古墳群　－治山事業に伴う埋蔵文化財調査報告書－ 千葉県：千葉県北部林業事務所、（公財）千葉市教育振興財団事務局埋蔵文
化財調査担当

2018年2月

千葉市古山遺跡（第３次）　－宅地造成に伴う埋蔵文化財調査報告書－ 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

2018年3月

史跡加曽利貝塚　総括報告書　第１分冊 千葉県：千葉市教育委員会 2017年3月

史跡加曽利貝塚　総括報告書　第２分冊 千葉県：千葉市教育委員会 2017年3月

史跡加曽利貝塚　総括報告書　第３分冊 千葉県：千葉市教育委員会 2017年3月

大北遺跡　－平成２５年度発掘調査報告書－ 千葉県：千葉市教育委員会、（有）勾玉工房Ｍｏｇｉ 2014年1月

史跡加曽利貝塚保存活用計画書 千葉県：千葉市教育委員会事務局生涯学習部文化財課 2017年1月

埋蔵文化財調査センター年報　２６－平成２４年度－ 千葉県：千葉市教育委員会埋蔵文化財調査センター 2014年3月

埋蔵文化財調査（市内遺跡）報告書－平成２６年度－ 千葉県：千葉市埋蔵文化財調査センター 2015年3月

埋蔵文化財調査（市内遺跡）報告書－平成２８年度－ 千葉県：千葉市埋蔵文化財調査センター 2017年3月

貝塚博物館紀要　第４３号 千葉県：千葉市立加曽利貝塚博物館 2017年3月

平成２８年度船橋市内遺跡発掘調査報告書　夏見台遺跡（６３）　夏見台遺跡（６４）　中野木台遺跡（２０）
高郷遺跡（２）

千葉県：船橋市教育委員会 2017年3月

千葉県船橋市印内台遺跡群（６６） 千葉県：船橋市教育委員会 2017年3月

千葉県船橋市海老ヶ作北遺跡（５） 千葉県：船橋市教育委員会 2017年3月

千葉県船橋市印内台遺跡群（６７） 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 2017年3月

千葉県船橋市中野木台遺跡（１８） 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 2017年3月

千葉県船橋市夏見台西遺跡（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 2017年3月

千葉県船橋市東中山台遺跡群（６２） 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 2017年3月

千葉県船橋市宮本台遺跡群（６１） 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 2017年3月

－縄文の景色を今に伝える、房総半島に現存する最南部の大型貝塚－　山野貝塚 千葉県：袖ケ浦市教育委員会 2016年10月

千葉県袖ケ浦市水神下遺跡　－小銅鐸・小型銅鏡・石製垂飾品出土状況再分析と遺跡の再評価－ 千葉県：袖ケ浦市教育委員会 2017年3月

平成２８年度千葉県袖ケ浦市内遺跡発掘調査報告書　中六遺跡第２１次調査　大竹古墳群第１１７号墳・向
神納里遺跡　打越北上原古墳群第３号墳第２次調査

千葉県：袖ケ浦市教育委員会 2017年3月

市原市稲荷台遺跡Ｌ８地点　市原市埋蔵文化財調査センター調査報告書　第３８集 千葉県：張能徳博、千葉県市原市教育委員会 2017年3月

市原市千草山遺跡第３地点　市原市埋蔵文化財調査センター調査報告書　第４０集 千葉県：東京電力パワーグリッド（株）、市原市教育委員会 2017年3月

公益財団法人印旛郡市文化財センター年報　３２－平成２７年度－ 千葉県：（公財）印旛郡市文化財センター 2017年3月

広報誌　フィールドブック　ｖｏｌ．３９ 千葉県：（公財）印旛郡市文化財センター 2017年3月

千葉県八千代市市内遺跡発掘調査報告書　平成２８年度　ヲイノ作南遺跡ｅ地点　高津新山遺跡ｄ地点
内込遺跡ｄ地点　高津新田遺跡ｅ地点・高津新田野馬堀遺跡ｍ地点　村上宮内遺跡ｃ地点　作ヶ谷津遺跡
ｂ地点　平沢遺跡ｅ地点　井戸向遺跡ｄ地点　逆水遺跡ｉ地点　島田込の内遺跡ｄ地点　大和田新田芝山遺
跡ｇ地点・笹塚塚群ａ地点　白幡前遺跡ｆ地点　神明前遺跡ａ地点　内野南遺跡ｈ地点　下船田遺跡ｃ地点

千葉県：八千代市教育委員会教育総務課 2017年3月

埋（まい）やちよ－千葉県八千代市埋蔵文化財通信－　Ｎｏ．３４ 千葉県：八千代市教育委員会教育総務課文化財班 2016年10月

埋（まい）やちよ－千葉県八千代市埋蔵文化財通信－　Ｎｏ．３５ 千葉県：八千代市教育委員会教育総務課文化財班 2017年1月

八千代市文化財通信　財やちよ　Ｎｏ．１ 千葉県：八千代市教育委員会教育総務課文化財班 2017年1月
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平成２８年度－千葉県－富津市内遺跡発掘調査報告書　狐塚遺跡Ⅲ　白姫塚古墳　飛附遺跡　植ノ台遺
跡８　飯野陣屋二の丸跡　神明原遺跡４

千葉県：富津市教育委員会 2017年3月

平成２８年度富里市内遺跡発掘調査報告書　東台遺跡（第５次）　外由遺跡 千葉県：富里市教育委員会 2018年3月

千葉県木更津市　請西遺跡群発掘調査報告書ⅩⅥ－山伏作遺跡－ 千葉県：木更津市教育委員会 2017年2月

町原遺跡群発掘調査報告書　打越遺跡・町原古墳群・町原塚群・田丸古墳群・末崎遺跡／木更津市埋蔵
文化財発掘調査報告書　第１４集

千葉県：木更津市教育委員会 2016年3月

千葉県木更津市　井尻遺跡発掘調査報告書　木更津市埋蔵文化財発掘調査報告書　第１５集 千葉県：木更津市教育委員会 2017年3月

木更津市文化財調査集報２０　木更津市指定文化財調査報告（灰釉双耳壺）　祇園貝塚出土土器につい
て

千葉県：木更津市教育委員会 2016年3月

木更津市文化財調査集報２１　埋蔵文化財の発掘調査報告　宮脇遺跡出土の押型紋土器　四留作第二古
墳群・塚群の蔵骨器（補遺）

千葉県：木更津市教育委員会 2017年3月

金鈴塚古墳研究　第５号 千葉県：木更津市郷土博物館金のすず 2017年3月

●東京都●
無形文化遺産研究報告　第１１号 東京都：独立行政法人国立文化財機構東京文化財研究所 2017年3月

独立行政法人国立文化財機構東京文化財研究所概要　２０１７ 東京都：独立行政法人国立文化財機構東京文化財研究所 2017年

ＴＯＢＵＮＫＥＮＮＥＷＳ　ｎｏ．６３ 東京都：独立行政法人国立文化財機構東京文化財研究所 2017年3月

ＴＯＢＵＮＫＥＮＮＥＷＳ　ｎｏ．６４ 東京都：独立行政法人国立文化財機構東京文化財研究所 2017年7月

ＴＯＢＵＮＫＥＮＮＥＷＳ　ｎｏ．６５ 東京都：独立行政法人国立文化財機構東京文化財研究所 2017年11月

東京都埋蔵文化財年報　２３　平成２８年度 東京都：東京都教育庁地域教育支援部管理課 2017年3月

東京都埋蔵文化財年報　２４　平成２９年度 東京都：東京都教育庁地域教育支援部管理課 2017年1月

文化財の保護　第５０号 東京都：東京都教育庁地域教育支援部管理課 2017年7月

たまのよこやま　１０７ 東京都：東京都埋蔵文化財センター 2016年12月

たまのよこやま　１０８ 東京都：東京都埋蔵文化財センター 2017年3月

たまのよこやま　１０９ 東京都：東京都埋蔵文化財センター 2017年6月

たまのよこやま　１１０ 東京都：東京都埋蔵文化財センター 2017年9月

研究論集　ⅩⅩⅩⅠ 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 2017年3月

東京都埋蔵文化財センター年報　３７　平成２８（２０１６）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 2017年11月

平成２９年度企画展示『東京発掘　江戸っ子のくらしと文化』展示解説冊子 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 2017年10月

北区　道合遺跡　－東京都市計画道路補助線街路第８５線（赤羽台Ⅱ期）整備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３１７集

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 2017年3月

北区　道合遺跡　赤羽上ノ台遺跡　－独立行政法人都市再生機構による赤羽台団地下水道整備工事に伴
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３１８集

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 2017年3月

新宿区霞ヶ丘町遺跡・渋谷区千駄ヶ谷北ノ脇遺跡　新国立競技場整備事業に伴う調査 (第１分冊)/東京都
埋蔵文化財センター調査報告 第３１９集

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 2017年6月

新宿区霞ヶ丘町遺跡・渋谷区千駄ヶ谷北ノ脇遺跡　新国立競技場整備事業に伴う調査 (第２分冊)/東京都
埋蔵文化財センター調査報告 第３１９集

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 2017年6月

世田谷区騎兵山遺跡Ⅲ　－警視庁有家族者待機寮駒場住宅改築工事に伴う調査－／東京都埋蔵文化財
センター調査報告　第３２０集

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 2017年11月

三鷹市　天神山遺跡　－東京都外かく環状道路（関越～中央）中央ＪＣＴにおけるに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３２１集

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 2017年10月

八王子市中田遺跡Ⅲ　－都営中野山王三丁目団地（５－２期）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３２２集

東京都：公益財団法人東京都スポーツ文化事業団東京都埋蔵文化財センター 2017年11月

文京区小日向一丁目北遺跡　－東京都住宅供給公社茗荷谷用地（茗荷谷住宅跡地）埋蔵文化財本発掘
調査－／東京都埋蔵文化財センター調査報告　第３２３集

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 2017年11月

世田谷区田直遺跡　－東京外かく環状道路建設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３２４集

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 2017年11月

世田谷区殿山横穴墓群（第２次調査）　－東京外かく環状道路建設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３２５集

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 2017年11月

港区　紀伊和歌山藩徳川家屋敷跡第３遺跡　－赤坂御用地事務所・収蔵庫棟建設に伴う発掘調査－／東
京都埋蔵文化財センター調査報告　第３２６集

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 2017年10月

新宿区左門町遺跡　－警視庁四谷警察署庁舎改築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３２７集

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 2017年12月

港区　旧白金御料地遺跡　－東京都庭園美術館レストラン改築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３２８集

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 2017年12月

世田谷区桜木遺跡Ⅹ　－補助第１２８号線（桜）整備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３２９集

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 2017年12月

あきる野市　水草木遺跡　－一般都道伊奈福生線（第１６５号）道路整備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３３０集

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 2018年2月

三鷹市・調布市　北野遺跡　－東京外かく環状道路（関越～中央）中央ＪＣＴにおける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３３１集

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 2018年1月

豊島区巣鴨遺跡４　－放射第９号線（Ⅲ期）整備事業に伴う埋蔵文化財調査－／東京都埋蔵文化財セン
ター調査報告　第３３５集

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 2018年3月

北区　北十条遺跡群Ⅰ　－十条地区沿道一体整備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３３６集

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 2018年3月

東京都文京区　国指定特別史跡及び特別名勝小石川後楽園大泉水護岸修復工事に伴う第一次確認調査
－文京区春日町（小石川後楽園）遺跡第１２地点確認調査報告書－

東京都：東京都東部公園緑地事務所、文京区教育委員会 2016年6月

Ｂ－１６２　東京都文京区目白台一丁目遺跡　－学校法人日本女子大学図書館建設に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書－

東京都：（学）日本女子大学、大成エンジニアリング（株） 2017年12月

東京都文京区本郷台遺跡群第３地点　－文京区本郷七丁目２番１号地内における集合住宅建築に伴う埋
蔵文化財発掘調査報告書－

東京都：伊藤忠商事（株）、伊藤忠都市開発（株） 2017年1月

東京都文京区無量院跡　－小石川三丁目３８番地内の開発事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 東京都：一建設（株) 2016年7月

東京都文京区国指定名勝懐徳館庭園（旧加賀藩主前田氏本郷本邸庭園）　－東京大学（本郷）懐徳館庭
園南側石塀・煉瓦塀改修工事に伴う埋蔵文化財確認調査報告書－

東京都：国立大学法人東京大学、文京区教育委員会 2017年1月

東京都文京区祥雲寺跡・浄福寺跡　－（仮称）ＡＬＥＲＯ白山Ⅱ新築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告
書－

東京都：（同）ＡＬＥＲＯ１０ 2017年6月

東京都文京区　切支丹屋敷跡　－文京区小日向一丁目東遺跡・集合住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調
査報告書－［遺構・遺物・自然科学分析（１）・考察編］

東京都：三菱地所レジデンス（株） 2016年7月

東京都文京区　切支丹屋敷跡　－文京区小日向一丁目東遺跡・集合住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調
査報告書－［保存処理・自然科学分析（２）編］

東京都：三菱地所レジデンス（株） 2016年7月

東京都文京区国指定名勝及び史跡小石川植物園（御薬園跡及び養生所跡）第２地点　－小石川植物園
西側道路整備工事に伴う埋蔵文化財確認調査報告書－

東京都：文京区、文京区教育委員会 2017年2月

東京都練馬区八ヶ谷戸遺跡第五次調査　－陽和病院内における調査－ 東京都：（医社）翠会陽和病院、共和開発（株） 2017年3月

埋蔵文化財調査報告３２　平成２８年度（２０１６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 2017年7月

瀬田遺跡・瀬田城跡Ⅸ　－東京都世田谷区瀬田一丁目２８番の発掘調査記録－ 東京都：（株）オープンハウス・ディベロップメント 2016年10月

東京都新宿区市谷甲良町遺跡Ⅵ　－（仮称）新宿区市谷甲良町計画に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 東京都：（株）キョーシン、共和開発（株） 2017年5月
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東京都新宿区西新宿六丁目遺跡　－（仮称）西新宿六丁目ホテル計画に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
－

東京都：（株）フジタ、国際文化財（株） 2017年6月

東京都新宿区市谷仲之町西遺跡Ⅵ　－（仮称）メゾンカルム市ヶ谷建替計画に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書－

東京都：（株）ユウシュウ建物、（株）安藤・間（株）ＣＥＬ 2016年12月

東京都港区　港区Ｎｏ．１０５遺跡　（仮称）西新橋二丁目計画に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／港区内
近世都市江戸関連遺跡発掘調査報告　６６［ＴＭ１０５］

東京都：（株）永谷園ホールディングス、（株）四門 2017年4月

下神明遺跡Ⅵ　－東京都世田谷区成城三丁目２番の発掘調査記録－ 東京都：（社福）青藍会、共和開発（株） 2016年11月

廻沢北遺跡Ⅳ　－東京都世田谷区千歳台四丁目２６番の発掘調査記録－ 東京都：共和開発（株） 2015年3月

原遺跡　東京都三鷹市　原遺跡発掘調査報告書／三鷹市埋蔵文化財調査報告　第４３集 東京都：共和開発（株） 2017年12月

東京都千代田区　千代田区Ｎｏ．３４遺跡 東京都：警視庁、千代田区教育委員会 2017年3月

港郷土資料館館報　－３４－　平成２７年度版（２０１５年度版） 東京都：港区立郷土資料館（港区教育委員会事務局図書・文化財課文化財
係）

2017年3月

上小岩遺跡第１４０地点　集合住宅建設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３集

東京都：国松タイ、（株）コクドリサーチ 2017年11月

井の頭池遺跡群Ａ　Ⅲ　東京都三鷹市井の頭　井の頭池遺跡群Ａ発掘調査報告書／三鷹市埋蔵文化財
調査報告　第３９集

東京都：三鷹市遺跡調査会、三鷹市教育委員会 2016年11月

井の頭池遺跡群Ａ　Ⅳ　東京都三鷹市井の頭　井の頭池遺跡群Ａ発掘調査報告書　付　大盛寺の歴史と
建築／三鷹市埋蔵文化財調査報告　第４０集

東京都：三鷹市遺跡調査会、三鷹市教育委員会 2017年3月

野水橋遺跡・野水橋横穴墓群　東京都三鷹市大沢　野水橋遺跡・野水橋横穴墓群発掘調査報告書／三
鷹市埋蔵文化財調査報告　第４１集

東京都：三鷹市遺跡調査会、三鷹市教育委員会 2017年3月

東京都新宿区山吹町遺跡Ⅱ　－（仮称）新宿区山吹町２９８計画に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 東京都：三菱地所レジデンス（株）、加藤建設（株） 2017年9月

上小岩遺跡第１４１地点　集合住宅建設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２集

東京都：篠塚琉璃子、（株）コクドリサーチ 2017年11月

武蔵国府関連遺跡調査報告　－シティハウス東府中ステーションコート新築工事に伴う埋蔵文化財発掘調
査（１７２８次）－

東京都：住友不動産（株） 2017年6月

東京都新宿区北町遺跡Ⅱ　－新宿区立愛日小学校建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 東京都：新宿区 2016年3月

新宿区文化財調査年報　１０　平成２６・２７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 2017年3月

世田谷区埋蔵文化財調査年報　２０１３年度　世田谷区遺跡調査報告３５ 東京都：世田谷区教育委員会 2015年2月

世田谷区埋蔵文化財調査年報　２０１４年度　世田谷区遺跡調査報告３６ 東京都：世田谷区教育委員会 2016年1月

世田谷区埋蔵文化財調査年報　２０１５年度　世田谷区遺跡調査報告３７ 東京都：世田谷区教育委員会 2017年3月

世田谷区埋蔵文化財調査年報　２０１６年度　世田谷区遺跡調査報告３８ 東京都：世田谷区教育委員会 2017年12月

奥沢台遺跡Ⅱ　－東京都世田谷区奥沢六丁目２３番地の発掘調査記録－ 東京都：世田谷区教育委員会 2015年1月

上神明遺跡Ⅵ　－東京都世田谷区成城四丁目５・６・２０番間道路の発掘調査記録－ 東京都：世田谷区教育委員会 2016年3月

鶴ヶ久保遺跡Ⅱ　－東京都世田谷区下馬三丁目３４番の発掘調査記録－ 東京都：世田谷区教育委員会 2014年8月

上神明遺跡Ⅴ・諏訪山遺跡Ⅶ 東京都：世田谷区教育委員会 2015年11月

奥沢台遺跡Ⅲ　－東京都世田谷区奥沢六丁目９番・１８番の発掘調査記録－ 東京都：世田谷区教育委員会 2017年2月

上神明遺跡Ⅶ　－東京都世田谷区成城四丁目８・９番間道路の発掘調査記録－ 東京都：世田谷区教育委員会 2017年3月

東京都府中市　武蔵国府関連遺跡調査報告－西府・本宿町地域の調査－　「（仮称）セイガステージ分倍
河原Ⅲ」新築工事に伴う発掘調査（１７５２次）

東京都：誠賀建設（株）、共和開発（株） 2017年6月

東京都目黒区東山貝塚遺跡　第３２次発掘調査報告書　目黒区埋蔵文化財発掘調査報告書　第３１集 東京都：積水ハウス（株） 2017年3月

東京都台東区二長町東遺跡台東一丁目３５番５号地点　－（仮称）台東区台東一丁目計画に伴う埋蔵文化
財発掘調査報告書－／台東区埋蔵文化財発掘調査報告　７５

東京都：台東区教育委員会 2017年7月

南久が原二丁目４番横穴墓１　久ヶ原遺跡Ⅵ発掘調査報告　大田区の埋蔵文化財　第２３集 東京都：大田区教育委員会 2017年3月

東京都調布市入間町城山遺跡　－第４５地点（開発道路設置に伴う埋蔵文化財調査）－／調布市埋蔵文
化財調査報告書

東京都：調布市遺跡調査会 2017年3月

東京都調布市　史跡下布田遺跡総括報告書　調布市埋蔵文化財調査報告 東京都：調布市教育委員会 2017年3月

東京都渋谷区豊沢貝塚第１７地点 東京都：田丸栄一、渋谷区教育委員会 2018年2月

東京都府中市（１７３３次調査）　武蔵国府関連遺跡調査報告　（仮称）府中市八幡町一丁目計画新築工事
地区－国府地域の調査－

東京都：田中茂雄、共和開発（株） 2016年10月

江戸城外堀跡　市谷堀＜外濠公園地点の発掘調査＞　－外濠流域合流改善貯留施設土坑設置工事に伴
う埋蔵文化財調査報告書－

東京都：東京都下水道局、鉄建建設（株）、千代田区・新宿区 2017年3月

東京都北区　西ヶ原遺跡群　七社神社前遺跡　－西ヶ原二丁目１４番３０・３１号地点－ 東京都：金子正司 2017年5月

東京都北区十条台遺跡群北区役所遺跡　新別館用地地点　－仮称北区役所新別館新築工事に伴う埋蔵
文化財発掘調査報告書－

東京都：東京都北区 2017年3月

東京都北区　稲付公園遺跡　－平成２８年度　稲付公園再生整備工事に伴う発掘調査報告－ 東京都：東京都北区 2017年3月

北区埋蔵文化財調査年報　－平成２７年度－ 東京都：東京都北区教育委員会 2017年3月

北区埋蔵文化財調査年報　－平成２８年度－ 東京都：東京都北区教育委員会 2017年5月

東京都府中市　武蔵国府関連遺跡調査報告－高倉・美好町地域の調査－　「（仮称）美好町３丁目計画」
新築工事に伴う発掘調査（１７５５次）

東京都：内藤由美子、共和開発（株） 2017年7月

東京都府中市　武蔵国府関連遺跡調査報告　プラウド府中セントラル地区の調査 東京都：府中セントラルハイツマンション建替組合、特定非営利活動法人井草
文化財研究所

2016年9月

武蔵国府の調査４７－平成２５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 2017年3月

武蔵国府関連遺跡調査報告５６　－高倉・美好町地域の調査１１－／市道４－１４６号改良工事に伴う事前
調査／府中市埋蔵文化財調査報告　第６０集

東京都：府中市教育委員会、府中市遺跡調査会 2016年3月

武蔵国府関連遺跡調査報告５７　－西府・本宿町地域の調査４－／府中市立府中第五小学校教室増築に
伴う事前調査／府中市埋蔵文化財調査報告　第６１集

東京都：府中市教育委員会、府中市遺跡調査会 2017年1月

武蔵国府関連遺跡調査報告５８　－西府・本宿町地域の調査５－／府中市立府中第十中学校プール改築
等に伴う事前調査／府中市埋蔵文化財調査報告　第６２集

東京都：府中市教育委員会、府中市遺跡調査会 2017年3月

武蔵野市井の頭池遺跡群　武蔵野市埋蔵文化財調査報告書１０ 東京都：武蔵野市教育委員会 2017年12月

東京都墨田区　本庄松平家下屋敷跡　－両国公会堂解体工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 東京都：墨田区都市整備部道路公園課 2017年3月

東京都目黒区東山貝塚遺跡　第２９・３０次発掘調査報告書　目黒区埋蔵文化財発掘調査報告書　第２８集 東京都：目黒区教育委員会 2018年2月

東京都目黒区南遺跡　第６次発掘調査報告書　目黒区埋蔵文化財発掘調査報告書　第３０集 東京都：目黒区教育委員会 2018年2月

八幡山遺跡Ⅳ　－東京都世田谷区八幡山二丁目１４番の発掘調査記録－ 東京都：野村不動産（株）、共和開発（株） 2016年5月

●神奈川県●
平成２８年度かながわの遺跡展・巡回展　かながわの最初の現代人－旧石器時代のヒトと社会－ 神奈川県：神奈川県教育委員会 2016年12月

横浜開港の考古学　かながわの遺跡展２００９・巡回展 神奈川県：神奈川県教育委員会、愛川町教育委員会 2009年12月

神奈川県埋蔵文化財調査報告６２　平成２７年度神奈川県内埋蔵文化財発掘調査一覧 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 2017年3月

神奈川県埋蔵文化財センター年報　２８　２０１５（平成２７）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）

2016年11月

平成２３年度　公益財団法人かながわ考古学財団　公開セミナー「発掘された横浜外国人居留地」 神奈川県：（公財）かながわ考古学財団 2012年1月

倉見川端遺跡第２次調査　一般国道４６８号（さがみ縦貫道路）建設事業に伴う発掘調査　第１分冊／かな
がわ考古学財団調査報告　３１８

神奈川県：（公財）かながわ考古学財団 2018年3月

倉見川端遺跡第２次調査　一般国道４６８号（さがみ縦貫道路）建設事業に伴う発掘調査　第２分冊／かな
がわ考古学財団調査報告　３１８

神奈川県：（公財）かながわ考古学財団 2018年3月

研究紀要かながわの考古学　２２ 神奈川県：公益財団法人かながわ考古学財団 2017年3月

年報　２４　平成２８年度 神奈川県：公益財団法人かながわ考古学財団 2018年1月
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桜畑遺跡第１２地点　県道６３号（相模原大磯）交通安全施設等整備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　５４

神奈川県：（株）アーク・フィールドワークシステム 2017年6月

諏訪前Ａ遺跡第１４地点　都市計画道路３・３・６号湘南新道街路整備事業に伴う発掘調査／神奈川県埋蔵
文化財発掘調査報告書　５９

神奈川県：（株）アーク・フィールドワークシステム 2017年11月

上粕屋・石倉中遺跡第３次調査　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　５３

神奈川県：（株）パスコ 2017年9月

上粕屋・石倉中遺跡第４次調査　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　５８

神奈川県：（株）パスコ 2017年10月

神奈川県厚木市愛甲御屋敷添遺跡第１０地点 神奈川県：（株）パスコ 2017年7月

神奈川県逗子市　五霊神社南台地遺跡発掘調査報告書 神奈川県：（株）リバティホーム、（有）吾妻考古学研究所 2017年3月

神奈川県大和市　中ノ原遺跡Ｇ地点　発掘調査報告書　大和市渋谷（南部地区）土地区画整理事業地内
遺跡　Ⅲ

神奈川県：（株）玉川文化財研究所 2014年1月

神奈川県大和市　中ノ原遺跡Ｋ地点発掘調査報告書　大和市渋谷（南部地区）土地区画整理事業地内遺
跡　Ⅴ

神奈川県：（株）玉川文化財研究所 2015年12月

船久保遺跡第４次調査　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　６０

神奈川県：（株）玉川文化財研究所 2018年3月

西富岡・中島遺跡　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　６１

神奈川県：（株）玉川文化財研究所 2018年3月

上粕屋・石倉下遺跡　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　６３

神奈川県：（株）玉川文化財研究所 2018年10月

埋文よこはま　３４ 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 2016年9月

埋文よこはま　３５ 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 2017年3月

片曽やぐら　平成２９年度　急傾斜地（逗子市山の根地区）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　６２

神奈川県：（有）吾妻考古学研究所 2018年3月

神奈川県平塚市　竹之内遺跡第５地点・北金目塚越遺跡第１８地点　～宅地造成工事に伴う埋蔵文化財
発掘調査報告書～

神奈川県：タクトホーム（株） 2017年2月

権田原遺跡Ⅱ　弥生時代中期編　附：新吉田十三遺跡弥生時代中期編　矢東遺跡弥生時代中期編／港
北ニュータウン地域内埋蔵文化財調査報告　４９

神奈川県：横浜市教育委員会 2017年3月

寺尾城跡遺跡本発掘調査報告 神奈川県：横浜市教育委員会 2016年3月

金沢区Ｎｏ．５２遺跡（六浦二丁目所在やぐら）　－御伊勢山・権現山急傾斜地防災工事に伴う本発掘調査
－

神奈川県：横浜市教育委員会 2016年3月

史跡朝夷奈切通整備事業報告書（崩落対策工事）　～歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業～ 神奈川県：横浜市教育委員会生涯学習文化財課 2017年3月

泉中央公園遺跡発掘調査報告書　－泉中央公園施設改良工事に伴う埋蔵文化財調査－ 神奈川県：横浜市泉土木事務所、（公財）横浜市ふるさと歴史財団 2017年6月

上行寺裏遺跡（瀬戸２１番地やぐら群）発掘調査報告　－金沢八景駅西側道路改良事業に伴う埋蔵文化財
本発掘調査報告書－

神奈川県：横浜市都市整備局 2016年3月

史跡相模国分寺跡・史跡相模国分尼寺跡　えびな文化財探求書　其ノ壱 神奈川県：海老名市教育委員会教育部教育総務課文化財係 2013年4月

史跡秋葉山古墳群　＜改訂新版＞　えびな文化財探求書　其の弐 神奈川県：海老名市教育委員会教育部教育総務課文化財係 2009年3月

鎌倉市埋蔵文化財緊急調査報告書３３　平成２８年度発掘調査報告（第１分冊）　長谷小路周辺遺跡　材木
座町屋遺跡　下馬周辺遺跡　由比ヶ浜南遺跡　今小路西遺跡　極楽寺旧境内遺跡

神奈川県：鎌倉市教育委員会 2017年3月

鎌倉市埋蔵文化財緊急調査報告書３３　平成２８年度発掘調査報告（第２分冊）　米町遺跡　名越ヶ谷遺跡
北条小町邸跡　長谷小路周辺遺跡　台山遺跡

神奈川県：鎌倉市教育委員会 2017年3月

神奈川県鎌倉市　西瓜ヶ谷やぐら群調査報告書　平成２７年度重要遺跡確認調査 神奈川県：鎌倉市教育委員会 2017年3月

鎌倉の埋蔵文化財２０　平成２７年度発掘調査の概要 神奈川県：鎌倉市教育委員会 2017年3月

国指定史跡　下寺尾官衙遺跡群　～高座郡・下寺尾廃寺（七堂伽藍跡）～ 神奈川県：茅ヶ崎市教育委員会 2015年3月

国指定史跡・天然記念物　旧相模川橋脚 神奈川県：茅ヶ崎市教育委員会社会教育課 2013年9月

平成２６・２７年度試掘調査　－平成２６・２７年度町内遺跡発掘調査報告書－／寒川町埋蔵文化財調査報
告書　第１１集

神奈川県：寒川町教育委員会教育総務課 2018年3月

神奈川県小田原市　天神山遺跡第Ⅲ地点　天神山遺跡第Ⅳ地点発掘調査報告書 神奈川県：玉川文化財研究所 2017年3月

神奈川県大和市　中ノ原遺跡Ｈ地点発掘調査報告書　大和市渋谷（南部地区）土地区画整理事業地内遺
跡　Ⅳ

神奈川県：国際文化財（株） 2014年12月

西富岡・長竹遺跡第４次調査　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　５６

神奈川県：国際文化財（株） 2017年10月

市内遺跡発掘調査　Ⅰ国指定史跡「赤坂遺跡」史跡整備事業に伴う確認調査報告　Ⅱ平成２６・２７年度試
掘調査報告／三浦市埋蔵文化財調査報告書　第３０集

神奈川県：三浦市教育委員会 2017年3月

平成２８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 2016年12月

シンポジウム「史跡江戸城石垣石丁場跡の実像に迫る～国指定を記念して～」記録集 神奈川県：小田原市教育委員会 2016年12月

小田原の遺跡探訪シリーズ　１２　中里遺跡－東日本最大・最古級の弥生集落－ 神奈川県：小田原市教育委員会 2017年3月

千代仲ノ町遺跡第Ⅹ地点　平成１７年度小田原市緊急発掘調査報告書　９／小田原市文化財調査報告書
第１８０集

神奈川県：小田原市教育委員会 2017年3月

平成１８年度小田原市緊急発掘調査報告書２　平成１８年度試掘調査　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１８１集

神奈川県：小田原市教育委員会 2017年3月

千代寺院跡文化財調査報告書　小田原市文化財調査報告書　第１８２集 神奈川県：小田原市教育委員会 2017年3月

小田原城天守模型等調査研究報告書　小田原市文化財調査報告書　第１８３集 神奈川県：小田原市教育委員会 2017年3月

横浜市瀬谷区竹村原遺跡発掘調査報告書 神奈川県：小島淳子、（有）吾妻考古学研究所 2017年3月

神奈川県中郡大磯町馬場台遺跡第６１地点発掘調査報告書 神奈川県：湘栄建設（株）、（有）吾妻考古学研究所 2017年3月

神奈川県逗子市埋蔵文化財緊急調査報告書１１－平成２５年度－ 神奈川県：逗子市教育委員会 2017年3月

川崎市遺跡リーフレット　１　国指定史跡　橘樹官衙遺跡群　橘樹郡衙跡・影向寺遺跡 神奈川県：川崎市教育委員会 2016年3月

田名堀ノ内遺跡第７地点　－消防団詰所・車庫建設事業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　５２

神奈川県：相模原市、相模原市教育委員会 2017年3月

相原田通遺跡　－個人住宅建設に伴う発掘調査－／相模原市埋蔵文化財調査報告　５１ 神奈川県：相模原市教育委員会 2017年3月

川尻石器時代遺跡総括報告書　相模原市埋蔵文化財調査報告　５３ 神奈川県：相模原市教育委員会 2017年3月

用田大河内遺跡Ⅳ　県道２２号（横浜伊勢原）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　５５

神奈川県：大成エンジニアリング（株）埋蔵文化財調査部門 2017年6月

神奈川県海老名市国分尼寺北方遺跡第４７次調査発掘調査報告書 神奈川県：大和ハウス工業（株）、（有）吾妻考古学研究所 2017年3月

神奈川県大和市　相ノ原遺跡第Ⅵ地点　相ノ原遺跡第Ⅶ地点　中ノ原遺跡Ｂ地点第２次調査　中ノ原遺跡
Ｏ地点　大塚戸遺跡Ｄ地点　埋蔵文化財発掘調査報告書　大和市文化財調査報告書　第９２集

神奈川県：大和市教育委員会 2016年3月

東中原Ｇ／小熊原／北金目塚越　平成２５年度市内遺跡緊急調査報告／平塚市埋蔵文化財緊急調査報
告書　１８

神奈川県：平塚市教育委員会 2017年3月

横浜市中区山手１２０番館遺跡発掘調査報告書 神奈川県：野村不動産（株）、（有）吾妻考古学研究所 2017年3月

神奈川県平塚市梶谷原Ａ遺跡第４地点　－平塚市西真土三井不動産株式会社物流施設建設に伴う埋蔵
文化財発掘調査報告書－

神奈川県：有明文化財研究所 2017年6月

●富山県●
富山県埋蔵文化財センターニュース　埋文とやま　ｖｏｌ．１３８ 富山県：富山県埋蔵文化財センター 2017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．１３９ 富山県：富山県埋蔵文化財センター 2017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．１４０ 富山県：富山県埋蔵文化財センター 2017年9月
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開所４０年記念特別展　遺跡保護のあゆみ　－富山県４０年間の発掘調査で解き明かされてきた歴史の
数々－

富山県：富山県埋蔵文化財センター 2017年10月

埋蔵文化財年報　平成２８年度 富山県：（公財）富山県文化振興財団埋蔵文化財調査事務所 2017年5月

とやま発掘だより－平成２８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事務所 2017年3月

平榎亀田遺跡　浜黒崎野田・平榎遺跡　横越水窪遺跡　横越遺跡発掘調査報告　－県営農地整備事業平
榎地区に伴う埋蔵文化財発掘報告　Ⅱ－／富山県文化振興財団埋蔵文化財発掘調査報告　第７５集

富山県：（公財）富山県文化振興財団埋蔵文化財調査事務所 2018年3月

富山県　魚津市埋蔵文化財分布調査報告４ 富山県：魚津市教育委員会 2017年3月

国指定史跡高岡城跡保存活用計画書 富山県：高岡市教育委員会 2017年3月

市内遺跡調査概報２６　－平成２７年度　江尻南遺跡の発掘調査調査報告他－／高岡市埋蔵文化財調査
概報　第７７冊

富山県：高岡市教育委員会 2017年3月

高岡市埋蔵文化財センター 富山県：高岡市埋蔵文化財センター 不明

射水市内遺跡発掘調査報告９－平成２７年度高島Ａ遺跡本発掘調査他－ 富山県：射水市教育委員会 2017年2月

富山市内遺跡発掘調査概要ⅩⅧ　－境野新南Ⅲ遺跡－／富山市埋蔵文化財調査報告　８６ 富山県：富山市教育委員会 2017年3月

富山城跡発掘調査報告書　－城址公園整備工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　（２）－／富山市埋蔵
文化財調査報告　８７

富山県：富山市教育委員会 2017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１８号 富山県：富山市教育委員会埋蔵文化財センター 2017年3月

富山城跡発掘調査報告書　－総曲輪レガートスクエア整備に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　（１）－／富
山市埋蔵文化財調査報告　８８

富山県：富山市教育委員会埋蔵文化財センター 2017年3月

富山城下町遺跡主要部発掘調査報告書　－総曲輪三丁目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－／富山市埋蔵文化財調査報告　８９

富山県：富山市教育委員会埋蔵文化財センター 2017年6月

栗山コレクション目録Ⅱ 富山県：富山市考古資料館 2017年3月

富山市考古資料館紀要　第３６号 富山県：富山市考古資料館 2017年3月

特別展　とやまの弥生王権－神通川と日本海交流－ 富山県：富山市考古資料館 2016年9月

二ツ塚遺跡　寺田線鉄塔建替（Ｎｏ．２３～Ｎｏ．２６）工事に伴う埋蔵文化財調査報告書／立山町文化財調
査報告書　第３４冊

富山県：北陸電力（株） 2017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　１７　（平成２６年度） 石川県：（公財）石川県埋蔵文化財センター 2017年2月

いしかわの遺跡　Ｎｏ．５２ 石川県：（公財）石川県埋蔵文化財センター 2016年12月

いしかわの遺跡　Ｎｏ．５３ 石川県：（公財）石川県埋蔵文化財センター 2017年2月

いしかわの遺跡　Ｎｏ．５４ 石川県：（公財）石川県埋蔵文化財センター 2017年3月

石川県埋蔵文化財情報　第３６号 石川県：（公財）石川県埋蔵文化財センター 2016年10月

金沢市金沢城下町遺跡（東兼六町５番地区）　東兼六町１号急傾斜地崩壊対策に係る埋蔵文化財発掘調
査報告書

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 2017年3月

石川県金沢市畝田・寺中遺跡、畝田遺跡、畝田大徳川遺跡、畝田Ｂ遺跡　畝田Ｃ遺跡、畝田・無量寺遺跡
国道改築一般国道３０５号（海側幹線）に係る埋蔵文化財発掘調査報告書

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 2017年3月

かほく市　細滝神社遺跡　一般国道１５９号二ツ屋北自転車歩行者道整備事業に係る埋蔵文化財発掘調
査報告書

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 2017年3月

七尾市能登国分寺跡　古府・国分遺跡　都市公園事業能登歴史公園（国分寺地区）に係る埋蔵文化財発
掘調査報告書

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 2017年2月

羽咋市四柳白山下遺跡　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 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 2017年2月

白山市徳光聖興寺遺跡　徳光ヨノキヤマ遺跡　小川Ｂ遺跡　地方道改築事業（主）金沢美川小松線に係る
埋蔵文化財調査報告書

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 2017年3月

志賀町二所宮サンマイダ遺跡　地方道改築（一）羽咋田鶴浜線に係る埋蔵文化財発掘調査報告書 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 2017年3月

羽咋郡志賀町福井ナカミチ遺跡　地方道改築（主）志賀田鶴浜線に係る埋蔵文化財発掘調査報告書 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 2017年2月

津幡町加賀爪Ｂ遺跡　地方道改築（一）莇谷津幡線に係る埋蔵文化財発掘調査報告書 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 2017年3月

金沢城史料叢書　２８　金沢城普請作事史料５　三壺聞書 石川県：石川県金沢城調査研究所 2017年3月

「金沢城二ノ丸御殿絵図集」／金沢城史料叢書　２９　絵図にみる金沢城二ノ丸御殿 石川県：石川県金沢城調査研究所 2017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　１０／金沢城史料叢書　３０　金沢城跡－玉泉院丸南 石川県：石川県金沢城調査研究所 2017年3月

研究紀要金沢城研究　第１５号 石川県：石川県金沢城調査研究所 2017年3月

金沢城調査研究所年報　１０（平成２８年度） 石川県：石川県金沢城調査研究所 2017年6月

金沢城調査研究パンフレット　金沢城を探る　Ｎｏ．１５ 石川県：石川県金沢城調査研究所 2016年11月

金沢城跡鼠多門・鼠多門橋遺構確認調査　調査概要２（２０１６年度） 石川県：石川県土木部公園緑地課、石川県金沢城調査研究所 2016年11月

那谷金比羅山古墳　那谷金比羅山窯跡群 石川県：石川県立埋蔵文化財センター 1998年3月

小松城跡発掘調査報告書Ⅱ　分譲宅地造成に係る埋蔵文化財発掘調査報告書 石川県：石川県小松市埋蔵文化財センター 2016年12月

小松市内遺跡発掘調査報告書ⅩⅡ　二ツ梨豆岡向山窯跡群 石川県：石川県小松市埋蔵文化財センター 2017年3月

国指定史跡九谷磁器窯跡確認調査報告書３　加賀市埋蔵文化財調査報告書　第４５集 石川県：加賀市教育委員会 2017年3月

加賀市指定史跡大聖寺城跡　大聖寺藩主前田家墓所確認調査報告書　加賀市埋蔵文化財調査報告書
第４６集

石川県：加賀市教育委員会 2017年3月

石川県能登町名勝旧松波城庭園保存整備基本計画書 石川県：能登町教育委員会 2017年3月

国指定史跡能美古墳群秋常山古墳群 石川県：能美市教育委員会 不明

秋常山古墳群ガイドブック　＜改訂＞ 石川県：能美市教育委員会 2015年2月

史跡能美古墳群－整備基本計画書－ 石川県：能美市教育委員会 2017年3月

寺井山古墳群・和田山古墳群・末寺山古墳群・秋常山古墳群・西山古墳群　古に眠る能美の首長墓　国指
定史跡能美古墳群

石川県：能美市立歴史民俗資料館 不明

下林バンジョウアケ遺跡　野々市農業協同組合ライスセンター建設に係る埋蔵文化財発掘調査報告書 石川県：野々市市教育委員会 2016年3月

末松遺跡　ふるさと農道緊急整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 石川県：野々市市教育委員会 2017年3月

●福井県●
年報　３１　－平成２７年度－ 福井県：福井県教育庁埋蔵文化財調査センター 2017年3月

本堂漆橋遺跡　－県営かんがい排水事業河合春近用水東地区に伴う調査－／福井県埋蔵文化財調査報
告　第１６３集

福井県：福井県教育庁埋蔵文化財調査センター 2017年3月

上蔵垣内遺跡　－県営かんがい排水事業東江地区に伴う調査－／福井県埋蔵文化財調査報告　第１６４
集

福井県：福井県教育庁埋蔵文化財調査センター 2017年3月

福井城跡ⅩⅩ　レーベン福井日之出新築工事に伴う発掘調査報告書 福井県：（株）タカラレーベン、福井市教育委員会 2017年2月

長崎遺跡　坂井市埋蔵文化財報告書／－農道の水田改良に伴う発掘調査－ 福井県：坂井市教育委員会文化課 2017年5月

市内遺跡発掘調査報告　－柴田氏甘棠館屋敷跡第１次～第４次等－ 福井県：敦賀市教育委員会 2016年3月

美浜町歴史シンポジウム記録集　１１　古代、若狭海道～潟湖、港湾、水上交通から考える～ 福井県：美浜町教育委員会 2017年3月

興道寺廃寺 福井県：美浜町教育委員会 2017年3月

－地域首長墳の実像と将来的な活用について－／地域の特色ある埋蔵文化財活用事業　鯖江市・歴史シ
ンポジウム記録集　今北山古墳群の謎に迫る

福井県：福井県鯖江市教育委員会文化課事務局 2017年3月

福井県立歴史博物館紀要　第１２号 福井県：福井県立歴史博物館 2017年3月

ふくいミュージアム　Ｎｏ．５５ 福井県：福井県立歴史博物館 2017年3月

ふくいミュージアム　Ｎｏ．５６ 福井県：福井県立歴史博物館 2017年10月

ミュージアムスタイル　福井県立歴史博物館年報　Ｖｏｌ．９　平成２７・２８年度 福井県：福井県立歴史博物館 2018年3月

福井城跡ⅩⅦ　－中央公園周辺再整備事業に伴う福井城跡発掘調査報告書－ 福井県：福井市教育委員会 2014年3月

福井城跡ⅩⅧ　福井駅西口中央地区第一種市街地再開発事業に伴う発掘調査報告書　２ 福井県：福井市教育委員会 2015年3月
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福井城跡ⅩⅩⅠ　平成１１年度・１２年度における福井城跡発掘調査報告書 福井県：福井市教育委員会 2017年3月

発掘速報展 福井県：福井市文化財保護センター 2017年2月

福井城発掘物語　土の章 福井県：福井市文化財保護センター 2017年2月

年報　平成２７年度 福井県：福井市文化財保護センター 2017年3月

激動の古墳時代を探る！！－後期古墳編－古墳終焉　「福井市の古墳」シリーズ～最終章～ 福井県：福井市文化財保護センター 2016年10月

寄安・栗森遺跡Ⅱ　森田北東部土地区画整理事業に伴う発掘調査報告書　３ 福井県：福井市文化財保護センター 2016年3月

●山梨県●
隼遺跡　国道１４０号落石防止・崩落防止対策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３１６集

山梨県：山梨県教育委員会、山梨県県土整備部 2018年3月

山梨県内分布調査報告書（平成２９年１月～１２月）　山梨県埋蔵文化財センター調査報告書　第３１７集 山梨県：山梨県埋蔵文化財センター 2018年3月

年報　３３　２０１６年度（平成２８年度） 山梨県：山梨県埋蔵文化財センター 2017年8月

山梨県埋蔵文化財センター報　埋文やまなし　第５２号 山梨県：山梨県埋蔵文化財センター 2016年12月

山梨県埋蔵文化財センター報　埋文やまなし　第５３号 山梨県：山梨県埋蔵文化財センター 2017年3月

山梨県埋蔵文化財センター報　埋文やまなし　第５４号 山梨県：山梨県埋蔵文化財センター 2017年8月

研究紀要　３３ 山梨県：山梨県立考古博物館、山梨県埋蔵文化財センター 2017年3月

日下部遺跡（第６次調査）　－店舗建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－／山梨市文化財調査報告書
第２４集

山梨県：（株）さえきホールディングス、山梨市教育委員会、（公財）山梨文化財
研究所

2016年3月

五反田遺跡　－ナフコ甲州店建設に伴う発掘調査報告書－／甲州市文化財調査報告書　第１７集 山梨県：（株）ナフコ、甲州市教育委員会、（公財）山梨文化財研究所 2016年12月

朝気遺跡（朝気一丁目２１－１７地点）　－店舗建設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　９４

山梨県：（有）ベータ・コア、甲府市教育委員会、（公財）山梨文化財研究所 2017年3月

山梨県甲州市　平成２７年度　市内遺跡発掘調査等事業報告書　甲州市文化財調査報告書　第２１集 山梨県：甲州市教育委員会 2017年3月

於曽屋敷遺跡　－於曽公園整備事業に伴う発掘調査報告書－／甲州市文化財調査報告書　第２２集 山梨県：甲州市、甲州市教育委員会、（公財）山梨文化財研究所 2017年3月

馬場遺跡　－（仮称）笛吹市境川観光交流センター整備事業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３２集

山梨県：甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合、笛吹市教育委員会、（公財）
山梨文化財研究所

2016年3月

甲府城跡（清水曲輪地点他）　－甲府駅周辺土地区画整理事業（甲府城跡清水曲輪地点）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　８９

山梨県：甲府市教育委員会 2017年3月

西耕地Ｂ遺跡　－宅地分譲地造成工事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　９
２

山梨県：今橋壽子、西甲府住宅（株）、甲府市教育委員会、（公財）山梨文化財
研究所

2017年3月

江曽原遺跡　－八幡地区農道整備事業に伴う発掘調査報告書－／山梨市文化財調査報告書　第２５集 山梨県：山梨県峡東農務事務所、山梨市、（公財）山梨文化財研究所 2016年3月

竹居古墳群　－中山間地域総合整備事業八代地区竹居２工区ほ場整備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３３集

山梨県：山梨県峡東農務事務所、笛吹市教育委員会、（公財）山梨文化財研
究所

2016年3月

下神之木遺跡　畑地帯総合整備事業笛吹川左岸地区支線２号２工区農道整備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３４集

山梨県：笛吹市教育委員会 2016年3月

下黒駒１号墳　畑地帯総合整備事業黒駒西地区農道１号整備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３５集

山梨県：笛吹市教育委員会 2016年3月

身洗沢遺跡　農道整備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３６集 山梨県：笛吹市教育委員会 2017年3月

山梨県都留市三ノ側遺跡　－南都留合同庁舎移転建設に伴う三ノ側遺跡の発掘調査－／都留市埋蔵文
化財調査報告　第１７集

山梨県：都留市、都留市教育委員会 2017年3月

平成２８年度地域の特色ある埋蔵文化財活用補助事業／南アルプス市埋蔵文化財ガイドブック　第２集Ⅴｅ
ｒ４　堤の原風景

山梨県：南アルプス市教育委員会 2017年3月

平成２８年度地域の特色ある埋蔵文化財活用補助事業／南アルプス市埋蔵文化財ガイドブック　第３集ｖｅｒ
２　大地の記憶　遺跡カラ未来へ

山梨県：南アルプス市教育委員会 2017年3月

山梨県南アルプス市文化財年報　－平成２８年度－ 山梨県：南アルプス市教育委員会 2017年3月

山梨県南アルプス市東出口遺跡（第３地点）　宅地造成工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／南アル
プス市埋蔵文化財調査報告書　第４４集

山梨県：南アルプス市教育委員会 2015年3月

山梨県南アルプス市平成２７年度埋蔵文化財試掘調査報告書　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５１集

山梨県：南アルプス市教育委員会 2017年3月

山梨県韮崎市　史跡新府城跡　－環境整備事業にともなう発掘調査報告書　Ⅴ－ 山梨県：韮崎市教育委員会 2017年3月

平成２８年度韮崎市内遺跡発掘調査報告書　宿尻遺跡（穴山町４４７７－３地点）　武田東畑遺跡（神山町武
田５８３－１地点）　大輪寺関連遺跡（旭町上条北割３０６６－１地点）　宿尻遺跡（穴山町４４３１－６地点）　宮
ノ前第４遺跡（藤井町駒井２４５６－１地点）　願成寺境内遺跡（神山町鍋山１１１１地点）　武田東畑遺跡（神
山町武田５８１－１地点）／山梨県韮崎市埋蔵文化財発掘調査報告書

山梨県：韮崎市教育委員会 2017年3月

滝沢遺跡（第５次）　－ガソリンスタンドの建設に伴う発掘調査報告書－／富士河口湖町埋蔵文化財調査報
告書　第２集

山梨県：富士河口湖町教育委員会 2017年3月

●長野県●
ＨＯＲＵＳＨＩＮ　かがみちゃんと学ぼうジュニアこうこがく　第５号 長野県：長野県教育委員会事務局文化財・生涯学習課、（一財）長野県文化振

興事業団長野県埋蔵文化財センター
2017年2月

龍源寺跡　社会資本整備総合交付金（道路）事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書（国）２５６号　飯田市
上久堅拡幅（１）／長野県埋蔵文化財センター発掘調査報告書　１１４

長野県：長野県飯田建設事務所、（一財）長野県文化振興事業団長野県埋蔵
文化財センター

2017年3月

黒部遺跡　二ツ石前遺跡　県営中山間総合整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　信州高山地区
／長野県埋蔵文化財センター発掘調査報告書　１１６

長野県：長野県長野地方事務所、（一財）長野県文化振興事業団長野県埋蔵
文化財センター

2017年3月

長野県の埋蔵文化財情報誌　信州の遺跡　第９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 2016年7月

長野県の埋蔵文化財情報誌　信州の遺跡　第１０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 2017年2月

長野県の埋蔵文化財情報誌　信州の遺跡　第１１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 2017年7月

長野県の埋蔵文化財情報誌　信州の遺跡　第１２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 2018年2月

いいづな歴史ふれあい館だより　第１２号 長野県：いいづな歴史ふれあい館 2017年3月

安曇野市文化財マップ 長野県：安曇野市教育委員会 2017年2月

平成２７年度安曇野市埋蔵文化財発掘調査報告書　安曇野市の埋蔵文化財　第１１集 長野県：安曇野市教育委員会 2017年3月

明科遺跡群明科廃寺４　個人住宅建設に伴う第４次発掘調査報告書／安曇野市の埋蔵文化財　第１２集 長野県：安曇野市教育委員会 2017年3月

新林遺跡３　立体駐車場建設に伴う第３次発掘調査報告書／安曇野市の埋蔵文化財　第１３集 長野県：安曇野市教育委員会 2017年3月

特別史跡尖石石器時代遺跡保存管理計画書 長野県：茅野市教育委員会 2016年3月

市内遺跡９－平成２６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 2017年9月

永明寺山古墳 長野県：茅野市教育委員会 2016年3月

構井・阿弥陀堂遺跡　－平成２６年度　集合住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 長野県：茅野市教育委員会 2016年3月

構井・阿弥陀堂遺跡　上原城下町遺跡　－平成２６年度　諏訪湖流域下水道工事に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告書－

長野県：茅野市教育委員会 2016年3月

駒形遺跡　－平成２６年度　保存目的の埋蔵文化財発掘調査報告書－ 長野県：茅野市教育委員会 2016年3月

市内遺跡１０－平成２７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 2017年3月

上原城下町遺跡　－集合住宅建築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 長野県：茅野市教育委員会 2017年3月

国史跡高島藩主諏訪家墓所　上原賴岳寺高島藩初代藩主廟所調査報告書 長野県：茅野市教育委員会 2017年3月

茅野市八ヶ岳総合博物館　茅野市神長官守矢史料館企画展　茅野市の中世遺跡 長野県：茅野市八ヶ岳総合博物館 2017年8月

佐久市文化財年報　２５　平成２７年度（２０１５） 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 2017年3月

周防畑遺跡群南近津遺跡Ⅲ・若宮遺跡Ⅳ・宮の前遺跡Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ（第一分冊）　佐久市埋蔵文化財調査報
告書　第２４０集

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 2017年3月
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周防畑遺跡群南近津遺跡Ⅲ・若宮遺跡Ⅳ・宮の前遺跡Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ（第二分冊）　佐久市埋蔵文化財調査報
告書　第２４０集

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 2017年3月

芝宮遺跡群下曽根遺跡Ⅹ　長野県佐久市小田井下曽根遺跡Ⅹ発掘調査報告書／佐久市埋蔵文化財調
査報告書　第２４１集

長野県：佐久市教育委員会文化振興課文化財事務所 2016年12月

市内遺跡発掘調査報告書２０１５　佐久市埋蔵文化財調査報告書　第２４２集 長野県：佐久市教育委員会文化振興課文化財事務所 2017年3月

宮の上遺跡群宮の上遺跡Ⅵ　長野県佐久市三河田宮の上遺跡発掘調査報告書／佐久市埋蔵文化財調
査報告書　第２４３集

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 2017年3月

周防畑遺跡群南上北原遺跡Ⅱ　長野県佐久市長土呂南上北原遺跡発掘調査報告書／佐久市埋蔵文化
財調査報告書　第２４４集

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 2017年3月

芝宮遺跡群下芝宮遺跡Ⅵ　長野県佐久市長土呂下芝宮遺跡第Ⅵ寺調査／佐久市埋蔵文化財調査報告
書　第２４５集

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 2017年3月

家浦遺跡Ⅱ　長野県佐久市下小田切家浦遺跡第２次調査／佐久市埋蔵文化財調査報告書　第２４６集 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 2017年3月

枇杷坂遺跡群上久保田向遺跡Ⅷ　長野県佐久市岩村田上久保田向遺跡Ⅷ発掘調査報告書／佐久市埋
蔵文化財調査報告書　第２４７集

長野県：佐久市教育委員会文化振興課 2017年3月

佐久市文化財情報　平成２７年度 長野県：佐久市教育委員会文化振興課文化財事務所 2016年10月

進化する縄文土器～流れるもようと区画もよう～　平成２９年度秋季企画展「縄文土器展Ⅱ」 長野県：信毎書籍出版センター 2017年9月

琵琶島（滝脇）遺跡　社会資本整備総合交付金（道路）事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 長野県：中野市教育委員会 2018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２２年度～２６年度－ 長野県：長野県飯田市教育委員会 2016年3月

平成２２年度～２６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 2016年3月

長野県立歴史館研究紀要　第２３号 長野県：長野県立歴史館 2017年3月

長野県立歴史館たより　夏号　ｖｏｌ．９１ 長野県：長野県立歴史館 2017年6月

長野県立歴史館たより　秋号　ｖｏｌ．９２ 長野県：長野県立歴史館 2017年9月

長野県立歴史館たより　冬号　ｖｏｌ．９３ 長野県：長野県立歴史館 2017年12月

長野県立歴史館たより　春号　ｖｏｌ．９４ 長野県：長野県立歴史館 2018年3月

史跡大室古墳群（４）　－エントランスゾーン大室２６号墳・２７号墳・２４２号墳の発掘調査－／－遺構復元整
備ゾーン　整備作業道予定地内の試掘調査－

長野県：長野市教育委員会 2016年3月

長野市埋蔵文化財センター所報　Ｎｏ．２７ 長野県：長野市教育委員会長野市埋蔵文化財センター 2016年11月

長野遺跡群　善光寺門前町跡（４）　－八幡屋礒五郎大門町店増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１４２集

長野県：長野市教育委員会文化財課埋蔵文化財センター 2016年3月

浅川扇状地遺跡群桐原牧野遺跡　－桐原一丁目分譲地造成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１４３集

長野県：長野市教育委員会文化財課埋蔵文化財センター 2016年3月

浅川扇状地遺跡群徳間中南遺跡　徳間番場遺跡　徳間分譲地造成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１４４集

長野県：長野市教育委員会文化財課埋蔵文化財センター 2016年12月

浅川扇状地遺跡群桐原牧野遺跡（２）・桐原要害（高野氏館跡）　－桐原二丁目分譲地造成工事に伴う埋
蔵文化財発掘調査報告書－／長野市の埋蔵文化財　第１４５集

長野県：長野市教育委員会文化財課埋蔵文化財センター 2016年12月

浅川扇状地遺跡群中越遺跡　中越二丁目分譲地造成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１４６集

長野県：長野市教育委員会文化財課埋蔵文化財センター 2016年12月

長野遺跡群県町遺跡　（仮称）サーパス県町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１４７集

長野県：長野市教育委員会文化財課埋蔵文化財センター 2017年3月

浅川扇状地遺跡群中越遺跡（２）　徳間番場遺跡（２）　中越一丁目ブレインマンション新築工事および東邦
ピュアタウン徳間３号地駐車場等造成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
１４８集

長野県：長野市教育委員会文化財課埋蔵文化財センター 2017年3月

平成２４～２７年度町内遺跡発掘調査報告書 長野県：飯綱町教育委員会 2017年3月

史跡恒川官衙遺跡保存活用計画 長野県：飯田市教育委員会 2016年3月

飯田城下町遺跡　遺構本文編 長野県：飯田市教育委員会 2016年10月

飯田城下町遺跡　遺物・遺構図版編 長野県：飯田市教育委員会 2016年10月

飯田城下町遺跡　－菱田春草生誕地公園整備事業に先立つ発掘調査報告書－ 長野県：飯田市教育委員会 2017年3月

上山遺跡群 長野県：飯田市教育委員会 2016年2月

北方西の原遺跡 長野県：飯田市教育委員会 2017年3月

羽場獅子塚古墳　－平成２４・２５年度範囲確認調査報告書－ 長野県：飯田市教育委員会 2017年3月

●岐阜県●
六里遺跡・稲荷遺跡（第１分冊）　岐阜県文化財保護センター調査報告書　第１３９集 岐阜県：岐阜県文化財保護センター 2018年1月

六里遺跡・稲荷遺跡（第２分冊）　岐阜県文化財保護センター調査報告書　第１３９集 岐阜県：岐阜県文化財保護センター 2018年1月

大垣城跡・城下町　岐阜県文化財保護センター調査報告書　第１４０集 岐阜県：岐阜県文化財保護センター 2018年2月

平成２７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 2017年11月

各務原市埋蔵文化財調査センター年報　轍　第２５号 岐阜県：各務原市埋蔵文化財調査センター 2017年

養老町埋蔵文化財試掘確認立会調査報告書　平成２４年～２７年度の調査の成果／養老町埋蔵文化財調
査報告書　第１１集

岐阜県：養老町教育委員会 2017年3月

●静岡県●
静岡県文化財年報　（平成２８年度） 静岡県：静岡県教育委員会文化財保護課、静岡県埋蔵文化財センター 2017年11月

静岡県埋蔵文化財センター研究紀要　第６号 静岡県：静岡県埋蔵文化財センター 2017年12月

ふじのくに考古通信　Ｖｏｌ．１３ 静岡県：静岡県埋蔵文化財センター 2017年6月

ふじのくに考古通信　Ｖｏｌ．１４ 静岡県：静岡県埋蔵文化財センター 2018年1月

弁慶嵐石丁場遺跡Ⅱ　熱海市　平成２８・２９年度熱海仲川県単通常砂防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５６集

静岡県：静岡県埋蔵文化財センター 2017年11月

富里遺跡　袋井市・磐田市　平成２４年度～平成２９年度二級河川太田川広域河川改修工事に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書／静岡県埋蔵文化財センター調査報告　第５７集

静岡県：静岡県埋蔵文化財センター 2018年3月

吉岡下ノ段遺跡第１１次・第１２次発掘調査報告書 静岡県：掛川市教育委員会社会教育課文化財係 2017年3月

静岡県三島市文化財年報　－第２６・２７号－ 静岡県：三島市教育委員会 2016年3月

静岡県三島市文化財年報　－第２８号－ 静岡県：三島市教育委員会 2017年3月

静岡県三島市　山中城Ｄ遺跡　山中城Ｅ遺跡　笹原山中バイパス建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 静岡県：三島市教育委員会 2017年3月

三島市埋蔵文化財発掘調査報告　ⅩⅩⅠ　山中城跡・本調査・確認調査－山中城跡と平成２５年度実施の
本調査・確認調査－

静岡県：三島市教育委員会 2017年3月

台崎Ａ遺跡　笹原山中バイパス建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書（その４） 静岡県：三島市教育委員会、（株）シン技術コンサル 2018年3月

箱根旧街道ほか　笹原山中バイパス建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書（その５）／山中城Ｆ遺跡　山
中城Ｇ遺跡　遺跡推定地　樋道遺跡　山中城Ｈ遺跡

静岡県：三島市教育委員会、（株）シン技術コンサル 2018年3月

静岡県三島市　大進舎遺跡（第２地点）　店舗建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 静岡県：三島市教育委員会、（株）珠流河国文化財調査研究所 2015年3月

中見代第Ⅰ遺跡発掘調査報告書（２）　第二東名Ｎｏ．６地点　第二東名建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調
査報告書　沼津市－４／沼津市文化財調査報告書　第９７集

静岡県：沼津市教育委員会 2009年3月

拓南遺跡発掘調査報告書　沼津市文化財調査報告書　第１０１集 静岡県：沼津市教育委員会 2011年3月

鳥沢遺跡第２次発掘調査報告書　沼津市文化財調査報告書　第１０３集 静岡県：沼津市教育委員会 2011年12月

上障子遺跡発掘調査報告書　沼津市文化財調査報告書　第１０６集 静岡県：沼津市教育委員会 2013年1月

西通北遺跡発掘調査報告書　沼津市文化財調査報告書　第１０７集 静岡県：沼津市教育委員会 2013年3月

松長６号墳発掘調査報告書　沼津市文化財調査報告書　第１１０集 静岡県：沼津市教育委員会 2015年3月

相生町遺跡発掘調査報告書　沼津市文化財調査報告書　第１１１集 静岡県：沼津市教育委員会 2016年2月
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中原遺跡発掘調査報告書（第１分冊）　３区の調査・８区・５区の調査・６区の調査／沼津市文化財調査報告
書　第１１３集

静岡県：沼津市教育委員会 2016年3月

中原遺跡発掘調査報告書（第２分冊）　４区の調査・７区の調査・自然科学分析／沼津市文化財調査報告
書　第１１３集

静岡県：沼津市教育委員会 2016年3月

中原遺跡発掘調査報告書（第３分冊）　調査の成果・遺物観察表・写真図版／沼津市文化財調査報告書
第１１３集

静岡県：沼津市教育委員会 2016年3月

銭神第Ⅱ遺跡・茗荷沢遺跡　沼津市文化財調査報告書　第１１６集 静岡県：沼津市教育委員会 2017年3月

御幸町遺跡第４次発掘調査報告書　沼津市文化財調査報告書　第１１７集 静岡県：沼津市教育委員会 2017年3月

石川古墳群　第二東名Ｎｏ．３４地点　第二東名建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　沼津市－１
第１分冊／沼津市文化財調査報告書　第８９集

静岡県：沼津市教育委員会、中日本高速道路（株） 2006年3月

石川古墳群　第二東名Ｎｏ．３４地点　第二東名建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　沼津市－１
第２分冊／沼津市文化財調査報告書　第８９集

静岡県：沼津市教育委員会、中日本高速道路（株） 2006年3月

尾上第１遺跡　第二東名Ｎｏ．３地点　第二東名建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　沼津市－２
／沼津市文化財調査報告書　第９０集

静岡県：沼津市教育委員会、中日本高速道路（株） 2007年3月

尾壱遺跡　第二東名建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　沼津市－３／沼津市文化財調査報告
書　第９４集

静岡県：沼津市教育委員会、中日本高速道路（株） 2008年3月

八兵衛洞遺跡（第３次）　第二東名Ｎｏ．９・１０・１１・１２地点　第二東名建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調
査報告書　沼津市－５／沼津市文化財調査報告書　第９９集

静岡県：沼津市教育委員会、中日本高速道路（株） 2010年3月

二ッ洞南遺跡・植出北Ⅱ遺跡　第二東名Ｎｏ．４・５地点　第二東名建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書　沼津市－６　第１分冊／沼津市文化財調査報告書　第１０２集

静岡県：沼津市教育委員会、中日本高速道路（株） 2011年3月

二ッ洞南遺跡・植出北Ⅱ遺跡　第二東名Ｎｏ．４・５地点　第二東名建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書　沼津市－６　第２分冊／沼津市文化財調査報告書　第１０２集

静岡県：沼津市教育委員会、中日本高速道路（株） 2011年3月

渕ヶ沢遺跡　長坂遺跡　小坂上北遺跡　土橋第Ⅱ遺跡　土橋第Ⅲ遺跡　井戸川遺跡　井戸川西遺跡　赤
野西遺跡　第二東名Ｎｏ．２７－２・Ｎｏ．３６・Ｎｏ．３５・Ｎｏ．１７・Ｎｏ．１８・Ｎｏ．２０・Ｎｏ．２１・Ｎｏ．２４地点　第
二東名建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　沼津市－９　第１分冊／沼津市文化財調査報告書
第１０９集

静岡県：沼津市教育委員会、中日本高速道路（株） 2014年3月

渕ヶ沢遺跡　長坂遺跡　小坂上北遺跡　土橋第Ⅱ遺跡　土橋第Ⅲ遺跡　井戸川遺跡　井戸川西遺跡　赤
野西遺跡　第二東名Ｎｏ．２７－２・Ｎｏ．３６・Ｎｏ．３５・Ｎｏ．１７・Ｎｏ．１８・Ｎｏ．２０・Ｎｏ．２１・Ｎｏ．２４地点　第
二東名建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　沼津市－９　第２分冊／沼津市文化財調査報告書
第１０９集

静岡県：沼津市教育委員会、中日本高速道路（株） 2014年3月

静岡県御前崎市文化財年報　ⅩⅡ　平成２７年度 静岡県：静岡県御前崎市教育委員会 2017年3月

市内遺跡発掘調査報告書　城山古墳　駒形２号墳／静岡県島田市埋蔵文化財報告　第５２集 静岡県：静岡県島田市教育委員会文化課 2017年3月

宮下遺跡Ⅰ（若宮地内）　平成２６年度　大井川用水（二期）農業水利事業　榛原第９号水路揚水機場建設
工事に伴う埋蔵文化財発掘調査／牧之原市文化財調査報告　第４集

静岡県：静岡県牧之原市教育委員会 2017年3月

静岡市内遺跡群発掘調査報告書（平成２８年度）　静岡市埋蔵文化財調査報告 静岡県：静岡市教育委員会 2017年3月

一丁田遺跡（第１３次）　－湾岸消防署庁舎移転建設事業に伴う発掘調査報告書－／静岡市埋蔵文化財
調査報告

静岡県：静岡市教育委員会 2017年3月

町屋遺跡　清水富士宮線建設に伴う発掘調査報告書／静岡市埋蔵文化財調査報告 静岡県：静岡市教育委員会 2017年3月

有東遺跡　第２８次発掘調査報告書　静岡市埋蔵文化財調査報告 静岡県：静岡市教育委員会 2017年9月

ふちゅ～る　静岡市文化財年報　Ｎｏ．２６　平成２８年度 静岡県：静岡市教育委員会文化財課 2017年7月

東海土器五十三次展　２０１７静岡市立登呂博物館企画展 静岡県：静岡市立登呂博物館 2017年9月

梶子遺跡１８次 静岡県：浜松市教育委員会 2017年3月

ヒラシロ遺跡　～発掘調査と保存整備事業のあらまし～ 静岡県：浜松市教育委員会 2016年3月

万斛西遺跡 静岡県：浜松市教育委員会 2016年3月

平成２７年度浜松市文化財調査報告 静岡県：浜松市教育委員会 2017年3月

宮口における遺跡の調査　－北新屋Ｂ古墳群・大屋敷古窯跡群　譲栄Ⅲ遺跡・北新屋遺跡確認調査報告
書－

静岡県：浜松市教育委員会 2017年3月

芝本遺跡 静岡県：浜松市教育委員会 2016年6月

浜松城下町遺跡 静岡県：浜松市教育委員会 2017年3月

笠井西浦遺跡 静岡県：浜松市教育委員会 2017年9月

宮竹野際遺跡７ 静岡県：浜松市教育委員会 2018年3月

井伊谷城のふもとで戦国時代を探る 静岡県：浜松市地域遺産センター 2017年1月

戦国期の国衆　井伊氏ゆかりの石塔 静岡県：浜松市文化財課 2016年3月

富士宮市の遺跡Ⅵ　箕輪Ａ遺跡　大室遺跡　柚野辻遺跡／富士宮市文化財調査報告書　第５２集 静岡県：富士宮市教育委員会 2017年3月

富士市内遺跡発掘調査報告書－平成２６・２７年度－　富士市埋蔵文化財発掘調査報告　第６０集 静岡県：富士市教育委員会 2017年3月

東平遺跡第２０地区　富士市埋蔵文化財発掘調査報告　第６１集 静岡県：富士市教育委員会 2017年3月

富士市内遺跡発掘調査報告書－平成２８年度－　富士市埋蔵文化財発掘調査報告　第６２集 静岡県：富士市教育委員会 2017年10月

●愛知県●
愛知県埋蔵文化財センター調査報告書　第２０４集　寄島遺跡　＜ＣＤ資料＞ 愛知県：公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財セン

ター
2017年3月

愛知県埋蔵文化財センター調査報告書　第２０７集　権六遺跡　＜ＣＤ資料＞ 愛知県：公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財セン
ター

2017年3月

愛知県埋蔵文化財センター調査報告書　第２０８集　東小笹遺跡　＜ＣＤ資料＞ 愛知県：公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財セン
ター

2017年3月

寄島遺跡　愛知県埋蔵文化財センター調査報告書　第２０４集 愛知県：公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財セン
ター

2017年3月

権六遺跡　愛知県埋蔵文化財センター調査報告書　第２０７集 愛知県：公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財セン
ター

2017年3月

東小笹遺跡　愛知県埋蔵文化財センター調査報告書　第２０８集 愛知県：公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団愛知県埋蔵文化財セン
ター

2017年3月

研究紀要　第１８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 2017年5月

年報　平成２８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 2017年3月

年報　平成２９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 2018年3月

平成２９年度　公益財団法人瀬戸市文化振興財団　企画展　遺跡からみた瀬戸焼の歴史 愛知県：（公財）瀬戸市文化振興財団 2017年10月

陶祖公園内窯跡発掘調査報告書　瀬戸市文化振興財団調査報告　第６２集 愛知県：（公財）瀬戸市文化振興財団 2017年3月

中水野遺跡発掘調査報告書　瀬戸市文化振興財団調査報告　第６３集 愛知県：（公財）瀬戸市文化振興財団 2017年3月

大平窯跡・大平縄文遺跡　瀬戸市文化振興財団調査報告　第６４集 愛知県：（公財）瀬戸市文化振興財団 2017年3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２０輯 愛知県：（公財）瀬戸市文化振興財団埋蔵文化財センター 2017年3月

名古屋市熱田区　玉ノ井遺跡第１３次発掘調査報告書 愛知県：ナカシャクリエイテブ（株） 2016年11月

名古屋市北区　若葉通遺跡第４次発掘調査報告書 愛知県：ナカシャクリエイテブ（株） 2016年8月

鴨池東古窯　～宅地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報告～ 愛知県：ナカシャクリエイテブ（株） 2015年5月

長圓寺境内地　近世大名板倉家菩提寺の発掘調査／西尾市埋蔵文化財発掘調査報告書　第２２集 愛知県：愛知県西尾市教育委員会 2016年3月

市内遺跡調査報告書　～平成７～２７年度の試掘調査・立会調査報告～／大府市文化財調査報告書　第
１２集

愛知県：愛知県大府市教育委員会 2017年3月

川池西古窯　－集合住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告－ 愛知県：（株）二友組 2017年12月

朝日遺跡第２３次発掘調査報告書　－公共下水道雨水管整備工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 愛知県：国際文化財（株） 2016年3月
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新城城跡発掘調査報告書Ⅴ　－新城市新庁舎建設工事に伴う発掘調査－ 愛知県：新城市総務部契約検査課 2016年11月

新城城跡発掘調査報告書Ⅳ　－送電線鉄塔建替え工事に伴う発掘調査－ 愛知県：中部電力（株）岡崎支店 2015年6月

若宮遺跡（Ⅹ）・境松遺跡（Ⅵ）・内田貝塚（Ⅴ）　－豊橋牟呂坂津土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財調査
報告書－／豊橋市埋蔵文化財調査報告書　第１４２集

愛知県：豊橋市教育委員会教育部美術博物館文化財センター 2017年3月

行合遺跡　豊橋市埋蔵文化財調査報告書　第１４３集 愛知県：豊橋市教育委員会教育部美術博物館文化財センター 2017年3月

市内遺跡発掘調査－平成２６年度－　見丁塚遺跡第５次発掘調査　高師石塚古墳確認調査　国史跡・嵩
山蛇穴測量調査／豊橋市埋蔵文化財調査報告書　第１４４集

愛知県：豊橋市教育委員会美術博物館文化財センター 2017年3月

鷹見城跡・宮口元屋敷遺跡・鳳面館跡・竹元町１号塚　・鷹見城跡・戦国時代の山城の調査　・宮口元屋敷
遺跡・近世村落の調査　・鳳面館跡・中世城館跡の調査　・竹元町１号塚・塚と十三塚信仰／豊田市埋蔵文
化財発掘調査報告書　第７１集

愛知県：豊田市教育委員会 2017年3月

勧学院文護寺跡　・古代瓦の一括廃棄　・近世の鍛冶関連遺物が多量出土／豊田市埋蔵文化財発掘調査
報告書　第７２集

愛知県：豊田市教育委員会 2017年3月

寺部遺跡Ⅶ－１５Ａ・１５Ｂ・１Ｃ・１５Ｄ・１５Ｅ・１５Ｆ区－　・古代～近世にかけての集落跡・近世の鍛冶関連遺
物が出土／豊田市埋蔵文化財発掘調査報告書　第７３集

愛知県：豊田市教育委員会 2017年3月

平成２７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 2017年3月

豊田市郷土資料館だより　Ｎｏ．９８ 愛知県：豊田市郷土資料館 2017年7月

豊田市郷土資料館だより　Ｎｏ．９９ 愛知県：豊田市郷土資料館 2017年9月

豊田市郷土資料館だより　Ｎｏ．１００ 愛知県：豊田市郷土資料館 2017年12月

名勝名古屋城二之丸庭園発掘調査報告書　－第１次（２０１３）～第３次（２０１５）－ 愛知県：名古屋市観光文化交流局名古屋城総合事務所 2017年3月

埋蔵文化財調査報告書７５　朝日遺跡（第２２次）　名古屋市文化財調査報告　９２ 愛知県：名古屋市教育委員会 2016年3月

Ｈ－Ｇ－１８号窯発掘調査報告書　名古屋市千種区鹿子町一丁目所在 愛知県：名古屋市教育委員会 2016年3月

特別史跡名古屋城跡発掘調査報告書　（名古屋城西之丸発掘調査） 愛知県：名古屋市教育委員会 2016年3月

名古屋市見晴台考古資料館年報　３３　２０１５（平成２７）年度事業報告 愛知県：名古屋市見晴台考古資料館 2017年3月

天白元屋敷遺跡　平成２６年度・第７次発掘調査報告書 愛知県：名古屋市中志段味特定土地区画整理組合 2016年10月

楠町遺跡第２次発掘調査報告書 愛知県：野村不動産（株） 2016年3月

●三重県●
三重県埋蔵文化財年報　平成２８年度 三重県：三重県埋蔵文化財センター 2017年11月

一般国道２３号中勢道路（７工区）建設事業に伴う森ヶ坪遺跡発掘調査報告　三重県埋蔵文化財調査報告
１１５－３４

三重県：三重県埋蔵文化財センター 2018年2月

北山Ａ遺跡（第２・３・５・６次）発掘調査報告　－四日市市北山町－／三重県埋蔵文化財調査報告　３２３－
５

三重県：三重県埋蔵文化財センター 2017年3月

小社遺跡（第２・３・４次）発掘調査報告　～鈴鹿市小社町所在～／三重県埋蔵文化財調査報告　３２３－１
２

三重県：三重県埋蔵文化財センター 2018年2月

中坪遺跡（第１次）発掘調査報告書　～松阪市立田町～／三重県埋蔵文化財調査報告　３７０ 三重県：三重県埋蔵文化財センター 2017年3月

市場庄遺跡発掘調査報告書　～松阪市六軒町所在～／三重県埋蔵文化財調査報告　３７１ 三重県：三重県埋蔵文化財センター 2017年3月

大久保遺跡（第３次）発掘調査報告　－三重郡菰野町潤田－／三重県埋蔵文化財調査報告　３７２ 三重県：三重県埋蔵文化財センター 2017年3月

野添大辻遺跡（第４次）発掘調査報告　～度会郡大紀町野添所在～／三重県埋蔵文化財調査報告　３７３ 三重県：三重県埋蔵文化財センター 2017年3月

国営施設機能保全事業「中勢用水地区」に伴う林上新田遺跡発掘調査報告　三重県埋蔵文化財調査報告
３７４

三重県：三重県埋蔵文化財センター 2017年12月

中坪遺跡（第２次）発掘調査報告　－松阪市立田町－／三重県埋蔵文化財調査報告　３７５ 三重県：三重県埋蔵文化財センター 2018年3月

梁瀬遺跡（第３次）発掘調査報告　－津市野田－／三重県埋蔵文化財調査報告　３７６ 三重県：三重県埋蔵文化財センター 2018年2月

上野城下町遺跡（第６次）発掘調査報告　～伊賀市上野東町～／三重県埋蔵文化財調査報告　３７７ 三重県：三重県埋蔵文化財センター 2018年3月

堀町遺跡（第６・７次）発掘調査報告　～松阪市朝田町～／三重県埋蔵文化財調査報告　３７８ 三重県：三重県埋蔵文化財センター 2018年3月

平成２４～２７年度高度水利機能確保基盤整備事業地域（出江地区）埋蔵文化財発掘調査報告　梅ヶ瀬遺
跡　屋瀬Ａ遺跡　屋瀬Ｂ遺跡（第２次）　下田遺跡（第１次）　中切遺跡（第１次）　新神馬場遺跡（第４次）　山
見遺跡（第１次）／三重県埋蔵文化財調査報告　３７９

三重県：三重県埋蔵文化財センター 2018年3月

安養寺跡（第８次）・古堀遺跡（第９次）　北野遺跡（第９次）・露越遺跡（第１０次）発掘調査報告　－多気郡
明和町上野・斎宮－／三重県埋蔵文化財調査報告　３８０

三重県：三重県埋蔵文化財センター 2018年3月

近畿自動車道名古屋神戸線（四日市ＪＣＴ～亀山西ＪＣＴ）建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査概報Ⅶ 三重県：三重県埋蔵文化財センター 2017年9月

史跡斎宮跡平成２７年度発掘調査概報 三重県：斎宮歴史博物館 2017年3月

丹生水銀採掘坑跡調査報告書 三重県：三重県多気郡多気町教育委員会 2017年3月

津市文化財年報　１０　－平成２６年度－ 三重県：津市教育委員会 2016年2月

津市文化財年報　１１　－平成２７年度－ 三重県：津市教育委員会 2017年3月

蔵田遺跡（第５・６次）発掘調査報告　津市埋蔵文化財調査報告　４３ 三重県：津市教育委員会 2016年3月

津城跡（第３次）発掘調査報告　津市埋蔵文化財調査報告書　４４ 三重県：津市教育委員会 2016年3月

平成２７年度市内遺跡試掘・確認調査報告　津市埋蔵文化財調査報告書　４５ 三重県：津市教育委員会 2016年8月

●滋賀県●
紀要　第３０号　『紀要』刊行３０周年記念号 滋賀県：（公財）滋賀県文化財保護協会 2017年3月

レトロ・レトロの展覧会２０１７　平成２８年度　滋賀県発掘調査成果展 滋賀県：（公財）滋賀県文化財保護協会 2017年7月

おうみ文化財通信　ｖｏｌ．３１ 滋賀県：公益財団法人滋賀県文化財保護協会 2017年4月

おうみ文化財通信　ｖｏｌ．３２ 滋賀県：公益財団法人滋賀県文化財保護協会 2017年7月

おうみ文化財通信　ｖｏｌ．３３ 滋賀県：公益財団法人滋賀県文化財保護協会 2017年10月

おうみ文化財通信　ｖｏｌ．３４ 滋賀県：公益財団法人滋賀県文化財保護協会 2018年1月

土位遺跡　東近江市神田町他／県道五個荘八日市線道路整備工事に伴う発掘調査報告書 滋賀県：滋賀県教育委員会、（公財）滋賀県文化財保護協会 2018年3月

滋賀県内遺跡発掘調査報告書　平成２７年度埋蔵文化財緊急調査費国庫補助事業（県内遺跡掘調査等） 滋賀県：滋賀県教育委員会事務局文化財保護課 2017年3月

滋賀県内遺跡発掘調査報告書　平成２８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：滋賀県教育委員会事務局文化財保護課 2018年3月

大津廃寺跡　大津市京町三丁目／ＮＨＫ新大津放送会館建設工事に伴う発掘調査報告書 滋賀県：滋賀県教育委員会事務局文化財保護課、（公財）滋賀県文化財保護 2018年3月

野尻遺跡　栗東市野尻／中ノ井川河川改良工事に伴う発掘調査報告書 滋賀県：滋賀県教育委員会事務局文化財保護課、（公財）滋賀県文化財保護 2018年3月

生津城遺跡　大津市伊香立生津町／県道伊香立浜大津線補助道路整備事業に伴う発掘調査報告書 滋賀県：滋賀県教育委員会事務局文化財保護課、（公財）滋賀県文化財保護
協会

2018年3月

金森西遺跡　守山市三宅町／県営集落基盤整備事業野洲川下流地区道路工事に伴う発掘調査報告書 滋賀県：滋賀県教育委員会事務局文化財保護課、（公財）滋賀県文化財保護
協会

2018年3月

法蔵禅寺遺跡　大津市中野三丁目　椿谷遺跡　大津市枝三丁目　近畿自動車道名古屋神戸線（大津～城
陽）建設事業に伴う調査報告書

滋賀県：滋賀県教育委員会事務局文化財保護課、（公財）滋賀県文化財保護
協会

2018年3月

おおてみち　第９９号 滋賀県：滋賀県立安土城考古博物館 2017年3月

おおてみち　第１００号 滋賀県：滋賀県立安土城考古博物館 2017年7月

おおてみち　第１０１号 滋賀県：滋賀県立安土城考古博物館 2017年10月

おおてみち　第１０２号 滋賀県：滋賀県立安土城考古博物館 2018年1月

高島市内遺跡調査報告書－平成２８年度－　高島市文化財調査報告書　第２８集 滋賀県：高島市教育委員会 2017年3月

滋賀県高島市新旭町下花貝遺跡　－市道花貝大畦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２９集

滋賀県：高島市教育委員会 2017年3月

滋賀県高島市今津町弘川末次遺跡　－今津支所建設事業に伴う発掘調査－／高島市文化財調査報告書
第３０集

滋賀県：高島市教育委員会 2017年3月

守山市文化財調査報告書　平成２７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 2017年3月

21



下之郷遺跡関連発掘調査報告書Ⅱ 滋賀県：守山市教育委員会 2017年3月

伊勢遺跡確認調査報告書Ⅸ　守山市文化財調査報告書 滋賀県：守山市教育委員会 2017年3月

下之郷遺跡確認調査報告ⅩⅠ　－第９５次調査報告書－ 滋賀県：守山市教育委員会 2017年3月

下之郷遺跡関連発掘調査報告書Ⅲ　－第２３次調査報告書－ 滋賀県：守山市教育委員会 2017年3月

下之郷遺跡発掘調査報告書－総括編－ 滋賀県：守山市教育委員会 2017年3月

草津宿場町遺跡第１４次発掘調査報告書　草津市文化財調査報告書　１１２ 滋賀県：草津市教育委員会文化財保護課 2017年3月

大将軍遺跡第３１次発掘調査報告書　草津市文化財調査報告書　１１３ 滋賀県：草津市教育委員会文化財保護課 2017年3月

大津市埋蔵文化財調査年報　－平成２７（２０１５）年度－ 滋賀県：大津市教育委員会 2016年12月

穴太遺跡（南山田地区）発掘調査報告書　大津市埋蔵文化財調査報告書　（８０） 滋賀県：大津市教育委員会 2014年3月

近江国府跡・管池遺跡発掘調査報告書　大津市埋蔵文化財調査報告書　（８１） 滋賀県：大津市教育委員会 2014年3月

真野廃寺発掘調査報告書Ⅱ　－都市計画道路３・４・２１号道路改良事業に伴う－／大津市埋蔵文化財調
査報告書　（８３）

滋賀県：大津市教育委員会 2014年3月

日吉神宮寺遺跡発掘調査報告書　大津市埋蔵文化財調査報告書　（９６） 滋賀県：大津市教育委員会 2016年3月

中村遺跡発掘調査報告書　－都市計画道路３・４・５３号道路改良事業に伴う－／大津市埋蔵文化財調査
報告書　（９７）

滋賀県：大津市教育委員会 2016年3月

南滋賀遺跡（北浮田地区）発掘調査報告書　大津市埋蔵文化財調査報告書　（９８） 滋賀県：大津市教育委員会 2016年3月

南滋賀遺跡（砂子田地区）発掘調査報告書　大津市埋蔵文化財調査報告書　（１０１） 滋賀県：大津市教育委員会 2016年3月

滋賀里遺跡（小嶋田地区）発掘調査報告書　大津市埋蔵文化財調査報告書　（１０２） 滋賀県：大津市教育委員会 2016年3月

穴太遺跡・穴太飼込古墳群発掘調査報告書　－穴太廃寺跡の寺域範囲確認調査－／大津市埋蔵文化財
調査報告書　（１０３）

滋賀県：大津市教育委員会 2016年3月

滋賀里遺跡発掘調査報告書Ⅵ　大津市埋蔵文化財調査報告書　（１１０） 滋賀県：大津市教育委員会 2017年3月

藤丸遺跡Ⅳ　－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書　第５５集 滋賀県：彦根市教育委員会文化財課 2014年3月

丁田遺跡Ⅲ　－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書　第５７集 滋賀県：彦根市教育委員会文化財課 2014年3月

福満遺跡第１２次発掘調査報告書　－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書
第５９集

滋賀県：彦根市教育委員会文化財課 2015年3月

須川遺跡第３次発掘調査報告書　－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
書　第６０集

滋賀県：彦根市教育委員会文化財課 2015年3月

稲部遺跡第２次発掘調査報告書　－市道芹橋彦富線道路改良工事に伴う発掘調査－／彦根市埋蔵文化
財調査報告書　第６１集

滋賀県：彦根市教育委員会文化財課 2015年3月

稲部西遺跡第１次発掘調査報告書　－市道稲部本庄線道路改良工事に伴う発掘調査－／彦根市埋蔵文
化財調査報告書　第６２集

滋賀県：彦根市教育委員会文化財課 2015年3月

平成２６年度　彦根市内遺跡発掘調査報告書１　彦根市埋蔵文化財調査報告書　第６８集 滋賀県：彦根市教育委員会文化財課 2017年3月

彦根市文化財年報　平成２６年度 滋賀県：彦根市教育委員会文化財部文化財課 2016年3月

彦根市文化財年報　平成２７年度 滋賀県：彦根市教育委員会文化財部文化財課 2017年3月

米原市文化財ニュース佐加太　第４５号 滋賀県：米原市教育委員会 2017年3月

●京都府●
洛史　研究紀要　第１１号　－京都市埋蔵文化財研究所　設立４０周年記念号－ 京都府：（公財）京都市埋蔵文化財研究所 2017年3月

円勝寺跡・成勝寺跡・白河街区跡・岡崎遺跡　京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告　２０１４－１３ 京都府：（公財）京都市埋蔵文化財研究所 2015年12月

法住寺殿跡・六波羅政庁跡・方広寺跡　京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告　２０１５－１４ 京都府：（公財）京都市埋蔵文化財研究所 2016年3月

平安京右京九条一坊九町跡・唐橋遺跡　京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告　２０１６－４ 京都府：（公財）京都市埋蔵文化財研究所 2016年12月

植物園北遺跡　京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告　２０１６－５ 京都府：（公財）京都市埋蔵文化財研究所 2017年1月

平安京右京八条三坊七町跡　京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告　２０１６－７ 京都府：（公財）京都市埋蔵文化財研究所 2017年2月

平安京左京五条二坊十一町跡・烏丸綾小路遺跡　京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告　２０１６－８ 京都府：（公財）京都市埋蔵文化財研究所 2017年3月

史跡教王護国寺境内・平安京跡　京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告　２０１６－９ 京都府：（公財）京都市埋蔵文化財研究所 2017年3月

平安京左京三条三坊十三町跡・烏丸御池遺跡　京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告　２０１６－１０ 京都府：（公財）京都市埋蔵文化財研究所 2017年3月

御土居跡　京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告　２０１６－１１ 京都府：（公財）京都市埋蔵文化財研究所 2017年3月

白河街区跡・吉田上大路町遺跡　京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告　２０１６－１２ 京都府：（公財）京都市埋蔵文化財研究所 2017年3月

史跡妙心寺境内・平安京跡　京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告　２０１６－１４ 京都府：（公財）京都市埋蔵文化財研究所 2017年5月

上久世遺跡・上久世城跡　京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告　２０１６－１５ 京都府：（公財）京都市埋蔵文化財研究所 2017年6月

北野廃寺・北野遺跡　京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告　２０１６－１６ 京都府：（公財）京都市埋蔵文化財研究所 2017年8月

平安宮大炊寮跡・二条城北遺跡　京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告　２０１７－１ 京都府：（公財）京都市埋蔵文化財研究所 2017年8月

平安宮豊楽院跡・鳳瑞遺跡　京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告　２０１７－２ 京都府：（公財）京都市埋蔵文化財研究所 2017年9月

伏見城跡　京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告　２０１７－３ 京都府：（公財）京都市埋蔵文化財研究所 2017年9月

３５年のあゆみ　１９８１■２０１６ 京都府：（公財）京都府埋蔵文化財調査研究センター 2017年3月

京都府遺跡調査報告集　第１６８冊　新名神高速道路整備事業関係遺跡　（１）下水主遺跡第４次（Ｆ地区）
（２）女谷・荒坂横穴群第１４次

京都府：（公財）京都府埋蔵文化財調査研究センター 2017年3月

京都府遺跡調査報告集　第１６９冊　平安京跡・東本願寺前古墓群 京都府：（公財）京都府埋蔵文化財調査研究センター 2017年3月

京都府遺跡調査報告集　第１７０冊　１．長岡宮跡第５１４次（７ＡＮＢＮＩ－１１地区）・殿長遺跡　２．長岡京跡
右京第１１３８次（７ＡＮＩＨＪ－１０地区）・井ノ内遺跡・今里遺跡　３．一般国道２４号城陽ＩＣ関連寺田地区改
良事業関係遺跡　下水主遺跡第６・８次

京都府：（公財）京都府埋蔵文化財調査研究センター 2017年3月

京都府埋蔵文化財情報　第１３１号 京都府：公益財団法人京都府埋蔵文化財調査研究センター 2017年3月

京都府埋蔵文化財情報　第１３２号 京都府：公益財団法人京都府埋蔵文化財調査研究センター 2017年10月

平安京右京六条四坊八町跡・西京極遺跡　－西院月双町集合住宅建設に伴う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８輯

京都府：（株）イビソク関西支店 2014年3月

山科本願寺跡・左義長町遺跡　－建替工事に伴う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１４輯

京都府：（株）イビソク関西支店 2017年6月

平安京左京五条三坊七町跡・烏丸綾小路遺跡　－白楽天町集合住宅建設に伴う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１５輯

京都府：（株）イビソク関西支店 2017年3月

平安京左京六条二坊十四町　烏丸綾小路遺跡 京都府：（公財）元興寺文化財研究所 2017年4月

公益財団法人向日市埋蔵文化財センター年報都城　２８　平成２７年度 京都府：（公財）向日市埋蔵文化財センター 2016年10月

公益財団法人向日市埋蔵文化財センター年報都城　２９　平成２８年度 京都府：（公財）向日市埋蔵文化財センター 2018年2月

長岡京跡　西小路遺跡　向日市埋蔵文化財調査報告書　第１０３集 京都府：（公財）向日市埋蔵文化財センター 2016年5月

長岡京跡　中海道遺跡　向日市埋蔵文化財調査報告書　第１０５集 京都府：（公財）向日市埋蔵文化財センター 2017年3月

史跡乙訓古墳群　元稲荷古墳　向日市埋蔵文化財調査報告書　第１０９集 京都府：（公財）向日市埋蔵文化財センター 2018年2月

長岡京市埋蔵文化財発掘調査資料選（八） 京都府：（公財）長岡京市埋蔵文化財センター 2017年3月

長岡京市埋蔵文化財センター年報　平成２７年度 京都府：（公財）長岡京市埋蔵文化財センター 2017年3月

北野天満宮御土居　史跡等・登録記念物・歴史の道整備事業報告書　北野天満宮御土居関係資料 京都府：（宗）北野天満宮 2017年

伏見城跡・桃陵遺跡－京町１丁目－　京都平安文化財発掘調査報告　第３集 京都府：（有）京都平安文化財 2017年12月

京都市山科区　中臣遺跡　第８９次発掘調査報告書　京都平安文化財発掘調査報告　第４集 京都府：（有）京都平安文化財 2017年12月

京都市内遺跡発掘調査報告　平成２８年度 京都府：京都市文化市民局 2017年3月

京都市内遺跡詳細分布調査報告　平成２８年度 京都府：京都市文化市民局 2017年3月

京都市内遺跡試掘調査報告　平成２８年度 京都府：京都市文化市民局 2017年3月

京都府埋蔵文化財調査報告書（平成２８年度） 京都府：京都府教育委員会 2017年3月

長岡京跡ほか　向日市埋蔵文化財調査報告書　第１０６集 京都府：向日市教育委員会 2017年3月

平安京右京一条四坊十三町跡埋蔵文化財発掘調査報告書 京都府：国際文化財（株） 2017年3月

平安京左京八条一坊一町跡・御土居跡埋蔵文化財発掘調査報告書 京都府：国際文化財（株） 2016年12月
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平安京左京八条二坊十五町跡 京都府：国際文化財（株）西日本支店 2016年7月

平安京右京一条二坊四町跡 京都府：国際文化財（株）西日本支店 2017年12月

平安京右京四条三坊十四町跡・山ノ内遺跡　山ノ内赤山公園（仮称）埋蔵文化財発掘調査報告書／西近
畿文化財調査研究所調査報告書　５

京都府：西近畿文化財調査研究所 2008年3月

嵯峨・嵯峨北堀町遺跡埋蔵文化財発掘調査報告書　西近畿文化財調査研究所調査報告書　７ 京都府：西近畿文化財調査研究所 2013年9月

雲林院跡埋蔵文化財発掘調査報告書　西近畿文化財調査研究所調査報告書　８ 京都府：西近畿文化財調査研究所 2014年7月

一ノ井遺跡埋蔵文化財発掘調査報告書 京都府：西近畿文化財調査研究所 2016年3月

伏見城跡・桃陵遺跡　（仮称）公務員宿舎伏見住宅整備事業に伴う発掘調査報告書 京都府：西近畿文化財調査研究所、ＮＰＯ法人文化財支援センター 2010年3月

●大阪府●
北・中河内における中世城館の調査 大阪府：大阪府教育委員会 2017年3月

大阪府教育庁文化財調査事務所年報　２０ 大阪府：大阪府教育委員会 2016年11月

上垣内遺跡Ⅱ　－都市計画道路梅が丘高柳線の建設に伴う発掘調査－／大阪府埋蔵文化財調査報告
２０１６－１

大阪府：大阪府教育委員会 2017年3月

西福井遺跡　－一般府道余野茨木線歩道整備工事に伴う発掘調査－／大阪府埋蔵文化財調査報告　２０
１６－２

大阪府：大阪府教育委員会 2017年1月

水越遺跡・太田川遺跡　－寝屋川流域下水道　枚岡河内南幹線（二）下水管渠築造工事に伴う発掘調査
－／大阪府埋蔵文化財調査報告　２０１６－３

大阪府：大阪府教育委員会 2016年11月

尺度遺跡　－動物愛護管理センター（仮称）建設に伴う発掘調査－／大阪府埋蔵文化財調査報告　２０１６
－４

大阪府：大阪府教育委員会 2016年11月

瓜破北遺跡Ⅳ　－府営瓜破二丁目住宅建替え工事に伴う発掘調査－／大阪府埋蔵文化財調査報告　２０
１６－５

大阪府：大阪府教育委員会 2017年2月

大和川今池遺跡　－都市計画道路堺港大堀線整備事業に伴う発掘調査－／大阪府埋蔵文化財調査報告
２０１６－６

大阪府：大阪府教育委員会 2017年3月

大阪文化財研究　第４８号 大阪府：公益財団法人大阪府文化財センター 2016年6月

大阪文化財研究　第４９号 大阪府：公益財団法人大阪府文化財センター 2016年11月

大阪文化財研究　第５０号 大阪府：公益財団法人大阪府文化財センター 2017年3月

明和池遺跡４　国立循環器病研究センター建替整備事業に伴う埋蔵文化財調査／公益財団法人大阪府
文化財センター調査報告書　第２６７集

大阪府：公益財団法人大阪府文化財センター 2016年4月

大県郡条里遺跡３・山ノ井遺跡　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２６８集

大阪府：公益財団法人大阪府文化財センター 2016年4月

大坂城跡７　重粒子線がん治療施設整備運営事業に伴う大坂城跡発掘調査報告書／公益財団法人大阪
府文化財センター調査報告書　第２６９集

大阪府：公益財団法人大阪府文化財センター 2016年4月

吹田操車場遺跡１２　国立循環器病研究センター建替整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／公益
財団法人大阪府文化財センター調査報告書　第２７０集

大阪府：公益財団法人大阪府文化財センター 2016年6月

伯太藩陣屋跡・信太千塚古墳群２　都市計画道路池上下宮線建設工事にかかる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２７１集

大阪府：公益財団法人大阪府文化財センター 2016年11月

吹田操車場遺跡１３　吹田操車場跡地開発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２７４集

大阪府：公益財団法人大阪府文化財センター 2016年12月

船橋遺跡５　大和川改修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２７５集

大阪府：公益財団法人大阪府文化財センター 2016年12月

井尻遺跡２　一般国道１７０号（十三高槻線）道路築造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２７６集

大阪府：公益財団法人大阪府文化財センター 2017年1月

中ノ坪遺跡　（仮称）ＧＬＰ吹田　物流施設建設工事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２７７集

大阪府：公益財団法人大阪府文化財センター 2017年3月

招提北代遺跡　高速自動車道国道近畿自動車道名古屋神戸線建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査（枚
方市域）その２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２７８集

大阪府：公益財団法人大阪府文化財センター 2017年3月

総持寺遺跡４　摂津富田・茨木間新駅設置工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　２／公益財団法人大
阪府文化財センター調査報告書　第２８０集

大阪府：公益財団法人大阪府文化財センター 2017年6月

禁野本町遺跡Ⅵ　関西外国語大学新キャンパス建設に係る埋蔵文化財発掘調査報告書／枚方市文化財
調査報告　第８５集／公益財団法人大阪府文化財センター調査報告書　第２８１集

大阪府：公益財団法人大阪府文化財センター 2017年7月

大県郡条里遺跡４・山ノ井遺跡２　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２８３集

大阪府：公益財団法人大阪府文化財センター 2017年7月

吹田操車場遺跡１４　国立循環器病研究センター建替整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／公益
財団法人大阪府文化財センター調査報告書　第２８４集

大阪府：公益財団法人大阪府文化財センター 2017年8月

瓜破北遺跡２　大阪府営瓜破西（第４・５期）住宅（建て替え）建設工事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２８５集

大阪府：公益財団法人大阪府文化財センター 2017年8月

花屋敷遺跡４　近畿日本鉄道奈良線連続立体交差化に伴う花屋敷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２８６集

大阪府：公益財団法人大阪府文化財センター 2017年8月

梶原寺跡　主要地方道西京高槻線ＢＰ道路改良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２８７集

大阪府：公益財団法人大阪府文化財センター 2017年9月

山ノ井遺跡３　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）一級河川恩智法善寺多目的
遊水地市民スポーツ広場建設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２８９集

大阪府：公益財団法人大阪府文化財センター 2018年1月

公益財団法人大阪府文化財センター年報　平成２６年度 大阪府：（公財）大阪府文化財センター 2016年6月

公益財団法人大阪府文化財センター年報　平成２７年度 大阪府：（公財）大阪府文化財センター 2016年10月

公益財団法人大阪府文化財センター年報　平成２８年度 大阪府：（公財）大阪府文化財センター 2017年11月

大阪文化財研究所研究紀要　第１８号 大阪府：（公財）大阪市博物館協会大阪文化財研究所 2017年3月

大阪市文化財情報葦火　１８５号（Ｖｏｌ．３２，Ｎｏ．１） 大阪府：（公財）大阪市博物館協会大阪文化財研究所 2017年4月

大阪市文化財情報葦火　１８６号（Ｖｏｌ．３２，Ｎｏ．２） 大阪府：（公財）大阪市博物館協会大阪文化財研究所 2017年7月

難波宮址の研究　第二十二　－後期朝堂院西方の調査－ 大阪府：（公財）大阪市博物館協会大阪文化財研究所 2017年12月

Ⅰ跡部遺跡（第４３次調査）　Ⅱ恩智遺跡（第４２次調査）　Ⅲ田井中遺跡（第２３次調査）・木の本遺跡（第３０
次調査）　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　１５２

大阪府：（公財）八尾市文化財調査研究会 2017年3月

Ⅰ植松遺跡（第１４次調査）　Ⅱ西郡遺跡（第２次調査）　Ⅲ八尾南遺跡（第４０次調査）　Ⅳ矢作遺跡（第１１
次調査）　公益財団法人八尾市文化財調査研究会報告　１５３

大阪府：（公財）八尾市文化財調査研究会 2017年3月

Ⅰ成法寺遺跡（第２８次調査）　Ⅱ太子堂遺跡（第１６次調査）　公益財団法人八尾市文化財調査研究会報
告　１５４

大阪府：（公財）八尾市文化財調査研究会 2017年3月

平成２８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 2017年6月

枚方市文化財年報　３８　２０１６年度 大阪府：（公財）枚方市文化財研究調査会 2017年8月

平成２８年度　茨木市埋蔵文化財発掘調査概報９　－国庫補助事業に伴う発掘調査－／茨木市文化財資
料集　第６８集

大阪府：茨木市教育委員会 2017年3月

宿久庄西遺跡２　茨木市文化財資料集　第６９集 大阪府：茨木市教育委員会 2017年3月

羽曳野市内遺跡調査報告書　平成２４年度　羽曳野市埋蔵文化財調査報告書　７６ 大阪府：羽曳野市教育委員会生涯学習室社会教育課歴史文化推進室 2015年3月

古市遺跡群ⅩⅩⅩⅧ　羽曳野市埋蔵文化財調査報告書　７９ 大阪府：羽曳野市教育委員会生涯学習室文化財保護課 2017年3月

羽曳野市内遺跡調査報告書　平成２６年度　羽曳野市埋蔵文化財調査報告書　８０ 大阪府：羽曳野市教育委員会生涯学習室文化財保護課 2017年3月
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平成二八年度　文化庁　地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業　【カイトとリュウさんの遺跡へ行こう
その６　とっとり弥生の王国スペシャル！　地下の弥生博物館　青谷上寺地遺跡　よみがえる弥生の国邑
妻木晩田遺跡】

大阪府：館キャラ連携プロジェクト実行委員会、大阪府立弥生文化博物館 2017年2月

平成二八年度　文化庁　地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業　【カイトとリュウさんの遺跡へ行こう
その７　弥生人の声が聞こえる　吉野ヶ里遺跡】

大阪府：館キャラ連携プロジェクト実行委員会、大阪府立弥生文化博物館 2017年2月

平成二八年度　文化庁　地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業　【カイトとリュウさんの博物館へ行こ
う　その５　いずみの国歴史館　池上曽根弥生学習館】

大阪府：館キャラ連携プロジェクト実行委員会、大阪府立弥生文化博物館 2017年2月

平成二八年度　文化庁　地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業　【カイトとリュウさんの博物館へ行こ
う　その６　泉佐野市立歴史館いずみさの】

大阪府：館キャラ連携プロジェクト実行委員会、大阪府立弥生文化博物館 2017年3月

文化庁　平成２８年度　文化庁　地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業　キャラが動けばもっと楽し
い。もっとつながる。　館キャラ連携プロジェクト　３年間のまとめ

大阪府：館キャラ連携プロジェクト実行委員会、大阪府立弥生文化博物館 2017年3月

平成２８年度交野市埋蔵文化財発掘調査概要　交野市埋蔵文化財調査報告　２０１６－Ⅰ 大阪府：交野市教育委員会 2017年3月

坊領遺跡　星田北二丁目土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／交野市埋蔵文化財調査
報告　２０１７－Ⅰ／公益財団法人大阪府文化財センター調査報告書　第２８８集

大阪府：交野市教育委員会、公益財団法人大阪府文化財センター 2017年10月

大園遺跡他の発掘調査概要　高石市文化財調査概要　２０１５－１ 大阪府：高石市教育委員会 2016年3月

大園遺跡他の発掘調査概要　高石市文化財調査概要　２０１６－１ 大阪府：高石市教育委員会 2017年3月

嶋上遺跡群４１　高槻市文化財調査概要　４４ 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 2017年3月

真福寺遺跡（ＳＰＪ－４）発掘調査概要報告　－美原区真福寺所在－／堺市埋蔵文化財調査概要報告　第
１５７冊

大阪府：堺市教育委員会 2016年3月

太井遺跡発掘調査概要報告　－ＴＡＩ－８・美原区黒山所在－／堺市埋蔵文化財調査概要報告　第１５８冊 大阪府：堺市教育委員会 2016年3月

百舌鳥古墳群の調査９　長山古墳発掘調査報告書 大阪府：堺市教育委員会 2016年3月

百舌鳥古墳群の調査１０ 大阪府：堺市教育委員会 2016年3月

四ッ池遺跡　その２　昭和４８年度　発掘調査報告書 大阪府：堺市教育委員会 2016年3月

平成２７年度国庫補助事業発掘調査報告書　堺環濠都市遺跡－ＳＫＴ１１４４－　堺環濠都市遺跡－ＳＫＴ１
１４２－　毛穴西遺跡　余部日置荘遺跡　堺環濠都市遺跡－ＳＫＴ１１５８－　霞ヶ丘遺跡　檜尾中山遺跡
大塚山古墳　四ツ池遺跡　太井遺跡　ニサンザイ古墳　堺環濠都市遺跡－ＳＫＴ１１６８－　深井清水町Ａ遺
跡　堺環濠都市遺跡－ＳＫＴ１１６５－　毛穴西遺跡　土師遺跡　堺環濠都市遺跡－ＳＫＴ１１７７－

大阪府：堺市教育委員会 2016年3月

太井遺跡（ＴＡＩ－９）発掘調査概要報告　－美原区太井所在－／堺市埋蔵文化財調査概要報告　第１５９
冊

大阪府：堺市教育委員会 2017年7月

陶邑窯跡群高蔵寺地区第８３号窯跡（ＴＫ８３）発掘調査概要報告　－南区宮山台１丁、和田東所在－／堺
市埋蔵文化財調査概要報告　第１６０冊

大阪府：堺市教育委員会 2017年12月

平成２８年度国庫補助事業発掘調査報告書　堺環濠都市遺跡－ＳＫＴ１１７６－　ニサンザイ古墳、経堂古
墳　田出井山古墳　堺環濠都市遺跡－ＳＫＴ１１８９－　堺環濠都市遺跡－ＳＫＴ１１９０－　南花田遺跡　中
百舌鳥西遺跡　中百舌鳥西遺跡　浜寺元町遺跡　大塚山古墳　日置荘北町遺跡　遺跡外　日置荘北町遺
跡　丈六大池遺跡　経堂古墳　陵西遺跡　無名塚１４号墳

大阪府：堺市教育委員会 2017年3月

堺市文化財講演会録　第８集　第５回百舌鳥古墳群講演会記録集　新たな百舌鳥古墳群像をめぐって 大阪府：堺市文化観光局文化部文化財課 2016年3月

堺市文化財講演会録　第９集　第６回百舌鳥古墳群講演会記録集　検証！河内政権論　なぜ、百舌鳥に
大王陵が築かれたのか

大阪府：堺市文化観光局文化部文化財課 2017年2月

池内遺跡　松原市天美東土地区画整理事業に伴う池内遺跡（Ｃ２－４－２）埋蔵文化財発掘調査報告書／
松原市文化財報告　第１冊／公益財団法人大阪府文化財センター調査報告書　第２８２集

大阪府：松原市教育委員会 2017年7月

国史跡高宮廃寺跡内容確認発掘調査概要Ⅳ 大阪府：寝屋川市教育委員会 2017年3月

伶人町遺跡発掘調査概要報告書 大阪府：西近畿文化財調査研究所事務局 2006年5月

明和池遺跡５　（仮称）摂津市千里丘新町（７街区）中高層住宅建設事業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２７９集

大阪府：摂津市教育委員会、公益財団法人大阪府文化財センター 2017年6月

泉佐野市埋蔵文化財発掘調査概要　平成２８年度 大阪府：泉佐野市教育委員会 2017年3月

池上曽根遺跡史跡指定４０周年記念事業記録集　巨大環濠集落の実像 大阪府：泉大津市教育委員会、大阪府立弥生文化博物館、（公財）大阪府文
化財センター

2017年3月

泉南市遺跡群発掘調査報告書ⅩⅩⅩⅣ　泉南市文化財調査報告書　第５７集 大阪府：大阪府泉南市教育委員会 2017年3月

大阪府立近つ飛鳥博物館館報　２０ 大阪府：大阪府立近つ飛鳥博物館 2017年3月

大阪府立近つ飛鳥博物館図録　７１　平成２８年度冬季企画展　歴史発掘おおさか２０１６－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 2017年1月

－考古学からみた狗奴国と尾張連氏－／大阪府立近つ飛鳥博物館図録　７２　大阪府立近つ飛鳥博物館
平成２９年度春季特別展　東国尾張とヤマト王権

大阪府：大阪府立近つ飛鳥博物館 2017年4月

図録　７３　大阪府立近つ飛鳥博物館平成２９年度秋季特別展　古墳出現期の筑紫・吉備・畿内　２・３世紀
の社会と経済

大阪府：大阪府立近つ飛鳥博物館 2017年9月

大阪府立弥生文化博物館要覧　平成２７年度 大阪府：大阪府立弥生文化博物館 2017年3月

＜大阪府立弥生文化博物館図録　６１＞　大阪府立弥生文化博物館×沖縄県立博物館・美術館　平成２９
年度大阪府立弥生文化博物館　夏期特別展　沖縄の旧石器人と南島文化

大阪府：大阪府立弥生文化博物館 2017年7月

【大阪府立弥生文化博物館図録　６２】　大阪府立弥生文化博物館　平成２９年度秋季特別展　海に生きた
人びと　漁撈・塩づくり・交流の考古学

大阪府：大阪府立弥生文化博物館 2017年10月

【大阪府立弥生文化博物館図録　６３】　平成２９年度冬季企画展　かけがえのない文化財を守る、伝える－
大阪における歩みと展望－

大阪府：大阪府立弥生文化博物館 2018年1月

津堂遺跡　－ＴＤ２０１４－３区の発掘調査報告書－／藤井寺市文化財報告　第３９集／公益財団法人大阪
府文化財センター調査報告書　第２７３集

大阪府：藤井寺市教育委員会 2016年12月

石川流域遺跡群発掘調査報告ⅩⅩⅩⅡ　藤井寺市文化財報告　第４０集 大阪府：藤井寺市教育委員会事務局 2017年3月

藤井寺市発掘調査概報　第３４号　林遺跡（ＨＹ２０１１－６区・７区） 大阪府：藤井寺市教育委員会事務局 2016年3月

藤井寺市発掘調査概報　第３５号　野中宮山古墳（ＭＹＹ２０１５－１区） 大阪府：藤井寺市教育委員会事務局 2017年2月

藤井寺市発掘調査概報　第３６号　はざみ山遺跡（ＨＭ２０１５－５区） 大阪府：藤井寺市教育委員会事務局 2017年2月

藤井寺市発掘調査概報　第３７号　北岡遺跡（ＫＴ２０１５－５区） 大阪府：藤井寺市教育委員会事務局 2017年2月

藤井寺市発掘調査概報　第３８号　葛井寺遺跡（ＦＪ２０１５－５区） 大阪府：藤井寺市教育委員会事務局 2017年2月

藤井寺市発掘調査概報　第３９号　国府遺跡（ＫＯ２０１６－１区） 大阪府：藤井寺市教育委員会事務局 2017年3月

豊中市埋蔵文化財発掘調査概要　平成２８年度（２０１６年度）　豊中市文化財調査報告　第７４集 大阪府：豊中市教育委員会 2017年3月

原田遺跡第１４次発掘調査報告書 大阪府：豊中市教育委員会 2016年4月

枚方宿遺跡発掘調査報告書　－平成２８年度淀川左岸水防事務組合庁舎新築に係る三矢町地区（ＨＫＭ
１６－６３）発掘調査－／枚方市文化財調査報告　第８４集

大阪府：枚方市教育委員会文化財課、（公財）大阪市博物館協会大阪文化財
研究所

2017年3月

西三荘遺跡　松下幸之助　歴史館新築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／門真市埋蔵文化財発掘
調査報告書　第１０集／公益財団法人大阪府文化財センター調査報告書　第２７２集

大阪府：門真市教育委員会、公益財団法人大阪府文化財センター 2016年11月

●兵庫県●
平成２８年度指定　兵庫県文化財調査報告書 兵庫県：兵庫県教育委員会 2017年7月

西脇市　大門畑瀬遺跡・大伏北山遺跡　－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４８６冊

兵庫県：兵庫県教育委員会 2017年3月

多可郡多可町　勝浦鉱山跡　－県単独緊急防災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４８７冊

兵庫県：兵庫県教育委員会 2017年3月

姫路市　飯田遺跡　－（二）船場川水系船場川流域治水対策河川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４８８冊

兵庫県：兵庫県教育委員会 2017年3月
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姫路市　姫路城城下町跡　－（都）船場川線街路整備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４８９冊

兵庫県：兵庫県教育委員会 2017年3月

美方郡新温泉町　タルガ山遺跡・対田清水谷古墳群　小坂谷古墳群・浅谷下山古墳群　－（国）１７８号浜
坂道路地域連携推進（道路改築）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
４９０冊

兵庫県：兵庫県教育委員会 2017年3月

丹波市　山田大山古墳群　－（砂）大山谷川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４９１冊

兵庫県：兵庫県教育委員会 2017年3月

川辺郡猪名川町　広根遺跡　－新名神高速道路　箕面～神戸間（兵庫県域）建設工事に伴う埋蔵文化財
発掘調査報告書－／兵庫県文化財調査報告　第４９２冊

兵庫県：兵庫県教育委員会 2017年3月

川辺郡猪名川町　猪渕谷坑道群間歩ヶ谷支群他　－新名神高速道路　箕面～神戸間（兵庫県域）建設工
事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４９３冊

兵庫県：兵庫県教育委員会 2017年3月

兵庫県古代官道関連遺跡調査報告書Ⅲ　兵庫県文化財調査報告　第４９４冊 兵庫県：兵庫県教育委員会 2017年3月

ＣＯＮ－ＴＥＣＨひょうご　通巻５０号 兵庫県：（公財）兵庫県まちづくり技術センター 2017年8月

ＣＯＮ－ＴＥＣＨひょうご　通巻５１号 兵庫県：（公財）兵庫県まちづくり技術センター 2018年1月

兵庫県埋蔵文化財情報　ひょうごの遺跡　９６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 2017年11月

兵庫県埋蔵文化財情報　ひょうごの遺跡　９７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 2018年3月

業務案内２０１７ 兵庫県：公益財団法人兵庫県まちづくり技術センター 2017年4月

武士が描いた絵画　研究図録シリーズ　３ 兵庫県：（公財）黒川古文化研究所 2016年10月

黒川古文化研究所紀要古文化研究　第十六号 兵庫県：公益財団法人黒川古文化研究所 2017年3月

平成２６年度芦屋市内遺跡発掘調査報告書　八十塚古墳群第１５３地点　城山・三条古墳群第１１８地点／
芦屋市文化財調査報告　第１０４集

兵庫県：芦屋市教育委員会 2016年3月

平成８年度国庫補助事業（４）芦屋市内遺跡発掘調査概要報告書　－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－／寺田遺跡（第４０地点）／芦屋市文化財調査報告　第１０５集

兵庫県：芦屋市教育委員会 2017年3月

兵庫県芦屋市八十塚古墳群岩ヶ平支群第６１号墳出土双龍環頭大刀調査・分析報告書　芦屋市文化財調
査報告　第１０６集

兵庫県：芦屋市教育委員会 2017年3月

山芦屋古墳発掘調査概要報告書　－兵庫県下有数の大型横穴式石室墳－／芦屋市文化財調査報告
第１０７集

兵庫県：芦屋市教育委員会 2017年3月

平成２８年度夏季企画展　こうべ発掘ニュース　最新号 兵庫県：神戸市教育委員会 2016年7月

平成２８年度冬季企画展　昭和のくらし・昔のくらし１１　みなと街神戸　ノスタルジー 兵庫県：神戸市教育委員会 2017年1月

神戸市埋蔵文化財センター平成２９年度春季企画展　発見！遺跡のどうぶつたち 兵庫県：神戸市教育委員会 2017年4月

神戸の遺跡シリーズ　Ⅶ　神戸の古墳－Ⅱ－ 兵庫県：神戸市教育委員会文化財課 2017年3月

神戸市埋蔵文化財分布図　平成２９年度版 兵庫県：神戸市教育委員会文化財課 2017年3月

神戸市埋蔵文化財年報　平成２６年度 兵庫県：神戸市教育委員会文化財課 2017年3月

平成２８年度秋季企画展　発掘！古代のお役所 兵庫県：神戸市教育委員会文化財課 2016年10月

兵庫津遺跡第６２次発掘調査報告書 兵庫県：神戸市教育委員会文化財課 2017年3月

有年考古　第４号 兵庫県：赤穂市教育委員会生涯学習課 2017年3月

有年地区埋蔵文化財詳細分布調査報告書　－有年地区・有年牟礼地区－／赤穂市文化財調査報告書
８４

兵庫県：赤穂市教育委員会生涯学習課 2017年3月

平成２８年度企画展　銀山攻略　～第三巻　近代の夜明け　明治時代前期の多田銀銅山～　展示解説図
録

兵庫県：猪名川町教育委員会 2016年10月

猪名川町内遺跡文化財調査報告書　平成２７年度文化財関係国庫補助事業／－差組・肝川地区　多田銀
銅山関連遺跡の調査ほか－／猪名川町文化財調査報告書　６

兵庫県：猪名川町教育委員会教育振興課社会教育室 2016年3月

川辺郡猪名川町内の木炭窯文化～調査報告書～　平成２８年度文化遺産を活かした地域活性化事業 兵庫県：猪名川町歴史文化遺産活性化実行委員会 2017年3月

尼崎市埋蔵文化財調査年報　平成２２年度－前畑遺跡第１９・２０・２１次調査、春日神社遺跡第９・１２次調
査他の概要－

兵庫県：尼崎市教育委員会 2017年3月

平成２７年度国庫補助事業尼崎市内遺跡発掘調査等概要報告書　（尼崎市文化財調査報告　第４６集） 兵庫県：尼崎市教育委員会 2017年3月

豆田遺跡　姫路市立荒川小学校プール移転工事に伴う発掘調査／姫路市埋蔵文化財センター調査報告
第４２集

兵庫県：姫路市教育委員会 2017年3月

姫路城城下町跡－姫路城跡第３３８次発掘調査報告書－　姫路市埋蔵文化財センター調査報告　第４３集 兵庫県：姫路市教育委員会 2017年3月

姫路城城下町跡－姫路城跡第３４３次発掘調査報告書－　姫路市埋蔵文化財センター調査報告　第４４集 兵庫県：姫路市教育委員会 2017年3月

姫路城城下町跡－姫路城跡第３４９次発掘調査報告書－　姫路市埋蔵文化財センター調査報告　第４５集 兵庫県：姫路市教育委員会 2017年3月

姫路城城下町跡　－姫路城跡第３５１次発掘調査報告書－／姫路市埋蔵文化財センター調査報告　第４６
集

兵庫県：姫路市教育委員会 2017年3月

播磨国分寺跡発掘調査報告書　姫路市埋蔵文化財センター調査報告　第４７集 兵庫県：姫路市教育委員会 2017年3月

姫路城城下町跡－姫路城跡第３５３次発掘調査報告書－　姫路市埋蔵文化財センター調査報告　第４８集 兵庫県：姫路市教育委員会 2017年3月

姫路城城下町跡－姫路城跡第３５４次発掘調査報告書－　姫路市埋蔵文化財センター調査報告　第４９集 兵庫県：姫路市教育委員会 2017年3月

姫路城城下町跡－姫路城跡第３５６次発掘調査報告書－　姫路市埋蔵文化財センター調査報告　第５０集 兵庫県：姫路市教育委員会 2017年3月

豆田遺跡発掘調査報告書　姫路市埋蔵文化財センター調査報告　第５１集 兵庫県：姫路市教育委員会 2017年3月

丁・柳ヶ瀬遺跡発掘調査報告書　姫路市埋蔵文化財センター調査報告　第５２集 兵庫県：姫路市教育委員会 2017年3月

丁・柳ヶ瀬遺跡発掘調査報告書　姫路市埋蔵文化財センター調査報告　第５３集 兵庫県：姫路市教育委員会 2017年3月

姫路城城下町跡－姫路城跡第３６６次発掘調査報告書－　姫路市埋蔵文化財センター調査報告　第５４集 兵庫県：姫路市教育委員会 2017年3月

豆田遺跡発掘調査報告書　姫路市埋蔵文化財センター調査報告　第５５集 兵庫県：姫路市教育委員会 2017年3月

家島諸島の考古学 兵庫県：姫路市埋蔵文化財センター 2017年1月

東播磨の弥生遺跡　遺跡・展示施設ガイドブック 兵庫県：兵庫県立考古博物館 2017年3月

兵庫県立考古博物館ＮＥＷＳ　ｖｏｌ．１９　２０１７　Ｓｐｒｉｎｇ－Ｓｕｍｍｅｒ 兵庫県：兵庫県立考古博物館 2017年3月

兵庫県立考古博物館ＮＥＷＳ　ｖｏｌ．２０　２０１７　Ａｕｔｕｍｎ－Ｗｉｎｔｅｒ 兵庫県：兵庫県立考古博物館 2017年8月

兵庫県立考古博物館館報　ｖｏｌ．８　平成２８（２０１６）年度 兵庫県：兵庫県立考古博物館 2017年8月

兵庫県立考古博物館研究紀要　第１０号 兵庫県：兵庫県立考古博物館 2017年3月

千石コレクション－鏡鑑編－ 兵庫県：兵庫県立考古博物館 2017年3月

兵庫県立考古博物館特別展図録　江戸時代の兵庫津 兵庫県：兵庫県立考古博物館 2016年10月

企画展「ひょうごの遺跡２０１７－調査研究速報－」　鑑賞の手引き 兵庫県：兵庫県立考古博物館 2017年1月

大中遺跡「再」発見！－東播磨の弥生遺跡－　平成２８年度兵庫県立考古博物館ふるさと発掘展／大中遺
跡発見５５周年記念企画展

兵庫県：兵庫県立考古博物館 2017年1月

兵庫の古鏡　特別展　開館１０周年記念　加西分館開館記念／兵庫県立考古博物館特別展展示図録　Ｎ
ｏ．２０

兵庫県：兵庫県立考古博物館 2017年3月

Ａ・ＳＡ・ＧＯのカントリーロード～ひとの道・モノの道～　展示解説図録　平成２９年度兵庫県立考古博物館
ふるさと発掘展／朝来市埋蔵文化財センター「古代あさご館」特別展／日本遺産「播但貫く、銀の馬車道
鉱石の道」認定記念

兵庫県：兵庫県立考古博物館 2017年7月

●奈良県●
－平城宮式軒瓦の展開１　６２２５－６６６３系－　－平城宮式軒瓦展開２　６２８２－６７２１系－　古代瓦研究
会シンポジウム記録　古代瓦研究Ⅶ

奈良県：独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 2017年2月

文化財担当者研修のすすめ～よりよい文化財行政のために　平成２９年５月版 奈良県：独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 2017年5月

文化財担当者研修のすすめ～よりよい文化財行政のために　平成２９年１０月版 奈良県：独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 2017年10月

遺跡情報交換標準の研究　第４版 奈良県：独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 2017年3月

奈良文化財研究所紀要　２０１７ 奈良県：独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 2017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　２０１７ 奈良県：独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 2017年7月
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第１９回古代官衙・集落研究集会報告書　官衙・集落と土器２－宮都・官衙・集落と土器－　奈良文化財研
究所研究報告　第１８冊

奈良県：独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 2016年12月

飛鳥・藤原宮発掘調査報告書Ⅴ　藤原京左京六条三坊の調査 本文編/奈良文化財研究所学報 第９４冊 奈良県：独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 2017年3月

飛鳥・藤原宮発掘調査報告書Ⅴ　藤原京左京六条三坊の調査 図版編/奈良文化財研究所学報 第９４冊 奈良県：独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 2017年3月

飛鳥資料館図録　第６６冊　平成２８年度冬期企画展　飛鳥の考古学２０１６　早川和子が描く飛鳥むかしむ
かし

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 2017年1月

飛鳥資料館図録　第６７冊　平成２９年度春期特別展　藤原京を掘る－藤原京一等地の調査 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 2017年4月

飛鳥資料館図録　第６８冊　平成２９年度秋期特別展　高松塚古墳を掘る－解明された築造方法 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 2017年10月

埋蔵文化財ニュース　１６６ 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

2016年10月

埋蔵文化財ニュース　１６７　保存科学研究集会　文化財調査におけるイメージング技術の諸問題 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

2017年3月

埋蔵文化財ニュース　１６８ 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

2017年3月

埋蔵文化財ニュース　１６９ 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

2017年3月

国立扶余文化財研究所学術研究叢書　第４９輯　韓｜中｜日古代寺址比較研究（Ⅰ）－木塔址編－（日本
語版）

奈良県：奈良文化財研究所、国立扶余文化財研究所 2017年3月

飛鳥資料館カタログ　第３４冊　平成２９年度冬期企画展　飛鳥の考古学２０１７ 奈良県：奈良文化財研究所飛鳥資料館 2018年1月

奈良県遺跡調査概報２０１５年度（第二分冊） 奈良県：奈良県立橿原考古学研究所 2017年3月

奈良県遺跡調査概報２０１６年度（第一分冊） 奈良県：奈良県立橿原考古学研究所 2017年3月

橿原考古学研究所紀要考古學論攷　第４０冊 奈良県：奈良県立橿原考古学研究所 2017年3月

奈良県立橿原考古学研究所年報　４２　平成２７年度（２０１５） 奈良県：奈良県立橿原考古学研究所 2016年11月

観音寺本馬遺跡Ⅲ（観音寺Ⅰ区）　－京奈和自動車道「御所区間」建設に伴う調査報告書　（７）－（本文
編）／奈良県立橿原考古学研究所調査報告　第１２１冊

奈良県：奈良県立橿原考古学研究所 2017年2月

観音寺本馬遺跡Ⅲ（観音寺Ⅰ区）　－京奈和自動車道「御所区間」建設に伴う調査報告書　（７）－（写真図
版編）／奈良県立橿原考古学研究所調査報告　第１２１冊

奈良県：奈良県立橿原考古学研究所 2017年2月

名勝奈良公園・興福寺跡　－興福寺子院観禅院跡の調査－／奈良県立橿原考古学研究所調査報告　第
１２２冊

奈良県：奈良県立橿原考古学研究所 2017年3月

中西遺跡Ⅰ　－京奈和自動車道「御所区間」建設に伴う調査報告書　（８）－／奈良県立橿原考古学研究
所調査報告　第１２３冊

奈良県：奈良県立橿原考古学研究所 2017年3月

藤原京右京十一条三坊・左京十一条一坊　－県道橿原神宮東口停車場飛鳥建設事業に伴う発掘調査報
告書　Ⅳ－／奈良県立橿原考古学研究所調査報告　第１２４冊

奈良県：奈良県立橿原考古学研究所 2017年3月

大塩城跡　－県道月瀬三ヶ谷線拡幅工事に伴う発掘調査報告書－／奈良県文化財調査報告書　第１７１
集

奈良県：奈良県立橿原考古学研究所 2017年3月

藤原京右京十一条三坊・四坊　－県道橿原神宮東口停車場飛鳥線建設事業に伴う発掘調査報告書　Ⅴ
－／奈良県文化財調査報告書　第１７２集

奈良県：奈良県立橿原考古学研究所 2017年3月

法貴寺斎宮前遺跡・小阪榎木遺跡　奈良県文化財調査報告書　第１７３集 奈良県：奈良県立橿原考古学研究所 2017年3月

太田遺跡　第７次調査発掘調査報告書／奈良県文化財調査報告書　第１７４集 奈良県：奈良県立橿原考古学研究所 2017年3月

史跡唐招提寺旧境内　－緊急防災施設改修事業に伴う発掘調査報告書－／奈良県文化財調査報告書
第１７７集

奈良県：唐招提寺、奈良県立橿原考古学研究所 2017年3月

元興寺文化財研究所研究報告　２０１６ 奈良県：（公財）元興寺文化財研究所 2017年3月

ならまちの南玄関－肘塚・京終の歴史文化－　（公財）元興寺文化財研究所地域連携プロジェクト成果報告
書　第１集

奈良県：（公財）元興寺文化財研究所 2017年1月

奈良県桜井市多武峯町石調査報告書　－県道桜井吉野線拡幅工事に伴う町石実測調査－ 奈良県：（公財）元興寺文化財研究所 2017年1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２３　５０ｃｍ下の桜井 奈良県：（公財）桜井市文化財協会 2017年4月

桜井市立埋蔵文化財センター展示解説書　第４３冊　平成２９年度特別展　「桜井の歴史を作った七人の
人々」

奈良県：（公財）桜井市文化財協会 2017年10月

桜井市内埋蔵文化財２００５年度発掘調査報告書１　城島遺跡第３８次調査　城島遺跡第３９次調査　城島
遺跡第４０次調査

奈良県：（公財）桜井市文化財協会 2017年2月

桜井市内埋蔵文化財　２０００年度発掘調査報告書２　大藤原京関連遺跡第２８次調査　大藤原京関連遺
跡第２９次調査　大藤原京関連遺跡第３０次調査　大藤原京関連遺跡第３１次調査　大藤原京関連遺跡第
３２次調査　大藤原京関連遺跡第３３次調査　大藤原京関連遺跡第３５次調査

奈良県：（財）桜井市文化財協会 2001年3月

桜井市平成２７年度国庫補助による発掘調査報告書　纒向遺跡第１８６次調査　纒向遺跡第１８７次調査／
桜井市埋蔵文化財発掘調査報告書　第４６集

奈良県：桜井市教育委員会文化財課 2017年3月

纒向考古学通信　Ｖｏｌ．９ 奈良県：桜井市纒向学研究センター 2017年7月

纒向考古学通信　Ｖｏｌ．１０ 奈良県：桜井市纒向学研究センター 2017年3月

纒向考古学通信　Ｖｏｌ．１１ 奈良県：桜井市纒向学研究センター 2017年7月

纒向学研究センター研究紀要　纒向学研究　第５号 奈良県：桜井市纒向学研究センター 2017年3月

桜井市纒向学研究センター年報　第４号（平成２７年度） 奈良県：桜井市纒向学研究センター 2016年11月

桜井市纒向学研究センター年報　第５号（平成２８年度） 奈良県：桜井市纒向学研究センター 2017年8月

前方後円墳の型式学的研究 奈良県：（公財）由良大和古代文化研究協会 2016年11月

奈良県御所市朝妻廃寺　－第４次発掘調査報告－／御所市文化財調査報告書　第５３集 奈良県：御所市教育委員会 2017年3月

中西遺跡　－第１２次発掘調査報告－／京奈和自動車道建設に係る発掘調査成果／御所市文化財調査
報告書　第５４集

奈良県：御所市教育委員会 2017年12月

茅原中ノ坊遺跡　－第５次発掘調査報告－／京奈和自動車道建設に係る発掘調査成果／御所市文化財
調査報告書　第５５集

奈良県：御所市教育委員会 2018年1月

「奈良県三郷町持聖院所蔵　伝解脱上人貞慶五輪塔及び五輪塔地下出土蔵骨器調査報告書」 奈良県：持聖院 2016年10月

史跡上牧久渡古墳群発掘調査報告書Ⅱ　上牧町文化財調査報告　第４集 奈良県：上牧町教育委員会 2017年3月

坪井清足著作目録 奈良県：坪井清足先生お別れの会事務局 2016年6月

唐古・鍵遺跡考古資料目録Ⅱ　－土器編２（弥生・搬入・特殊）－ 奈良県：田原本町教育委員会 2016年3月

唐古・鍵考古学ミュージアム展示図録　Ｖｏｌ．２２　平成２９年度春季企画展「弥生遺産Ⅴ～唐古・鍵遺跡初
期調査の遺物～補遺～」

奈良県：田原本町教育委員会 2017年4月

橿原市文化財調査年報　平成２７（２０１５）年度 奈良県：奈良県橿原市教育委員会 2017年3月

奈良県指定文化財　平成２６・２７年度版（第５２集） 奈良県：奈良県教育委員会事務局文化財保存課 2017年3月

奈良県内市町村埋蔵文化財技術担当者連絡協議会年報　－平成２８年度－ 奈良県：奈良県内市町村埋蔵文化財技術担当者連絡協議会 2017年3月

奈良県内市町村埋蔵文化財技術担当者連絡協議会年報　－平成２９年度－ 奈良県：奈良県内市町村埋蔵文化財技術担当者連絡協議会 2018年3月

特別史跡高松塚古墳発掘調査報告　－高松塚古墳石室解体事業にともなう発掘調査－／国宝高松塚古
墳壁画恒久保存対策事業報告書　１

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、奈良県
立橿原考古学研究所、明日香村教育委員会

2017年5月

平成２８年度秋季特別展　藤ノ木古墳の武器・武具展　－武装から藤の木古墳を考える－ 奈良県：斑鳩町教育委員会斑鳩文化財センター 2016年10月

史跡三井瓦窯跡発掘調査報告書　斑鳩町文化財調査報告　第１６集 奈良県：斑鳩町教育委員会斑鳩文化財センター 2017年3月

斑鳩文化財センター年報　第６号（平成２７年度） 奈良県：斑鳩町教育委員会斑鳩文化財活用センター 2017年3月

平成２８年度春季特別展「樋口隆康展－戦後の日本考古学の歩みとともに－」展示解説リーフレット 奈良県：斑鳩町教育委員会斑鳩文化財活用センター 2016年5月

薬師寺東塔基壇　国宝薬師寺東塔保存修理事業にともなう発掘調査概報 奈良県：法相宗大本山薬師寺 2016年3月

●和歌山県●
地宝のひびき－和歌山県内文化財調査報告会－資料集 和歌山県：（公財）和歌山県文化財センター 2017年7月
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公益財団法人和歌山県文化財センター年報　２０１６　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 2017年5月

寺内古墳群、相方遺跡　－和歌山橋本線道路改良工事及び近畿自動車道松原那智勝浦線（仮称）和歌
山南スマートインターチェンジ建設事業、海草振興局建設部庁舎移転外事業に伴う発掘調査報告書－

和歌山県：（公財）和歌山県文化財センター 2017年3月

中飯降遺跡　－一般国道２４号京奈和自動車道（紀北東道路）改築事業に伴う発掘調査報告書－ 和歌山県：（公財）和歌山県文化財センター 2017年3月

根来寺遺跡、山口古墳群　－一般国道２４号京奈和自動車道建設に伴う発掘調査報告書－ 和歌山県：（公財）和歌山県文化財センター 2017年3月

平井遺跡、平井Ⅱ遺跡　－第二阪和国道建設に伴う発掘調査報告書－ 和歌山県：（公財）和歌山県文化財センター 2017年3月

吉原遺跡　－都市防災総合推進事業に伴う発掘調査報告書－ 和歌山県：（公財）和歌山県文化財センター 2017年2月

公開シンポジウム　『中世熊野の港湾遺跡　新宮津を考える』　発表資料集 和歌山県：公益財団法人和歌山県文化財センター 2018年1月

和歌山県埋蔵文化財調査年報　－平成２７年度－ 和歌山県：和歌山県教育委員会 2017年3月

岩橋千塚古墳群　－大谷山４・５・５・３９号墳発掘調査報告書－ 和歌山県：和歌山県教育委員会 2017年3月

和歌山市埋蔵文化財発掘調査年報　－平成２６年度（２０１４年度）－ 和歌山県：（公財）和歌山市文化スポーツ振興財団 2017年3月

田屋遺跡　第１８次発掘調査報告書　和歌山市文化スポーツ振興財団発掘調査報告書　第９集 和歌山県：（公財）和歌山市文化スポーツ振興財団 2017年3月

和歌山市内遺跡発掘調査概報－平成２７年度－ 和歌山県：和歌山市教育委員会 2017年3月

和歌山市の文化財　８　太田・黒田遺跡 和歌山県：和歌山市教育委員会文化振興課 2016年3月

和歌山市の文化財　９　奥山田古墳群・奥山田遺跡 和歌山県：和歌山市教育委員会文化振興課 2016年3月

紀の川市内遺跡発掘調査概要報告書－平成２７年度－　紀の川市文化財調査報告書　第１１集 和歌山県：紀の川市教育委員会 2017年3月

●鳥取県●
新鳥取県史　考古１　旧石器・縄文・弥生時代　＜ＣＤ資料＞ 鳥取県：鳥取県 2017年3月

新鳥取県史　考古１　旧石器・縄文・弥生時代 鳥取県：鳥取県 2017年3月

妻木晩田遺跡発掘調査研究年報　２０１６ 鳥取県：鳥取県教育委員会 2017年3月

鳥取県鳥取市大桷遺跡Ⅰ　第１分冊【本文編】　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　ⅩⅩⅤ

鳥取県：鳥取県教育委員会 2017年3月

鳥取県鳥取市大桷遺跡Ⅰ　第２分冊【写真図版編】　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　ⅩⅩⅤ

鳥取県：鳥取県教育委員会 2017年3月

鳥取県鳥取市大桷遺跡Ⅱ　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　ⅩⅩ
Ⅵ

鳥取県：鳥取県教育委員会 2017年3月

史跡妻木晩田遺跡仙谷墳丘墓群発掘調査報告書－第２５・２６・２７・２９・３０・３１次発掘調査－　史跡妻木
晩田遺跡発掘調査報告書　第Ⅴ集

鳥取県：鳥取県教育委員会 2017年3月

鳥取県鳥取市気高町下坂本清合遺跡Ⅱ　第１分冊【本文編１】　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　ⅩⅩⅦ

鳥取県：鳥取県教育委員会 2017年3月

鳥取県鳥取市気高町下坂本清合遺跡Ⅱ　第２分冊【本文編２】　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　ⅩⅩⅦ

鳥取県：鳥取県教育委員会 2017年3月

鳥取県鳥取市気高町下坂本清合遺跡Ⅱ　第３分冊【写真図版編】　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　ⅩⅩⅦ

鳥取県：鳥取県教育委員会 2017年3月

鳥取県鳥取市金沢　金沢坂津口遺跡　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　ⅩⅩⅩⅠ

鳥取県：鳥取県教育委員会 2017年10月

鳥取県鳥取市松原　松原田中遺跡Ⅱ　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　ⅩⅩⅩ

鳥取県：鳥取県教育委員会 2018年1月

鳥取県鳥取市高住牛輪谷遺跡Ⅱ　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
ⅩⅩⅨ

鳥取県：鳥取県教育委員会 2018年3月

鳥取県鳥取市大桷遺跡Ⅲ　第１分冊【遺構・遺物編】　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　ⅩⅩⅧ

鳥取県：鳥取県教育委員会 2018年3月

鳥取県鳥取市大桷遺跡Ⅲ　第２分冊【自然科学分析・総括編】　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　ⅩⅩⅧ

鳥取県：鳥取県教育委員会 2018年3月

鳥取県鳥取市大桷遺跡Ⅲ　第３分冊【写真図版編】　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　ⅩⅩⅧ

鳥取県：鳥取県教育委員会 2018年3月

鳥取県鳥取市大桷遺跡Ⅳ　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　ⅩⅩ
ⅩⅢ

鳥取県：鳥取県教育委員会 2018年3月

鳥取県鳥取市　松原田中遺跡Ⅲ　第１分冊【本文編１】　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　ⅩⅩⅩⅣ

鳥取県：鳥取県教育委員会 2018年3月

鳥取県鳥取市　松原田中遺跡Ⅲ　第２分冊【本文編２】　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　ⅩⅩⅩⅣ

鳥取県：鳥取県教育委員会 2018年3月

鳥取県鳥取市　松原田中遺跡Ⅲ　第３分冊【写真図版編】　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　ⅩⅩⅩⅣ

鳥取県：鳥取県教育委員会 2018年3月

鳥取県倉吉市　山ノ下遺跡　平ノ前遺跡　一般国道３１３号（倉吉関金道路）の道路改良工事に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書　Ⅰ／鳥取県教育文化財団調査報告書　１２０

鳥取県：（公財）鳥取県教育文化財団 2018年3月

史跡上淀廃寺跡 鳥取県：鳥取県米子市教育委員会 2017年3月

調査研究紀要　８ 鳥取県：鳥取県埋蔵文化財センター 2017年3月

鳥取県埋蔵文化財センター調査研究紀要　９ 鳥取県：鳥取県埋蔵文化財センター 2018年2月

弥生の港湾集落　青谷上寺地遺跡 鳥取県：鳥取県埋蔵文化財センター 2017年3月

鳥取県鳥取市気高町会下・郡家遺跡　第１分冊　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　ⅩⅩⅩⅤ／鳥取県埋蔵文化財センター調査報告書　６５

鳥取県：鳥取県埋蔵文化財センター 2018年1月

鳥取県鳥取市気高町会下・郡家遺跡　第２分冊　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　ⅩⅩⅩⅤ／鳥取県埋蔵文化財センター調査報告書　６５

鳥取県：鳥取県埋蔵文化財センター 2018年1月

青谷上寺地遺跡１４（第１５次・第１６次発掘調査報告書）　鳥取県埋蔵文化財センター調査報告　６３ 鳥取県：鳥取県埋蔵文化財センター 2017年12月

とっとり弥生の王国・２０１７　Ｓｐｒｉｎｇ　特集　倭人の食卓 鳥取県：鳥取県埋蔵文化財センター 2017年3月

とっとり弥生の王国・２０１８　Ｓｐｒｉｎｇ　特集　倭人のデザイン 鳥取県：鳥取県立むきばんだ史跡公園 2018年2月

鳥取城調査研究年報　第１０号 鳥取県：鳥取市教育委員会 2017年3月

平成２９（２０１７）年度　亀井茲矩墓調査報告書 鳥取県：鳥取市教育委員会 2017年10月

平成２８（２０１６）年度鳥取市内遺跡発掘調査概要報告書　［下味野所在遺跡　曳田所在遺跡　宮長竹ヶ鼻
遺跡　倉見古墳群　乙亥正屋敷廻遺跡　山手地ユノ谷上分遺跡　天神山遺跡　岩吉遺跡　鳥取城跡（第３
５次）　鳥取城跡（第３６次）　鳥取城跡（第３７次）　鳥取城跡（第３８次）　鳥取城下町遺跡（第４次）　鳥取城
下町遺跡（第５次）］

鳥取県：鳥取市教育委員会 2017年3月

「日本二ツ之御弓矢境」に築かれし城　因幡の山城～攻防戦の跡をめぐる～ 鳥取県：鳥取市教育委員会文化財課 2016年3月

因幡の古墳～王者の墓をめぐる～ 鳥取県：鳥取市教育委員会文化財課 2016年3月

鳥取県西伯郡伯耆町　伯耆町内遺跡発掘調査報告書　伯耆町文化財調査報告書　第４集 鳥取県：伯耆町教育委員会 2009年3月

鳥取県西伯郡伯耆町　大殿イゴ田遺跡発掘調査報告書　大和リース株式会社フレスポ伯耆新築工事に係
る埋蔵文化財発掘調査報告書／伯耆町文化財調査報告書　第６集

鳥取県：伯耆町教育委員会 2011年3月

鳥取県西伯郡伯耆町　下山北通遺跡発掘調査報告書　コカ・コーラウエスト大山プロダクツ株式会社倉庫
増設工事に係る埋蔵文化財発掘調査報告書／伯耆町文化財調査報告書　第７集

鳥取県：伯耆町教育委員会 2011年3月

鳥取県西伯郡伯耆町　伯耆町内遺跡発掘調査報告書　伯耆町文化財調査報告書　第８集 鳥取県：伯耆町教育委員会 2011年3月

鳥取県西伯郡伯耆町　久古原遺跡・大殿狐谷所在遺跡発掘調査報告書　ソフトバンクモバイル株式会社
携帯電話用無線基地局新設工事に係る埋蔵文化財発掘調査報告書／伯耆町文化財調査報告書　第９集

鳥取県：伯耆町教育委員会 2011年6月

鳥取県西伯郡伯耆町　伯耆町内遺跡発掘調査報告書　伯耆町文化財調査報告書　第１０集 鳥取県：伯耆町教育委員会 2012年3月

鳥取県西伯郡伯耆町　伯耆町内遺跡発掘調査報告書　伯耆町文化財調査報告書　第１６集 鳥取県：伯耆町教育委員会 2016年3月
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鳥取県西伯郡伯耆町　伯耆町内遺跡発掘調査報告書　伯耆町文化財調査報告書　第１７集 鳥取県：伯耆町教育委員会 2017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 2016年6月

史跡向山古墳群 鳥取県：米子市教育委員会 2017年3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６号（平成２８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 2017年3月

一般財団法人米子市文化財団埋蔵文化財調査室年報　４　平成２８年度 鳥取県：（一財）米子市文化財団 2017年3月

鳥取県西伯郡伯耆町　坂長越城ノ原遺跡・越敷山古墳群（坂長地区）　一般国道１８１号（岸本バイパス）道
路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／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　１２

鳥取県：（一財）米子市文化財団 2017年3月

鳥取県西伯郡伯耆町　金廻家ノ上ノ内遺跡・金廻家ノ上遺跡・越敷山古墳群（金廻地区）　一般国道１８１
号（岸本バイパス）道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／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　１３

鳥取県：（一財）米子市文化財団 2017年3月

赤崎台場跡発掘調査報告書　鳥取藩台場跡／琴浦町埋蔵文化財調査報告書　第１３集 鳥取県：琴浦町教育委員会 2017年7月

鳥取県東伯郡琴浦町　町内遺跡発掘調査報告書　（笠見第３遺跡、別所２２号墳）／琴浦町埋蔵文化財調
査報告書　第１４集

鳥取県：琴浦町教育委員会 2016年3月

鳥取県東伯郡琴浦町　町内遺跡発掘調査報告書　（別所第４遺跡）／琴浦町埋蔵文化財調査報告書　第１
７集

鳥取県：琴浦町教育委員会 2017年3月

鳥取県東伯郡琴浦町　別所２２号墳発掘調査報告書　一般国道９号交差点改良事業に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書／琴浦町教育委員会文化財報告書　第１６集

鳥取県：鳥取県東伯郡琴浦町教育委員会 2016年12月

●島根県●
山陰文化ライブラリー　１３　古代出雲ゼミナールⅣ－古代文化連続講座記録集－ 島根県：島根県、島根県教育委員会 2017年10月

島根県古代文化センター研究論集　第１７集　近世・近代の石見焼の研究 島根県：島根県教育委員会 2017年3月

古屋敷遺跡（Ａ・Ｅ区）　一般国道９号（静間仁摩道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　１ 島根県：島根県教育委員会 2017年1月

大西大師山遺跡　一般国道９号（朝山大田道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　７ 島根県：島根県教育委員会 2016年12月

石見銀山　－昆布山谷地区　妙本寺上墓地Ａ地点の石造物調査－／石見銀山遺跡石造物調査報告書
１７

島根県：島根県教育委員会 2017年3月

石見銀山遺跡テーマ別調査研究報告書２ 島根県：島根県教育委員会 2017年3月

石見銀山遺跡テーマ別調査研究報告書３　瑞芳鉱山・金瓜石鉱山と近代石見銀山－勝田組による鉱山開
発と文化的景観－

島根県：島根県教育委員会 2017年3月

石見銀山遺跡テーマ別調査研究報告書３　瑞芳鉱山・金瓜石鉱山と近代石見銀山－勝田組による鉱山開
発と文化的景観－【付表】

島根県：島根県教育委員会 2017年3月

のの子谷横穴墓群　京田遺跡３区　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　３

島根県：島根県教育委員会 2017年12月

浅柄Ⅲ遺跡　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　４ 島根県：島根県教育委員会 2017年12月

麓Ⅱ遺跡・坂本谷遺跡・京田遺跡（１区）　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　１

島根県：島根県教育委員会 2017年9月

玉泉寺裏遺跡（Ⅵ区・Ⅶ区）　九景川遺跡（Ⅴ区）　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　２

島根県：島根県教育委員会 2017年6月

志谷奥遺跡出土青銅器群の研究　島根県古代文化センター調査研究報告書　５４ 島根県：島根県教育委員会 2017年3月

松江城三之丸跡・松江城下町遺跡（殿町２）・松江城三之丸ノ内跡　－島根県庁庭園エノキ伐採外業務、県
庁第二分庁舎非常用発電機設置、県庁第二分庁舎長寿命化及び原子力防災センター非常用発電機更新
工事にに伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－

島根県：島根県教育委員会 2018年3月

世界遺産石見銀山遺跡の調査研究７ 島根県：島根県教育委員会、島根県教育庁文化財課世界遺産室 2017年3月

要書録　（二）　石見銀山近代史料集　第二集 島根県：島根県教育委員会、島根県教育庁文化財課世界遺産室 2017年3月

石見銀山の社会と経済　－石見銀山歴史文献調査論集－ 島根県：島根県教育庁文化財課世界遺産室 2017年3月

島根県の埋蔵文化財情報誌　ドキ土器まいぶん　ｎｏ．６１ 島根県：島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 2017年3月

島根県の埋蔵文化財情報誌　ドキ土器まいぶん　ｎｏ．６２ 島根県：島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 2017年11月

島根県の埋蔵文化財情報誌　ドキ土器まいぶん　ｎｏ．６３ 島根県：島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 2018年3月

古代文化研究　第２５号 島根県：島根県古代文化センター 2017年3月

古屋敷遺跡（Ｃ・Ｆ・Ｈ・Ｉ区）　一般国道９号（静間仁摩道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
３

島根県：国土交通省松江国道事務所、島根県教育委員会 2017年3月

古屋敷遺跡（Ｇ区）　一般国道９号（静間仁摩道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　４ 島根県：国土交通省松江国道事務所、島根県教育委員会 2017年7月

古屋敷遺跡（Ｄ区）　一般国道９号（静間仁摩道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　２ 島根県：国土交通省中国地方整備局松江国道事務所、島根県教育委員会 2017年3月

古屋敷遺跡（Ｂ区）　一般国道９号（静間仁摩道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　５ 島根県：国土交通省中国地方整備局松江国道事務所、島根県教育委員会 2017年6月

鈴見Ｂ遺跡（３区）　一般国道９号（朝山大田道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　８ 島根県：国土交通省中国地方整備局松江国道事務所、島根県教育委員会 2017年3月

大西大師山遺跡（１８・１９号横穴墓）・城ヶ谷遺跡（２区）　一般国道９号（朝山大田道路）改築工事に伴う埋
蔵文化財発掘調査報告書　８

島根県：国土交通省中国地方整備局松江国道事務所、島根県教育委員会 2017年6月

高原遺跡（３区）・中尾Ｈ遺跡（４区）・門遺跡（２区）　一般国道９号（朝山大田道路）改築工事に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書　１０

島根県：国土交通省中国地方整備局松江国道事務所、島根県教育委員会 2017年6月

鳴滝山鉛鉱山古道・御大師山古道　一般国道９号（静間・仁摩道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査
報告書　６

島根県：国土交通省中国地方整備局松江国道事務所、島根県教育委員会 2017年6月

鯛渕遺跡　一般国道９号（大田静間道路）改築工事・和江地区漁港関連道整備工事に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書／大田市埋蔵文化財発掘調査報告書　第３４集

島根県：国土交通省中国地方整備局松江国道事務所、島根県浜田水産事務
所、大田市教育委員会

2017年3月

出雲国山陰道発掘調査報告書　出雲市　三井Ⅱ・杉沢・長原遺跡の調査／出雲市の文化財報告　３３ 島根県：出雲市教育委員会 2017年3月

祇園原Ⅲ遺跡　県道斐川上島（武部２工区）改良事業予定地内埋蔵文化財発掘調査報告書／出雲市の文
化財報告　３４

島根県：出雲市教育委員会 2017年3月

平成２８年度　出雲市文化財調査報告書　出雲大社境内遺跡／出雲市の文化財報告　３５ 島根県：出雲市教育委員会 2017年3月

光泉寺遺跡　（仮称）アークタウン山代造成工事に伴う発掘調査報告書／松江市文化財調査報告書　第１７
８集

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 2017年2月

柏木遺跡　アークタウン西持田敷地造成工事に伴う発掘調査報告書／松江市文化財調査報告書　第１８０
集

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 2017年8月

埋蔵文化財課年報　＜２０＞　平成２７年度 島根県：（公財）松江市スポーツ・文化振興財団 2017年

久見高丸遺跡　隠岐の島町埋蔵文化財調査報告　２ 島根県：隠岐の島町教育委員会 2017年3月

銀が世界を変えた　２館同時開催　世界遺産登録１０周年記念　石見銀山展 島根県：石見銀山資料館、古代出雲歴史博物館 2017年7月

上塩冶横穴墓群第４０支群　県道出雲三刀屋線上塩冶工区道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書　１／出雲市の文化財報告　３２

島根県：島根県出雲県土整備事務所、出雲市教育委員会 2016年9月

広垣遺跡　市道古浦西長江線道路整備事業に伴う発掘調査報告書　２／松江市文化財調査報告書　第１
７９集

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 2017年3月

石見銀山　Ｉｗａｍｉ－Ｇｉｎｚａｎ　Ｓｉｌｖｅｒ　Ｍｉｎｅ　Ｓｉｔｅ　石見銀山遺跡発掘調査概要２５　－昆布山谷地区・宗
岡家地点・金森家地点－

島根県：島根県大田市教育委員会 2017年3月

平成２８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 2017年3月

れきはくＮＥＷＳ　ｖｏｌ．４０ 島根県：島根県立古代出雲歴史博物館 2017年6月

れきはくＮＥＷＳ　ｖｏｌ．４１ 島根県：島根県立古代出雲歴史博物館 2017年9月

れきはくＮＥＷＳ　ｖｏｌ．４２ 島根県：島根県立古代出雲歴史博物館 2018年2月

●岡山県●
岡山県埋蔵文化財報告４７ 岡山県：岡山県教育委員会 2017年12月
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前田遺跡　県道倉敷笠岡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　２４４ 岡山県：岡山県教育委員会 2018年3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　第四巻（美作国西
部編）

岡山県：岡山県古代吉備文化財センター 2018年3月

おかやま☆遺跡探訪　高梁川西岸の遺跡 岡山県：岡山県古代吉備文化財センター 2018年3月

岡山県古代吉備文化財センター所報吉備　第６３号 岡山県：岡山県古代吉備文化財センター 2017年9月

両宮山古墳２　史跡両宮山古墳墳丘裾保存整備工事に伴う確認調査／赤磐市文化財調査報告　第１２集 岡山県：岡山県赤磐市教育委員会 2018年2月

岡山市埋蔵文化財センター研究紀要　第９号 岡山県：岡山市教育委員会 2017年3月

岡山市埋蔵文化財センター年報　１６－２０１５（平成２７）年度－ 岡山県：岡山市教育委員会 2017年3月

雄町遺跡　－弥生時代の拠点的集落遺跡の発掘調査報告－ 岡山県：岡山市教育委員会 2017年3月

上伊福（済生会）遺跡３　岡山済生会総合病院管理棟・立体駐車場建設に伴う発掘調査　古墳時代以降編 岡山県：岡山市教育委員会 2017年3月

清水廃寺瓦窯跡　－本堂池改修工事に伴う発掘調査報告書－ 岡山県：岡山市教育委員会 2017年3月

津島江道遺跡　－岡山市立岡北中学校校舎改築に伴う発掘調査－ 岡山県：岡山市教育委員会 2017年3月

南方遺跡　－岡山済生会総合病院新病院建設に伴う発掘調査－＜第２分冊＞ 岡山県：岡山市教育委員会 2017年3月

年報津山弥生の里　第２４号（平成２７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 2017年3月

津山城だより　Ｎｏ．２１ 岡山県：津山市教育委員会文化課 2017年3月

備前市文化財レポート　年報　２０１６ 岡山県：備前市教育委員会生涯学習課 2017年3月

医王山東麓窯跡群発掘調査報告書Ⅱ　備前市埋蔵文化財調査報告　１２ 岡山県：備前市教育委員会生涯学習課文化財係 2017年3月

●広島県●
（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１１７号 広島県：（公財）広島県教育事業団 2017年3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１１８号 広島県：（公財）広島県教育事業団 2017年11月

年報　１４　平成２８年度 広島県：（公財）広島県教育事業団 2017年11月

平成２８年度　ひろしまの遺跡を語る　幕長戦争と西国街道－廿日市町屋跡・亀居城関連遺跡の発掘調査
と史実－記録集　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７集

広島県：（公財）広島県教育事業団 2017年12月

奥山製鉄遺跡　幹線林道整備事業（比和新庄線）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７８集

広島県：（公財）広島県教育事業団 2017年12月

湯伝遺跡　山手赤坂線街路改良事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　（１）／公益財団法人広島県教育
事業団発掘調査報告書　第７９集

広島県：（公財）広島県教育事業団 2018年2月

広島県立歴史博物館研究紀要　第１９号 広島県：広島県立歴史博物館 2017年3月

平成２８年度企画展　追加受託　至高の古地図・絵図コレクション「完成」記念守屋壽コレクションが迫る近世
日本の新たな異文化交流像　ふくやま草戸千軒ミュージアム（広島県立歴史博物館）展示図録　第５１冊

広島県：広島県立歴史博物館 2016年10月

草戸千軒町遺跡漆器関係資料２　－出土漆器等の科学分析と食漆器の諸問題－／草戸千軒町遺跡調査
研究報告　１２

広島県：広島県立歴史博物館 2017年3月

四拾貫小原第１６号古墳・下山南遺跡発掘調査報告書　広島県三次市文化財調査報告　第１０集 広島県：三次市教育委員会 2017年2月

井原市文化財センター「古代まほろば館」年報　７　平成２６年度 岡山県：井原市文化財センター「古代まほろば館」 2017年1月

平成２８年度出土文化財企画展　芸南地域の戦国時代と山城 広島県：東広島市教育委員会 2016年11月

平成２９年度出土文化財企画展　弥生時代の船と交易品 広島県：東広島市教育委員会 2017年11月

才免遺跡発掘調査報告書　－東広島市寺家土地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５４集

広島県：東広島市教育委員会 2017年3月

東広島市内遺跡発掘調査報告書１　－湯谷迫３号遺跡－　－鷺田遺跡－／東広島市教育委員会文化財
調査報告書　第５５集

広島県：東広島市教育委員会 2017年3月

妙福寺遺跡発掘調査報告書　－八本松飯田宅地開発事業－／東広島市教育委員会文化財調査報告書
第５６集

広島県：東広島市教育委員会 2017年3月

横田３号遺跡・市地遺跡発掘調査報告書　－龍王小学校新設事業－／東広島市教育委員会文化財調査
報告書　第５７集

広島県：東広島市教育委員会 2017年6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．３ 広島県：東広島市出土文化財管理センター 2015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．４ 広島県：東広島市出土文化財管理センター 2016年11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．５ 広島県：東広島市出土文化財管理センター 2017年3月

●山口県●
山口県中世城館遺跡総合調査報告書－長門国編－ 山口県：山口県教育委員会 2017年3月

山口県埋蔵文化財センター紀要　陶塤　第３０号　－平成２８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 2017年5月

山口県埋蔵文化財センター年報　－平成２８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 2017年7月

下津令遺跡４　（沖ノ下２地区、下瑞光寺地区）／山口県埋蔵文化財センター調査報告　第９８集 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、防府市教育
委員会

2017年3月

中ノ浜遺跡　山口県埋蔵文化財センター調査報告　第９９集 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 2017年3月

研究紀要　第２１号 山口県：下関市立考古博物館 2017年3月

平成２９年度特別展　遥かなる音の世界 山口県：下関市立考古博物館 2017年9月

垣外遺跡発掘調査報告２　垣外遺跡第４次調査　周南市都市計画事業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　２／周南市埋蔵文化財調査報告　第２集

山口県：周南市教育委員会 2017年3月

山口県立山口博物館研究報告　第４３号 山口県：山口県立山口博物館 2017年3月

●徳島県●
阿波遍路道　雲辺寺道・大興寺道　（伊予街道境目峠から第６６番札所雲辺寺を経て阿讃国境までの遍路
道）　調査報告書／「四国八十八箇所霊場と遍路道」調査報告書　９

徳島県：徳島県、徳島県教育委員会 2016年10月

摩廬山正壽院　焼山寺　四国八十八箇所霊場　第１２番札所　「四国八十八箇所霊場と遍路道」調査報告
書　１０－

徳島県：徳島県、徳島県教育委員会 2018年3月

赤色顔料生産遺跡及び関連遺跡の調査　採掘遺跡　土器編　徳島県埋蔵文化財調査報告書　第２集 徳島県：徳島県教育委員会 2017年3月

南海地震徳島県地震津波碑調査報告書　徳島県埋蔵文化財調査報告書　第３集 徳島県：徳島県教育委員会 2017年3月

清成遺跡　徳島県立農林水産総合技術支援センター整備運営事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書
≪第１分冊≫／徳島県埋蔵文化財センター調査報告書　第８９集

徳島県：徳島県教育委員会、（公財）徳島県埋蔵文化財センター 2017年3月

清成遺跡　徳島県立農林水産総合技術支援センター整備運営事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書
≪第２分冊≫／徳島県埋蔵文化財センター調査報告書　第８９集

徳島県：徳島県教育委員会、（公財）徳島県埋蔵文化財センター 2017年3月

●香川県●
四国八十八ヶ所霊場第七十五番札所善通寺調査報告書　香川県「四国八十八箇所霊場と遍路道」調査報
告書　８

香川県：香川県、香川県教育委員会 2017年3月

四国八十八ヶ所霊場第七十四番札所甲山寺調査報告書　香川県「四国八十八箇所霊場と遍路道」調査報
告書　９

香川県：香川県、香川県教育委員会 2017年3月

香川県文化財年報　平成２７年度 香川県：香川県教育委員会 2017年3月

ぎょくだい遺跡　地震対策ため池防災工事（宮池）改修に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 香川県：香川県教育委員会 2017年3月

蒲生遺跡　小豆地域県立学校再編整備事業（小豆地区統合校）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 香川県：香川県教育委員会 2017年3月

北岸南遺跡　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５冊 香川県：香川県教育委員会 2017年3月

太田原高州遺跡２　県道太田上町志度線道路改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 香川県：香川県教育委員会 2017年3月

川北遺跡・住屋遺跡　県道白鳥引田線及び大内白鳥インター線建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 香川県：香川県教育委員会 2017年3月

本村中遺跡　県道紫雲出山線建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　第１冊 香川県：香川県教育委員会 2017年3月

誉水中筋遺跡　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２冊 香川県：香川県教育委員会、国土交通省四国地方整備局 2017年3月

田中遺跡　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３冊 香川県：香川県教育委員会、国土交通省四国地方整備局 2017年3月
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城泉遺跡　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４冊 香川県：香川県教育委員会、国土交通省四国地方整備局 2017年12月

香川県埋蔵文化財センター年報　平成２７年度 香川県：香川県埋蔵文化財センター 2017年2月

ＮＥＷＳ　香川県立ミュージアムニュース　Ｖｏｌ．３６　春号 香川県：香川県立ミュージアム 2017年3月

ＮＥＷＳ　香川県立ミュージアムニュース　Ｖｏｌ．３７　夏号 香川県：香川県立ミュージアム 2017年6月

ＮＥＷＳ　香川県立ミュージアムニュース　Ｖｏｌ．３８　秋号 香川県：香川県立ミュージアム 2017年8月

ＮＥＷＳ　香川県立ミュージアムニュース　Ｖｏｌ．３９　冬号 香川県：香川県立ミュージアム 2017年

古代山城　屋嶋城６６７ 香川県：高松市 2017年6月

六条上青木遺跡　保育園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
１７４集

香川県：（社福）相愛福祉会、高松市教育委員会 2016年9月

高松城跡（寿町一丁目地区）　寿町一丁目マンション建設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１７６集

香川県：（株）和田コーポレーション、高松市教育委員会 2017年3月

川島本町遺跡　川島本町葬祭会館建設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１８４集

香川県：（株）ベルモニー、高松市教育委員会 2017年9月

北口遺跡　大野地区統合保育所用地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１７５
集

香川県：高松市教育委員会 2017年3月

萩前・一本木遺跡－第１分冊－　新病院整備事業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１７７集

香川県：高松市教育委員会 2017年3月

萩前・一本木遺跡－第２分冊－　新病院整備事業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１７７集

香川県：高松市教育委員会 2017年3月

萩前・一本木遺跡－第３分冊－　新病院整備事業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１７７集

香川県：高松市教育委員会 2017年3月

西植田町所在　神内城跡　高松市内遺跡発掘調査報告書／高松市埋蔵文化財調査報告　第１７８集 香川県：高松市教育委員会 2017年3月

高松市内遺跡発掘調査概報　－平成２８年度国庫補助事業－／高松市埋蔵文化財調査報告　第１７９集 香川県：高松市教育委員会 2017年3月

史跡讃岐国分尼寺跡　－第７～１４次確認調査－／高松市埋蔵文化財調査報告　第１７９集 香川県：高松市教育委員会 2017年3月

高松市指定有形民俗文化財　清水神社の甕塚調査報告書 香川県：高松市教育委員会 2017年3月

多肥平塚遺跡　都市計画道路朝日町仏生山線整備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１８０集

香川県：高松市教育委員会 2017年3月

船岡山古墳群（遺構編）　高松市教育委員会・徳島文理大学文学部連携協定調査報告書　第１冊／高松
市埋蔵文化財調査報告　第１８１集

香川県：高松市教育委員会 2017年3月

林・坊城遺跡　アパート建設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１８
２集

香川県：高松市教育委員会 2017年3月

相作馬塚古墳Ⅱ　高松市埋蔵文化財調査報告　第１８５集 香川県：高松市教育委員会・(株)日進堂 2017年8月

中林遺跡　林町事務所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１８
６集

香川県：高松市教育委員会 2017年12月

さぬき市内中世石造物分布調査（寒川町編）　平成２８年度国庫補助事業報告書／さぬき市文化財調査報
告　第１５集

香川県：さぬき市教育委員会 2017年3月

丸亀市内遺跡発掘調査報告書　第１５集　平成２８年度国庫補助事業報告書／飯山町西坂元・川原地区
大手町地区　中の池遺跡　中の池遺跡・金倉町字道上地区　川西町南字剱来地区／丸亀市埋蔵文化財
発掘調査報告　第２５冊

香川県：丸亀市教育委員会 2017年3月

中の池遺跡　丸亀市運動公園アクセス道路整備事業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２６冊

香川県：丸亀市教育委員会 2017年3月

●愛媛県●
（公財）愛媛県埋蔵文化財センター研究紀要　紀要愛媛　第１３号 愛媛県：（公財）愛媛県埋蔵文化財センター 2017年6月

愛比売　－平成２８（２０１６）年度年報－ 愛媛県：（公財）愛媛県埋蔵文化財センター 2017年6月

平成２８年度愛媛県埋蔵文化財センター・愛媛県生涯学習センター共同企画展　伊予の古代　－未知なる
伊予国府の探求に向けて－

愛媛県：（公財）愛媛県埋蔵文化財センター 2017年3月

今若遺跡２埋蔵文化財発掘調査報告書　－一般国道１９６号今治道路（湯ノ浦ＩＣ～朝倉ＩＣ間）埋蔵文化財
調査報告書　３－／埋蔵文化財発掘調査報告書　第１８９集

愛媛県：（公財）愛媛県埋蔵文化財センター 2016年9月

今若遺跡２埋蔵文化財発掘調査報告書　－一般国道１９６号今治道路（湯ノ浦ＩＣ～朝倉ＩＣ間）埋蔵文化財
調査報告書　３－（図版編）／埋蔵文化財発掘調査報告書　第１８９集

愛媛県：（公財）愛媛県埋蔵文化財センター 2016年9月

妙住院屋敷遺跡埋蔵文化財発掘調査報告書　－萬翠荘埋蔵文化財調査事業報告書－／埋蔵文化財発
掘調査報告書　第１９０集

愛媛県：（公財）愛媛県埋蔵文化財センター 2016年10月

西予市内遺跡詳細分布調査報告書Ⅳ　－平成２７～２８年度調査報告書－　西予市埋蔵文化財調査報告
書　第９集

愛媛県：愛媛県西予市教育委員会 2017年3月

愛媛県西予市宇和町　笠置峠古墳　西予市埋蔵文化財調査報告書　第１０集 愛媛県：愛媛県西予市教育委員会 2017年3月

宇和島市内遺跡調査報告書Ⅶ　平成２５年度宇和島市内遺跡発掘調査等事業報告書　宇和島市埋蔵文
化財報告　第１４集

愛媛県：宇和島市教育委員会 2015年3月

宇和島市内遺跡調査報告書Ⅷ　平成２６年度宇和島市内遺跡発掘調査等事業報告書　宇和島市埋蔵文
化財報告　第１５集

愛媛県：宇和島市教育委員会 2016年3月

●高知県●
高知県埋蔵文化財センター年報　第２６号　２０１６年度 高知県：（公財）高知県文化財団埋蔵文化財センター 2017年12月

高知県埋蔵文化財年報　１３ 高知県：高知県教育委員会文化財課 2016年12月

文化財こうち　第３号 高知県：高知県教育委員会文化財課 2017年3月

帯屋町遺跡　高知県自治会館新庁舎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４１集

高知県：高知市教育委員会 2017年3月

井尻村中遺跡　竜・井尻地区漁業集落環境整備事業に伴う発掘調査報告書／土佐市埋蔵文化財発掘調
査報告書　第４集

高知県：土佐市教育委員会 2017年3月

●福岡県●
福岡県の中近世城館跡Ⅳ－筑後地域・総括編－附．福岡県の近世台場・遠見番所・烽火台跡　福岡県中
近世城館遺跡等詳細分布調査報告書　４／福岡県文化財調査報告書　第２６０集

福岡県：福岡県教育委員会 2017年3月

研究紀要　－第３０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 2016年3月

研究紀要　－第３１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 2017年3月

埋蔵文化財調査室年報　３２（平成２６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 2016年3月

埋蔵文化財調査室年報　３３（平成２７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 2017年3月

初音遺跡　－マンション建設（初音町）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５５０集

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 2016年3月

牛丸遺跡第２地点　－小規模保育施設設置工事（昭和町）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５５１集

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 2016年3月

浅川城跡　－（仮称）浅川住宅造成計画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５５２集

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 2016年3月

屏賀坂遺跡第５地点　－宅地分譲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
５３集

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 2016年3月

水町遺跡第４地点　－住宅造成（蜷田若園三丁目）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５５４集

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 2016年3月
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菅原神社遺跡４（５区、６－２・３区、７区～８区の調査）　－折尾土地区画整理事業（堀川町地区）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５５５集

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 2017年3月

祇園町遺跡第１０地点　－９号線（高野工区）街路事業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５５６集

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 2017年3月

守恒遺跡第１４地点　－守恒本町団地第２工区市営住宅建設工事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５５７集

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 2017年3月

重住遺跡第５地点　－戸建て住宅建築（重住二丁目）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５５８集

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 2017年3月

三郎丸遺跡第４地点　－城野駅北土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財調査報告　５－／北九州市埋蔵文
化財調査報告書　第５５９集

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 2017年3月

三郎丸遺跡第５地点　－（仮称）三郎丸賃貸ビル新築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５６０集

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 2017年3月

山王遺跡第１地点　－社屋建替え工事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５６１集

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 2017年3月

山王遺跡第２地点　－仮称マルショク山王店建物新築工事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５６２集

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 2017年3月

下貫遺跡第３次調査　－宅地造成（下貫四丁目）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５６３集

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 2017年3月

室町遺跡第１２地点　－（仮称）西日本シティ銀行室町支店新築工事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５６４集

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 2017年3月

大手町遺跡第１４地点　－分譲マンション建設（大手町）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５６５集

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 2017年3月

北方遺跡第１４次調査　－マンション建設（北方一丁目）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５６６集

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 2017年3月

石田・岡屋敷遺跡第３地点　－長屋新築（上石田二丁目）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５６７集

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 2017年3月

下上津役大塚遺跡　－（仮称）町上津役西住宅型老人ホーム新築工事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５６８集

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 2017年3月

馬借遺跡　－共同住宅兼調剤薬局建設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５６９集

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 2017年3月

安倍山祭祀遺跡　－宅地造成（湯川三丁目）に伴う埋蔵文化財発掘調査業務－／北九州市埋蔵文化財調
査報告書　第５７０集

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 2017年3月

三条の国境石　－北九州市八幡東区高見所在国境石の調査報告－／北九州市埋蔵文化財調査報告書
第５７１集

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 2017年3月

屏賀坂遺跡第３地点　－個人住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告－／北九州市文化財調査報告書
第１４７集

福岡県：北九州市教育委員会 2017年3月

石田遺跡第３・４・５地点　－個人住宅建築に伴う埋蔵文化財発掘調査報告－／北九州市文化財調査報告
書　第１４８集

福岡県：北九州市教育委員会 2017年3月

城野遺跡第２・４地点　－個人住宅建築に伴う埋蔵文化財発掘調査報告－／北九州市文化財調査報告書
第１４９集

福岡県：北九州市教育委員会 2017年3月

稗田川遺跡第３地点　－個人住宅建築に伴う埋蔵文化財発掘調査報告－／北九州市文化財調査報告書
第１５０集

福岡県：北九州市教育委員会 2017年3月

津田神社遺跡第２地点　－個人住宅建築に伴う埋蔵文化財発掘調査報告－／北九州市文化財調査報告
書　第１５１集

福岡県：北九州市教育委員会 2017年3月

高野山田遺跡（第１・第２地点）　－高野地区ほ場整備工事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１５２集

福岡県：北九州市教育委員会 2017年3月

馬借遺跡第２地点　－自宅併用事務所新築工事（馬借二丁目）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告－／北九
州市文化財調査報告書　第１５３集

福岡県：北九州市教育委員会 2017年3月

「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群 福岡県：「宗像・沖ノ島と関連遺産群」世界遺産推進会議 2017年

沖ノ島研究　第三号 福岡県：「宗像・沖ノ島と関連遺産群」世界遺産推進会議 2017年3月

「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群－守り、伝える。－　第２版 福岡県：「宗像・沖ノ島と関連遺産群」世界遺産推進会議（事務局）福岡県世界
遺産登録推進室

2016年3月

千年小森遺跡　うきは市文化財調査報告書　第２２集 福岡県：うきは市教育委員会 2017年3月

生葉北遺跡３－生葉地区遺跡Ⅰ北側調査区の報告－　うきは市文化財調査報告書　第２３集 福岡県：うきは市教育委員会 2017年3月

うきは円形劇場　うきは市文化財調査報告書　第２４集 福岡県：うきは市教育委員会 2017年3月

みやこ町内遺跡群Ⅸ　県営ほ場整備事業（犀川南部地区）に係る埋蔵文化財調査報告／－福岡県京都郡
みやこ町犀川大熊地区所在遺跡の調査（遺物編）－／みやこ町文化財調査報告書　第１５集

福岡県：みやこ町教育委員会 2017年3月

松延遺跡　県営圃場整備事業関係埋蔵文化財調査報告／福岡県みやま市瀬高町所在遺跡の調査／み
やま市文化財調査報告書　第１３集

福岡県：みやま市教育委員会 2017年3月

むなかた電子博物館紀要　第７号 福岡県：むなかた電子博物館 2016年3月

鳥見山遺跡群　遠賀町文化財調査報告書　第２１集 福岡県：遠賀町教育委員会 2017年3月

海の道むなかた館年報　Ⅳ　平成２７年度の報告 福岡県：海の道むなかた館 2016年8月

海の道むなかた館 福岡県：海の道むなかた館（宗像市郷土文化学習交流館） 2015年3月

久留米市文化財保護課年報　Ｖｏｌ．１２　平成２６・２７年度版 福岡県：久留米市 2017年3月

■原侍屋敷遺跡－第２０次発掘調査報告－　久留米市文化財調査報告書　第３７０集 福岡県：久留米市教育委員会 2016年9月

庄島侍屋敷遺跡－第１０次発掘調査報告－　久留米市文化財調査報告書　第３７１集 福岡県：久留米市教育委員会 2016年12月

久留米城下町遺跡（原古賀町三丁目）－第２５次発掘調査報告－　久留米市文化財調査報告書　第３７２
集

福岡県：久留米市教育委員会 2016年12月

三反田遺跡－第１次発掘調査概要報告－　久留米市文化財調査報告書　第３７３集 福岡県：久留米市教育委員会 2016年12月

久留米城外郭遺跡－第２４次発掘調査報告－　久留米市文化財調査報告書　第３７４集 福岡県：久留米市教育委員会 2017年1月

京隈侍屋敷遺跡－第２８次発掘調査報告－　久留米市文化財調査報告書　第３７５集 福岡県：久留米市教育委員会 2017年2月

碇遺跡－第５次発掘調査報告－　県営経営体育成基盤整備事業住吉地区関係発掘調査報告書　１／久
留米市文化財調査報告書　第３７６集

福岡県：久留米市教育委員会 2017年3月

白川遺跡－第６次発掘調査報告－　久留米市文化財調査報告書　第３７７集 福岡県：久留米市教育委員会 2017年3月

高三潴遺跡－第５次発掘調査概要報告－　久留米市文化財調査報告書　第３７８集 福岡県：久留米市教育委員会 2017年3月

久留米市埋蔵文化財調査集報ⅩⅦ　竜頭遺跡（第１次）　屋敷１号墳（第１次）　畑中遺跡（第２次）　久留米
城下町遺跡（第１２次）　野瀬塚遺跡（第５次）　筑後国府跡（第２７８次）／久留米市文化財調査報告書　第
３７９集

福岡県：久留米市教育委員会 2017年3月

日渡遺跡群Ⅶ　正福寺遺跡第７次調査「編組製品遺物編」　縄文時代後期の低湿地遺跡の調査　②／久
留米市文化財調査報告書　第３８０集

福岡県：久留米市教育委員会 2017年3月

筑後国府跡－平成２７・２８年度発掘調査報告－　久留米市文化財調査報告書　第３８１集 福岡県：久留米市教育委員会 2017年3月

平成２８年度　久留米市内遺跡群　益生田古墳群（第４次調査）　隈山古墳群（第２次調査）　京隈侍屋敷遺
跡（第２９次調査）　大園遺跡（第５次調査）　白川遺跡（第１０次調査）／久留米市文化財調査報告書　第３
８２集

福岡県：久留米市教育委員会 2017年3月

久留米藩主有馬家墓所Ⅱ　福岡県有形文化財（建造物）久留米藩有馬家霊屋（梅林院他霊屋、春林院他
霊屋、春林院霊屋、長壽院霊屋、瓊林院霊屋）／【久留米市文化財調査報告書　第３８４集】

福岡県：久留米市教育委員会 2017年3月

31



九歴だより　第４５号 福岡県：九州歴史資料館 2017年4月

九歴だより　第４６号 福岡県：九州歴史資料館 2017年10月

九州歴史資料館　研究論集　４２ 福岡県：九州歴史資料館 2017年3月

交流のかなめ　ふくおか　九州歴史資料館展示案内 福岡県：九州歴史資料館 2017年2月

特別展「八女の名宝」　歴史と自然がおりなす郷 福岡県：九州歴史資料館 2016年9月

九州歴史資料館第三七回企画展「大宰府の役人と文房具」 福岡県：九州歴史資料館 2016年11月

大宰府政庁周辺官衙跡Ⅸ－大楠地区総括・図版編－ 福岡県：九州歴史資料館 2017年3月

大宰府政庁周辺官衙跡Ⅹ－広丸地区　遺構編－ 福岡県：九州歴史資料館 2017年3月

伊良原Ⅳ　上伊良原マトコロ遺跡・下伊良原フラノ遺跡・下伊良原東向川原遺跡・下伊良原羽後屋敷遺跡・
下伊良原中ノ切遺跡／伊良原ダム関係埋蔵文化財調査報告　－４－／福岡県文化財調査報告書　第２５
５集

福岡県：九州歴史資料館 2017年3月

伊良原Ⅴ　下伊良原高木神社跡　下伊良原庄屋屋敷跡　下伊良原宮園遺跡　上伊良原高木神社跡　上
伊良原善治遺跡／伊良原ダム関係埋蔵文化財調査報告　－５－／福岡県文化財調査報告書　第２５６集

福岡県：九州歴史資料館 2017年3月

伊良原Ⅵ　下伊良原西の塚遺跡　下伊良原下地ヶ原遺跡　下伊良原平原遺跡　下伊良原中ノ坪遺跡／伊
良原ダム関係埋蔵文化財調査報告　－６－／福岡県文化財調査報告書　第２５７集

福岡県：九州歴史資料館 2017年3月

五ケ山Ⅲ　五ケ山倉谷地区（尼寺跡遺跡群３・４・６～８区）　福岡県営五ケ山ダム関係埋蔵文化財調査報告
Ⅳ／福岡県文化財調査報告書　第２５８集

福岡県：九州歴史資料館 2017年3月

知恩寺跡　県道英彦山添田線改良事業関係埋蔵文化財調査報告／－福岡県田川郡添田町添田所在遺
跡の調査－／福岡県文化財調査報告書　第２５９集

福岡県：九州歴史資料館 2017年3月

金比羅山古墳　－福岡県嘉穂郡桂川町大字寿命所在前方後円墳の調査－／桂川町文化財調査報告書
第２０集

福岡県：桂川町教育委員会 2015年3月

西谷経塚古墓　－福岡県行橋市大字西谷所在の中世墓の調査－／行橋市文化財調査報告書　第６１集 福岡県：行橋市教育委員会 2017年3月

干潟猿山遺跡２　－福岡県小郡市干潟所在遺跡の調査報告－／小郡市文化財調査報告書　第３０９集 福岡県：小郡市教育委員会 2017年3月

埋蔵文化財調査報告書９　－平成２６・２７年度国庫補助事業市内遺跡調査報告書－／小郡若山遺跡８
福童町遺跡１３　大保西小路遺跡７／小郡市文化財調査報告書　第３１０集

福岡県：小郡市教育委員会 2017年3月

三国小学校遺跡５　－福岡県小郡市力武所在遺跡の調査報告－／小郡市文化財調査報告書　第３１１集 福岡県：小郡市教育委員会 2017年3月

横隈上ノ原上遺跡３　－福岡県小郡市横隈所在遺跡の調査報告－／小郡市文化財調査報告書　第３１２
集

福岡県：小郡市教育委員会 2017年3月

大崎小園遺跡４　－福岡県小郡市大崎所在遺跡の調査報告－／小郡市文化財調査報告書　第３１３集 福岡県：小郡市教育委員会 2017年3月

堀川文化財総合調査報告　福岡県北九州市・中間市・遠賀郡水巻町所在堀川の調査／水巻町文化財調
査報告書　第１０集

福岡県：水巻町教育委員会 2017年3月

川崎町内遺跡群　－川崎町内所在の埋蔵文化財発掘調査－／川崎町文化財調査報告書　第１７集 福岡県：川崎町教育委員会 2017年3月

田原遺跡７次調査　－川崎町大字田原所在の埋蔵文化財発掘調査－／川崎町文化財調査報告書　第１８
集

福岡県：川崎町教育委員会 2017年3月

太宰府・国分地区遺跡群４　－国分千足町遺跡第１・２・３・７次調査－／太宰府市の文化財　第１３０集 福岡県：太宰府市教育委員会 2017年3月

大宰府条坊跡４７　－第３４・５３・５４・７４・１７３・３０５・３０８次調査－／太宰府市の文化財　第１３１集 福岡県：太宰府市教育委員会 2017年3月

奥園遺跡２　－奥園遺跡第１・６次調査、湯の谷遺跡第１次調査－／太宰府市の文化財　第１３２集 福岡県：太宰府市教育委員会 2017年12月

太宰府市民遺産２０１７ 福岡県：太宰府市教育委員会文化財課 2017年

高樋辻遺跡２・３　福岡県三井郡大刀洗町大字高樋所在遺跡の調査／大刀洗町文化財調査報告書　第５
３集

福岡県：大刀洗町教育委員会 2014年3月

高樋辻遺跡４（墳墓編）　福岡県三井郡大刀洗町大字高樋所在遺跡の調査／大刀洗町文化財調査報告書
第５７集

福岡県：大刀洗町教育委員会 2015年3月

高樋辻遺跡５（第５次調査甕棺墓編）　福岡県三井郡大刀洗町大字高樋所在遺跡の調査／大刀洗町文化
財調査報告書　第５８集

福岡県：大刀洗町教育委員会 2015年3月

高樋辻遺跡５（第５次調査土壙墓・木棺墓・土坑編）　福岡県三井郡大刀洗町大字高樋所在遺跡の調査／
大刀洗町文化財調査報告書　第６０集

福岡県：大刀洗町教育委員会 2016年3月

高樋辻遺跡６・７　福岡県三井郡大刀洗町大字高樋所在遺跡の調査／大刀洗町文化財調査報告書　第６
１集

福岡県：大刀洗町教育委員会 2016年3月

高樋辻遺跡（総括・考察編）　福岡県三井郡大刀洗町大字高樋所在遺跡調査報告書／大刀洗町文化財調
査報告書　第６２集

福岡県：大刀洗町教育委員会 2017年3月

旧九州鉄道城山三連橋梁　国・登録有形文化財・旧九州鉄道城山三連橋梁の発掘調査／筑紫野市文化
財調査報告書　第１１１集

福岡県：筑紫野市教育委員会 2017年3月

堀池遺跡第３・５・６次発掘調査　筑紫野市文化財調査報告書　第１１２集 福岡県：筑紫野市教育委員会 2017年3月

原口遺跡第２次・第３次発掘調査　筑紫野市文化財調査報告書　第１１３集 福岡県：筑紫野市教育委員会 2017年3月

朝倉古窯跡群　小隈窯跡・山隈窯跡・八並窯跡　福岡県朝倉郡筑前町下高場・山隈・三並所在の初期須
恵器窯跡調査報告／筑前町文化財調査報告書　第２１集

福岡県：筑前町教育委員会 2017年3月

垣生遺跡　遠賀川河道掘削に伴う試掘調査／中間市文化財調査報告書　第７集 福岡県：中間市教育委員会 2017年3月

朝倉市文化財年報　（平成２４年度） 福岡県：朝倉市教育委員会 2014年3月

島原一揆談話　朝倉市内所在近世文書の調査／朝倉市文化財調査報告書　第二〇集 福岡県：朝倉市教育委員会 2014年3月

頓田立野遺跡Ⅱ　朝倉市文化財調査報告書　第２１集 福岡県：朝倉市教育委員会 2014年3月

黒川院Ⅳ　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２３集 福岡県：朝倉市教育委員会 2015年3月

内橋鏡遺跡２次調査・内橋カラヤ遺跡　福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋字鏡、字カラヤ所在遺跡の調査／
粕屋町文化財調査報告書　第４０集

福岡県：粕屋町教育委員会 2017年3月

戸原寺田遺跡　福岡県糟屋郡粕屋町大字戸原字寺田所在遺跡の調査／粕屋町文化財調査報告書　第４
１集

福岡県：粕屋町教育委員会 2017年3月

弥五郎遺跡　共同住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／八女市文化財調査報告書　第１１５集 福岡県：八女市教育委員会 2016年12月

蒲原・代官田遺跡　福岡県八女市蒲原所在遺跡の発掘調査報告書／八女市文化財調査報告書　第１１６
集

福岡県：八女市教育委員会 2016年12月

八女市内遺跡群１０　福岡県八女市酒井田所在　宮ノ前遺跡発掘調査報告書／八女市文化財調査報告
書　第１１７集

福岡県：八女市教育委員会 2017年3月

八女市内遺跡群１１　福岡県八女市酒井田所在遺跡の調査報告書／八女市文化財調査報告書　第１１８
集

福岡県：八女市教育委員会 2017年3月

八女市内遺跡群１２　福岡県八女市川犬所在遺跡の調査報告書／八女市文化財調査報告書　第１１９集 福岡県：八女市教育委員会 2017年3月

八女市内遺跡群１３　福岡県八女市緒玉所在　水洗遺跡発掘調査報告書／八女市文化財調査報告書　第
１２０集

福岡県：八女市教育委員会 2017年3月

上西郷ヲヲモリ・ババガタニ遺跡　３３・３４号墳　福津市文化財調査報告書　第１８集 福岡県：福津市教育委員会 2017年3月

亀山城　福津市文化財調査報告書　第１９集 福岡県：福津市教育委員会 2017年3月

北九州市の民俗芸能 福岡県：北九州市教育委員会 2000年3月

北九州市立自然史・歴史博物館研究報告Ｂ類（歴史）　第１４号 福岡県：北九州市立自然史・歴史博物館 2017年3月

中島城跡　住宅市街地総合整備事業に伴う道路工事に関わる埋蔵文化財の調査報告書／福岡県柳川市
大和町中島字二重所在遺跡の調査／柳川市文化財調査報告書　第３集

福岡県：柳川市教育委員会 2007年3月

下百町遺跡群Ⅱ　柳川駅東部土地区画整理事業関係埋蔵文化財発掘調査報告書　第２集／－福岡県柳
川市下百町所在遺跡の調査－／柳川市文化財調査報告書　第１２集

福岡県：柳川市教育委員会 2017年3月

本町袋町遺跡・南長柄町遺跡　都市計画街路三橋筑紫橋線道路改良事業に係る埋蔵文化財の調査報告
書／福岡県柳川市袋町及び南長柄町所在遺跡の調査／柳川市文化財調査報告書　第４集

福岡県：柳川市教育委員会 2008年3月
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細工町遺跡・新町遺跡　都市計画街路三橋筑紫橋線道路改良事業に係る埋蔵文化財の調査報告書／福
岡県柳川市細工町及び新町所在遺跡の調査／柳川市文化財調査報告書　第５集

福岡県：柳川市教育委員会 2008年3月

出来町遺跡　－福岡県柳川市出来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１３
集

福岡県：柳川市教育委員会 2017年3月

●佐賀県●
汐井川古墳群　－西九州自動車道建設に係る文化財調査報告書　（１８）－／佐賀県文化財調査報告書
第２１５集

佐賀県：佐賀県教育委員会 2017年3月

打越遺跡　－西九州自動車道建設に係る文化財調査報告書　（１９）－／佐賀県文化財調査報告書　第２１
７集

佐賀県：佐賀県教育委員会 2017年9月

吉野ヶ里遺跡－弥生時代の墳丘墓－　佐賀県文化財調査報告書　第２１９集 佐賀県：佐賀県教育委員会 2018年2月

小川内遺跡Ⅱ・小川内小学校遺跡　－福岡県営五ケ山ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－／
佐賀県文化財調査報告書　第２２０集

佐賀県：佐賀県教育委員会 2018年3月

旭ヶ岡遺跡Ⅱ・鹿島城跡Ⅳ　佐賀県立鹿島高等学校普通教室棟新築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査／
鹿島市文化財調査報告書　第２０集

佐賀県：佐賀県鹿島市教育委員会 2017年3月

土の美　古唐津－肥前陶器のすべて－ 佐賀県：佐賀県立九州陶磁文化館 2008年9月

特別史跡「名護屋城跡並びに陣跡」徳川家康陣跡（Ｎｏ.１０陣跡）　佐賀県立名護屋城博物館調査報告書
第１３集

佐賀県：佐賀県立名護屋城博物館 2017年3月

歴史をぬりかえた縄文のタイムカプセル　平成２８年度文化庁国庫補助事業　国史跡指定記念シンポジウム
縄文の奇跡！東名遺跡－有明海に沈んだまぼろしの縄文文化－　記録集

佐賀県：佐賀市教育委員会 2017年3月

歴史をぬりかえた縄文のタイムカプセル　平成２８年度文化庁国庫補助事業　国史跡指定記念シンポジウム
縄文の奇跡！東名遺跡－有明海に沈んだまぼろしの縄文文化－

佐賀県：佐賀市教育委員会 2016年11月

佐賀城史料集　佐賀市埋蔵文化財調査報告書　第一〇一集 佐賀県：佐賀市教育委員会 2017年3月

松原遺跡５区　佐賀市埋蔵文化財調査報告書　第１０２集 佐賀県：佐賀市教育委員会 2017年3月

佐賀市埋蔵文化財確認調査報告書－２０１４年度－　佐賀市埋蔵文化財調査報告書　第１０３集 佐賀県：佐賀市教育委員会 2017年3月

蛎久遺跡３区　佐賀県佐賀市鍋島町所在遺跡調査報告書／佐賀市埋蔵文化財調査報告書　第１０４集 佐賀県：佐賀市教育委員会 2017年3月

上和泉遺跡１０区　第２分冊　－佐賀市久保泉工業団地関係埋蔵文化財発掘調査報告書　３２－／佐賀市
埋蔵文化財調査報告書　第１０５集

佐賀県：佐賀市教育委員会 2017年3月

南宿遺跡　野々中遺跡　下和泉一本楠遺跡　－主要地方道佐賀外環状線地方特定道路整備事業に伴う
発掘調査－／佐賀市埋蔵文化財調査報告書　第１０６集

佐賀県：佐賀市教育委員会 2017年3月

下印鑰遺跡－１区の調査－　佐賀市埋蔵文化財調査報告書　第１０７集 佐賀県：佐賀市教育委員会 2017年3月

上峰町内遺跡確認調査Ⅶ　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２６年度
－／上峰町文化財調査報告書　第４１集

佐賀県：上峰町教育委員会 2016年3月

多久市内遺跡発掘調査報告書（７）　平成２１年度～２３年度の調査　多久市文化財調査報告書　第５６集 佐賀県：多久市教育委員会 2016年3月

国史跡　唐津松浦墳墓群 佐賀県：唐津市教育委員会生涯学習文化財課 2017年

●長崎県●
長崎県埋蔵文化財調査年報　２４［平成２７年度調査分］ 長崎県：長崎県教育委員会 2017年3月

長崎県埋蔵文化財調査年報　２５［平成２８年度調査分］ 長崎県：長崎県教育委員会 2017年11月

原の辻遺跡　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２０集 長崎県：長崎県教育委員会 2017年3月

井樋堤塘跡　平成２７年度江ノ浦川河川改良事業に係る井樋堤塘跡発掘調査報告書／長崎県埋蔵文化
財センター調査報告書　第２１集

長崎県：長崎県教育委員会 2017年3月

諫早家御屋敷跡Ⅱ　長崎県立諫早高等学校図書館棟増設工事に係る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２２集

長崎県：長崎県教育委員会 2017年3月

諫早農業高校遺跡　平成２９年度諫早農業高校草花管理室・収納室改築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２４集

長崎県：長崎県教育委員会 2018年3月

竹松遺跡Ⅱ　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　Ⅴ／新幹線
文化財調査事務所調査報告書　第５集

長崎県：長崎県教育委員会 2017年11月

一里松遺跡　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　Ⅶ／新幹線
文化財調査事務所調査報告書　第７集

長崎県：長崎県教育委員会 2018年3月

三城城下跡　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　Ⅷ／新幹線
文化財調査事務所調査報告書　第８集

長崎県：長崎県教育委員会 2018年3月

今富城跡　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　Ⅸ／新幹線文
化財調査事務所調査報告書　第９集

長崎県：長崎県教育委員会 2017年10月

長崎県埋蔵文化財センター研究紀要　第７号 長崎県：長崎県埋蔵文化財センター 2017年3月

長崎県埋蔵文化財センター研究紀要　第８号 長崎県：長崎県埋蔵文化財センター 2018年3月

子どもたちのための考古学情報誌　キッズこうこがく　第１３号 長崎県：長崎県埋蔵文化財センター 2017年

子どもたちのための考古学情報誌　キッズこうこがく　第１４号 長崎県：長崎県埋蔵文化財センター 2018年3月

女神台場跡　－第１、２次発掘調査報告書－ 長崎県：長崎市教育委員会 2017年3月

上油堀遺跡・下油堀遺跡　農業競争力強化基盤整備事業　農地整備事業（畑地帯担い手育成型）三会原
第３地区に伴う埋蔵文化財発掘調査／島原市文化財調査報告書　第１７集

長崎県：島原市教育委員会 2017年12月

金石城跡保存整備事業報告書　対馬市文化財整備報告書　第２集 長崎県：対馬市教育委員会 2017年3月

大村市　市内遺跡発掘調査概報８　大村市文化財調査報告　第４２集 長崎県：大村市教育委員会 2017年3月

●熊本県●
九州国立博物館「大宰府学研究」事業　熊本県「古代山城に関する研究会」事業合同シンポジウム　徹底
追究！大宰府と古代山城の誕生－発表資料集－

熊本県：九州国立博物館、熊本県教育委員会 2017年2月

平成二八年度鞠智城跡「特別研究」論文集　鞠智城と古代社会　－第五号－ 熊本県：熊本県教育委員会 2017年3月

文化財通信くまもと　第３５号 熊本県：熊本県教育委員会 2017年3月

鞠智城東京シンポジウム二〇一六成果報告書　鞠智城の終焉と平安社会　～古代山城の退場～ 熊本県：熊本県教育委員会 2017年3月

清水町遺跡　－八代公共職業安定所建て替えに係る埋蔵文化財発掘調査報告－／熊本県文化財調査報
告　第３２４集

熊本県：熊本県教育委員会 2017年3月

下南部遺跡　－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－／熊本県文化財調査
報告　第３２５集

熊本県：熊本県教育委員会 2017年3月

上南部遺跡　白川河川激甚災害特別緊急事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　（４）／熊本県文化財調
査報告　第３２６集

熊本県：熊本県教育委員会 2017年3月

轟貝塚Ⅱ　－平成２３～２８年度（第９～１３次）発掘調査概要報告書－／宇土市埋蔵文化財調査報告書
第３６集

熊本県：熊本県宇土市教育委員会 2017年3月

復興　熊本城　Ｖｏｌ．１ 熊本県：熊本市、熊本日日新聞社 2017年12月

熊本市埋蔵文化財調査年報　第１９号　－平成２７年度－ 熊本県：熊本市教育委員会 2017年3月

大江遺跡群１３　－大江遺跡群第１４９次調査区発掘調査報告書－／消防本部施設機能強化事業にともな
う埋蔵文化財発掘調査報告／熊本市の文化財　第６３集

熊本県：熊本市教育委員会 2017年3月

平成６～１０年度植木町内遺跡発掘調査報告書　熊本市の文化財　第６４集 熊本県：熊本市教育委員会 2017年3月

今宿遺跡　市営山本団地建替えに伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／熊本市の文化財　第６５集 熊本県：熊本市教育委員会 2017年3月

古閑天神平遺跡　旧町道余内古閑線道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告／熊本市の文化財
第６６集

熊本県：熊本市教育委員会 2017年3月

国指定史跡池辺寺跡保存整備工事報告書　熊本市の文化財　第６７集 熊本県：熊本市教育委員会 2017年3月

諏訪原遺跡　熊本市の文化財　第６８集 熊本県：熊本市教育委員会 2017年3月
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熊本市埋蔵文化財発掘調査報告集－平成２８年度－第１分冊　〔調査報告〕新屋敷遺跡第７次調査区　新
屋敷遺跡第５４次調査区　黒髪町遺跡群第３次調査区　黒髪町遺跡群第１２次調査区　黒髪町遺跡群第１
３次調査区　大江遺跡群第６２次調査区　大江遺跡群第９５次調査区　飛田遺跡群第３次調査区　竹ノ後・
芭蕉遺跡群第１次調査区　竹ノ後・芭蕉遺跡群第３次調査区　江津湖遺跡群第１３次調査区　沼山津遺跡
第７次調査区／熊本市の文化財　第７０集

熊本県：熊本市教育委員会 2017年9月

熊本市埋蔵文化財発掘調査報告集－平成２８年度－第２分冊　〔調査報告〕新屋敷遺跡第５２次調査区
神水遺跡第１５次調査区　神水遺跡第３７次調査区／熊本市の文化財　第７１集

熊本県：熊本市教育委員会 2017年9月

熊本城～復興に向けて～　平成２９年春 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 2017年

熊本城調査研究センター年報　３　平成２８年度 熊本県：熊本市熊本城調査研究センター 2017年7月

熊本城跡発掘調査報告書４　－熊本博物館増改築工事に伴う三の丸地区の発掘調査－／熊本城調査研
究センター報告書　第４集

熊本県：熊本市熊本城調査研究センター 2017年3月

西片稲村遺跡　西片下通丸遺跡　西片乙津遺跡　－都市計画道路『西片西宮線』建設に伴う埋蔵文化財
発掘調査－／八代市文化財調査報告書　第４７集

熊本県：八代市教育委員会 2017年3月

●大分県●
「やばけい遊覧～大地に描いた山水絵巻の道をゆく～」　やばけい遊覧の旅に出かけよう！ 大分県：大分県教育庁文化課 不明

豊後府内を掘る　～明らかになった戦国時代の都市～／豊の国考古学ライブラリー　４ 大分県：大分県教育庁埋蔵文化財センター 2016年7月

大分県教育庁埋蔵文化財センター年報　３ 大分県：大分県教育庁埋蔵文化財センター 2017年3月

石田横穴墓群　一般国道５７号大野竹田道路建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　（３）／大分県
教育庁埋蔵文化財センター調査報告書　第９２集

大分県：大分県教育庁埋蔵文化財センター 2017年3月

有添田遺跡　－県道白丹竹田線（飛田川工区）道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－／大分
県教育庁埋蔵文化財センター調査報告書　第９３集

大分県：大分県教育庁埋蔵文化財センター 2017年3月

原口遺跡　県道渋見成恒中津線道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／大分県教育庁埋蔵文
化財センター調査報告書　第９４集

大分県：大分県教育庁埋蔵文化財センター 2017年3月

四日市遺跡１　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　（１）／大分県教育庁埋蔵文化
財センター発掘調査報告書　第９５集

大分県：大分県教育庁埋蔵文化財センター 2017年3月

羽室遺跡　大分県立別府羽室台高等学校建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／大分県教育庁埋蔵文
化財センター調査報告書　第９６集

大分県：大分県教育庁埋蔵文化財センター 2017年3月

大分の中世石造遺物　第５集　総括編　大分県教育庁埋蔵文化財センター調査報告書　第９７集 大分県：大分県教育庁埋蔵文化財センター 2017年3月

大分の中世石造遺物　第５集別冊（拓影編）　大分県教育庁埋蔵文化財センター調査報告書　第９７集 大分県：大分県教育庁埋蔵文化財センター 2017年3月

大分県内遺跡発掘調査概報２０ 大分県：大分県教育庁埋蔵文化財センター 2017年3月

大分県立歴史博物館年報　２０１６ 大分県：大分県立歴史博物館 2017年5月

大分県仏教美術調査報告３　法照寺の什物　１ 大分県：大分県立歴史博物館 2017年3月

大分県歴史資料調査報告４　真玉八幡宮関係資料１　八幡宮年中行司 大分県：大分県立歴史博物館 2017年3月

豐後國山香郷の調査　本編　大分県立歴史博物館報告書　第１７集 大分県：大分県立歴史博物館 2016年3月

沖代条里の調査１　大分県荘園村落遺跡詳細分布調査概要報告書 大分県：大分県立歴史博物館 2017年3月

大友府内２５　中世大友府内町跡第１０５・１０６・１０９次調査　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　２／大分市埋蔵文化財発掘調査報告書　第１４５集

大分県：大分市教育委員会 2017年2月

横尾遺跡１１　－大分市横尾土地区画整理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１４６集

大分県：大分市教育委員会 2017年3月

猪野遺跡３　第７次調査　－宅地造成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１４７集

大分県：大分市教育委員会 2017年3月

上野遺跡群３　第２１次調査　－上野配水池築造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１４８集

大分県：大分市教育委員会 2017年3月

玉沢地区条里跡１１　第２２次調査　－共同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１４９集

大分県：大分市教育委員会 2017年3月

大分市埋蔵文化財調査概要報告２０１６　平成２７年度 大分県：大分市教育委員会 2017年3月

大友氏館跡２　庭園跡周辺の確認調査報告書／大分県大分市顕徳町３丁目所在の大友氏館跡確認調査
報告書　（２）／大分市埋蔵文化財発掘調査報告書　第１４４集

大分県：大分市教育委員会文化財課 2017年1月

市内遺跡発掘調査概報２５　平成２８年度調査の概要 大分県：宇佐市教育委員会 2017年3月

日田市埋蔵文化財年報　平成２８年度（２０１６年度） 大分県：日田市教育委員会 2017年6月

朝日の遺跡Ⅳ　君迫遺跡・山ノ神（二串）遺跡の調査　－県営経営体育成基盤整備事業朝日地区に伴う埋
蔵文化財発掘調査報告書　（４）－／日田市埋蔵文化財調査報告書　第１２５集

大分県：日田市教育委員会 2017年2月

出口遺跡　－県営中山間地域総合整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－／日田市埋蔵文化財調
査報告書　第１２６集

大分県：日田市教育委員会 2017年3月

元宮遺跡５次　日田市埋蔵文化財調査報告書　第１２７集 大分県：日田市教育委員会 2017年3月

村前遺跡　市内遺跡発掘調査報告　１８／日田市埋蔵文化財調査報告書　第１２８集 大分県：日田市教育委員会 2017年3月

一丁田遺跡３次　日田市埋蔵文化財調査報告書　第１２９集 大分県：日田市教育委員会 2017年3月

赤迫遺跡－Ｂ～Ｆ区－　日田市埋蔵文化財調査報告書　第１３０集 大分県：日田市教育委員会 2017年3月

史跡ガランドヤ古墳保存整備事業報告書Ⅰ　－１号墳の保存整備報告－ 大分県：日田市教育委員会 2017年3月

豆田の町並み保存　日田市豆田町伝統的建造物群保存地区／－２０１０～２０１４－／日田市豆田町伝統
的建造物群保存地区修理報告書

大分県：日田市教育委員会 2017年3月

別府市　市内遺跡確認調査報告書－平成２７年度調査の記録－　市内遺跡発掘調査に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書　８／別府市埋蔵文化財発掘調査報告書　第９集

大分県：別府市教育委員会 2017年3月

豊後大野市内遺跡発掘調査概要報告書６　平成２６年度調査 大分県：豊後大野市教育委員会 2016年3月

豊後大野市内遺跡発掘調査概要報告書７　平成２７年度調査 大分県：豊後大野市教育委員会 2017年3月

●宮崎県●
平成２７年度県内遺跡発掘調査概要報告書　高原町・県営畑地帯総合整備事業　後川内地区　えびの市・
国営西諸農業水利事業　岡原揚水機場・大平ファームポンド建設工事　えびの市・国営西諸農業水利事業
大河平第２ファームポンド建設工事　西都市・西都児湯森林管理署新営工事　日之影町・国道２１８号高千
穂日之影道路建設事業　東深角地区［東深角遺跡］

宮崎県：宮崎県教育委員会 2016年3月

平成２８年度県内遺跡発掘調査概要報告書　高原町・県営畑地帯総合整備事業　後川内地区［井ノ原遺
跡］　えびの市・国営西諸農業水利事業　長江浦ファームポンド建設工事［柊野第１遺跡］　日南市・草地畜
産基盤整備事業（家畜保護施設等建設）榎原地区［中ノ迫遺跡］　高鍋町・急傾斜地崩壊対策事業　脇２地
区［高鍋城跡］　日之影町・国道２１８号高千穂日之影道路建設事業　東深角地区［東深角遺跡］　西都市・
重要古墳等保護活用推進事業［県指定史跡「百塚原古墳群」］

宮崎県：宮崎県教育委員会 2017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（ⅩⅨ） 宮崎県：宮崎県教育委員会（宮崎県立西都原考古博物館） 2017年3月

祗園原古墳群１９　国指定史跡「新田原古墳群」史跡整備にともなう発掘調査概要報告書　（１９）／新富町
文化財調査報告書　第７２集

宮崎県：宮崎県新富町教育委員会 2017年3月

高樋遺跡　県道飯野松山都城線（都城志布志道路）梅北工区道路整備工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書　４／宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書　第２４３集

宮崎県：宮崎県埋蔵文化財センター 2018年3月

宮崎県立西都原考古博物館研究紀要　第１３号 宮崎県：宮崎県立西都原考古博物館 2017年3月

宮崎県立西都原考古博物館年報　２０１６（平成２８）年度 宮崎県：宮崎県立西都原考古博物館 2017年6月

平成２９年度特別展　「日向諸県君と葛城氏」 宮崎県：宮崎県立西都原考古博物館 2017年7月

島内地下式横穴墓群Ⅴ　灰塚地下式横穴墓群　えびの市埋蔵文化財調査報告書　第５４集 宮崎県：えびの市教育委員会 2017年3月

●鹿児島県●
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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２９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 2017年4月

かごしまの遺跡　第１３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 2017年6月

かごしまの遺跡　第１４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 2017年9月

かごしまの遺跡　第１５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 2018年2月

平良上Ｃ遺跡　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／
（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　（１
１）

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

2017年3月

荒園遺跡１　第１地点　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
（１２）

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

2017年3月

永吉天神段遺跡２　第２地点－１　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）　旧石器時代・縄文時代早期・後期編／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　（１３）

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

2017年3月

永吉天神段遺跡２　第２地点－１　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）　旧石器時代・縄文時代早期・後期編／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　（１３）　＜ＣＤ資料＞

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

2017年3月

牧山遺跡１　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／（鹿
屋市串良町）　Ａ地点　弥生時代前期以降編／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　（１４）

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

2017年3月

田原迫ノ上遺跡２（第１分冊）　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／（鹿屋市串良町）　縄文時代早期編　第１分冊／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　（１５）

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

2017年3月

田原迫ノ上遺跡２（第２分冊）　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／（鹿屋市串良町）　縄文時代早期編　第２分冊／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　（１５）

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

2017年3月

立小野堀遺跡１（第１分冊）　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）　第１分冊／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　（１６）

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 2017年3月

立小野堀遺跡１（第２分冊）　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）　第２分冊／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　（１６）

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 2017年3月

立小野堀遺跡１（第３分冊）　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）　第３分冊／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　（１６）

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 2017年3月

山ノ口遺跡　主要地方道志布志福山線（有明道路）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　（１８８）

鹿児島県：鹿児島県立埋蔵文化財センター 2017年3月

高付遺跡　主要地方道頴娃川辺線（知覧道路）道路改築事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　（Ⅱ）／
（南九州市川辺町）／鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書　（１８９）

鹿児島県：鹿児島県立埋蔵文化財センター 2017年3月

知覧飛行場跡（南九州市知覧町）　主要地方道頴娃川辺線（知覧道路・霜出道路）道路改築事業に伴う埋
蔵文化財発掘調査報告書　（Ⅳ）／鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書　（１９０）

鹿児島県：鹿児島県立埋蔵文化財センター 2017年3月

里町遺跡（伊佐市大口）　国道２６７号線（木ノ氏バイパス）道路改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告
書　（Ⅴ）／鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書　（１９１）

鹿児島県：鹿児島県立埋蔵文化財センター 2017年3月

高城跡　平成２９年度災害関連緊急傾斜地崩壊対策埋蔵文化財調査委託（高城地区）に伴う埋蔵文化財
発掘調査報告書／垂水市埋蔵文化財発掘調査報告書　（１１）

鹿児島県：垂水市教育委員会 2018年3月

瀬戸内町内の遺跡２－近代遺跡　分布調査編－　瀬戸内町文化財調査報告書　第６集 鹿児島県：瀬戸内町教育委員会 2017年3月

唐仁古墳群３　町内遺跡発掘調査等事業に伴う測量等調査報告書／東串良町埋蔵文化財発掘調査報告
書　（６）

鹿児島県：東串良町教育委員会 2017年7月

市内遺跡（２）　市内遺跡発掘調査事業報告書　（２）／南さつま市埋蔵文化財発掘調査報告書　（１１） 鹿児島県：南さつま市教育委員会 2017年3月

崩リ遺跡Ⅰ　第１分冊　縄文遺構編　－畑地帯総合整備事業（担い手育成型）手久津久地区に伴う埋蔵文
化財発掘報告書－／喜界町埋蔵文化財発掘報告書　（１６）

鹿児島県：喜界町教育委員会 2018年1月

崩リ遺跡Ⅰ　第２分冊　中世遺構・図版編　－畑地帯総合整備事業（担い手育成型）手久津久地区に伴う埋
蔵文化財発掘報告書－／喜界町埋蔵文化財発掘報告書　（１６）

鹿児島県：喜界町教育委員会 2018年1月

城久遺跡－発掘調査開始１５周年記念資料集－ 鹿児島県：喜界町埋蔵文化財センター 2017年4月

●沖縄県●
前田・経塚近世墓群４　経塚子の方原Ａ丘陵（１）　－浦添南第一土地区画整理事業に伴う緊急発掘調査
報告書－／浦添市文化財調査報告書

沖縄県：浦添市教育委員会 2013年3月

前田・経塚近世墓群７　前田前原Ａ丘陵　浦添南第一土地区画整理事業に伴う緊急発掘調査報告書／浦
添市文化財調査報告書

沖縄県：浦添市教育委員会 2017年2月

前田・経塚近世墓群８　前田西前田原Ｂ丘陵　前田西前田原Ｃ丘陵（１）　浦添南第一土地区画整理事業に
伴う緊急発掘調査報告書／浦添市文化財調査報告書

沖縄県：浦添市教育委員会 2017年2月

前田・経塚近世墓群９　経塚下平良大名原Ａ丘陵　浦添南第一土地区画整理事業に伴う緊急発掘調査報
告書／浦添市文化財調査報告書

沖縄県：浦添市教育委員会 2017年2月

勢理客城門原古墓群　沖縄食糧株式会社敷地内造成工事に伴う発掘調査報告書／浦添市文化財調査報
告書

沖縄県：浦添市教育委員会 2012年3月

市内遺跡発掘調査報告書（３）　平成１８～２３年度調査報告　前田・経塚近世墓群　浦添原遺跡　仲間遺
跡　浦添市西海岸の石切場跡（港川地区）　城間東空寿近世墓群／浦添市文化財調査報告書

沖縄県：浦添市教育委員会 2013年3月

城間東空寿古墓群　県道浦添西原線（港川～城間）道路改築事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／浦
添市文化財調査報告書

沖縄県：浦添市教育委員会 2017年2月

普天間飛行場地区埋蔵文化財発掘調査報告書　平成２５～２７年度　巡回道路移設工事予定地における
埋蔵文化財緊急発掘調査事業　宜野湾古集落　宜野湾シリガーラ流域古墓群　神山後原丘陵古墓群　赤
道渡呂寒原古墓群　赤道シキロー流域古墓群／宜野湾市文化財調査報告書　第５５集

沖縄県：沖縄県宜野湾市教育委員会 2017年3月

国指定史跡具志川城跡環境整備事業報告書Ⅰ　久米島町文化財調査報告書　第７集 沖縄県：沖縄県久米島町教育委員会 2017年3月

沖縄県南城市　サキタリ洞遺跡発掘調査概要報告書Ⅳ 沖縄県：沖縄県立博物館・美術館 2017年3月

沖縄県南城市サキタリ洞遺跡発掘調査報告書Ⅰ 沖縄県：沖縄県立博物館・美術館 2018年3月

白保竿根田原洞穴遺跡　重要遺跡確認調査報告書　１－事実報告編－／沖縄県立埋蔵文化財センター
調査報告書　第８５集

沖縄県：沖縄県立埋蔵文化財センター 2017年3月

白保竿根田原洞穴遺跡　重要遺跡確認調査報告書　２－総括報告編－／沖縄県立埋蔵文化財センター
調査報告書　第８６集

沖縄県：沖縄県立埋蔵文化財センター 2017年3月

沖縄県の水中遺跡・沿岸遺跡　－沿岸地域遺跡分布調査報告－／沖縄県立埋蔵文化財センター調査報
告書　第８７集

沖縄県：沖縄県立埋蔵文化財センター 2017年3月

松崎馬場跡　－県営首里城公園松崎馬場跡発掘調査報告書　（１）－／沖縄県立埋蔵文化財センター調
査報告書　第９１集

沖縄県：沖縄県立埋蔵文化財センター 2017年3月

東村跡　－沖縄県立離島児童生徒支援センター建設に伴う緊急発掘調査報告書－／沖縄県立埋蔵文化
財センター調査報告書　第９２集

沖縄県：沖縄県立埋蔵文化財センター 2017年3月

中城御殿跡（首里高校内）　－首里高校校舎改築に伴う発掘調査－／沖縄県立埋蔵文化財センター調査
報告書　第９３集

沖縄県：沖縄県立埋蔵文化財センター 2017年7月

35



キャンプ瑞慶覧内病院地区に係る文化財発掘調査報告書４　－普天間古集落遺跡・普天間後原第二遺跡
－／沖縄県立埋蔵文化財センター調査報告書　第９０集

沖縄県：沖縄県立埋蔵文化財センター 2017年3月

荷川取崎名原の古墓　荷川取海岸秘匿壕群・ウプドゥマーリャ特攻艇秘匿壕群　－大米建設新工社建設工
事に伴う発掘調査報告書－／宮古島市文化財調査報告書　第１１集

沖縄県：宮古島市教育委員会 2017年12月

国仲元島遺跡・国仲美里の壕　－仲地副貯水池整備工事に伴う埋蔵文化財発掘調査－／宮古島市文化
財調査報告書　第１２集

沖縄県：宮古島市教育委員会 2018年3月

高田海岸遺跡　－沖縄県宮古郡多良間村所在水中遺跡の調査－／多良間村文化財調査報告書　第１３
集

沖縄県：多良間村教育委員会 2017年3月

●その他● 　

日本考古学協会東日本大震災対策特別委員会報告書 その他：（一社）日本考古学協会 2017年3月

上っ原遺跡　第３次　－（仮称）帝京大学八王子キャンパス新校舎棟新築工事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７４集

その他：（学）帝京大学、（公財）山梨文化財研究所 2015年9月

天理参考館報　第３０号 その他：（学）天理大学出版部 2017年10月

文化財発掘出土情報　通巻４３１号 その他：（株）ジャパン通信情報センター 2017年4月

文化財発掘出土情報　通巻４３２号 その他：（株）ジャパン通信情報センター 2017年5月

文化財発掘出土情報　通巻４３３号 その他：（株）ジャパン通信情報センター 2017年6月

文化財発掘出土情報　通巻４３４号 その他：（株）ジャパン通信情報センター 2017年7月

文化財発掘出土情報　通巻４３５号 その他：（株）ジャパン通信情報センター 2017年8月

文化財発掘出土情報　通巻４３６号 その他：（株）ジャパン通信情報センター 2017年9月

文化財発掘出土情報　通巻４３７号 その他：（株）ジャパン通信情報センター 2017年10月

文化財発掘出土情報　通巻４３８号 その他：（株）ジャパン通信情報センター 2017年11月

文化財発掘出土情報　通巻４３９号 その他：（株）ジャパン通信情報センター 2017年12月

文化財発掘出土情報　通巻４４０号 その他：（株）ジャパン通信情報センター 2018年1月

文化財発掘出土情報　通巻４４１号 その他：（株）ジャパン通信情報センター 2018年2月

文化財発掘出土情報　通巻４４２号 その他：（株）ジャパン通信情報センター 2018年3月

文化財発掘出土情報　通巻４４３号 その他：（株）ジャパン通信情報センター 2018年4月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．３２７ その他：（株）ニュー・サイエンス社 1990年12月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．３４１ その他：（株）ニュー・サイエンス社 1991年12月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．３５３ その他：（株）ニュー・サイエンス社 1992年10月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．３６４ その他：（株）ニュー・サイエンス社 1993年8月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．３６６ その他：（株）ニュー・サイエンス社 1993年10月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．３６８ その他：（株）ニュー・サイエンス社 1993年11月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．３７０ その他：（株）ニュー・サイエンス社 1994年1月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．３７３ その他：（株）ニュー・サイエンス社 1994年4月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．３７４ その他：（株）ニュー・サイエンス社 1994年5月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．３７５ その他：（株）ニュー・サイエンス社 1994年5月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．３８１ その他：（株）ニュー・サイエンス社 1994年10月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．３９５ その他：（株）ニュー・サイエンス社 1995年10月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．３９８ その他：（株）ニュー・サイエンス社 1996年1月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．４０３ その他：（株）ニュー・サイエンス社 1996年5月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．４０９ その他：（株）ニュー・サイエンス社 1996年10月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．４１７ その他：（株）ニュー・サイエンス社 1997年5月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．４２０ その他：（株）ニュー・サイエンス社 1997年8月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．４２１ その他：（株）ニュー・サイエンス社 1997年9月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．４５５ その他：（株）ニュー・サイエンス社 2000年2月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．４６５ その他：（株）ニュー・サイエンス社 2000年10月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．４８１ その他：（株）ニュー・サイエンス社 2001年11月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．４９４ その他：（株）ニュー・サイエンス社 2002年10月

埋蔵文化財調査要覧　平成２９年度 その他：（株）ニューサイエンス社 2017年7月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．６９７ その他：（株）ニューサイエンス社 2017年5月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．６９８ その他：（株）ニューサイエンス社 2017年6月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．６９９ その他：（株）ニューサイエンス社 2017年6月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．７００ その他：（株）ニューサイエンス社 2017年7月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．７０１ その他：（株）ニューサイエンス社 2017年8月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．７０２ その他：（株）ニューサイエンス社 2017年9月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．７０３ その他：（株）ニューサイエンス社 2017年10月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．７０４ その他：（株）ニューサイエンス社 2017年10月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．７０５ その他：（株）ニューサイエンス社 2017年11月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．７０７ その他：（株）ニューサイエンス社 2018年1月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．７０６ その他：（株）ニューサイエンス社 2017年12月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．７０８ その他：（株）ニューサイエンス社 2018年2月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．７０９ その他：（株）ニューサイエンス社 2018年3月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．７１０ その他：（株）ニューサイエンス社 2018年4月

考古学ライブラリー　５２　玉 その他：ニュー・サイエンス社 1989年5月

縄文ＺＩＮＥ　第６号 その他：（株）ニルソンデザイン事務所 2017年5月

縄文ＺＩＮＥ　第７号 その他：（株）ニルソンデザイン事務所 2017年9月

体系日本史叢書　２４　交通史 その他：（株）山川出版社 1970年12月

日本の美術　別冊　第２８号　京焼 その他：（株）至文堂 1968年8月

日本の美術　第２３０号　漆工（中世編） その他：（株）至文堂 1985年7月

日本の美術　第２３５号　陶磁（原始・古代編） その他：（株）至文堂 1985年12月

日本の美術　第２３７号　陶磁（近世編） その他：（株）至文堂 1986年2月

海と列島文化　第１巻　日本海と北国文化 その他：（株）小学館 1990年7月

シリーズ「遺跡を学ぶ」　０３０　赤城山麓の三万年前のムラ・下触牛伏遺跡 その他：（株）新泉社 2006年9月

シリーズ「遺跡を学ぶ」　０５９　武蔵野に残る旧石器人の足跡・砂川遺跡 その他：（株）新泉社 2009年8月

シリーズ「遺跡を学ぶ」　０６４　新しい旧石器研究の出発点・野川遺跡 その他：（株）新泉社 2009年12月

シリーズ「遺跡を学ぶ」　１００　「旧石器時代」の発見・岩宿遺跡 その他：（株）新泉社 2014年12月

－アメリカ北西海岸の先史考古学－　複雑採集狩猟民とはなにか その他：（株）雄山閣 2016年9月

注口土器の集成研究 その他：（株）雄山閣 2007年2月

季刊考古学　第１３９号 その他：（株）雄山閣 2017年5月

季刊考古学　第１４０号 その他：（株）雄山閣 2017年8月

季刊考古学　第１４１号 その他：（株）雄山閣 2017年11月

季刊考古学　第１４２号 その他：（株）雄山閣 2018年2月

たたら－日本古来の製鉄　【増補改訂版】 その他：（公財）ＪＥＦ２１世紀財団 2017年3月

古代文化　第６９巻第１号（通巻第６０８号） その他：（公財）古代学協会 2017年6月

古代文化　第６９巻第２号（通巻第６０９号） その他：（公財）古代学協会 2017年9月

古代文化　第６９巻第３号（通巻第６１０号） その他：（公財）古代学協会 2017年12月
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土車　公益財団法人古代学協会だより　第１３２号 その他：（公財）古代学協会 2017年6月

土車　公益財団法人古代学協会だより　第１３３号 その他：（公財）古代学協会 2017年12月

初音　公益財団法人古代学協会　７　平成２８年度年報 その他：（公財）古代学協会 2017年8月

山梨文化財研究所報　第５６号 その他：（公財）山梨文化財研究所 2016年2月

ものと人間の文化史１８・鋸 その他：（財）法政大学出版局 1976年7月

ものと人間の文化史１０９・漁撈伝承 その他：（財）法政大学出版局 2003年1月

新・日韓交渉の考古学－弥生時代－第１回共同研究会　新・日韓交渉の考古学－弥生時代－ その他：「新・日韓交渉の考古学－弥生時代－」研究会 2018年1月

文化遺産の世界　Ｖｏｌ．２９ その他：『文化遺産の世界』編集部 2017年6月

文化遺産の世界　Ｖｏｌ．２８ その他：『文化遺産の世界』編集部 2017年3月

Ｅｘｃａｖａｔｉｏｎｓ　ａｔ　Ｂｏｒ　Ｏｖｏｏ　ａｎｄ　Ｋｈｙａｒ　Ｋｈａｒａａｃｈ　Ｓｉｔｅｓ　Ｔｈｅ　ｓｅｃｏｎｄ　Ｒｅｐｏｒｔ　ｏｎ　Ｊｏｉｎｔ
Ｍｏｎｇｏｌｉａｎ－Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｅｘｃａｖａｔｉｏｎｓ　ｉｎ　Ｏｕｔｅｒ　Ｍｏｎｇｏｌｉａ

その他：Ｋｙｕｓｈｕ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ 2017年7月

Ｂｕｌｌｅｔｉｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｔｏｈｏｋｕ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｍｕｓｅｕｍ　Ｎｏ．１６ その他：Ｔｈｅ　Ｔｏｈｏｋｕ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｍｕｓｅｕｍ、Ｔ 2017年3月

ゴーランド・コレクション総合研究の新知見に基づく日本古墳時代像・研究史の再構築　ニュースレター　３
号

その他：ゴーランド・コレクション調査プロジェクト 2017年3月

兵庫県宝塚市　白鳥塚古墳・山本古墳群　－ゴーランド調査古墳の研究　１－／ゴーランド・コレクション調
査研究報告書　第１号

その他：ゴーランド・コレクション調査プロジェクト 2017年3月

愛媛大学埋蔵文化財調査室年報　－２０１５年度－ その他：愛媛大学先端研究・学術推進機構埋蔵文化財調査室 2017年3月

文京遺跡Ⅷ－文京遺跡６０次調査－　愛媛大学埋蔵文化財調査報告　ⅩⅩⅩ その他：愛媛大学先端研究・学術推進機構埋蔵文化財調査室 2017年2月

日本考古学年報　６８（２０１５年度版） その他：一般社団法人日本考古学協会 2017年5月

日本考古学　第４２号 その他：一般社団法人日本考古学協会 2016年10月

日本考古学　第４３号 その他：一般社団法人日本考古学協会 2017年5月

岡山大学埋蔵文化財調査研究センター紀要　２０１５ その他：岡山大学埋蔵文化財調査研究センター 2017年3月

鹿田遺跡１０－第９・１１次調査－　（岡山大学病院病棟新営に伴う発掘調査）／岡山大学構内遺跡発掘調
査報告　第３２冊

その他：岡山大学埋蔵文化財調査研究センター 2017年3月

旧石器考古学　８２ その他：旧石器文化談話会 2017年3月

京都橘大学大学院研究論集　文学研究科　第１５号 その他：京都橘大学大学院 2017年3月

京都橘大学歴史遺産調査報告２０１６　山科大塚・小山石切丁場、御香宮神社、二条城堀川石垣、萬明寺
本堂

その他：京都橘大学文学部 2017年3月

平成二十五年度　京都国立博物館文化財保存修理所修理報告書１４ その他：京都国立博物館 2017年3月

京都大学構内遺跡調査研究年報　２０１５年度 その他：京都大学文化財総合研究センター 2017年3月

東京都町田市御嶽堂遺跡発掘調査報告書 その他：玉川大学教育博物館 2017年7月

金沢大学考古学紀要　第３８号 その他：金沢大学人文学類考古学研究室 2017年2月

金沢大学構内遺跡　－角間遺跡、宝町・鶴間遺跡－ その他：金沢大学埋蔵文化財調査センター 2017年3月

平成２８年度　日中韓文化遺産フォーラム報告書 その他：九州国立博物館 2017年3月

考古学研究室報告　第５２集　越高遺跡　Ｂ地点 その他：熊本大学文学部考古学研究室 2017年3月

人間文化　滋賀県立大学人間文化学部研究報告　４２号 その他：公立大学法人滋賀県立大学人間文化学部 2017年3月

人間文化　滋賀県立大学人間文化学部研究報告　４３号 その他：公立大学法人滋賀県立大学人間文化学部 2017年10月

広島大学総合博物館ニューズレター　ＨＵＭ－ＨＵＭ（ふむふむ）　Ｖｏｌ．１０ 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８号 その他：広島大学総合博物館埋蔵文化財調査部門 2017年3月

広島大学大学院文学研究科考古学研究室紀要　第９号 その他：広島大学大学院文学研究科考古学研究室 2017年10月

八郎潟沿岸における縄文時代晩期末の研究　下台遺跡発掘調査報告書 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 2017年5月

ニュースレター　史跡山王囲遺跡の漆工芸研究　Ｖｏｌ．１ 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、栗原市教育委
員会

2017年3月

考古学研究　第６４巻第１号（通巻２５３号） その他：考古学研究会 2017年6月

考古学研究　第６４巻第２号（通巻２５４号） その他：考古学研究会 2017年9月

考古学研究　第６４巻第３号（通巻２５５号） その他：考古学研究会 2017年12月

考古学研究　第６４巻第４号（通巻２５６号） その他：考古学研究会 2018年3月

アルカ通信　Ｎｏ．１６０ その他：考古学研究所（株）アルカ 2017年1月

アルカ通信　Ｎｏ．１６１ その他：考古学研究所（株）アルカ 2017年2月

アルカ通信　Ｎｏ．１６２ その他：考古学研究所（株）アルカ 2017年3月

アルカ通信　Ｎｏ．１６３ その他：考古学研究所（株）アルカ 2017年4月

アルカ通信　Ｎｏ．１６４ その他：考古学研究所（株）アルカ 2017年5月

アルカ通信　Ｎｏ．１６５ その他：考古学研究所（株）アルカ 2017年6月

アルカ通信　Ｎｏ．１６６ その他：考古学研究所（株）アルカ 2017年7月

アルカ通信　Ｎｏ．１６７ その他：考古学研究所（株）アルカ 2017年8月

アルカ通信　Ｎｏ．１６８ その他：考古学研究所（株）アルカ 2017年9月

アルカ通信　Ｎｏ．１６９ その他：考古学研究所（株）アルカ 2017年10月

岩手大学平泉文化研究センター年報　［第５集］　２０１７ その他：国立大学法人岩手大学平泉文化研究センター 2017年3月

国立大学法人徳島大学埋蔵文化財調査室紀要　３ その他：国立大学法人徳島大学埋蔵文化財調査室 2017年3月

常三島遺跡３　－地域連携プラザ地点・フロンティア研究センター地点－／徳島大学埋蔵文化財調査報告
書　第６巻

その他：国立大学法人徳島大学埋蔵文化財調査室 2017年3月

古墳時代～奈良時代の西日本集落遺跡における倉庫遺構に関する研究　課題番号：２６３７０８９９　平成２
６～２９年度科学研究費補助金　基盤研究（Ｃ）研究成果報告書

その他：佐賀大学芸術地域デザイン学部 2018年3月

東アジアにおける石材利用技術の地域性と伝播・展開に関する基礎的研究　平成２６～２８年度科学研究
費補助金研究成果報告基盤研究（Ｃ）：課題番号２６３７０９１０

その他：佐藤亜聖 2017年3月

三重大史学　第一七号 その他：三重大学人文学部考古学・日本史研究室 2017年3月

山形考古　第４６号 その他：山形考古学会 2016年11月

山形大学歴史・地理・人類学論集　第１８号 その他：山形大学歴史・地理・人類学研究会 2017年3月

山口大学構内遺跡調査研究年報　ⅩⅩ その他：山口大学 2017年3月

見島ジーコンボ古墳群第１２３号墳・第１５２号墳（再）・西部域出土資料調査報告　館蔵資料調査研究報告
書　６

その他：山口大学 2017年3月

山口大学埋蔵文化財資料館通信　てらこや埋文　第２７号　２０１７　春号 その他：山口大学埋蔵文化財資料館 2017年3月

山梨県考古学協会誌　第２５号　谷口一夫先生追悼号 その他：山梨県考古学協会 2017年5月

脇田亀ヶ原遺跡桜ヶ丘団地Ｅ－８・９区（９５－６医学部付属病院ＭＲＩ－ＣＴ装置棟増築地）　鹿児島大学埋
蔵文化財調査センター調査報告書　第１３集

その他：鹿児島大学埋蔵文化財調査センター 2017年3月

山梨県北杜市明野町上神取諏訪原遺跡発掘調査報告書Ⅰ　２００７－２０１１年度調査地区 その他：昭和女子大学人間文化学部歴史文化学科 2017年3月

山梨県北杜市明野町上神取諏訪原遺跡発掘調査概報　２０１６年度 その他：昭和女子大学人間文化学部歴史文化学科 2016年12月

昭和女子大学文化史研究　第十七号 その他：昭和女子大学文化史学会 2014年3月

昭和女子大学文化史研究　第十八号 その他：昭和女子大学文化史学会 2015年3月

昭和女子大学文化史研究　第十九号 その他：昭和女子大学文化史学会 2016年3月

昭和女子大学文化史研究　第二十号 その他：昭和女子大学文化史学会 2017年3月

平成２４年度　名古屋大学大学院文学研究科学位（課程博士）申請論文　東アジア先史時代の植物質編物
の研究

その他：松永篤知 2012年12月

神奈川考古　第５３号 その他：神奈川考古同人会 2017年5月

西相模考古　第２６号　合田芳正氏追悼号 その他：西相模考古学研究会 2017年5月

青山史学　第３５号 その他：青山学院大学文学部史学研究室 2017年2月
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静岡大学人文社会科学部考古学研究室　考古学研究室調査研究集報　２０１６ その他：静岡大学人文社会科学部考古学研究室 2017年3月

石川考古学研究会々誌　第７号　石川県羽咋郡旧福野潟周辺綜合調査報告書 その他：石川考古学研究会 1965年9月

石川考古学研究会々誌　第１２号 その他：石川考古学研究会 1969年3月

石川考古学研究会々誌　第１３号 その他：石川考古学研究会 1970年4月

石川考古学研究会々誌　第１６号 その他：石川考古学研究会 1973年3月

石川考古学研究会々誌　第２１号 その他：石川考古学研究会 1978年3月

石川考古学研究会々誌　第６０号 その他：石川考古学研究会 2017年2月

ＳＥＥＤＳ　ＣＯＮＴＡＣＴ　第４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 2017年5月

浅井１１号墳発掘調査概要報告書Ⅰ　－第１次調査－／島根大学考古学研究室調査報告　第１６冊 その他：浅井１１号墳発掘調査団、島根大学法文学部考古学研究室 2017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５８号 その他：全国公立埋蔵文化財センター連絡協議会 2017年3月

古代　第１４０号 その他：早稲田大学考古学会 2017年6月

歴史研究の最前線　Ｖｏｌ．１９　「地域史の可能性－越前から描く中世－」 その他：総研大日本歴史研究専攻・国立歴史民俗博物館 2017年3月

高分解能古気候学と歴史・考古学の連携による気候変動に強い社会システムの探索　総合地球環境学研
究所気候適応史プロジェクト成果報告書　２

その他：総合地球環境学研究所気候適応史プロジェクト 2017年3月

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要覧　平成２９（２０１７）年度 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 2017年6月

歴博　第２０１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 2017年3月

国立歴史民俗博物館研究報告　第１８８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 2017年3月

国立歴史民俗博物館研究報告　第２０２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 2017年3月

国立歴史民俗博物館研究報告　第２０４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 2017年2月

国立歴史民俗博物館研究報告　第２０５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 2017年3月

国立歴史民俗博物館研究報告　第２０６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 2017年3月

国立歴史民俗博物館研究報告　第２０７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 2018年2月

歴博　第２０２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 2017年5月

歴博　第２０３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 2017年7月

歴博　第２０４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 2017年9月

歴博　第２０５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 2017年11月

歴博　第２０６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 2018年1月

企画展示　ＵＲＵＳＨＩふしぎ物語－人と漆の１２０００年史－ 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 2017年7月

総合資料学ニューズレター　第２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

2017年3月

総合資料学ニューズレター　第３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

2017年9月

Ｎｅｗｓｌｅｔｔｅｒ　Ｎｏ．１４ その他：大学共同利用機関法人人間文化研究機構総合地球環境学研究所気
候適応史プロジェクト

2017年9月

Ｎｅｗｓｌｅｔｔｅｒ　Ｎｏ．１５ その他：大学共同利用機関法人人間文化研究機構総合地球環境学研究所気
候適応史プロジェクト

2017年12月

大阪大学埋蔵文化財調査室年報　４ その他：大阪大学埋蔵文化財調査委員会 2017年3月

志学台考古－年代・産地・分析等－　第１７号 その他：大阪大谷大学歴史文化学科 2017年3月

大阪大谷大学歴史文化研究　第１７号 その他：大阪大谷大学歴史文化学科 2017年3月

大手前大学史学研究所紀要　第１１号 その他：大手前大学史学研究所 2017年7月

関西窯業の近代Ⅰ　大手前大学史学研究所研究報告　第１７号 その他：大手前大学史学研究所 2017年3月

ガイダンス施設の整備と活用－第４１回全国遺跡環境整備会議－ その他：第４１回全国遺跡環境整備会議実行委員会 2016年10月

月刊文化財　十一月号（三九八号） その他：第一法規出版（株） 1996年11月

月刊文化財　五月号（六四四号） その他：第一法規（株） 2017年5月

月刊文化財　六月号（六四五号） その他：第一法規（株） 2017年6月

月刊文化財　七月号（六四六号） その他：第一法規（株） 2017年7月

月刊文化財　八月号（六四七号） その他：第一法規（株） 2017年8月

月刊文化財　九月号（六四八号） その他：第一法規（株） 2017年9月

月刊文化財　十月号（六四九号） その他：第一法規（株） 2017年10月

月刊文化財　十一月号（六五〇号） その他：第一法規（株） 2017年11月

月刊文化財　十二月号（六五一号） その他：第一法規（株） 2017年12月

月刊文化財　一月号（六五二号） その他：第一法規（株） 2018年1月

月刊文化財　二月号（六五三号） その他：第一法規（株） 2018年2月

月刊文化財　三月号（六五四号） その他：第一法規（株） 2018年3月

月刊文化財　四月号（六五五号） その他：第一法規（株） 2018年4月

筑波大学先史学・考古学研究　第２８号 その他：筑波大学人文社会科学研究科歴史・人類学専攻 2017年3月

長野県考古学会誌　１５３号 その他：長野県考古学会 2017年1月

長野県考古学会誌　１５４号 その他：長野県考古学会 2017年5月

長野県考古学会誌　１５５号 その他：長野県考古学会 2017年11月

長野県考古学会誌　第５９・６０号　シンポジウム特集号　中部高地の尖頭器文化 その他：長野県考古学会 1989年10月

長野県考古学会誌　７１・７２併号－古墳時代特集号－考古学フォーラム　科野の古墳出現期を考える その他：長野県考古学会 1994年4月

長野県考古学会誌　９０号 その他：長野県考古学会 1999年5月

帝京大学文化財研究所研究報告　第１６集 その他：帝京大学文化財研究所 2017年3月

　シンポジウム報告書　大和郡山市・帝塚山大学連携企画　大和郡山市・帝塚山大学考古学研究所　第１９
回こおりやま歴史フォーラム　きらめく瓦　かがやく城－金箔瓦と豊臣郡山城－

その他：帝塚山大学考古学研究所 2017年3月

帝塚山大学考古学研究所研究報告　ⅩⅨ その他：帝塚山大学考古学研究所 2017年3月

瓦の来た道～東アジアの瓦の歴史～　帝塚山大学附属博物館常設展示図録 その他：帝塚山大学附属博物館 2016年4月

天理ギャラリー　第１６２回展　華麗なるササン王朝－正倉院宝物の源流－ その他：天理ギャラリー 2017年9月

古事　天理大学考古学・民俗学研究室紀要　第２１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 2017年3月

土曜考古　第３９号 その他：土曜考古学研究会 2017年5月

Ａｒｃｈａｅｏ－Ｃｌｉｏ（アーキオ・クレイオ）　第１４号 その他：東京学芸大学考古学研究室 2017年3月

東京考古　３５ その他：東京考古談話会 2017年5月

東京国立博物館所蔵　重要考古資料学術調査報告書　国宝埴輪挂甲武人　重要文化財埴輪盛装女子
附埴輪盛装男子

その他：東京国立博物館 2015年3月

東京大学史料編纂所報　第５２号　（２０１６年度） その他：東京大学史料編纂所 2017年10月

東京大学史料編纂所研究紀要　第２７号 その他：東京大学史料編纂所 2017年3月

東京大学構内遺跡調査研究年報１０　２０１３・２０１４年度　＜ＣＤ資料＞ その他：東京大学埋蔵文化財調査室 2017年8月

東京大学構内遺跡調査研究年報　１０　２０１３・２０１４年度 その他：東京大学埋蔵文化財調査室 2017年8月

東生　第６号 その他：東日本古墳確立期土器検討会 2017年5月

東北芸術工科大学歴史遺産研究　Ｎｏ．１０／２０１５ その他：東北芸術工科大学芸術学部歴史遺産学科 2015年11月

東北芸術工科大学歴史遺産研究　第１１号／２０１７ その他：東北芸術工科大学芸術学部歴史遺産学科 2017年3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２８年度（Ｎｏ．７） その他：東北芸術工科大学文化財保存修復研究センター 2017年5月

東北大学埋蔵文化財調査室調査報告　６　仙台城跡二の丸第１８地点 その他：東北大学埋蔵文化財調査室 2017年3月

東北大学埋蔵文化財調査室年次報告　２０１５ その他：東北大学埋蔵文化財調査室 2017年3月

同志社大学歴史資料館館報　第２０号 その他：同志社大学歴史資料館 2017年6月
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木津川・淀川流域における弥生～古墳時代集落・墳墓の動態に関する研究　２０１３（平成２５）年度～２０１６
（平成２８）年度科学研究費助成事業（基盤研究Ｃ・課題番号２５３７０８９５・研究者代表若林邦彦）／同志社
大学歴史資料館第４期南山城総合学術調査研究成果報告書／同志社大学歴史資料館調査研究報告
第１４集

その他：同志社大学歴史資料館 2017年3月

徳島大学埋蔵文化財調査室ニュースレター　Ｎｏ．４ その他：徳島大学埋蔵文化財調査室 2016年12月

国家形成期の畿内における馬の飼育と利用に関する基礎的研究　－平成２６年度～２８年度科学研究費基
盤（Ｃ）（一般）成果報告書－研究課題番号：２６３７０９１１

その他：奈良県立橿原考古学研究所 2017年3月

北和城南古墳出土品調査報告書 その他：奈良国立博物館 2017年3月

奈良女子大学構内遺跡発掘調査概報Ⅸ　－東紀寺遺跡の調査－ その他：奈良女子大学 2017年9月

文化財学報　第三十五集　東野治之先生退官記念論集 その他：奈良大学文学部文化財学科 2017年3月

斑鳩大塚古墳発掘調査報告書Ⅲ　奈良大学考古学研究室調査報告書　第２１冊 その他：奈良大学文学部文化財学科 2017年3月

縄文時代　第３号 その他：縄文時代文化研究会 1992年5月

旧石器研究　第１３号 その他：日本旧石器学会 2017年8月

考古学雑誌　第９９巻第２号 その他：日本考古学会 2017年3月

一般社団法人日本考古学協会２０１６年度弘前大会　第Ⅰ分科会「津軽海峡圏の縄文文化」研究報告資料
集

その他：日本考古学協会２０１６年度弘前大会実行委員会 2016年10月

一般社団法人日本考古学協会２０１６年度弘前大会　第Ⅱ分科会「北東北９・１０世紀社会の変動」研究報
告資料集

その他：日本考古学協会２０１６年度弘前大会実行委員会 2016年10月

一般社団法人日本考古学協会２０１６年度弘前大会　第Ⅲ分科会「北日本における近世城郭」研究報告資
料集

その他：日本考古学協会２０１６年度弘前大会実行委員会 2016年10月

情報考古学　Ｖｏｌ．１（１） その他：日本情報考古学会 1996年3月

情報考古学　Ｖｏｌ．２（１） その他：日本情報考古学会 1997年3月

情報考古学　Ｖｏｌ．３　Ｎｏ．１ その他：日本情報考古学会 1998年1月

情報考古学　Ｖｏｌ．３　Ｎｏ．２ その他：日本情報考古学会 1998年3月

情報考古学　Ｖｏｌ．４　Ｎｏ．１ その他：日本情報考古学会 1998年9月

情報考古学　Ｖｏｌ．４　Ｎｏ．２ その他：日本情報考古学会 1999年3月

情報考古学　Ｖｏｌ．５　Ｎｏ．１ その他：日本情報考古学会 1999年9月

情報考古学　Ｖｏｌ．５　Ｎｏ．２ その他：日本情報考古学会 2000年3月

情報考古学　Ｖｏｌ．６　Ｎｏ．１ その他：日本情報考古学会 2000年9月

情報考古学　Ｖｏｌ．６　Ｎｏ．２ その他：日本情報考古学会 2001年3月

情報考古学　Ｖｏｌ．８　Ｎｏ．１ その他：日本情報考古学会 2002年9月

情報考古学　Ｖｏｌ．８　Ｎｏ．２ その他：日本情報考古学会 2003年3月

情報考古学　Ｖｏｌ．９　Ｎｏ．１ その他：日本情報考古学会 2003年9月

情報考古学　Ｖｏｌ．９　Ｎｏ．２ その他：日本情報考古学会 2004年3月

加瀬台遺跡群の研究－第４地点、第７地点、第８地点－ その他：日本大学文理学部史学科研究室 2017年4月

第四紀研究　第５６巻第２号 その他：日本第四紀学会 2017年4月

第四紀研究　第５６巻第３号 その他：日本第四紀学会 2017年6月

第四紀研究　第５６巻第４号 その他：日本第四紀学会 2017年8月

第四紀研究　第５６巻第５号 その他：日本第四紀学会 2017年10月

第四紀研究　第５６巻第６号 その他：日本第四紀学会 2017年12月

第四紀研究　第５７巻第１号 その他：日本第四紀学会 2018年2月

動物考古学　第３４号 その他：日本動物考古学会 2017年3月

貿易陶磁研究　第３７号 その他：日本貿易陶磁研究会 2017年9月

大境　第３６号 その他：富山考古学会 2017年3月

杉谷４号墳－第５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 2017年12月

概報　武井遺跡群Ⅰ　群馬県桐生市武井遺跡群第１次調査概要報告書 その他：武井遺跡群調査団 2010年8月

概報　武井遺跡群Ⅱ　群馬県桐生市武井遺跡群第２次調査概要報告書 その他：武井遺跡群調査団 2011年7月

概報　武井遺跡群Ⅲ　群馬県桐生市武井遺跡群第３次調査概要報告書 その他：武井遺跡群調査団 2012年3月

概報　武井遺跡群Ⅳ　群馬県桐生市武井遺跡群第４次調査概要報告書 その他：武井遺跡群調査団 2014年3月

概報　武井遺跡群Ⅴ　群馬県桐生市武井遺跡群第５次調査概要報告書 その他：武井遺跡群調査団 2015年3月

大牟田古墳群　中島窯跡群測量調査概報　福岡大学考古学研究室研究調査報告書　第１１冊 その他：福岡大学人文学部考古学研究室 2017年1月

福島考古　第１０号 その他：福島県考古学会 1969年3月

福島考古　第１９号 その他：福島県考古学会 1978年3月

福島考古　第５８号 その他：福島県考古学会 2017年3月

福島考古　第５９号 その他：福島県考古学会 2017年11月

団子山古墳４　福島県須賀川市団子山古墳第６次調査報告書　塚野目古墳群１　福島県伊達郡国見町塚
野目古墳群測量調査報告書　福島大学考古学研究報告　第１０集

その他：福島大学行政政策学類、福島大学行政政策学類考古学研究室 2017年3月

物質文化　考古学民俗学研究　（９７） その他：物質文化研究会 2017年5月

貝塚　（７２） その他：物質文化研究会 2017年3月

貝塚　（７３） その他：物質文化研究会 2018年2月

文化財写真研究　Ｖｏｌ．８（通巻埋文写真研究Ｖｏｌ．２８） その他：文化財写真技術研究会 2017年7月

文化財写真研究　Ｖｏｌ．８（通巻埋文写真研究Ｖｏｌ．２８）付録 その他：文化財写真技術研究会 2017年7月

文化庁年報　〔昭和５２年度〕 その他：文化庁 1979年3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１（報告） その他：文化庁 2017年3月

平成２８年熊本地震による古墳の被災状況について その他：文化庁、熊本県教育庁 2017年8月

日本の特別史跡 その他：文化庁文化財部記念物課 2017年11月

埋蔵文化財関係統計資料－平成２８年度－ その他：文化庁文化財部記念物課 2017年3月

東日本大震災の復興と埋蔵文化財保護の取組（報告）－行政対応編－ その他：文化庁文化財部記念物課 2017年3月

東日本大震災の復興と埋蔵文化財保護の取組（報告）－発掘調査の実施と活用への取組編－ その他：文化庁文化財部記念物課 2017年3月

中央日本塩の道地域連携整備計画調査報告書　平成１２年度国土総合開発事業調整費 その他：文化庁文化財部建造物課 2001年3月

中央日本塩の道地域連携整備計画調査文化庁調査報告書・別冊　歴史的町並み・集落等の調査（分布調
査）編／平成１２年度国土総合開発事業調整費

その他：文化庁文化財部建造物課 2001年3月

米沢史学　第３３号 その他：米沢史学会 2017年10月

法政考古学　第４３集 その他：法政考古学会 2017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２４号 その他：北海道大学埋蔵文化財調査センター 2016年10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２５号 その他：北海道大学埋蔵文化財調査センター 2017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２６号 その他：北海道大学埋蔵文化財調査センター 2017年3月

北大構内の遺跡ⅩⅩⅢ　平成２７年度調査報告　第１部　Ｋ３９遺跡事務局非常用自家発電設備地点　Ｋ３
９遺跡事務局本館屋外排水設備地点　Ｋ３９遺跡旧留学生センター改修地点，他　第２部　平成２７年度年
次事業報告

その他：北海道大学埋蔵文化財調査センター 2017年3月

名古屋大学宇宙地球環境研究所 その他：名古屋大学宇宙地球環境研究所 2017年4月

ＩＳＥＥ　Ｎｅｗｓｌｅｔｔｅｒ　ｖｏｌ.４ その他：名古屋大学宇宙地球環境研究所 2017年6月

ＩＳＥＥ　Ｎｅｗｓｌｅｔｔｅｒ　ｖｏｌ.５ その他：名古屋大学宇宙地球環境研究所 2018年1月

名古屋大学宇宙地球環境研究所年報　平成２８年度（２０１６年度） その他：名古屋大学宇宙地球環境研究所 2017年8月

東山７２号窯発掘調査報告書 その他：名古屋大学大学院文学研究科考古学研究室 2017年3月

名古屋大学文学部研究論集　１８８　史学６３　〔考古学抜刷第３２集〕 その他：名古屋大学文学部 2017年3月
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明治大学黒耀石研究センターニューズレター　第７号 その他：明治大学黒耀石研究センター 2016年9月

明治大学黒耀石研究センターニューズレター　第８号 その他：明治大学黒耀石研究センター 2017年3月

資源環境と人類　第７号 その他：明治大学黒耀石研究センター 2017年3月

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．２　ノヴォトロイツコエ１０遺跡（２００３
－２００４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／明治大学黒耀石研究センター資料・報告集　３

その他：明治大学黒耀石研究センター 2017年3月

石鏃を中心とする押圧剥離系列石器群の石材別広域編年の整備　科学研究費補助金基盤研究（Ｃ）考古
学研究課題番号：２５３７０８９４

その他：明治大学黒耀石研究センター 2017年3月

第三九回木簡学会研究集会報告　二〇一七年全国出土の木簡 その他：木簡学会 2017年12月

木簡研究　第三号 その他：木簡学会 1981年11月

木簡研究　第三九号 その他：木簡学会 2017年11月

青森県東北町　赤平（１）遺跡　２０１３年度発掘調査報告書　國學院大學文学部考古学実習報告　第５１集 その他：國學院大學文学部考古学研究室 2016年3月

長野県安曇野市穂高古墳群　２０１４年度発掘調査報告書　國學院大學文学部考古学実習報告　第５２集 その他：國學院大學文学部考古学研究室 2016年12月

群馬県吾妻郡長野原町　居家以岩陰遺跡　２０１４年度発掘調査報告書　國學院大學文学部考古学実習
報告　第５３集

その他：國學院大學文学部考古学研究室 2017年3月
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