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※1：システム制限の為、書名・発行者は途中で文字が切れている場合がある。

※2：書名内容は、書名の次に副書名または叢書名順に表記している。

※3：“■”はJIS第1水準・第2水準外の文字の為、変換できない文字である。

書名 出版者 出版年月

●新潟県●
六反田南遺跡Ⅴ　一般国道８号糸魚川東バイパス関係発掘調査報告書　ⅩⅠ／新潟県埋蔵文化財調査
報告書　第２６１集

新潟県：新潟県教育委員会 2016年3月

六反田南遺跡Ⅴ　一般国道８号糸魚川東バイパス関係発掘調査報告書　ⅩⅠ／新潟県埋蔵文化財調査
報告書　第２６１集

新潟県：新潟県教育委員会 2016年3月

境塚遺跡Ⅱ　一般国道４９号阿賀野バイパス関係発掘調査報告書　Ⅸ／新潟県埋蔵文化財調査報告書
第２６２集

新潟県：新潟県教育委員会 2016年3月

境塚遺跡Ⅱ　一般国道４９号阿賀野バイパス関係発掘調査報告書　Ⅸ／新潟県埋蔵文化財調査報告書
第２６２集

新潟県：新潟県教育委員会 2016年3月

新町遺跡　一般国道４９号阿賀野バイパス関係発掘調査報告書　Ⅹ／新潟県埋蔵文化財調査報告書　第
２６３集

新潟県：新潟県教育委員会 2016年3月

新町遺跡　一般国道４９号阿賀野バイパス関係発掘調査報告書　Ⅹ／新潟県埋蔵文化財調査報告書　第
２６３集

新潟県：新潟県教育委員会 2016年3月

山口野中遺跡Ⅲ　一般国道４９号阿賀野バイパス関係発掘調査報告書　ⅩⅠ／新潟県埋蔵文化財調査報
告書　第２６６集

新潟県：新潟県教育委員会 2016年3月

山口野中遺跡Ⅲ　一般国道４９号阿賀野バイパス関係発掘調査報告書　ⅩⅠ／新潟県埋蔵文化財調査報
告書　第２６６集

新潟県：新潟県教育委員会 2016年3月

中潟館跡　一般国道１７号南長岡拡幅事業関係発掘調査報告書／新潟県埋蔵文化財調査報告書　第２６
７集

新潟県：新潟県教育委員会 2016年3月

中潟館跡　一般国道１７号南長岡拡幅事業関係発掘調査報告書／新潟県埋蔵文化財調査報告書　第２６
７集

新潟県：新潟県教育委員会 2016年3月

狐宮遺跡Ⅲ　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２６８集

新潟県：新潟県教育委員会 2016年3月

狐宮遺跡Ⅲ　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２６８集

新潟県：新潟県教育委員会 2016年3月

平成２６・２７年度県内遺跡試掘・確認調査　県内遺跡発掘調査報告書　Ⅴ／新潟県埋蔵文化財調査報告
書　第２７２集

新潟県：新潟県教育委員会 2017年3月

平成２６・２７年度県内遺跡試掘・確認調査　県内遺跡発掘調査報告書　Ⅴ／新潟県埋蔵文化財調査報告
書　第２７２集

新潟県：新潟県教育委員会 2017年3月

村上市　下新保高田遺跡　現地説明会資料 新潟県：（財）新潟県埋蔵文化財調査事業団、加藤建設（株）、国土交通省羽
越河川国道事務所

2008年11月

上越三和道路関係遺跡現地説明会資料　～平成２７年度　堂古遺跡・下割遺跡・二反割遺跡の発掘調査
～

新潟県：国土交通省北陸地方整備局高田河川国道事務所、（公財）新潟県埋
蔵文化財調査事業団、小柳建設（株）

2015年9月

境塚遺跡　第２回現地説明会　阿賀野川の川湊と幹線道路に築かれた鎌倉～室町時代の町 新潟県：国土交通省北陸地方整備局新潟国道事務所、（公財）新潟県埋蔵文
化財調査事業団、（株）ノガミ

2015年10月

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

2016年6月

宝田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、（公財）新潟県埋蔵文
化財調査事業団

2016年8月

石船戸東遺跡現地説明会資料　～川辺の暮らしと大型井戸～ 新潟県：国土交通省北陸地方整備局新潟国道事務所、新潟県教育庁文化行
政課、（公財）新潟県埋蔵文化財調査事業団

2016年10月

柏崎市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

2016年11月

島灘瀬遺跡第５次調査　－県営ほ場整備事業（経営体育成型）巻東町地区に伴う島灘瀬遺跡第５次発掘
調査報告書－

新潟県：新潟市教育委員会 2016年10月

細池寺道上遺跡Ⅵ第４４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１９次発掘調査報告書－　本文編

新潟県：新潟市教育委員会 2017年3月

細池寺道上遺跡Ⅵ第４４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１９次発掘調査報告書－　図面図版編

新潟県：新潟市教育委員会 2017年3月

細池寺道上遺跡Ⅵ第４４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１９次発掘調査報告書－　写真図版編

新潟県：新潟市教育委員会 2017年3月

舟戸遺跡Ⅱ第２５次調査　－宅地造成工事に伴う舟戸遺跡第２次発掘調査報告書－ 新潟県：新潟市教育委員会 2017年3月

平成２７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） 2016年9月

平成２６年度新潟市潟環境研究所研究成果報告書　 新潟県：新潟市地域・魅力創造部潟環境研究所事務局 2015年6月

平成２７年度新潟市潟環境研究所研究成果報告書　 新潟県：新潟市地域・魅力創造部潟環境研究所事務局 2016年6月

新潟まつりの歴史をさぐる　≪改訂≫　 新潟県：新潟市歴史博物館 2016年7月

上条遺跡　上条高畑土地区画整理事業及び医療法人立川メディカルセンター建設事業に伴う埋蔵文化財
調査報告書／長岡市埋蔵文化財調査報告書

新潟県：新潟県長岡市教育委員会 2016年3月

上条遺跡Ⅱ　上条高畑土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財調査報告書／長岡市埋蔵文化財調査報告書 新潟県：新潟県長岡市教育委員会 2016年3月

平成２７年度長岡市内遺跡発掘調査報告書　 新潟県：新潟県長岡市教育委員会 2016年3月

平成２８年度長岡市内遺跡発掘調査報告書　 新潟県：新潟県長岡市教育委員会 2017年3月

吉野屋遺跡　一般県道大面保内線（吉野屋拡幅）道路改築事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 新潟県：三条市教育委員会 2016年3月

北浦Ａ遺跡　市道大谷地枝の上線道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 新潟県：三条市教育委員会 2016年3月

丘江　－新潟県柏崎市　丘江遺跡発掘調査報告書－／柏崎市埋蔵文化財調査報告書　第８１集 新潟県：柏崎市教育委員会 2016年1月

軽井川南遺跡群Ⅳ　－新潟県柏崎市軽井川南遺跡群発掘調査報告書－／柏崎市埋蔵文化財調査報告
書　第８２集

新潟県：柏崎市教育委員会 2016年2月

柏崎市の遺跡２５－新潟県柏崎市内遺跡平成２５年度後半期・平成２６年度前半期試掘調査等報告書－
柏崎市埋蔵文化財調査報告書　第８３集

新潟県：柏崎市教育委員会 2016年3月

新発田城跡発掘調査報告書Ⅹ（第２６地点）　新発田市埋蔵文化財調査報告　第５４ 新潟県：新発田市教育委員会 2015年9月

新発田城跡発掘調査報告書Ⅹ（第２６地点）　新発田市埋蔵文化財調査報告　第５４ 新潟県：新発田市教育委員会 2015年9月

新発田城跡発掘調査報告書ⅩⅠ　新発田城三階櫓・辰巳櫓復元工事及び石垣補強工事に先立つ埋蔵文
化財発掘調査報告書（第１３～１５地点）／新発田市埋蔵文化財調査報告　第５５

新潟県：新発田市教育委員会 2016年3月

新発田城跡発掘調査報告書ⅩⅠ　新発田城三階櫓・辰巳櫓復元工事及び石垣補強工事に先立つ埋蔵文
化財発掘調査報告書（第１３～１５地点）／新発田市埋蔵文化財調査報告　第５５

新潟県：新発田市教育委員会 2016年3月

加茂市指定史跡加茂城跡　測量・確認調査報告書／加茂市文化財調査報告　（２８） 新潟県：加茂市教育委員会 2016年6月

平成２７年度加茂市内遺跡確認調査報告書　岩清水遺跡　花立遺跡　芦ノ出遺跡　中沢遺跡／加茂市文
化財調査報告　（２９）

新潟県：加茂市教育委員会 2016年7月

上屋敷遺跡発掘調査報告書　溝遺跡発掘調査報告書　－一般国道３５３号（小原バイパス）国道改築事業
に伴う発掘調査報告書－／十日町市埋蔵文化財発掘調査報告書　第５１集

新潟県：十日町市教育委員会 2016年3月
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清津宮峯遺跡発掘調査報告書　－県営中山間地域総合整備事業（清津里山地区）圃場整備に伴う発掘
調査報告書－／十日町市埋蔵文化財発掘調査報告書　第５３集

新潟県：十日町市教育委員会 2016年3月

清津宮峯遺跡発掘調査報告書　－県営中山間地域総合整備事業（清津里山地区）圃場整備に伴う発掘
調査報告書－／十日町市埋蔵文化財発掘調査報告書　第５３集　DVD資料

新潟県：十日町市教育委員会 2016年3月

天尾山城跡発掘調査報告書　－消防デジタル無線中継基地局建設・管理道路建設に伴う発掘調査報告
書－／十日町市埋蔵文化財発掘調査報告書　第５４集

新潟県：十日町市教育委員会 2016年3月

橋詰居村遺跡発掘調査報告書　十日町市埋蔵文化財発掘調査報告書　第５０集 新潟県：十日町市教育委員会文化財課 2016年3月

白羽毛遺跡発掘調査報告書　－県営中山間地域総合整備事業に伴う発掘調査報告書－／十日町市埋
蔵文化財発掘調査報告書　第５２集

新潟県：十日町市教育委員会文化財課 2016年3月

笹山遺跡発掘調査報告書　－第８～１０次調査－／十日町市埋蔵文化財発掘調査報告書　第５５集 新潟県：十日町市教育委員会文化財課 2016年3月

平成２７年度十日町市内遺跡試掘・確認調査報告書　十日町市埋蔵文化財発掘調査報告書　第５６集 新潟県：十日町市教育委員会文化財課 2016年3月

ささやまの耳－笹山遺跡第８～１０次調査成果概要－ 新潟県：十日町市教育委員会文化スポーツ部文化財課 2016年7月

平林城跡Ⅰ　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７集 新潟県：村上市教育委員会 2016年3月

平林城跡Ⅰ　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７集 新潟県：村上市教育委員会 2016年3月

力ノ尾南遺跡　県営経営体育成基盤整備事業（潟４期地区）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／燕市埋
蔵文化財発掘調査報告書　第７集

新潟県：燕市教育委員会 2016年3月

寺地遺跡発掘調査報告書　－天然ガスパイプライン建設に伴う調査報告－／糸魚川市埋蔵文化財調査報 新潟県：糸魚川市教育委員会 2016年5月

寺地遺跡発掘調査報告書　－天然ガスパイプライン建設に伴う調査報告－／糸魚川市埋蔵文化財調査報 新潟県：糸魚川市教育委員会 2016年5月

新潟県上越市　新潟県指定史跡高田城跡　三の丸確認調査報告書 新潟県：上越市教育委員会 2016年2月

新潟県上越市　津有南部第１地区ほ場整備事業地内発掘調査報告書５　（見道寺遺跡） 新潟県：上越市教育委員会 2016年3月

新潟県上越市　津有南部第２地区ほ場整備事業地内発掘調査報告書６　（大宮遺跡・笛吹遺跡・江端遺
跡・北浦遺跡）

新潟県：上越市教育委員会 2016年3月

新潟県上越市　中江北部第２地区ほ場整備事業地内発掘調査報告書８　（上野田滝寺北遺跡・上野田滝
寺南遺跡・上野田越中田遺跡）

新潟県：上越市教育委員会 2016年3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 2016年3月

史跡斐太遺跡群釜蓋遺跡保存整備事業報告書Ⅰ　 新潟県：上越市教育委員会 2016年3月

佐渡金銀山発掘調査報告集　 新潟県：佐渡市世界遺産推進課 2017年2月

二宮加賀次郎遺跡第二次調査　県道妙照寺佐和田線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

佐渡市内遺跡発掘調査報告Ⅵ　平成２６・２７年度の調査 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

城の山古墳発掘調査報告書（４～９次調査）　胎内市埋蔵文化財調査報告書　第２６集 新潟県：胎内市教育委員会 2016年10月

赤沢城跡　－県営中山間地域総合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６９輯 新潟県：津南町教育委員会 2016年3月

本ノ木遺跡　第一次・第二次発掘調査報告書　－山内清男資料整理報告書－／津南町文化財調査報告
第７０輯

新潟県：津南町教育委員会 2016年3月

松ヶ峰遺跡（附・頸城南部地方の先史，古代文化）　 新潟県：中郷村教育委員会 1967年1月

新潟大学考古学研究室調査研究報告１６　栃木県宇都宮市権現山遺跡第４次発掘調査報告　新潟県新潟
市牡丹山諏訪神社古墳第２次発掘調査報告

新潟県：新潟大学人文学部 2016年3月

要害山の自然　新潟県村上市要害山自然調査報告書／地域自然調査報告書　第５集 新潟県：いわふね自然愛好会 2016年9月

新潟県上越市岩木裏山遺跡周辺地域の地形と地質　 新潟県：地学団体研究会新潟支部高田班高田平野団体研究グループ 1997年5月

公益財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団年報　平成２７年度 新潟県：（公財）新潟県埋蔵文化財調査事業団 2016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２７年度 新潟県：（公財）新潟県埋蔵文化財調査事業団 2016年8月

埋文にいがた　Ｎｏ．９５ 新潟県：（公財）新潟県埋蔵文化財調査事業団 2016年7月

埋文にいがた　Ｎｏ．９６ 新潟県：（公財）新潟県埋蔵文化財調査事業団 2016年9月

埋文にいがた　Ｎｏ．９７ 新潟県：（公財）新潟県埋蔵文化財調査事業団 2016年12月

埋文にいがた　Ｎｏ．９８ 新潟県：（公財）新潟県埋蔵文化財調査事業団 2017年3月

まいぶんワークシート　 新潟県：（公財）新潟県埋蔵文化財調査事業団 2016年4月

埋蔵文化財新潟県関係新聞記事　（平成２８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 2016年

平成２８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）「国史跡斐太遺跡群の時代
の集落と玉作」

新潟県：新潟県教育委員会 2016年6月

平成２８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）「国史跡斐太遺跡群の時代
の集落と玉作」

新潟県：新潟県教育委員会 2016年6月

平成２８年度企画展　新潟県埋蔵文化財センター開館２０周年記念新潟県指定考古資料展　リレー講演会
第１回「火炎土器を持たない山間部のムラ－五丁歩遺跡－」

新潟県：新潟県教育委員会 2016年7月

平成２８年度企画展　新潟県埋蔵文化財センター開館２０周年記念新潟県指定考古資料展　リレー講演会
第１回「火炎土器を持たない山間部のムラ－五丁歩遺跡－」

新潟県：新潟県教育委員会 2016年7月

平成２８年度企画展　新潟県埋蔵文化財センター開館２０周年記念新潟県指定考古資料展　リレー講演会
第２回「裏山遺跡が提起する弥生時代集落問題－高地性集落とは－」

新潟県：新潟県教育委員会 2016年8月

平成２８年度企画展　新潟県埋蔵文化財センター開館２０周年記念新潟県指定考古資料展　リレー講演会
第２回「裏山遺跡が提起する弥生時代集落問題－高地性集落とは－」

新潟県：新潟県教育委員会 2016年8月

平成２８年度企画展　新潟県埋蔵文化財センター開館２０周年記念新潟県指定考古資料展　リレー講演会
第３回「余川中道遺跡と魚沼の王墓」

新潟県：新潟県教育委員会 2016年9月

平成２８年度企画展　新潟県埋蔵文化財センター開館２０周年記念新潟県指定考古資料展　リレー講演会
第３回「余川中道遺跡と魚沼の王墓」

新潟県：新潟県教育委員会 2016年9月

新潟県遺跡ウォーキング　東西日本文化の交差点　国指定史跡斐太遺跡群をめぐる　 新潟県：新潟県教育委員会 2016年6月

新潟県遺跡ウォーキング　東西日本文化の交差点　国指定史跡斐太遺跡群をめぐる　 新潟県：新潟県教育委員会 2016年6月

新潟まいぶんナビ　２０１６春夏号（ｖｏｌ．１０） 新潟県：新潟県教育委員会 2016年5月

新潟まいぶんナビ　２０１６秋冬号（ｖｏｌ．１１） 新潟県：新潟県教育委員会 2016年10月

新潟まいぶんナビ　２０１７増刊号（ｖｏｌ．１２） 新潟県：新潟県教育委員会 2017年3月

第２１回遺跡発掘調査報告会資料　時空を超えて本物と出会う／特集　縄文～室町時代の阿賀野 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 2016年10月

第２１回遺跡発掘調査報告会資料　時空を超えて本物と出会う／特集　縄文～室町時代の阿賀野 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 2016年10月

新潟県埋蔵文化財センター開館二〇周年記念　新潟県指定考古資料展　 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 2016年7月

新潟県埋蔵文化財センター開館二〇周年記念　新潟県指定考古資料展　 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 2016年7月

新潟県文化財年報　平成２７（２０１５）年度 新潟県：新潟県教育庁文化行政課 2017年1月

新潟県文化財年報　平成２７（２０１５）年度 新潟県：新潟県教育庁文化行政課 2017年1月

新潟県の文化財一覧　平成２８年４月１日　 新潟県：新潟県教育庁文化行政課 2016年4月

新潟県の文化財一覧　平成２８年４月１日　 新潟県：新潟県教育庁文化行政課 2016年4月

平成２６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 2016年3月

平成２７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2月

平成２８年度市町村等埋蔵文化財専門職員実務研修１　年間テーマ「新潟県出土の漆器と漆用具」 新潟県：新潟県教育庁文化行政課 2016年12月

平成２８年度市町村等埋蔵文化財専門職員実務研修１　年間テーマ「新潟県出土の漆器と漆用具」 新潟県：新潟県教育庁文化行政課 2016年12月

平成２８年度市町村等埋蔵文化財専門職員実務研修２　年間テーマ「新潟県出土の漆器と漆用具」 新潟県：新潟県教育庁文化行政課 2017年1月

平成２８年度市町村等埋蔵文化財専門職員実務研修２　年間テーマ「新潟県出土の漆器と漆用具」 新潟県：新潟県教育庁文化行政課 2017年1月

平成２８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 2017年2月

平成２８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 2017年2月

佐渡金銀山だより　Ｖｏｌ．１３ 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3月

佐渡金銀山だより　Ｖｏｌ．１４ 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9月
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津南シンポジウムⅩⅡ　予稿集　津南段丘の杉久保石器群　津南学叢書　第２８輯 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 2016年10月

津南シンポジウムⅩⅡ　予稿集　津南段丘の杉久保石器群　津南学叢書　第２８輯 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 2016年10月

新潟県立歴史博物館研究紀要　第１７号 新潟県：新潟県立歴史博物館 2016年3月

新潟県立歴史博物館年報　第１５号－平成２６年度－ 新潟県：新潟県立歴史博物館 2015年11月

新潟県立歴史博物館年報　第１６号－平成２７年度－ 新潟県：新潟県立歴史博物館 2017年1月

おふだにねがいを－呪符－　平成２８年度春季企画展 新潟県：新潟県立歴史博物館 2016年3月

おふだにねがいを－呪符－　平成２８年度春季企画展 新潟県：新潟県立歴史博物館 2016年3月

お菓子と新潟　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「お菓子文化がむすぶ地
域共働連携事業」

新潟県：新潟お菓子プロジェクト実行委員会、新潟県立歴史博物館 2016年7月

新潟県の図書館　２０１６　 新潟県：新潟県立図書館 2017年1月

新潟県立図書館年報　２０１６ 新潟県：新潟県立図書館 2016年9月

新潟県図書館協会報　２２８号 新潟県：新潟県図書館協会 2016年7月

新潟県図書館協会報　２２９号 新潟県：新潟県図書館協会 2016年10月

新潟県図書館協会報　２３０号 新潟県：新潟県図書館協会 2017年1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

新潟考古　第２７号 新潟県：新潟県考古学会 2016年3月

新潟県考古学会連絡紙　第１０８号 新潟県：新潟県考古学会 2016年5月

新潟県考古学会連絡紙　第１０９号 新潟県：新潟県考古学会 2016年9月

新潟県考古学会連絡紙　第１１０号 新潟県：新潟県考古学会 2016年11月

新潟県考古学会連絡紙　第１１１号 新潟県：新潟県考古学会 2017年2月

平成２７年度　史跡古津八幡山　弥生の丘展示館　企画展関連講演会　記録集　 新潟県：新潟市文化財センター 2016年3月

新潟市文化財センター年報　第３号－平成２６（２０１４）年度版－ 新潟県：新潟市文化財センター 2016年3月

帆檣成林　第３７号 新潟県：新潟市歴史博物館 2016年5月

帆檣成林　第３８号 新潟県：新潟市歴史博物館 2016年9月

帆檣成林　第３９号 新潟県：新潟市歴史博物館 2017年1月

第四国立銀行展図録　平成二十八年度春季企画展 新潟県：新潟市歴史博物館 2016年3月

近世黎明－堀直寄と新潟－　平成２８年度みなとぴあ企画展 新潟県：新潟市歴史博物館 2016年12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 2016年

ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ　ＬＥＴＴＥＲ　博物館だより　第２１号 新潟県：新潟市北区郷土博物館 2016年3月

まんがヌリドン伝説１　ヌリドン登場編 新潟県：新潟市漆器同業組合 2005年

まんがヌリドン伝説１　ヌリドン登場編 新潟県：新潟市漆器同業組合 2005年

まんがヌリドン伝説２　竹ヌリドン編 新潟県：新潟市漆器同業組合 2005年

まんがヌリドン伝説２　竹ヌリドン編 新潟県：新潟市漆器同業組合 2005年

まんがヌリドン伝説３　ヌリドンとつきあうには？編 新潟県：新潟市漆器同業組合 2005年

まんがヌリドン伝説３　ヌリドンとつきあうには？編 新潟県：新潟市漆器同業組合 2005年

まんがヌリドン伝説４　工程の流れ編 新潟県：新潟市漆器同業組合 2005年

まんがヌリドン伝説４　工程の流れ編 新潟県：新潟市漆器同業組合 2005年

まんがヌリドン伝説５　漆の抗菌作用編 新潟県：新潟市漆器同業組合 2005年

まんがヌリドン伝説５　漆の抗菌作用編 新潟県：新潟市漆器同業組合 2005年

まんがヌリドン伝説６　漆と人の歴史編 新潟県：新潟市漆器同業組合 2005年

まんがヌリドン伝説６　漆と人の歴史編 新潟県：新潟市漆器同業組合 2005年

まんがヌリドン伝説７　漆掻き職人編 新潟県：新潟市漆器同業組合 2005年

まんがヌリドン伝説７　漆掻き職人編 新潟県：新潟市漆器同業組合 2005年

まんがヌリドン伝説８　日本の漆器産地編　その１ 新潟県：新潟市漆器同業組合 2005年

まんがヌリドン伝説８　日本の漆器産地編　その１ 新潟県：新潟市漆器同業組合 2005年

まんがヌリドン伝説９　日本の漆器産地編　その２ 新潟県：新潟市漆器同業組合 2005年

まんがヌリドン伝説９　日本の漆器産地編　その２ 新潟県：新潟市漆器同業組合 2005年

まんがヌリドン伝説１０　漆器の今 新潟県：新潟市漆器同業組合 2005年

まんがヌリドン伝説１０　漆器の今 新潟県：新潟市漆器同業組合 2005年

会報　第５９号 新潟県：文化財保存新潟県協議会 2016年6月

会報　第６０号 新潟県：文化財保存新潟県協議会 2016年10月

観賞　第三十七号 新潟県：新潟文化財観賞会 2016年2月

観賞　第三十八号 新潟県：新潟文化財観賞会 2017年2月

郷土新潟　第五十六号 新潟県：新潟郷土史研究会 2016年3月

国指定史跡八幡林官衙遺跡　－越後国古志郡の国づくりを担う役所跡－ 新潟県：長岡市教育委員会 2017年3月

祝“火焔土器”発見八十周年　長岡市馬高縄文館－火焔土器ミュージアム－　催し物　平成２８年度　案内 新潟県：長岡市教育委員会（長岡市馬高縄文館） 2016年

長岡市立科学博物館研究報告　第５１号 新潟県：長岡市立科学博物館 2016年3月

ＮＫＨ（長岡市立科学博物館報）　Ｎｏ．１００ 新潟県：長岡市立科学博物館 2016年3月

縄文文化と火焔土器　＜縄文楽検定テキスト＞ 新潟県：信濃川火焔街道連携協議会 2009年3月

信濃川火焔街道　縄文の旅　＜縄文楽検定テキスト　Ⅱ＞ 新潟県：信濃川火焔街道連携協議会 2011年12月

信濃川火焔街道　Ｇｕｉｄｅ　Ｂｏｏｋ　Ｖｏｌ．４　 新潟県：信濃川火焔街道連携協議会 2015年10月

國學院大學博物館特別展　火焔型土器のデザインと機能　Ｊｏｍｏｎｅｓｑｕｅ　Ｊａｐａｎ２０１６　 新潟県：信濃川火焔街道連携協議会 2016年12月

柏崎市立博物館館報　第３０号 新潟県：柏崎市立博物館 2016年9月

平成２７年度　歴史の道八十里越リレー講演会『天保の大飢饉と八十里越の開削』記録集　 新潟県：三条市 2016年3月

さんじょう遺跡物語　土地の記憶をたずねて　旧石器時代・縄文時代編　 新潟県：三条市教育委員会 2008年3月

平成２６年度さんじょう遺跡物語展示会「先史時代の文化交流～火炎土器の時代～」パンフレット　 新潟県：三条市市民部生涯学習課 2014年9月

加茂市史　資料編４　考古　 新潟県：加茂市 2016年3月

かも市史だより　Ｎｏ．３４ 新潟県：加茂市教育委員会内市史編さん室 2016年10月

民俗資料館だより　第２３号 新潟県：加茂市民俗資料館 2016年3月

民俗資料館だより　第２３号 新潟県：加茂市民俗資料館 2016年3月

十日町市教育委員会文化財課年報　１７　平成２７年度（２０１５．４～２０１６．３） 新潟県：十日町市教育委員会文化財課 2016年3月

十日町市博物館年報　第２号 新潟県：十日町市博物館 2016年3月

土器づくりの考古学　 新潟県：十日町市博物館 2016年10月

土器づくりの考古学　 新潟県：十日町市博物館 2016年10月

平成２８年度秋季特別展　土器づくりの考古学　 新潟県：十日町市博物館 2016年10月

平成２８年度秋季特別展　土器づくりの考古学　 新潟県：十日町市博物館 2016年10月

史跡村上城跡出櫓台　 新潟県：村上市教育委員会 2016年

史跡村上城跡出櫓台　 新潟県：村上市教育委員会 2016年

平成１６年度　緊急雇用創出特別基金事業　史跡村上城跡中世遺構図作成業務委託成果品　 新潟県：（株）イビソク新潟営業所 2004年12月

三面川流域の考古学　第１４号 新潟県：奥三面を考える会 2016年5月

国史跡平林城跡整備基本計画書　 新潟県：神林村 2001年3月

国史跡平林城跡整備基本計画概要書　 新潟県：神林村 2001年3月

荒川町郷土史　 新潟県：荒川町 1974年6月

荒川町史　資料編Ⅰ　 新潟県：荒川町 1986年2月

荒川町史　資料編Ⅱ　 新潟県：荒川町 1986年12月

荒川町史　資料編Ⅲ　 新潟県：荒川町 1988年3月

荒川町史　資料編Ⅳ　 新潟県：荒川町 1989年3月

荒川町史　資料編Ⅴ　 新潟県：荒川町 1990年3月

荒川町史　資料編Ⅵ　 新潟県：荒川町 1992年2月

荒川町史　資料編Ⅶ　 新潟県：荒川町 1993年3月
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荒川町史　資料編Ⅷ　 新潟県：荒川町 2001年3月

郷土史燕　第９号 新潟県：燕市教育委員会 2016年3月

Ｗｈａｔ　ｉｓ　Ｊａｄｅ？　 新潟県：Ｉｔｏｉｇａｗａ　Ｍｕｎｉｃｉｐａｌ　Ｂｏａｒｄ　ｏｆ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ 2016年3月

災害史研究のパイオニア吉田東伍　阿賀野市立吉田東伍記念博物館企画展示２０１５．３．７～４．１２ 新潟県：阿賀野市立吉田東伍記念博物館 2015年3月

阿賀野市立吉田東伍記念博物館友の会通信　２０１６－２０１７　Ｎｏ．１（通巻７４号） 新潟県：吉田東伍記念博物館友の会 2016年5月

調査研究報告書「佐渡の自然史」　第４号 新潟県：佐渡市教育委員会 2016年3月

新潟大学人文学部・佐渡市教育委員会連携協定事業　第４回佐渡学セミナー記録集　 新潟県：佐渡市教育委員会社会教育課佐渡学センター 2016年3月

名勝佐渡海府海岸・天然記念物及び名勝佐渡小木海岸保存活用計画書　 新潟県：佐渡市世界遺産推進室文化財室 2016年3月

日本ジオパーク認定　悠久の時を刻む佐渡の大地　 新潟県：佐渡ジオパーク推進協議会、佐渡市教育委員会 不明

佐渡学センター年報　第７号（平成２７年度版） 新潟県：佐渡学センター 2016年3月

六日町史　資料編　第一巻　先史・古代・中世　 新潟県：南魚沼市教育委員会 2016年3月

奥山荘郷土研究会誌おくやまのしょう　第四十一号 新潟県：奥山荘郷土研究会 2016年3月

氷河期を生きた狩猟・採集民の世界　津南学叢書　第２７輯 新潟県：津南町教育委員会 2016年9月

氷河期を生きた狩猟・採集民の世界　津南学叢書　第２７輯 新潟県：津南町教育委員会 2016年9月

なじょもん　火焔型土器まるごとガイドブック　津南学叢書　第２９輯 新潟県：津南町教育委員会 2016年12月

津南学　第５号　 新潟県：ほおずき書籍（株） 2016年10月

刈羽村文化　第１０３号 新潟県：刈羽村文化協会、刈羽村郷土研究会 2015年9月

刈羽村文化　第１０４号 新潟県：刈羽村文化協会、刈羽村郷土研究会 2016年3月

佐渡・越後文化交流史研究　第６号 新潟県：新潟大学人文学部プロジェクト佐渡・越後の文化交流史研究 2006年3月

佐渡・越後文化交流史研究　第１０号 新潟県：新潟大学大学院現代社会文化研究科新潟大学人文学部プロジェクト
佐渡・越後の文化交流史研究

2010年3月

佐渡・越後文化交流史研究　第１１号　特集　新潟大学人文学部・佐渡市教育委員会連携協定調印紀念シ
ンポジウム「世阿弥の佐渡と能楽」

新潟県：新潟大学大学院現代社会文化研究科新潟大学人文学部プロジェクト
佐渡・越後の文化交流史研究

2011年3月

佐渡・越後文化交流史研究　第１２号 新潟県：新潟大学大学院現代社会文化研究科新潟大学人文学部プロジェクト
佐渡・越後の文化交流史研究

2012年3月

佐渡・越後文化交流史研究　第１３号 新潟県：新潟大学大学院現代社会文化研究科新潟大学人文学部プロジェクト
佐渡・越後の文化交流史研究

2013年3月

佐渡・越後文化交流史研究　第１４号 新潟県：新潟大学大学院現代社会文化研究科新潟大学人文学部プロジェクト
佐渡・越後の文化交流史研究

2014年3月

佐渡・越後文化交流史研究　第１５号 新潟県：新潟大学大学院現代社会文化研究科新潟大学人文学部プロジェクト
佐渡・越後の文化交流史研究

2015年3月

佐渡・越後文化交流史研究　第１６号 新潟県：新潟大学大学院現代社会文化研究科新潟大学人文学部プロジェクト
佐渡・越後の文化交流史研究

2016年3月

年報新発田学　第七号 新潟県：敬和学園大学 2016年3月

人文社会科学研究所年報　第１４号 新潟県：敬和学園大学 2016年6月

頸城文化　６４号抜刷 新潟県：上越郷土研究会 2016年9月

この４００年を未来へつなぐ長峰城ものがたり　 新潟県：越後長峰城址保存会 2016年

この４００年を未来へつなぐ長峰城ものがたり　 新潟県：越後長峰城址保存会 2016年

●北海道●
木古内町　大平遺跡（２）－遺構編－　－北海道新幹線建設事業埋蔵文化財発掘調査報告書－　第１分
冊（本文編）／（公財）北海道埋蔵文化財センター調査報告書　第３２１集

北海道：（公財）北海道埋蔵文化財センター 2016年3月

木古内町　大平遺跡（２）－遺構編－　－北海道新幹線建設事業埋蔵文化財発掘調査報告書－　第２分
冊（写真図版編）／（公財）北海道埋蔵文化財センター調査報告書　第３２１集

北海道：（公財）北海道埋蔵文化財センター 2016年3月

千歳市　キウス３遺跡・キウス１１遺跡　－道央圏連絡道路泉郷道路工事埋蔵文化財発掘調査報告書－／
（公財）北海道埋蔵文化財センター調査報告書　第３２３集

北海道：（公財）北海道埋蔵文化財センター 2016年3月

厚真町　富里３遺跡　－勇払東部（二期）地区厚幌導水路工事用地内埋蔵文化財発掘調査報告書－／
（公財）北海道埋蔵文化財センター調査報告書　第３２６集

北海道：（公財）北海道埋蔵文化財センター 2016年3月

北斗市　館野６遺跡（２）補償道路地区　－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－／第１分冊　Ⅰ諸言　Ⅱ調査の方法　Ⅲ－１遺構の調査　Ⅴ自然科学的分析　Ⅵ成果と問
題点　引用・参考文献／公益財団法人北海道埋蔵文化財センター調査報告書　第３２７集

北海道：（公財）北海道埋蔵文化財センター 2016年9月

北斗市　館野６遺跡（２）補償道路地区　－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－／第２分冊　Ⅲ－２・３遺構出土の遺物／公益財団法人北海道埋蔵文化財センター調査
報告書　第３２７集

北海道：（公財）北海道埋蔵文化財センター 2016年9月

北斗市　館野６遺跡（２）補償道路地区　－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－／第３分冊　Ⅳ盛土遺構・包含層出土の遺物／公益財団法人北海道埋蔵文化財セン
ター調査報告書　第３２７集

北海道：（公財）北海道埋蔵文化財センター 2016年9月

北斗市　館野６遺跡（２）補償道路地区　－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－／第４分冊　写真図版／公益財団法人北海道埋蔵文化財センター調査報告書　第３２７
集

北海道：（公財）北海道埋蔵文化財センター 2016年9月

木古内町　大平遺跡（３）－盛土遺構・包含層編－　－北海道新幹線建設事業埋蔵文化財発掘調査報告
書－　第１分冊（本文編）／（公財）北海道埋蔵文化財センター調査報告書　第３２８集

北海道：（公財）北海道埋蔵文化財センター 2017年3月

木古内町　大平遺跡（３）－盛土遺構・包含層編－　－北海道新幹線建設事業埋蔵文化財発掘調査報告
書－　第２分冊（写真図版編）／（公財）北海道埋蔵文化財センター調査報告書　第３２８集

北海道：（公財）北海道埋蔵文化財センター 2017年3月

木古内町　大平遺跡（４）　－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３２９集

北海道：（公財）北海道埋蔵文化財センター 2017年2月

木古内町　泉沢５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３３０集

北海道：（公財）北海道埋蔵文化財センター 2017年3月

木古内町　大平４遺跡（３）　－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－／公益財団法人北海道埋蔵文化財センター調査報告書　第３３１集

北海道：（公財）北海道埋蔵文化財センター 2017年3月

木古内町亀川５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－
／公益財団法人北海道埋蔵文化財センター調査報告書　第３３２集

北海道：（公財）北海道埋蔵文化財センター 2017年3月

福島町　館崎遺跡　－北海道新幹線建設事業埋蔵文化財発掘調査報告書－　第１分冊　遺構編／（公
財）北海道埋蔵文化財センター調査報告書　第３３３集

北海道：（公財）北海道埋蔵文化財センター 2017年3月

福島町　館崎遺跡　－北海道新幹線建設事業埋蔵文化財発掘調査報告書－　第２分冊　土器編／（公
財）北海道埋蔵文化財センター調査報告書　第３３３集

北海道：（公財）北海道埋蔵文化財センター 2017年3月

福島町　館崎遺跡　－北海道新幹線建設事業埋蔵文化財発掘調査報告書－　第３分冊　石器編／（公
財）北海道埋蔵文化財センター調査報告書　第３３３集

北海道：（公財）北海道埋蔵文化財センター 2017年3月

福島町　館崎遺跡　－北海道新幹線建設事業埋蔵文化財発掘調査報告書－　第４分冊　骨角器・分析・
総括編／（公財）北海道埋蔵文化財センター調査報告書　第３３３集

北海道：（公財）北海道埋蔵文化財センター 2017年3月

福島町　館崎遺跡　－北海道新幹線建設事業埋蔵文化財発掘調査報告書－　第５分冊　写真図版編／
（公財）北海道埋蔵文化財センター調査報告書　第３３３集

北海道：（公財）北海道埋蔵文化財センター 2017年3月

知内町　湯の里２遺跡（２）　－北海道新幹線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３３４集

北海道：（公財）北海道埋蔵文化財センター 2017年3月

厚真町　上幌内３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３３５集

北海道：（公財）北海道埋蔵文化財センター 2017年3月

厚真町　厚幌１遺跡・幌内６遺跡・幌内７遺跡　－勇払東部（二期）地区厚幌導水路工事用地内埋蔵文化財
発掘調査報告書－／（公財）北海道埋蔵文化財センター調査報告書　第３３６集

北海道：（公財）北海道埋蔵文化財センター 2017年3月
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長沼町　幌内Ｋ遺跡・レブントン川左岸遺跡・レブントン川右岸遺跡・南９号線遺跡　－道央圏連絡道路泉
郷道路工事埋蔵文化財発掘調査報告書－／（公財）北海道埋蔵文化財センター調査報告書　第３３７集

北海道：（公財）北海道埋蔵文化財センター 2017年3月

厚真町　オコッコ１遺跡（１）　－厚真川改修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３３８集

北海道：（公財）北海道埋蔵文化財センター 2017年3月

新得町　屈足１７遺跡　－道営農業農村整備事業新屈足地区用地内埋蔵文化財調査報告書－／（公財）
北海道埋蔵文化財センター調査報告書　第３３９集

北海道：（公財）北海道埋蔵文化財センター 2017年3月

根室市　幌茂尻１遺跡　－根室道路事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－／（公財）北海道埋蔵文化
財センター調査報告書　第３４０集

北海道：（公財）北海道埋蔵文化財センター 2017年3月

調査年報　２８　平成２７年度 北海道：（公財）北海道埋蔵文化財センター 2016年3月

調査年報　２９　平成２８年度 北海道：（公財）北海道埋蔵文化財センター 2017年3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１１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 2016年3月

北海道立埋蔵文化財センター年報　１７　平成２７（２０１５）年度 北海道：北海道立埋蔵文化財センター 2016年4月

平成２７年度調査報告書　市内遺跡発掘調査報告書　８ 北海道：札幌市教育委員会 2016年3月

札幌市埋蔵文化財包蔵地分布図　＜９訂＞　 北海道：札幌市教育委員会 2015年3月

ウサクマイＢ遺跡（第３次調査）　千歳市文化財調査報告書　４２ 北海道：千歳市教育委員会 2017年3月

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概要報告書 北海道：函館市教育委員会生涯学習部文化財課、特定非営利活動法人函館
市埋蔵文化財事業団

2016年3月

函館市　臼尻Ａ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／函館市教育委員会特
定非営利活動法人函館市埋蔵文化財事業団発掘調査報告書　第１６輯

北海道：函館市教育委員会生涯学習部文化財課、特定非営利活動法人函館
市埋蔵文化財事業団

2016年3月

函館市　日吉町Ａ遺跡（１）　日吉町４丁目貸建物移転新築主体その他工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書／函館市教育委員会特定非営利活動法人函館市埋蔵文化財事業団発掘調査報告書　第１７輯

北海道：函館市教育委員会生涯学習部文化財課、特定非営利活動法人函館
市埋蔵文化財事業団

2015年12月

函館市　日吉町Ａ遺跡（２）　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
館市教育委員会特定非営利活動法人函館市埋蔵文化財事業団発掘調査報告書　第１８輯

北海道：函館市教育委員会生涯学習部文化財課、特定非営利活動法人函館
市埋蔵文化財事業団

2016年3月

函館市　石川３遺跡　函館市石川稜北土地区画整理組合における土地区画整理事業に関する埋蔵文化
財発掘調査報告書／函館市教育委員会特定非営利活動法人函館市埋蔵文化財事業団発掘調査報告書
第１９輯

北海道：函館市教育委員会生涯学習部文化財課、特定非営利活動法人函館
市埋蔵文化財事業団

2016年3月

●青森県●
鷲ノ巣（１）遺跡　鷲ノ巣（３）遺跡　－県営小栗山地区通作条件整備事業に伴う遺跡発掘調査報告－／青
森県埋蔵文化財調査報告書　第５７１集

青森県：青森県教育委員会 2016年3月

下天摩遺跡・大草里窪遺跡　－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５７２集

青森県：青森県教育委員会 2016年3月

青森県詳細遺跡分布調査報告書２８　青森県埋蔵文化財調査報告書　第５７３集 青森県：青森県教育委員会 2016年3月

弥次郎窪遺跡Ⅲ　潟野遺跡Ⅳ　－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５６１集

青森県：青森県教育委員会 2016年3月

東道ノ上（３）遺跡Ⅱ　－一般国道４５号上北天間林道路建設事業に伴う遺跡発掘調査報告－／青森県埋
蔵文化財調査報告書　第５６２集

青森県：青森県教育委員会 2016年3月

金沢街道沢（１）遺跡　新沢（１）遺跡　新沢（２）遺跡　－一般国道１０１号線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５６３集

青森県：青森県教育委員会 2016年3月

川原平（１）遺跡Ⅱ　－津軽ダム建設事業に伴う遺跡発掘調査報告- 【第１分冊 本文・観察表編】/青森県
埋蔵文化財調査報告書 第５６４集

青森県：青森県教育委員会 2016年3月

川原平（１）遺跡Ⅱ　－津軽ダム建設事業に伴う遺跡発掘調査報告- 【第２分冊 図版編】/青森県埋蔵文化
財調査報告書 第５６４集

青森県：青森県教育委員会 2016年3月

川原平（１）遺跡Ⅱ　－津軽ダム建設事業に伴う遺跡発掘調査報告- 【第３分冊 写真図版編】/青森県埋蔵
文化財調査報告書 第５６４集

青森県：青森県教育委員会 2016年3月

川原平（１）遺跡Ⅲ　－津軽ダム建設事業に伴う発掘調査報告書－／青森県埋蔵文化財調査報告書　第５
６５集

青森県：青森県教育委員会 2016年3月

川原平（４）遺跡Ⅳ　－津軽ダム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５６６集

青森県：青森県教育委員会 2016年3月

川原平（６）遺跡　－津軽ダム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５
６７集

青森県：青森県教育委員会 2016年3月

酪農（１）遺跡　－一般国道２７９号むつ南バイパス道路改築事業に伴う遺跡発掘調査報告－／青森県埋
蔵文化財調査報告書　第５６８集

青森県：青森県教育委員会 2016年3月

下石川平野遺跡Ⅱ　旭（１）遺跡　旭（２）遺跡　－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- (第１分冊)／青森県埋蔵文化財調査報告書 第５６９集

青森県：青森県教育委員会 2016年3月

下石川平野遺跡Ⅱ　旭（１）遺跡　旭（２）遺跡　－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- (第２分冊)／青森県埋蔵文化財調査報告書 第５６９集

青森県：青森県教育委員会 2016年3月

特別史跡三内丸山遺跡年報　－２０－ 青森県：青森県教育委員会 2017年3月

三内丸山通信　第６４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

2016年7月

三内丸山通信　第６５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

2016年12月

２０１５弘前公園開園１２０周年　弘前城本丸石垣修理　 青森県：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 2015年

青森県埋蔵文化財調査センター研究紀要　第２１号 青森県：青森県埋蔵文化財調査センター 2016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Ⅲ　－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 2016年3月

八戸市内遺跡発掘調査報告書３３　咽平遺跡第４地点　沢目遺跡第１地点　市子林遺跡第２０・２１地点　沢
ノ上遺跡第１地点　中居遺跡Ｒ区　根城跡岡前館第６３・６４地点　雷遺跡第２地点　駒ヶ沢遺跡第２地点
八戸城跡第３４地点／八戸市埋蔵文化財調査報告書　第１５２集

青森県：八戸市教育委員会 2016年3月

熊野堂遺跡第２地点　－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１５３集青森県：八戸市教育委員会 2016年3月

新井田古館遺跡第３０地点　－太陽光発電設備設置に伴う発掘調査報告書－／八戸市埋蔵文化財調査
報告書　第１５４集

青森県：八戸市教育委員会 2016年3月

八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館開館５周年記念特別展図録　山の縄文世界－中部高地の縄文時代－　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 2016年7月

八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館研究紀要　第５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 2016年3月

八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館年報　第５号－平成２７年度－ 青森県：八戸市教育委員会八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館 2016年6月

平成２８年度秋季企画展示図録「馬淵川流域の縄文時代」　 青森県：八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館 2016年10月

掘りｄａｙはちのへ－八戸市埋蔵文化財ニュース－　第１９号 青森県：八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館 2016年6月

●岩手県●
岩手県立埋蔵文化財センター所報　わらびて　１３４号 岩手県：岩手県立埋蔵文化財センター 2016年6月

岩手県立埋蔵文化財センター所報　わらびて　１３５号 岩手県：岩手県立埋蔵文化財センター 2017年2月

岩手県内遺跡発掘調査報告書　（平成２６年度　国庫補助事業）／岩手県文化財調査報告書　第１４５集 岩手県：岩手県教育委員会 2016年3月

岩手県内遺跡発掘調査報告書　（平成２６年度　復興関係）／岩手県文化財調査報告書　第１４６集 岩手県：岩手県教育委員会 2016年3月

平泉文化研究年報　第１６号 岩手県：岩手県教育委員会 2016年3月

伽羅之御所跡第２２・２３次発掘調査報告書　一般県道平泉停車場中尊寺線電線共同溝整備事業関連遺
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６４８集

岩手県：岩手県県南広域振興局土木部、（公財）岩手県文化振興事業団 2016年3月

宮野貝塚発掘調査報告書　警察施設災害復旧事業（大船渡警察署綾里駐在所建設）関連遺跡発掘調査
／岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書　第６４９集

岩手県：岩手県警察本部、（公財）岩手県文化振興事業団 2016年2月
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赤前Ⅲ遺跡発掘調査報告書　防災集団移転促進事業（赤前・津軽石地区）関連遺跡発掘調査／岩手県文
化振興事業団埋蔵文化財調査報告書　第６５０集

岩手県：宮古市都市整備部都市計画課、（公財）岩手県文化振興事業団 2016年3月

焼山遺跡発掘調査報告書　船越地区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６５１集

岩手県：山田町建設課、（公財）岩手県文化振興事業団 2016年3月

千苅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＞／岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書　第６５２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

2016年3月

千苅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
遺物図版・遺物観察表＞／岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書　第６５２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

2016年3月

千苅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３分冊
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６５２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

2016年3月

館岡Ⅱ遺跡発掘調査報告書　一関遊水地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６５３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

2016年1月

宇部館跡・北ノ越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６５４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

2016年2月

浜岩泉Ⅲ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６５５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

2016年3月

菅窪長屋構Ⅱ・Ⅲ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６５６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

2016年3月

向新田Ⅲ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６５７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

2016年2月

青野滝北Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ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６５８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

2016年3月

木戸井内Ⅵ遺跡・磯鶏石崎遺跡発掘調査報告書　宮古西道路建設関連遺跡発掘調査／岩手県文化振興
事業団埋蔵文化財調査報告書　第６５９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

2016年3月

松磯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６６０集

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

2016年2月

岩手県立博物館だより　第１４９号 岩手県：（公財）岩手県文化振興事業団 2016年6月

岩手県立博物館だより　第１５０号 岩手県：（公財）岩手県文化振興事業団 2016年9月

岩手県立博物館だより　第１５１号 岩手県：（公財）岩手県文化振興事業団 2016年12月

岩手県立博物館だより　第１５２号 岩手県：（公財）岩手県文化振興事業団 2017年3月

前平泉文化関連遺跡調査報告書　越戸内経塚発掘調査　弥勒地経塚測量調査　比爪館跡測量調査　そ
の他関連調査研究／岩手県立博物館調査研究報告書　第３３冊

岩手県：（公財）岩手県文化振興事業団 2016年3月

平成２７年度発掘調査報告書　サンニヤ遺跡　房の沢Ⅳ遺跡　白石遺跡　ほか調査概報（３３遺跡）／岩手
県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書　第６６１集

岩手県：（公財）岩手県文化振興事業団 2016年3月

岩手県立博物館平成２７年度特別展　海に生きた歴史　～復興発掘調査が語る一万年の海との共生～ 岩手県：（公財）岩手県文化振興事業団 2016年1月

紀要　第３５号（平成２７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 2016年3月

年報　平成２７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 2016年8月

平泉遺跡群発掘調査報告書　柳之御所遺跡－第７６次発掘調査概報－　岩手県文化財調査報告書　第１
４７集

岩手県：「世界遺産平泉」保存活用推進実行委員会 2016年3月

盛南地区遺跡群発掘調査報告書Ⅷ　－盛岡南新都市開発整備事業関連遺跡平成２２～２４年度発掘調査
１－／台太郎遺跡・飯岡沢田遺跡・夕覚遺跡

岩手県：独立行政法人都市再生機構、盛岡市、盛岡市教育委員会 2016年9月

盛南地区遺跡群発掘調査報告書Ⅸ　－盛岡南新都市開発整備事業関連遺跡平成２２～２４年度発掘調査
２－／細谷地遺跡・矢盛遺跡・焼野遺跡

岩手県：独立行政法人都市再生機構、盛岡市、盛岡市教育委員会 2017年3月

志波城跡－平２３・２４・２５年度発掘調査報告書－　 岩手県：盛岡市教育委員会歴史文化課 2016年2月

平安少年しわまろくん～おしえて！むかしのくらし～　～１２００年前に坂上田村麻呂がつくった～東北地方
最大級の城柵志波城

岩手県：盛岡市教育委員会 2016年3月

里館遺跡第６０次発掘調査報告書　 岩手県：太平工業（株）、盛岡市教育委員会 2016年12月

盛岡市遺跡の学び館館報　平成２６年度 岩手県：盛岡市遺跡の学び館 2016年3月

第３４回埋蔵文化財調査資料展　盛岡を発掘する－平成２８年度調査速報－　 岩手県：盛岡市遺跡の学び館 2017年2月

立花南遺跡（２０１４年度）　北上市埋蔵文化財調査報告　第１１８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 2016年3月

八幡遺跡（２０１３年度）　北上市埋蔵文化財調査報告　第１１９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 2015年12月

江釣子古墳群（２０１３年度）　猫谷地支群第１３・１４次、五条丸支群第２２・２３次（猫谷地支群第６次、五条
丸支群第５～７次補遺）／北上市埋蔵文化財調査報告　第１２０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 2016年3月

本宿遺跡（２０１４年度）　北上市埋蔵文化財調査報告　第１２１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 2016年3月

北上市内試掘調査報告（２０１４年度）　北上市埋蔵文化財調査報告　第１２２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 2016年3月

外山遺跡（１９９５年度）　北上市埋蔵文化財調査報告　第１２３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 2016年3月

北上市立埋蔵文化財センター紀要　第５号 岩手県：北上市立埋蔵文化財センター 2016年3月

北上市埋蔵文化財年報　（２０１４年度） 岩手県：北上市立埋蔵文化財センター 2016年3月

北鵜ノ木遺跡　第１次～４次調査の報告　市道北鵜ノ木西田線建設に伴う緊急発掘調査／岩手県奥州市
埋蔵文化財調査センター発掘調査報告書　第１３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 2016年3月

松川遺跡　大日前遺跡　経営体育成基盤整備事業石山地区に伴う緊急発掘調査／奥州市埋蔵文化財調
査センター調査報告書　第１４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 2016年10月

岩手県奥州市水沢区佐倉河　胆沢城跡　－第９２次・９４次・９４次補足・９６次・１００次発掘調査概報－　岩
手県奥州市埋蔵文化財調査報告書　第２８集

岩手県：奥州市教育委員会 2016年3月

白鳥舘遺跡発掘調査第１４次調査概要報告書　奥州市埋蔵文化財調査報告書　第２９集 岩手県：奥州市教育委員会世界遺産登録推進室 2016年3月

岩手県奥州市水沢区佐倉河　胆沢城跡　－平成２１年度発掘調査概報－　岩手県奥州市埋蔵文化財調
査報告書　第３０集

岩手県：奥州市教育委員会 2016年8月

岩手県花巻市大迫町　下中居Ⅲ遺跡発掘調査報告書　中山間地域総合整備事業関連遺跡発掘調査　平
成２０年度調査／花巻市埋蔵文化財発掘調査報告書　第１２集

岩手県：花巻市教育委員会文化財課 2010年2月

平成２１年度　花巻市内遺跡発掘調査報告書（堰袋Ⅱ遺跡・我生遺跡・大償Ⅰ遺跡・花巻城跡）　花巻市埋
蔵文化財発掘調査報告書　第１３集

岩手県：花巻市教育委員会文化財課 2011年3月

平成２２～２３年度調査　花巻城跡　花巻市内遺跡発掘調査報告書／花巻市埋蔵文化財発掘調査報告書
第１４集

岩手県：花巻市教育委員会文化財課 2012年2月

平成２５年度調査　上館遺跡　特別養護老人ホーム建設関連遺跡発掘調査報告書／花巻市埋蔵文化財
発掘調査報告書　第１７集

岩手県：花巻市教育委員会 2014年3月

平成２４年度調査　花巻市内遺跡発掘調査報告書（蒼前堂遺跡・花巻城跡）　花巻市埋蔵文化財発掘調査
報告書　第１８集

岩手県：花巻市教育委員会 2015年3月

平成２５～２６年度調査　小瀬川Ⅰ遺跡発掘調査報告書　花巻市埋蔵文化財発掘調査報告書　第２０集 岩手県：花巻市教育委員会 2017年3月

資料館だより　Ｎｏ．２１ 岩手県：宮古市北上山地民俗資料館 2015年3月

資料館だより　Ｎｏ．２２ 岩手県：宮古市北上山地民俗資料館 2016年3月

宮古市北上山地民俗資料館　 岩手県：宮古市北上山地民俗資料館 不明

●宮城県●
平成２６年度　東日本大震災復興事業関連遺跡調査報告Ⅲ　宮城県文化財調査報告書　第２４０集 宮城県：宮城県教育委員会 2016年3月

大天馬遺跡・後沢遺跡　－みやぎ県北高速幹線道路関連遺跡調査報告書　Ⅱ－／宮城県文化財調査報
告書　第２４１集

宮城県：宮城県教育委員会 2016年3月
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熊の作遺跡ほか　常磐線復旧関連遺跡調査報告書／戸花山遺跡・狐塚遺跡・向山遺跡・熊の作遺跡　犬
塚遺跡・新中永窪遺跡・雷神遺跡・山ノ上遺跡／宮城県文化財調査報告書　第２４３集

宮城県：宮城県教育委員会 2016年12月

御駒堂遺跡・堂の沢遺跡　－一般国道４号線築館バイパス関連遺跡調査報告書　Ⅲ－／宮城県文化財調
査報告書　第２４４集

宮城県：宮城県教育委員会 2016年12月

入の沢遺跡　－一般国道４号築館バイパス関連遺跡調査報告書　Ⅳ－／宮城県文化財調査報告書　第２
４５集

宮城県：宮城県教育委員会 2016年12月

地域に伝わる御正躰を中心とした古代中世文化遺産と関連文化遺産の調査・活用事業目録　文化庁　平
成２７年度文化遺産を活かした地域活性化事業（文化芸術振興費補助金）［地域の文化遺産次世代継承事
業］／平成２７年度宮城県地域文化遺産復興プロジェクト

宮城県：東北歴史博物館 2016年3月

東北歴史博物館研究紀要　１７ 宮城県：東北歴史博物館 2016年3月

東北歴史博物館年報　平成２７年度 宮城県：東北歴史博物館 2016年5月

薬師堂東遺跡Ⅱ　－仙台市高速鉄道東西線関係遺跡発掘調査報告書　ⅩⅠ－／仙台市文化財調査報
告書　第４４３集

宮城県：仙台市教育委員会 2016年3月

仙台城跡　（仮称）公園センター建設に係る追廻地区第４次～第６次発掘調査報告書／仙台市文化財調
査報告書　第４４４集

宮城県：仙台市教育委員会 2016年3月

王ノ壇遺跡第６次調査　－都市計画道路「郡山折立線」関係遺跡発掘調査報告書－／仙台市文化財調査
報告書　第４４５集

宮城県：仙台市教育委員会 2016年3月

荒井南遺跡他発掘調査報告書　荒井南遺跡第３次、今泉遺跡第１２次、郡山遺跡第２５８次／仙台市文化
財調査報告書　第４４６集

宮城県：仙台市教育委員会 2016年3月

燕沢遺跡第１４次調査　－国道４号仙台バイパス拡幅工事に伴う発掘調査報告書－／仙台市文化財調査
報告書　第４４７集

宮城県：仙台市教育委員会 2016年3月

仙台市震災復興関係遺跡発掘調査報告Ⅱ　－平成２４年度～２６年度震災復興民間文化財発掘調査助成
事業に伴う発掘調査報告書－／押口遺跡第４次、今泉遺跡第１０・１１次、郡山遺跡第２３５次・２３７次・２４５
～２４８次・２５０次、元袋遺跡第９次、大野田官衙遺跡第１９次、山口遺跡第１９次、洞ノ口遺跡第２２次、中
在家南遺跡第７次、鴻ノ巣遺跡第１９次、小鶴城跡第１０次、南小泉遺跡第７６次／仙台市文化財調査報告
書　第４４８集

宮城県：仙台市教育委員会 2016年3月

仙台平野の遺跡群２６　平成２７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７７次・７８次、大野田古墳群第２３次／仙台市文化財調査報告書　第４４９集

宮城県：仙台市教育委員会 2016年3月

郡山遺跡３６　－平成２７年度発掘調査概報－／仙台市文化財調査報告書　第４５０集 宮城県：仙台市教育委員会 2016年3月

仙台城跡東日本大震災復旧事業報告書　第１分冊　仙台市文化財調査報告書　第４５１集 宮城県：仙台市教育委員会 2016年9月

仙台城跡東日本大震災復旧事業報告書　第２分冊　仙台市文化財調査報告書　第４５１集 宮城県：仙台市教育委員会 2016年9月

富沢遺跡　第１４９次発掘調査報告書　仙台市文化財調査報告書　第４５３集 宮城県：仙台市教育委員会 2017年1月

六反田遺跡第１４次調査調査報告書　仙台市文化財調査報告書　第４５４集 宮城県：仙台市教育委員会 2017年3月

元袋遺跡・六反田遺跡・大野田古墳群ほか　仙台市富沢駅周辺土地区画整理事業関係遺跡発掘調査報
告書　Ⅴ〔第１分冊〕／仙台市文化財調査報告書　第４５５集

宮城県：仙台市教育委員会 2017年3月

元袋遺跡・六反田遺跡・大野田古墳群ほか　仙台市富沢駅周辺土地区画整理事業関係遺跡発掘調査報
告書　Ⅴ〔第２分冊〕／仙台市文化財調査報告書　第４５５集

宮城県：仙台市教育委員会 2017年3月

元袋遺跡・六反田遺跡・伊古田遺跡ほか　仙台市富沢駅周辺土地区画整理事業関係遺跡発掘調査報告
書　Ⅵ〔第１分冊〕／仙台市文化財調査報告書　第４５６集

宮城県：仙台市教育委員会 2017年3月

元袋遺跡・六反田遺跡・伊古田遺跡ほか　仙台市富沢駅周辺土地区画整理事業関係遺跡発掘調査報告
書　Ⅵ〔第２分冊〕／仙台市文化財調査報告書　第４５６集

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開館２０周年記念特別企画展「いにしえの石の道具－ココロころころ」　 宮城県：仙台市教育委員会 2016年7月

地底の森ミュージアム・縄文の森広場研究報告　２０１５ 宮城県：仙台市教育委員会 2016年3月

地底の森ミュージアム・縄文の森広場年報　２０１６ 宮城県：仙台市教育委員会 2016年8月

ハナちゃん通信　ｖｏｌ.３９ 宮城県：仙台市縄文の森広場 2016年3月

ハナちゃん通信　ｖｏｌ.４０ 宮城県：仙台市縄文の森広場 2016年6月

ハナちゃん通信　ｖｏｌ.４１ 宮城県：仙台市縄文の森広場 2016年9月

地底の森ミュージアム通信　Ｖｏｌｕｍｅ．７４ 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 2016年3月

地底の森ミュージアム通信　Ｖｏｌｕｍｅ．７５ 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 2016年6月

地底の森ミュージアム通信　Ｖｏｌｕｍｅ．７６ 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 2016年9月

宮城県多賀城跡調査研究所年報　２０１５　多賀城跡 宮城県：宮城県多賀城跡調査研究所 2016年3月

多賀城市内の遺跡２－平成２７年度ほか発掘調査報告書－　新田遺跡　山王遺跡　市川橋遺跡　西沢遺
跡　高崎遺跡　留ヶ谷遺跡／多賀城市文化財調査報告書　第１２７集

宮城県：多賀城市教育委員会 2016年3月

高崎遺跡ほか　－高崎遺跡第１０２次　山王遺跡第１５０次　山王遺跡第１５２次　留ヶ谷遺跡第８次　新田遺
跡第１０７次－／多賀城市文化財調査報告書　第１２８集

宮城県：多賀城市教育委員会 2016年3月

八幡沖遺跡－第１３次調査－　多賀城市文化財調査報告書　第１３１集 宮城県：多賀城市教育委員会 2016年11月

多賀城市埋蔵文化財調査センター年報　－平成２５年度－ 宮城県：多賀城市埋蔵文化財調査センター 2014年10月

多賀城市埋蔵文化財調査センター年報　－平成２６年度－ 宮城県：多賀城市埋蔵文化財調査センター 2016年3月

嚮館跡　防災集団移転促進事業・災害公営住宅整備事業（大谷地区）に伴う発掘調査報告書／気仙沼市
文化財調査報告書　第８集

宮城県：気仙沼市教育委員会 2016年7月

小平館跡Ⅰ　－小平地区宅地造成工事に係る発掘調査報告書－／山元町文化財調査報告書　第１１集 宮城県：山元町教育委員会 2015年6月

谷原遺跡　－常磐自動車道（県境～山元間）建設工事に係る発掘調査報告書　Ⅵ－　第１分冊－本文編１
－／山元町文化財調査報告書　第１３集

宮城県：山元町教育委員会 2016年3月

谷原遺跡　－常磐自動車道（県境～山元間）建設工事に係る発掘調査報告書　Ⅵ－　第２分冊－本文編
２・自然科学分析・総括－／山元町文化財調査報告書　第１３集

宮城県：山元町教育委員会 2016年3月

蔵王町内遺跡発掘調査報告書３　各種開発事業に伴う遺構確認調査・小規模開発事業に伴う緊急発掘調
査（平成２６年度）／原遺跡・北割山遺跡・愛宕山遺跡／蔵王町文化財調査報告書　第２１集

宮城県：蔵王町教育委員会 2016年3月

蔵王東麓の縄文遺跡群　－蔵王山麓の森と縄文人の暮らし－／蔵王町文化財リーフレット　２ 宮城県：蔵王町教育委員会 2016年3月

新井田館跡　－津波復興拠点整備事業（志津川中央地区）に係る発掘調査報告書－／南三陸町文化財
調査報告書　第１集

宮城県：南三陸町教育委員会 2016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Ⅰ　－平成２３・２４・２５年度発掘調査報告書－
／要害館跡第１次・第２次・上の山遺跡第１次・若宮遺跡第１次／南三陸町文化財調査報告書　第２集

宮城県：南三陸町教育委員会 2016年3月

桜小路横穴墓群Ⅱ　亘理町文化財調査報告書　第１８集 宮城県：亘理町教育委員会 2015年3月

国史跡三十三間堂官衙遺跡　－平安時代の陸奥国曰理郡衙跡発掘調査総括報告書－／亘理町文化財
調査報告書　第１９集

宮城県：亘理町教育委員会 2016年3月

●秋田県●
西板戸遺跡　窪遺跡　－雄物川上流河川改修事業（西板戸地区）に係る埋蔵文化財発掘調査報告書－／
－雄物川上流河川改修事業（寺館大巻地区）に係る埋蔵文化財発掘調査報告書　Ⅱ－／秋田県文化財
調査報告書　第５０１集

秋田県：秋田県教育委員会 2016年3月

払田柵跡調査事務所年報２０１５　払田柵跡－第１４９次調査　関連遺跡の調査概要－　秋田県文化財調
査報告書　第５０３集

秋田県：秋田県教育委員会 2016年3月

峰吉川中村遺跡　－雄物川上流河川改修事業（中村芦沢地区）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５０５集

秋田県：秋田県教育委員会 2016年9月

上谷地遺跡（第２次）　－日本海沿岸東北自動車道（本荘～岩城）付加車線工事に係る埋蔵文化財発掘調
査報告書　Ⅰ－／秋田県文化財調査報告書　第５０６集

秋田県：秋田県教育委員会 2016年9月

遺跡詳細分布調査報告書　秋田県文化財調査報告書　第５０７集 秋田県：秋田県教育委員会 2017年3月
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秋田県埋蔵文化財センター研究紀要　第３０号 秋田県：秋田県埋蔵文化財センター 2016年3月

秋田県埋蔵文化財センター年報　３４（平成２７年度） 秋田県：秋田県埋蔵文化財センター 2016年6月

払田柵跡だより　２０１５ 秋田県：秋田県教育庁払田柵跡調査事務所 2015年3月

払田柵跡だより　２０１６ 秋田県：秋田県教育庁払田柵跡調査事務所 2016年3月

平成２７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 2016年3月

史跡秋田城跡整備事業報告書Ⅲ　 秋田県：秋田市教育委員会、秋田城跡調査事務所 2016年3月

秋田城跡（秋田城跡調査事務所年報）　２０１５ 秋田県：秋田市教育委員会、秋田城跡調査事務所 2016年3月

秋麻呂くん通信　［Ｈ２８］ 秋田県：秋田市教育委員会、秋田城跡調査事務所 2016年7月

中猪岡Ａ遺跡（第２次）　－障害者福祉施設建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－／横手市文化財調
査報告　第３７集

秋田県：横手市教育委員会 2016年3月

金沢柵推定地陣館遺跡－総括報告書－　横手市文化財調査報告　第３８集 秋田県：横手市教育委員会 2016年3月

遺跡詳細分布調査報告書　－農地集積加速化基盤整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－／横
手市文化財調査報告　第３９集

秋田県：横手市教育委員会 2016年3月

●山形県●
分布調査報告書（４２）　山形県埋蔵文化財調査報告書　第２２１集 山形県：山形県教育委員会 2016年3月

私たちの最上川を未来へ　－最上川流域の文化的景観－ 山形県：山形県教育委員会 2012年3月

清水遺跡第８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２２４集 山形県：（公財）山形県埋蔵文化財センター 2016年3月

馳上遺跡第２～４・６次発掘調査報告書　第一分冊　本文編　山形県埋蔵文化財センター調査報告書　第２
２５集

山形県：（公財）山形県埋蔵文化財センター 2017年3月

馳上遺跡第２～４・６次発掘調査報告書　第二分冊　遺物観察表・写真図版編　山形県埋蔵文化財セン
ター調査報告書　第２２５集

山形県：（公財）山形県埋蔵文化財センター 2017年3月

蝉田遺跡第１・２次発掘調査報告書　第一分冊　本文編　山形県埋蔵文化財センター調査報告書　第２２６ 山形県：（公財）山形県埋蔵文化財センター 2017年3月

蝉田遺跡第１・２次発掘調査報告書　第二分冊　写真図版編　山形県埋蔵文化財センター調査報告書　第
２２６集

山形県：（公財）山形県埋蔵文化財センター 2017年3月

壇山古窯跡群第９地点発掘調査報告書　山形県埋蔵文化財センター調査報告書　第２２８集 山形県：（公財）山形県埋蔵文化財センター 2017年3月

年報　平成２７年度 山形県：（公財）山形県埋蔵文化財センター 2016年5月

研究紀要　第９号 山形県：（公財）山形県埋蔵文化財センター 2017年3月

森と暮らせば～縄文人の植物利用～　第２４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 2016年9月

うきたむ　山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館館報　第４２号 山形県：山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館 2014年2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４７号 山形県：山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館 2016年6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４８号 山形県：山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館 2016年12月

年報　２０１５　平成２７年度　Ｎｏ．２３ 山形県：山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館 2016年3月

山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館常設展示ガイド　 山形県：山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館 2016年3月

山形市埋蔵文化財調査年報　－平成２６年度－ 山形県：山形市教育委員会 2016年3月

市内遺跡発掘調査報告書（２２）　舘西遺跡の調査　酒町遺跡の調査　他／長井市埋蔵文化財調査報告書
第３４集

山形県：長井市教育委員会 2014年3月

市内遺跡発掘調査報告書（２３）　今泉広窯跡群の調査　他／長井市埋蔵文化財調査報告書　第３６集 山形県：長井市教育委員会 2015年3月

市内遺跡発掘調査報告書（２４）　酒町遺跡の調査他／長井市埋蔵文化財調査報告書　第３８集 山形県：長井市教育委員会 2016年3月

台遺跡発掘調査報告書　長井市埋蔵文化財調査報告書　第３７集 山形県：長井市、長井市教育委員会 2015年3月

市内遺跡分布調査報告書（１４）　山形県鶴岡市埋蔵文化財調査報告書　第３１集 山形県：鶴岡市教育委員会 2016年3月

唐越遺跡　南陽市埋蔵文化財調査報告書　第１２集 山形県：南陽市教育委員会 2016年3月

遺跡詳細分布調査報告書　第２９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１０９集

山形県：米沢市教育委員会 2016年3月

一ノ坂遺跡第９次発掘調査報告書　米沢市埋蔵文化財調査報告書　第１１０集 山形県：米沢市教育委員会 2016年3月

米沢市文化財年報　Ｎｏ．２８ 山形県：米沢市教育委員会 2016年3月

●福島県●
平成２７年度企画展図録　縄文土器の年代－その古さを読み解く－　 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 2016年3月

平成２８年度企画展図録　縄文土器の年代Ⅱ－縄文中期の世界に迫る－　 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研究紀要　２０１５ 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 2016年3月

福島県文化財センター白河館年報　２０１６～平成２７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 2016年9月

まほろん通信　ＶＯＬ．５６ 福島県：福島県文化財センター白河館 2015年7月

まほろん通信　ＶＯＬ．５７ 福島県：福島県文化財センター白河館 2015年10月

まほろん通信　ＶＯＬ．５８ 福島県：福島県文化財センター白河館 2016年1月

まほろん通信　ＶＯＬ．５９ 福島県：福島県文化財センター白河館 2016年4月

まほろん通信　ＶＯＬ．６０ 福島県：福島県文化財センター白河館 2016年7月

まほろん通信　ｖｏｌ．６１ 福島県：福島県文化財センター白河館 2016年10月

まほろん通信　ｖｏｌ．６２ 福島県：福島県文化財センター白河館 2017年1月

季刊博物館だより　１２３号 福島県：福島県立博物館 2016年12月

史跡宮畑遺跡環境整備事業報告書　 福島県：福島市教育委員会 2016年3月

宮代館跡４　福島市埋蔵文化財報告書　第２２８集 福島県：福島市教育委員会、（公財）福島市振興公社 2016年3月

宮代館跡５　福島市埋蔵文化財報告書　第２２９集 福島県：福島市教育委員会、（公財）福島市振興公社 2016年3月

平成２７年度市内遺跡試掘調査報告　堂宮敷遺跡　本内館跡　岩埼町遺跡　座頭町Ｂ遺跡　中原Ｂ遺跡
鎧塚遺跡　道下遺跡　北五老内遺跡　山ノ下遺跡　南沢又城跡　南諏訪原遺跡　房ノ内遺跡　古館跡　五
郎兵館跡　台畑遺跡／福島市埋蔵文化財報告書　第２３０集

福島県：福島市教育委員会、（公財）福島市振興公社 2016年3月

福島城跡５　福島県警本部建設関連　福島城跡発掘調査報告／福島市埋蔵文化財報告書　第２３１集 福島県：福島市教育委員会、（公財）福島市振興公社 2016年3月

平成２７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１７６冊 福島県：いわき市教育委員会 2016年3月

前上ノ山遺跡　一般国道６号久之浜バイパス埋蔵文化財調査報告書　Ⅷ／－丘陵斜面および裾部に形成
された遺物包含層の調査－／いわき市埋蔵文化財調査報告　第１７７冊

福島県：いわき市教育委員会 2016年3月

後田遺跡・後田古墳群　－鮫川下流域の丘陵上に構築された古墳群の調査－／いわき市埋蔵文化財調
査報告　第１７８冊

福島県：いわき市教育委員会 2017年2月

３５年のあゆみ　財団法人いわき市教育文化事業団設立３５周年記念誌 福島県：（公財）いわき市教育文化事業団 2014年2月

年報　平成２６・２７年度 福島県：（公財）いわき市教育文化事業団 2016年11月

亀ヶ森古墳Ⅳ　町内遺跡（亀ヶ森古墳）範囲内容確認調査報告書／会津坂下町文化財調査報告書　第７３
集

福島県：会津坂下町教育委員会 2016年3月

若松城郭内武家屋敷跡　本一ノ丁跡Ⅰ　会津若松市文化財調査報告書　第１４７号 福島県：会津若松市教育委員会 2016年3月

史跡若松城跡Ⅷ　会津若松市文化財調査報告書　第１４８号 福島県：会津若松市教育委員会 2016年3月

郡山遺跡ⅩⅠ（第１４次調査）　会津若松市文化財調査報告書　第１４９号 福島県：福島県会津若松市教育委員会 2016年3月

社田Ａ遺跡　門田条里制跡　－経営体育成基盤整備事業に伴う発掘調査－／会津若松市文化財調査報
告書　第１５０号

福島県：福島県会津農林事務所、会津若松市教育委員会 2016年3月

白川城跡　白河市埋蔵文化財調査報告書　第７２集 福島県：白河市教育委員会 2016年3月

町屋遺跡発掘調査報告書　－国道２９４号改良工事に伴う調査－／白河市埋蔵文化財調査報告書　第７３ 福島県：白河市教育委員会 2016年3月

小峰城跡発掘調査報告書　－城山公園整備に伴う調査　３－／白河市埋蔵文化財調査報告書　第７４集 福島県：白河市教育委員会 2016年3月

小峰城跡発掘調査報告書　－福島森林管理署白河支署新築工事に伴う調査－／白河市埋蔵文化財調
査報告書　第７５集

福島県：白河市教育委員会 2016年3月

史跡小峰城跡整備基本計画書　 福島県：白河市教育委員会 2015年3月

泉官衙遺跡　－陸奥国行方郡家出土土器・木簡の報告－／南相馬市埋蔵文化財調査報告書　第２０集 福島県：南相馬市教育委員会 2012年3月



9

南相馬市内遺跡発掘調査報告書７－平成２２年度試掘調査・発掘調査報告－　国史跡浦尻貝塚（第１１次
調査）　福島県史跡小高城跡（第２次調査）　諏訪原遺跡　南町遺跡（第２次調査）　荒神前遺跡（第５次調
査）　中島館跡（第４次調査）・仲沖遺跡　八幡林遺跡　広平遺跡　四栗遺跡　原町区錦町地内　国史跡薬
師堂石仏　国史跡観音堂石仏／南相馬市埋蔵文化財調査報告書　第２１集

福島県：南相馬市教育委員会 2013年3月

南相馬市内遺跡発掘調査報告書８－平成２３・２５年度試掘調査報告－　八郎内遺跡（１次調査）　八幡林
遺跡（３次調査）　桜井Ｂ遺跡（４次調査）　入竜田遺跡　椴木沢Ｃ遺跡（３次調査）　本屋敷地区　上渋佐原
田地区　真野古墳群Ａ　高見町Ｂ遺跡（２次調査）　桜井Ｄ遺跡（１３次調査）　桜井Ｂ遺跡（７次調査）　下渋
佐赤沼遺跡（２次調査）・湊遺跡　桜井Ｂ遺跡（８次調査）　桜井原畑遺跡（３次調査）　桜井Ａ遺跡　横手廃
寺跡　八幡林遺跡（４次調査）　八幡林遺跡（７次調査）　原山遺跡（２次調査）　八郎内遺跡（６次調査）　萱
浜原畑遺跡（２次調査）　桜井Ｄ遺跡（１４次調査）　東町遺跡（２次調査）　長柴沢遺跡　泉前向地区／南相
馬市埋蔵文化財調査報告書　第２２集

福島県：南相馬市教育委員会 2015年3月

南相馬市内遺跡発掘調査報告書９－平成２４年度試掘調査・発掘調査報告－　桜井Ｄ遺跡（６次調査）　桜
井Ｄ遺跡（７次調査）　桜井Ｄ遺跡（８次調査）　桜井Ｄ遺跡（１０次調査）　桜井Ｂ遺跡（５次調査）　長野南原
遺跡（２次調査）　長野南原遺跡（３次調査）　野馬土手（大町地区）　八郎内遺跡（２次調査）　八郎内遺跡
（３次調査）　八郎内遺跡（４次調査）　入竜田遺跡（２次調査）　村上城跡（２次調査）／南相馬市埋蔵文化
財調査報告書　第２３集

福島県：南相馬市教育委員会 2015年3月

桜田Ⅳ遺跡－奈良・平安時代の集落跡の調査－　災害公営住宅内遺跡調査報告　２／広野町文化財調
査報告　第６冊

福島県：広野町教育委員会 2017年2月

平成２５・２６・２７年度町内遺跡試掘調査報告書　佐野台館跡　山崎条里遺構、貝田地区ほ場整備事業地
区分布調査（踏査）　長障子遺跡　中島遺跡／国見町文化財調査報告書　第２５集

福島県：国見町教育委員会 2016年3月

阿津賀志山防塁史跡整備調査概報１　－国道４号北側地区（第１６次調査）－／国見町文化財調査報告書
第２６集

福島県：国見町教育委員会 2016年3月

史跡会津藩主松平家墓所保存整備事業報告書　 福島県：猪苗代町教育委員会 2017年3月

史跡会津藩主松平家墓所保存整備事業報告書　　CD-ROM資料 福島県：猪苗代町教育委員会 2017年3月

●茨城県●
清水古墳群　神屋遺跡　神屋南遺跡　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　上巻／茨城県教育財団文化財調査報告　第４０５集

茨城県：（公財）茨城県教育財団 2016年3月

清水古墳群　神屋遺跡　神屋南遺跡　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　中巻／茨城県教育財団文化財調査報告　第４０５集

茨城県：（公財）茨城県教育財団 2016年3月

清水古墳群　神屋遺跡　神屋南遺跡　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　下巻／茨城県教育財団文化財調査報告　第４０５集

茨城県：（公財）茨城県教育財団 2016年3月

高須賀堂ノ前遺跡　高須賀道城入遺跡　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４０６集

茨城県：（公財）茨城県教育財団 2016年3月

東田中遺跡　中津川遺跡２　一般国道６号千代田石岡バイパス（かすみがうら市市川～石岡市東大橋）事
業地内埋蔵文化財調査報告書　８／茨城県教育財団文化財調査報告　第４０７集

茨城県：（公財）茨城県教育財団 2016年3月

並松遺跡２　一般国道１２３号桂常北バイパス道路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４０８集

茨城県：（公財）茨城県教育財団 2016年3月

取手宿跡２　都市計画道路上新町環状線（東工区）街路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４０９集

茨城県：（公財）茨城県教育財団 2016年3月

田宮平遺跡　都市計画道路田宮・中柏田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４１０集

茨城県：（公財）茨城県教育財団 2016年3月

仁江戸遺跡　主要地方道つくば古河線歩道新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４１１集

茨城県：（公財）茨城県教育財団 2016年3月

宮後東原遺跡　一般県道東山岩瀬線道路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４１２集

茨城県：（公財）茨城県教育財団 2016年3月

明石遺跡２　主要地方道つくば真岡線バイパス整備事業地内埋蔵文化財調査報告書／茨城県教育財団
文化財調査報告　第４１３集

茨城県：（公財）茨城県教育財団 2016年3月

愛宕山古墳群　旧水戸生涯学習センター解体撤去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４１４集

茨城県：（公財）茨城県教育財団 2016年3月

瑞龍古墳群　県立常陸太田特別支援学校施設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４１５集

茨城県：（公財）茨城県教育財団 2016年3月

研究ノート　第１３号 茨城県：（公財）茨城県教育財団 2016年8月

埋蔵文化財年報　３５＜平成２７年度＞ 茨城県：（公財）茨城県教育財団 2016年6月

平成２７年度ひたちなか市内遺跡発掘調査報告書　試掘調査　堀口遺跡（第１７～２１次調査）　平磯長堀
南遺跡（第１次）　愛宕神社古墳（第１次）　寄居新田遺跡（第１次）　津田若宮遺跡（第１１次）　西谷津遺跡
（第４次）　松原遺跡（第５次）　高野富士山遺跡（第８次）　東原遺跡（第５～７次）　孫目古墳群（第２次）
君ヶ台遺跡（第１０次）　勝倉城跡（第１次）・勝倉古墳群（第２次）・勝倉富士山遺跡（第２次）　市毛上坪遺跡
（第１５次）　小谷金東遺跡（第１次）　黒袴遺跡（第４次）　岡田遺跡（第２５～２７次）　地蔵根遺跡（第１次）
金上塙遺跡（第９次）　雷遺跡（第４次）　堂端遺跡（第１次）　平井遺跡（第３次）　足崎西原遺跡（第３次）

茨城県：ひたちなか市教育委員会、（公財）ひたちなか市生活・文化・スポーツ
公社

2016年3月

十五郎穴横穴墓群　－東日本最大級の横穴墓群の調査－／（公財）ひたちなか市生活・文化・スポーツ公
社文化財調査報告　第４２集

茨城県：ひたちなか市教育委員会、（公財）ひたちなか市生活・文化・スポーツ
公社

2016年10月

ひたちなか埋文だより　第４３号 茨城県：ひたちなか市埋蔵文化財調査センター 2015年10月

ひたちなか埋文だより　第４４号 茨城県：ひたちなか市埋蔵文化財調査センター 2016年3月

ひたちなか埋文だより　第４５号 茨城県：ひたちなか市埋蔵文化財調査センター 2016年10月

志崎古墳群Ⅲ発掘調査報告書　鹿嶋市の文化財　第１５５集 茨城県：鹿嶋市教育委員会 2014年3月

鹿嶋市内遺跡埋蔵文化財発掘調査報告書３７　鹿嶋市内Ｎｏ．１２１遺跡（ＫＴ１２１）大門遺跡　鹿嶋市内Ｎ
ｏ．１２２（ＫＴ１２２）国指定史跡鹿島神宮境内附郡家跡　平成２７年度試掘・確認調査概要／鹿嶋市の文化
財　第１５６集

茨城県：鹿嶋市教育委員会 2016年3月

塚原館跡Ⅴ　平成２７年度確認調査報告書／鹿嶋市の文化財　第１５７集 茨城県：（公財）鹿嶋市文化スポーツ振興事業団 2016年3月

東海道常陸路及び長者山官衙遺跡　－藻島駅家推定遺跡発掘調査成果総括報告書－／日立市文化財
調査報告　第１０８集

茨城県：日立市教育委員会 2017年3月

鍛冶前遺跡　－市立関本中学校区小・中施設一体型校舎等新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１２集

茨城県：北茨城市教育委員会 2016年3月

長者屋敷遺跡第７次　常陸太田市内遺跡調査報告書　第９集／常陸太田市埋蔵文化財調査報告書 茨城県：常陸太田市教育委員会 2016年1月

市内遺跡調査報告書第１０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 2015年3月

茨城廃寺跡－第４・５次調査のあらまし－　 茨城県：石岡市教育委員会文化振興課 2015年11月

土浦市立博物館紀要　第２６号 茨城県：土浦市立博物館 2016年3月

平成２６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 2016年3月

二ノ堀Ａ遺跡　村道１０７６号線歩道整備事業に伴う発掘調査 茨城県：東海村教育委員会 2008年3月

●栃木県●
とちぎ発掘調査成果情報誌　Ｎｏ．５７ 栃木県：栃木県教育委員会 2016年3月

とちぎ発掘調査成果情報誌　Ｎｏ．５８ 栃木県：栃木県教育委員会 2016年3月

とちぎ発掘調査成果情報誌　Ｎｏ．５９ 栃木県：栃木県教育委員会 2016年3月

とちぎ発掘調査成果情報誌　Ｎｏ．６０ 栃木県：栃木県教育委員会 2016年3月

とちぎ発掘調査成果情報誌　Ｎｏ．６１ 栃木県：栃木県教育委員会 2016年3月
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栃木県埋蔵文化財センターだより　やまかいどう　２０１５年１０月 栃木県：栃木県教育委員会 2015年10月

栃木県埋蔵文化財センターだより　やまかいどう　２０１５年１２月 栃木県：栃木県教育委員会 2015年12月

栃木県埋蔵文化財センターだより　やまかいどう　２０１６年３月 栃木県：栃木県教育委員会 2016年3月

栃木県立なす風土記の丘資料館年報　第２３号（平成２６年度版） 栃木県：栃木県教育委員会 2015年3月

栃木県立しもつけ風土記の丘資料館年報　第２９号（平成２６年度版） 栃木県：栃木県教育委員会 2015年3月

栃木県埋蔵文化財保護行政年報　３８　平成２６年度（２０１４） 栃木県：栃木県教育委員会 2016年3月

鹿島前遺跡　－国指定史跡那須小川古墳群隣接地における栃木県重要遺跡範囲確認調査－／栃木県
埋蔵文化財調査報告　第３７７集

栃木県：栃木県教育委員会、（公財）とちぎ未来づくり財団 2015年9月

岩舟台遺跡　－快適で安全な道づくり事業費（補助）一般国道２９４号湯津上南工区に伴う発掘調査－／
栃木県埋蔵文化財調査報告　第３７８集

栃木県：栃木県教育委員会、（公財）とちぎ未来づくり財団 2016年3月

大塚遺跡　－快適な道づくり事業費（交付金）主要地方道宇都宮向田線大塚工区に伴う埋蔵文化財発掘
調査－／栃木県埋蔵文化財調査報告　第３７９集

栃木県：栃木県教育委員会、（公財）とちぎ未来づくり財団 2016年3月

金山遺跡（第２・第３次調査）　－快適で安全な道づくり事業費（補助）主要地方道明野間々田線武井工区
に伴う発掘調査－／栃木県埋蔵文化財調査報告　第３８０集

栃木県：栃木県教育委員会、（公財）とちぎ未来づくり財団 2016年3月

雀宮宿跡　－街路づくり事業費（補助）３・４・１０９号雀宮駅前線（一般県道雀宮停車場線）に伴う埋蔵文化
財発掘調査－／栃木県埋蔵文化財調査報告　第３８１集

栃木県：栃木県教育委員会、（公財）とちぎ未来づくり財団 2016年3月

舟戸台北遺跡　－快適で安全な道づくり事業費（補助）一般国道１２３号水橋西工区に伴う埋蔵文化財発
掘調査－／栃木県埋蔵文化財調査報告　第３８２集

栃木県：栃木県教育委員会、（公財）とちぎ未来づくり財団 2016年3月

横倉遺跡・横倉戸館古墳群　－快適な道づくり事業費（交付金）一般県道矢畑横倉新田線横倉工区に伴う
発掘調査－／栃木県埋蔵文化財調査報告　第３８３集

栃木県：栃木県教育委員会、（公財）とちぎ未来づくり財団 2016年3月

（公財）とちぎ未来づくり財団埋蔵文化財センター年報　第２５号（平成２７年度版） 栃木県：（公財）とちぎ未来づくり財団埋蔵文化財センター 2015年12月

遺跡の発掘と活用の記録　－平成２７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 2016年6月

研究紀要　第２４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 2016年3月

栃木県立博物館研究紀要－人文－　第３３号 栃木県：栃木県立博物館 2016年3月

上神主・茂原官衙遺跡Ⅱ　上三川町埋蔵文化財調査報告　第３７集／宇都宮市埋蔵文化財調査報告書
第９２集

栃木県：上三川町教育委員会、宇都宮市教育委員会 2015年3月

国指定史跡上神主・茂原官衙遺跡　 栃木県：宇都宮市教育委員会文化課、上三川町教育委員会生涯学習課 2016年3月

大田原市なす風土記の丘湯津上資料館　大田原市歴史民俗資料館　平成２８年度観覧のしおり　 栃木県：大田原市なす風土記の丘湯津上資料館 2016年4月

●群馬県●
群馬県内公共開発に伴う平成２６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 2016年3月

史跡上野国分寺跡第２期発掘調査概報　 群馬県：群馬県教育委員会事務局文化財保護課 2016年10月

今宮遺跡　県立障害者リハビリテーションセンター再編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６２０集

群馬県：（公財）群馬県埋蔵文化財調査事業団 2016年12月

茅畑遺跡・鴫上Ⅰ遺跡　（主）前橋安中富岡線社会資本総合整備事業（広域・新潟長野）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６２１集

群馬県：（公財）群馬県埋蔵文化財調査事業団 2017年1月

日輪寺観音前（前橋市０９０３）遺跡　（一）南新井前橋線日輪寺工区社会資本総合整備（活力・重点）事業
に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書　第６２２集

群馬県：（公財）群馬県埋蔵文化財調査事業団 2017年2月

公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団年報　３５　平成２７年度事業概要 群馬県：（公財）群馬県埋蔵文化財調査事業団 2016年11月

埋文群馬　Ｎｏ．６１ 群馬県：（公財）群馬県埋蔵文化財調査事業団 2016年3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

岩宿時代通信Ｏｒｉｇｉｎ　ｖｏｌ．７７ 群馬県：岩宿博物館 2016年5月

岩宿時代通信Ｏｒｉｇｉｎ　ｖｏｌ．７８ 群馬県：岩宿博物館 2016年8月

岩宿時代通信Ｏｒｉｇｉｎ　ｖｏｌ．７９ 群馬県：岩宿博物館 2017年1月

岩宿博物館第６１回企画展　考古学から見た群馬の戦国時代　展示図録　 群馬県：岩宿博物館 2016年1月

岩宿博物館第６２回企画展　ナイフ形石器－発達期の石器群を追う－　展示図録　 群馬県：岩宿博物館 2016年10月

岩宿博物館年報　平成２７年度 群馬県：岩宿博物館 2016年7月

萩原・沖中遺跡８　－工場新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３５２
集

群馬県：高崎市教育委員会 2015年8月

倉賀野中里前遺跡２　－工場建設に伴う条里水田遺跡の発掘調査－／高崎市文化財調査報告書　第３５
７集

群馬県：高崎市教育委員会 2015年11月

宮原町遺跡　郵便施設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３６９集 群馬県：高崎市教育委員会 2016年3月

上中居宇名室遺跡２　－集合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３７
６集

群馬県：高崎市教育委員会 2016年6月

井野高縄遺跡２　特別養護老人ホーム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３６６集

群馬県：高崎市教育委員会文化財保護課 2016年3月

宮原町遺跡２　事務所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３６８集 群馬県：高崎市教育委員会文化財保護課 2016年3月

高崎市文化財保護年報　平成２７年度 群馬県：高崎市教育委員会事務局文化財保護課 2016年9月

飯塚・貝沢堀添遺跡３　－集合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３
６５集

群馬県：赤木洋子、高崎市教育委員会、（株）測研 2016年3月

豊岡後原遺跡３　－太陽光発電施設進入道路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３７７集

群馬県：国際文化財（株）群馬作業所 2016年9月

貝沢・島遺跡　－宅地分譲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３３１集 群馬県：（有）毛野考古学研究所 2014年6月

上中居岡西遺跡３　－店舗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３３２集 群馬県：（有）毛野考古学研究所 2014年6月

柴崎屋敷遺跡　－宅地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３３４集 群馬県：（有）毛野考古学研究所 2014年6月

八幡宮ノ後遺跡　－宅地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３３５集 群馬県：（有）毛野考古学研究所 2014年8月

上佐野舟橋遺跡５　高崎市文化財調査報告書　第３３８集 群馬県：（有）毛野考古学研究所 2014年7月

宿大類村西遺跡２　－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３３９集 群馬県：（有）毛野考古学研究所 2014年10月

江木北土井遺跡　－分譲住宅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３４１集 群馬県：（有）毛野考古学研究所 2015年1月

倉賀野長賀寺山古墳　－長屋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３５
０集

群馬県：（有）毛野考古学研究所 2015年6月

棟高南寝暮窪遺跡　－店舗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３５１集 群馬県：（有）毛野考古学研究所 2015年7月

新後閑遺跡３　－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３６３集 群馬県：（有）毛野考古学研究所 2016年3月

江木南土井遺跡　－建売分譲住宅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３７１集

群馬県：（有）毛野考古学研究所 2016年3月

連雀町遺跡　－多機能型住居整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査－／高崎市文化財調査報告書　第３７
２集

群馬県：（有）毛野考古学研究所 2016年6月

剣崎稲荷塚遺跡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３７３ 群馬県：（有）毛野考古学研究所 2016年5月

剣崎稲荷塚遺跡５　－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３７４ 群馬県：（有）毛野考古学研究所 2016年7月

中泉十王堂遺跡　－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３７８集 群馬県：（有）毛野考古学研究所 2016年6月

天神前Ⅱ遺跡　－建売分譲地造成に伴う埋蔵文化財調査報告書－／伊勢崎市文化財調査報告書 群馬県：（有）毛野考古学研究所 2016年10月

本関町古墳群２　－関山遺跡Ⅰ・東遺跡Ⅰ・東遺跡Ⅱの調査－／伊勢崎市文化財調査報告書　第１１１集 群馬県：伊勢崎市教育委員会文化財保護課 2016年3月
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平成２５・２６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１１８集 群馬県：伊勢崎市教育委員会文化財保護課 2016年3月

伊勢崎市埋蔵文化財展『古墳発掘！！』　 群馬県：伊勢崎市教育委員会文化財保護課 2016年9月

市内遺跡３　伊勢崎市文化財調査報告書　第１１９集 群馬県：伊勢崎市教育委員会 2016年3月

大谷戸遺跡　分譲住宅造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／伊勢崎市文化財調査報告書 群馬県：（有）歴史考房まほら 2016年5月

西太田遺跡４　小規模多機能居宅介護施設及び住宅型有料老人ホーム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査
報告書

群馬県：（有）歴史考房まほら 2016年1月

上並榎下松遺跡４　店舗建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／高崎市文化財調査報告書　第３７
５集

群馬県：スナガ環境測設（株） 2016年5月

白井掛岩遺跡　独立行政法人国立病院機構西群馬病院新築設備工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 群馬県：技研コンサル（株） 2016年1月

草倉遺跡３　市道（赤）３－３６９号線外１路線道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／群馬県伊
勢崎市野町（赤堀地区）所在／－古代集落と中世道路跡、近世・近代遺跡の発掘調査－／伊勢崎市文化
財調査報告書　第１１７集

群馬県：山下工業（株） 2016年3月

石山南古墳群　倉庫建設及び土地造成工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／－多数の人物埴輪を出
土した大型円墳と群集墳の調査－

群馬県：山下工業（株） 2016年8月

～古代の前橋へタイムトリップ～よみがる白鳳の世界へ　国指定史跡山王廃寺跡　 群馬県：前橋市教育委員会管理部文化財保護課 2015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 2016年2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 2016年2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 2016年2月

赤城山南麓の中世　史跡女堀　赤城山南麓を横断する巨大用水路 群馬県：前橋市教育委員会事務局文化財保護課 2016年6月

赤城山南麓の縄文Ｐａｒｔ２　底の尖った土器　 群馬県：前橋市教育委員会事務局文化財保護課 2016年7月

～裾野は長し赤城山～　赤城山南麓の古墳　 群馬県：前橋市教育委員会事務局文化財保護課 2016年9月

群馬の古墳時代はここから始まった　朝倉・広瀬古墳群　 群馬県：前橋市教育委員会文化財保護課 2015年3月

～赤城南麓の大豪族の威勢～前橋市大室古墳群～前二子古墳・中二子古墳・後二子古墳・小二子古墳 群馬県：前橋市教育委員会文化財保護課 2016年6月

向田遺跡２　薄根中学校柔剣道場新築事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 群馬県：群馬県沼田市教育委員会 2016年3月

川端遺跡２　（仮称）利南運動広場整備工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 群馬県：群馬県沼田市教育委員会 2016年3月

太田市内遺跡１１　－平成２６年度調査－ 群馬県：群馬県太田市教育委員会 2016年3月

相場観音経塚発掘調査報告書　 群馬県：群馬県太田市教育委員会 2016年3月

市内遺跡２２　 群馬県：群馬県藤岡市教育委員会 2016年3月

Ｅ２５神田・三本木古墳群六反支群　平成２３～２５年度　藤岡市営宿神田土地改良事業に伴う宿神田地区
遺跡群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 2016年3月

Ｂ４２下戸塚東田遺跡Ｂ地点　平成２６年度（農山）県営農地整備事業（経営体育成型）下戸塚地区に伴う下
戸塚地区遺跡群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 2016年3月

平井地区１号古墳　－平成２７年度範囲確認調査報告書－ 群馬県：群馬県藤岡市教育委員会 2016年2月

年報　（３２） 群馬県：群馬県藤岡市教育委員会文化財保護課 2016年12月

Ｃ５７ａ小野地区水田址遺跡道下Ｂ地点　Ｃ５７ｂ谷地Ｃ遺跡Ｂ地点　－公立藤岡総合病院入院棟及び管理
施設建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－

群馬県：藤岡市教育委員会 2016年3月

渋川市市内遺跡９　平成２６年度市内遺跡範囲確認調査・試掘調査報告／渋川市埋蔵文化財発掘調査報
告書　第３７集

群馬県：渋川市教育委員会 2016年3月

一之宮貫前神社調査報告書　－重要文化財「貫前神社」本殿ほか２棟建造物防災施設事業に伴う立会い
調査報告－／富岡市埋蔵文化財発掘調査報告書　第４２集

群馬県：富岡市教育委員会 2016年3月

安中市指定文化財簗瀬二子塚古墳整備事業報告書　 群馬県：安中市教育委員会 2016年3月

平成二十八年度春期企画展　安中の書　 群馬県：安中市学習の森ふるさと学習館 2016年4月

簗瀬二子塚古墳の世界　 群馬県：安中市学習の森ふるさと学習館 2016年10月

館林市内遺跡発掘調査報告書　－平成２６・２７年度各種開発に伴う埋蔵文化財調査－／間堀１遺跡（平２
６地点）　館林城跡・城下町（平２７地点）　子ノ神遺跡（平２７地点）／館林市埋蔵文化財発掘調査報告書
第５３集

群馬県：館林市教育委員会文化振興課文化財係 2016年3月

吉崎遺跡　吉崎（宮畑）地区定住促進住宅造成工事に伴う埋蔵文化財発掘調査 群馬県：下仁田町教育委員会 2015年10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 群馬県：下仁田町教育委員会 2016年3月

史跡水上石器時代住居跡範囲内容確認調査報告書　 群馬県：群馬県みなかみ町教育委員会 2016年3月

竹ノ内遺跡　布留坡Ⅱ遺跡　町道２０８６号線拡幅工事、町立第一保育所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９６集

群馬県：群馬県佐波郡玉村町教育委員会 2016年9月

●埼玉県●
埼玉県文化財目録　（平成２８年３月現在）　 埼玉県：埼玉県教育委員会 2016年3月

埼玉県埋蔵文化財調査年報　平成２５年度 埼玉県：埼玉県教育委員会 2016年3月

埋文さいたま　第５９号 埼玉県：埼玉県教育委員会 2016年3月

浅間下遺跡　首都圏氾濫区域堤防強化対策（幸手市外）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４１８集

埼玉県：（公財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団 2016年2月

槙野地原遺跡　首都圏氾濫区域堤防強化対策（幸手市外）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４１９集

埼玉県：（公財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団 2016年3月

川崎遺跡第４１次　街路整備工事（埋蔵文化財発掘調査報告書作成業務委託）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４２０集

埼玉県：（公財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団 2016年3月

諏訪野遺跡Ⅱ　一般国道４６８号首都圏中央連絡自動車道新設工事に伴う桶川地区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４２１集

埼玉県：（公財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団 2016年3月

諏訪野遺跡Ⅱ　一般国道４６８号首都圏中央連絡自動車道新設工事に伴う桶川地区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４２１集

埼玉県：（公財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団 2016年3月

屋敷裏遺跡　首都圏氾濫区域堤防強化対策（加須・羽生地区）における埋蔵文化財発掘調査報告　（第１
分冊）／埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書　第４２２集

埼玉県：（公財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団 2016年3月

屋敷裏遺跡　首都圏氾濫区域堤防強化対策（加須・羽生地区）における埋蔵文化財発掘調査報告　（第２
分冊）／埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書　第４２２集

埼玉県：（公財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団 2016年3月

縄文中期の大環状集落を探る！－桶川市諏訪野遺跡を中心に－　平成２７年度ほるたま考古学セミナー 埼玉県：（公財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団 2016年1月

研究紀要　第３０号－設立３５周年記念－２０１６ 埼玉県：（公財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団 2016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　２０１６　３６　平成２７年度版 埼玉県：（公財）埼玉県埋蔵文化財調査事業団 2016年9月

館報　第１１号 埼玉県：埼玉県立さきたま史跡の博物館 2016年6月

埼玉県立史跡の博物館紀要　第９号 埼玉県：埼玉県立さきたま史跡の博物館、埼玉県立嵐山史跡の博物館 2016年3月

史跡見沼通船堀（西縁）確認調査　史跡真福寺貝塚総合調査概報（１）　翻刻　同志社大学歴史資料館所
蔵　酒詰仲男氏「武蔵国柏崎村真福寺貝塚発掘報告」草稿　さいたま市埋蔵文化財調査報告書　第１１集

埼玉県：さいたま市教育委員会 2016年3月

岩槻城跡（二の丸跡第７地点）　土呂陣屋跡（Ｕ・Ｖ・Ｗ地点）　大北遺跡（第９次調査）　側ヶ谷戸貝塚（第７
次調査）　さいたま市内遺跡発掘調査報告書　第１５集

埼玉県：さいたま市教育委員会 2016年3月

第４０回特別展真福寺貝塚－調査の軌跡―　 埼玉県：さいたま市立博物館 2016年10月

大道遺跡発掘調査報告書Ⅰ　－西大袋土地区画整理事業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１集

埼玉県：越谷市教育委員会 2016年3月

熊谷市誕生１０周年記念事業・熊谷市文化財ガイドブック　 埼玉県：熊谷市教育委員会 2016年3月

池ノ上遺跡　埼玉県熊谷市教育委員会埋蔵文化財調査報告書　第２１集 埼玉県：埼玉県熊谷市教育委員会 2016年3月

樋の上遺跡Ⅱ　－幹線第３号線道路改良事業地内遺跡発掘調査報告書－／埼玉県熊谷市教育委員会
埋蔵文化財調査報告書　第２２集

埼玉県：埼玉県熊谷市教育委員会 2016年3月

桜山遺跡　埼玉県熊谷市埋蔵文化財調査報告書　第２３集 埼玉県：埼玉県熊谷市教育委員会 2016年3月
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西別府祭祀遺跡Ⅳ　－西別府官衙遺跡群確認調査報告書　Ⅳ－／埼玉県熊谷市埋蔵文化財調査報告
書　第２４集

埼玉県：埼玉県熊谷市教育委員会 2016年3月

宮裏遺跡３　－宮裏遺跡９・１０区発掘調査報告書－ 埼玉県：埼玉県坂戸市教育委員会 2016年3月

新山古墳群３区　 埼玉県：坂戸市教育委員会 2015年11月

埋文さかど年報　（平成２６年度発掘調査） 埼玉県：坂戸市教育委員会 2016年1月

駿河台遺跡第４次調査　所沢市埋蔵文化財調査報告書　第６６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 2015年9月

市内遺跡調査報告２２　－下安松遺跡第９次調査－ －附篇平成２７年度市内遺跡確認調査-(国庫補助・
県費補助対象分)/所沢市埋蔵文化財調査報告書 第６７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 2016年3月

膳棚遺跡－第１０・１１次調査－　所沢市埋蔵文化財調査報告書　第６８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 2016年3月

所沢市立埋蔵文化財調査センター年報　Ｎｏ．２１（平成２６年度） 埼玉県：所沢市立埋蔵文化財調査センター 2016年1月

道合高木前遺跡　川口市埋蔵文化財調査報告書 埼玉県：埼玉県川口市教育委員会 2016年3月

国庫補助事業　市内遺跡発掘調査報告書＜平成２６年度調査＞　 埼玉県：川口市教育委員会 2016年3月

浜川戸遺跡３４地点　春日部市埋蔵文化財発掘調査報告書　第１８集 埼玉県：春日部市教育委員会 2015年11月

陣屋遺跡９次地点　八木崎遺跡６次地点　貝の内遺跡１５次地点　春日部市埋蔵文化財発掘調査報告書
第１９集

埼玉県：春日部市教育委員会 2016年3月

仲道柴山遺跡第２１次発掘調査報告書　鶴ヶ島市埋蔵文化財調査報告　第７７集 埼玉県：鶴ヶ島市遺跡調査会 2017年2月

岸田氏館第２次発掘調査報告書　鶴ヶ島市埋蔵文化財調査報告　第７８集 埼玉県：鶴ヶ島市遺跡調査会 2017年3月

水子貝塚　史跡整備事業に伴う発掘調査報告書／富士見市文化財報告　第４３集 埼玉県：富士見市教育委員会 1995年3月

市内遺跡発掘調査Ⅳ　富士見市文化財報告　第６３集 埼玉県：富士見市教育委員会 2011年3月

市内遺跡発掘調査Ⅴ　富士見市文化財報告　第６４集 埼玉県：富士見市教育委員会 2012年3月

市内遺跡発掘調査Ⅸ　富士見市文化財報告　第６８集 埼玉県：富士見市教育委員会 2016年3月

宿（多門氏館跡）遺跡第４地点発掘調査報告書　富士見市遺跡調査会調査報告　第６０集 埼玉県：富士見市遺跡調査会 2010年12月

観音前遺跡第３０地点発掘調査報告書　富士見市遺跡調査会調査報告　第６１集 埼玉県：富士見市遺跡調査会 2012年6月

殿山遺跡第８地点発掘調査報告書　富士見市遺跡調査会調査報告　第６９集 埼玉県：富士見市遺跡調査会 2016年3月

東台遺跡第４１地点発掘調査報告書　富士見市遺跡調査会調査報告　第７０集 埼玉県：富士見市遺跡調査会 2016年3月

観音前遺跡第４３地点・神明遺跡第２２地点発掘調査報告書　富士見市遺跡調査会調査報告　第６８集 埼玉県：富士見市遺跡調査会、富士見市谷ッ合地区土地区画整理組合 2015年9月

関山貝塚－第５調査地点－殿の下遺跡－第３調査地点－黒浜貝塚詳細確認調査報告　埼玉県蓮田市文
化財調査報告書　第５５集

埼玉県：蓮田市教育委員会 2016年3月

加能里遺跡第４２・４３次調査　岩沢北部土地区画整理事業地内埋蔵文化財調査報告書　２ 埼玉県：埼玉県飯能市遺跡調査会 2016年3月

平遺跡発掘調査報告書－Ｆ地点の調査－　村内遺跡発掘調査に伴う発掘調査報告書　２／神泉村教育委
員会文化財調査報告書　第２集

埼玉県：神泉村教育委員会 1999年3月

村内遺跡発掘調査報告書－平遺跡Ｇ地点の調査及び村内遺跡試掘調査－　村内遺跡発掘調査に伴う発
掘調査報告書　３／神泉村教育委員会文化財調査報告書　第３集

埼玉県：神泉村教育委員会 2001年3月

門野遺跡・中居遺跡・平西遺跡・松の平遺跡発掘調査報告書　－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－／村内遺跡発掘調査に伴う発掘調査報告書　４／神泉村教育委員会文化財
調査報告書　第４集

埼玉県：神泉村教育委員会 2002年3月

南塚原１１号墳　神川町埋蔵文化財調査報告　第９集　DVD資料 埼玉県：神川町教育委員会 2016年3月

神川町文化財マップ　 埼玉県：神川町教育委員会 2016年3月

町内遺跡発掘調査Ⅳ　大堀荒田遺跡第３次調査　堤遺跡第１次調査　浅間前遺跡確認調査（平成５・８年
度）／杉戸町文化財調査報告書　第２１集

埼玉県：杉戸町教育委員会 2015年9月

平成２１～２６年度町内遺跡確認調査報告書　－国庫・県費補助事業－／杉戸町文化財調査報告書　第２
２集

埼玉県：杉戸町教育委員会 2016年2月

エコ・スポいずみ文化財常設展示室　文化庁「地域の特色ある埋蔵文化財活用事業補助金」 埼玉県：杉戸町教育委員会 不明

埼玉県比企郡鳩山町　新沼窯跡　第１次～第４次発掘調査報告書／鳩山町埋蔵文化財調査報告　第４４ 埼玉県：鳩山町教育委員会 2016年3月

長坂聖天塚古墳　美里町遺跡発掘調査報告書　第２５集 埼玉県：埼玉県児玉郡美里町教育委員会 2016年3月

●千葉県●
房総の文化財　ＶＯＬ．５５ 千葉県：（公財）千葉県教育振興財団 2015年10月

研究連絡誌　第７７号 千葉県：（公財）千葉県教育振興財団文化財センター 2016年3月

千葉県教育振興財団文化財センター年報　Ｎｏ．４１－平成２７年度－ 千葉県：（公財）千葉県教育振興財団文化財センター 2016年7月

東京外かく環状道路埋蔵文化財調査報告書９　－市川市後通遺跡（１）～（１５）－／千葉県教育振興財団
調査報告　第７４６集

千葉県：東日本高速道路（株）、（公財）千葉県教育振興財団 2016年2月

八街市楽ケ谷Ⅰ遺跡　－滝台第６加圧機場建設に伴う埋蔵文化財調査報告書－／千葉県教育振興財団
調査報告　第７４７集

千葉県：農林水産省関東農政局北総中央農業水利事業所、（公財）千葉県教
育振興財団

2015年11月

首都圏中央連絡自動車道埋蔵文化財調査報告書２７　－市原市大和田遺跡群（４）・（５）・（６）－／千葉県
教育振興財団調査報告　第７４４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

2015年11月

首都圏中央連絡自動車道埋蔵文化財調査報告書２８　－市原市緑岡古墳群１・１－２－／千葉県教育振
興財団調査報告　第７５０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2月

首都圏中央連絡自動車道埋蔵文化財調査報告書２９　－市原市久保堰ノ台遺跡１・２－／千葉県教育振
興財団調査報告　第７５１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3月

東京外かく環状道路埋蔵文化財調査報告書１０　－市川市道免き谷津遺跡　確認調査・第１地点（７）～
（９）－／千葉県教育振興財団調査報告　第７５３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

2016年3月

首都圏中央連絡自動車道埋蔵文化財調査報告書３０　－長南町茗荷沢遺跡・竹ノ谷横穴群，茂原市・長
南町八幡下塚群－／千葉県教育振興財団調査報告　第７５６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3月

首都圏中央連絡自動車道埋蔵文化財調査報告書３１　－市原市大和田遺跡群（３）・（７）・高滝陣屋跡－／
千葉県教育振興財団調査報告　第７５７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3月

酒々井町飯積原山遺跡４　－酒々井町南部地区埋蔵文化財調査報告書　５－／千葉県教育振興財団調
査報告　第７４２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

2015年11月

四街道市出口・鐘塚（２）・（３）・（４）遺跡　－物井地区埋蔵文化財発掘調査報告書　ⅩⅧ－／千葉県教育
振興財団調査報告　第７４３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

2015年10月

四街道市清水遺跡（３）　－物井地区埋蔵文化財発掘調査報告書　ⅩⅨ－／千葉県教育振興財団調査報
告　第７４５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2月

流山新市街地地区埋蔵文化財調査報告書８　－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（上層）・十太夫第Ⅲ遺跡－／千葉県教育振興財団調査報告　第７
４８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3月

四街道市嶋越遺跡（２）　旧石器時代～弥生時代編　－物井地区埋蔵文化財発掘調査報告書　ⅩⅩ－／
千葉県教育振興財団調査報告　第７４９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3月

四街道市高堀遺跡　－物井地区埋蔵文化財発掘調査報告書　ⅩⅩⅠ－／千葉県教育振興財団調査報
告　第７５２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3月

柏北部東地区埋蔵文化財発掘調査報告書９　－柏市大松遺跡－　縄文時代以降編　２／千葉県教育振
興財団調査報告　第７５４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3月

白井市印西牧野馬除土手　－千葉北部地区４８（桜台）画地埋蔵文化財発掘調査報告書－／千葉県教育
振興財団調査報告　第７５５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3月

千葉県佐倉市佐倉城跡（歴博第１０次）　－国立歴史民俗博物館総合研究棟建設に伴う埋蔵文化財調査 千葉県：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 2016年3月

千葉県佐倉市佐倉城跡（歴博第１１次）　－国立歴史民俗博物館国際交流棟建設に伴う埋蔵文化財調査 千葉県：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 2016年3月

千葉市へたの台貝塚　－宅地造成事業に伴う埋蔵文化財調査報告書－ 千葉県：（公財）千葉市教育振興財団事務局埋蔵文化財調査担当 2015年3月
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千葉市米之内遺跡　－倉庫建設事業に伴う埋蔵文化財調査－ 千葉県：（公財）千葉市教育振興財団事務局埋蔵文化財調査担当 2015年3月

千葉市川戸・柳沢遺跡　－グループホーム建設に伴う埋蔵文化財調査報告書－ 千葉県：（株）カラカマ工務店、（公財）千葉市教育振興財団事務局埋蔵文化財
調査担当

2016年3月

千葉市田向遺跡　－宅地造成に伴う埋蔵文化財調査報告書－ 千葉県：市原久男、（公財）千葉市教育振興財団事務局埋蔵文化財調査担当 2017年2月

千葉市宮野木原第２遺跡　－長屋住宅建設に伴う埋蔵文化財調査報告書－ 千葉県：清宮正雄 2016年3月

千葉市向ノ台遺跡Ⅱ　－宅地造成に伴う埋蔵文化財調査報告書－ 千葉県：（有）新井トラスト 2016年3月

埋蔵文化財調査（市内遺跡）報告書－平成２７年度－　 千葉県：千葉市埋蔵文化財調査センター 2016年3月

貝塚博物館紀要　第４２号 千葉県：千葉市立加曽利貝塚博物館 2016年3月

千葉県船橋市峰台遺跡（３）　 千葉県：石﨑一夫、船橋市教育委員会埋蔵文化財調査事務所 2016年3月

千葉県船橋市夏見台遺跡（９）　 千葉県：（株）ハウスプロ、船橋市教育委員会 2016年3月

千葉県船橋市東中山台遺跡群（６０）　 千葉県：東京不動産販売（株）、船橋市教育委員会 2016年3月

平成２７年度船橋市内遺跡発掘調査報告書　西之広遺跡（３）　印内台遺跡群（６６）　宮本台遺跡群（６２）
宮本台遺跡群（６３）　子の神遺跡（３）

千葉県：船橋市教育委員会 2016年3月

市原市六孫王原遺跡Ｇ区　市原市埋蔵文化財調査センター調査報告書　第３５集 千葉県：千葉県市原市教育委員会 2016年3月

平成２７年度　市原市内遺跡発掘調査報告　椎津城跡（五霊台地区）　市原条里制遺跡（古市場川端地
区）　海土遺跡群・蟻木城跡　姉崎台城跡　椎津向原遺跡（第３地点）／市原市埋蔵文化財調査センター調
査報告書　第３７集

千葉県：市原市教育委員会 2016年3月

上総国分僧寺跡Ⅱ（本文編１）　市原市埋蔵文化財調査センター調査報告書　第３６集／（上総国分寺台
遺跡調査報告　ⅩⅩⅦ）

千葉県：市原市教育委員会市原市埋蔵文化財調査センター 2016年3月

上総国分僧寺跡Ⅱ（本文編２）　市原市埋蔵文化財調査センター調査報告書　第３６集／（上総国分寺台
遺跡調査報告　ⅩⅩⅦ）

千葉県：市原市教育委員会市原市埋蔵文化財調査センター 2016年3月

上総国分僧寺跡Ⅱ（写真図版編）　市原市埋蔵文化財調査センター調査報告書　第３６集／（上総国分寺
台遺跡調査報告　ⅩⅩⅦ）

千葉県：市原市教育委員会市原市埋蔵文化財調査センター 2016年3月

千葉県市川市国府台遺跡－第１７５地点発掘調査報告書－　 千葉県：水野一雄、原史文化研究所 2015年4月

千葉県市川市国府台遺跡－第１７３－２地点発掘調査報告書－　 千葉県：金安幸雄 2015年6月

千葉県市川市国府台遺跡－第１７６地点発掘調査報告書－　 千葉県：森久 2015年7月

千葉県市川市　国府台遺跡第１３地点（６）～（１１）　独立行政法人国立国際医療研究センター国府台病院
改築事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

千葉県：独立行政法人国立国際医療研究センター 2015年9月

千葉県市川市下総国分寺跡－第８６次発掘調査報告書－　 千葉県：藤森さよ子、市川市教育委員会 2016年3月

千葉県市川市小田山遺跡－第１１地点発掘調査報告書－　 千葉県：（株）アーネストワン、市川市教育委員会 2015年5月

千葉県市川市国府台遺跡－第１３５－５地点発掘調査報告書－　 千葉県：（社福）千葉ベタニヤホーム、市川市教育委員会 2016年3月

平成２３年度市川市内遺跡発掘調査報告　 千葉県：市川市教育委員会 2016年3月

平成２７年度市川市埋蔵文化財発掘調査報告　－山王台遺跡第８地点－ 千葉県：市川市教育委員会 2016年3月

公益財団法人印旛郡市文化財センター年報　３１－平成２６年度－ 千葉県：（公財）印旛郡市文化財センター 2016年3月

広報誌　フィールドブック　ｖｏｌ．３８ 千葉県：（公財）印旛郡市文化財センター 2016年3月

千葉県八千代市逆水遺跡ｉ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：（社福）八千代翼友福祉会 2016年3月

千葉県八千代市高津新田遺跡ｅ地点・高津新田野馬堀遺跡ｍ地点　－宅地造成に伴う埋蔵文化財発掘調
査報告書－

千葉県：内田正勝、（株）アーネストワン 2016年1月

千葉県八千代市白幡前遺跡ｄ地点　－宅地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 千葉県：君塚ミチ 2016年3月

千葉県八千代市市内遺跡発掘調査報告書　平成２７年度　白幡前遺跡ｅ地点　川崎山遺跡ｔ地点　向山遺
跡ｉ地点　殿内遺跡ｄ地点　真木野前遺跡ａ地点　真木野遺跡ｂ地点　真木野遺跡ｃ地点　北裏畑遺跡ｆ地
点　北裏畑遺跡ｇ地点　神野遺跡ａ地点　新東原遺跡ｍ地点　上谷津台南遺跡ｉ地点　麦丸宮前上遺跡ｄ地
点　井戸向遺跡ｃ地点　高津館跡ｅ地点　高津館跡ｆ地点　高津新田野馬堀遺跡ｌ地点　高津梅屋敷遺跡ｄ
地点　大和田新田芝山遺跡ｆ地点　逆水遺跡ｈ地点　池の台遺跡ｈ地点　島田込の内遺跡ｃ地点

千葉県：八千代市教育委員会教育総務課 2016年3月

埋（まい）やちよ－千葉県八千代市埋蔵文化財通信－　Ｎｏ．３０ 千葉県：八千代市教育委員会教育総務課文化財班 2014年6月

埋（まい）やちよ－千葉県八千代市埋蔵文化財通信－　Ｎｏ．３１ 千葉県：八千代市教育委員会教育総務課文化財班 2015年5月

埋（まい）やちよ－千葉県八千代市埋蔵文化財通信－　Ｎｏ．３２ 千葉県：八千代市教育委員会教育総務課文化財班 2015年9月

埋（まい）やちよ－千葉県八千代市埋蔵文化財通信－　Ｎｏ．３３ 千葉県：八千代市教育委員会教育総務課文化財班 2016年7月

千葉県四街道市　馬場Ｎｏ．１遺跡（第６次）　－物井新田集合住宅建設に伴う埋蔵文化財調査－／公益
財団法人印旛郡市文化財センター発掘調査報告書　第３４６集

千葉県：須藤純子 2016年3月

千葉県成田市　上福田古墳群・大竹遺跡群Ⅲ（その１～６）　－急傾斜地崩壊対策委託（大竹埋蔵文化財
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３４７集

千葉県：千葉県成田土木事務所 2016年3月

山野貝塚総括報告書　－房総半島に現存する最南部の縄文時代後・晩期の大型貝塚－ 千葉県：袖ケ浦市教育委員会 2016年3月

千葉県袖ケ浦市上大城遺跡（３）　－資材置場造成に伴う埋蔵文化財調査報告書－／袖ケ浦市埋蔵文化
財発掘調査報告書　第２５集

千葉県：袖ケ浦市教育委員会 2016年2月

千葉県袖ケ浦市寺野台遺跡（５）（７）　－境内整備に伴う埋蔵文化財調査報告書－／袖ケ浦市埋蔵文化
財発掘調査報告書　第２６集

千葉県：袖ケ浦市教育委員会 2016年3月

千葉県袖ケ浦市埋蔵文化財発掘調査報告書　福王丸塚古墳　中六遺跡（１９）　大窪遺跡（２）／袖ケ浦市
埋蔵文化財発掘調査報告書　第２７集

千葉県：袖ケ浦市教育委員会 2016年3月

平成２７年度千葉県袖ケ浦市内遺跡発掘調査報告書　堀込第１号塚・第２号塚・第３号塚　横田郷遺跡　打
越北上原古墳群　宮ノ越貝塚

千葉県：袖ケ浦市教育委員会 2016年3月

白井市埋蔵文化財調査集報－平成２３年度～平成２６年度－　 千葉県：白井市教育委員会 2016年3月

平成２６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 2016年3月

千葉県佐倉市海隣寺於茶屋遺跡（第２次）発掘調査報告書　 千葉県：佐倉市教育委員会文化課 2016年3月

平成２６年度佐倉市埋蔵文化財発掘調査報告書　城次郎丸遺跡（第１７次）　大蛇千日前遺跡（第１次）　大
蛇千日前遺跡（第３次）　海隣寺並木遺跡（第６次）　岩名町前遺跡（第２次）　将門平台遺跡（第９次）　遠部
台遺跡（第６次）　臼井田小笹台遺跡（第９次）　下志津原学校中遺跡　城次郎丸遺跡（第１８次）　曲輪ノ内
遺跡（第１２次）　神楽場遺跡（第１０次）　城番塚遺跡（第６次）　生谷境堀北遺跡（第８次）　遠部台遺跡（第
８次）　角来野谷１号墳　天辺内山１号墳　佐倉城跡

千葉県：佐倉市教育委員会 2016年3月

平成２８年度企画展　石斧と人－３万年のあゆみ－　 千葉県：松戸市立博物館 2016年9月

平成２７年度富里市内遺跡発掘調査報告書　高野牧根木名境野馬土手（第２次） 千葉県：富里市教育委員会 2017年3月

内野牧　高野牧　－富里市内所在の近世牧－／富里市文化財調査報告書　第１０集 千葉県：富里市教育委員会 2017年2月

千葉県木更津市　請西遺跡群発掘調査報告書ⅩⅣ－中郷谷遺跡－　 千葉県：木更津市教育委員会 2015年8月

千葉県木更津市　請西遺跡群発掘調査報告書ⅩⅤ－大山台遺跡－　 千葉県：木更津市教育委員会 2016年2月

－千葉県木更津市-塚の腰古墳・松面古墳発掘調査報告書　木更津市埋蔵文化財発掘調査報告書　第１
３集

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１９　埋蔵文化財の調査報告・諏訪谷横穴墓群出土金属製品の補足　道上谷遺
跡出土の古代瓦・至徳堂関係資料

千葉県：木更津市教育委員会 2015年3月

金鈴塚古墳研究　第４号 千葉県：木更津市郷土博物館金のすず 2016年3月

千葉県芝山町舟塚古墳群（七林４３０－６地点）　－個人住宅建設に伴う埋蔵文化財調査報告書－／芝山
町埋蔵文化財調査報告書　第５集

千葉県：芝山町教育委員会 2016年3月

平成２７年度芝山町内遺跡発掘調査報告書　山田・宝馬古墳群（宝馬９３－７７地点） 千葉県：芝山町教育委員会 2016年3月

平成２７年度企画展図録　芝山町６０年発掘調査のあゆみ　 千葉県：芝山町立芝山古墳・はにわ博物館 2015年11月

●東京都●
東京都遺跡調査・研究発表会　４１　発表要旨　 東京都：東京都教育委員会 2016年2月

東京都埋蔵文化財年報　２２　平成２７年度 東京都：東京都教育庁地域教育支援部管理課 2016年3月

文化財の保護　第４９号 東京都：東京都教育庁地域教育支援部管理課 2016年7月

たまのよこやま　１０３ 東京都：東京都埋蔵文化財センター 2015年12月
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たまのよこやま　１０４ 東京都：東京都埋蔵文化財センター 2016年3月

たまのよこやま　１０５ 東京都：東京都埋蔵文化財センター 2016年6月

たまのよこやま　１０６ 東京都：東京都埋蔵文化財センター 2016年9月

南多摩発見伝　丘陵人の宝もの～遺跡からみた多摩丘陵の歴史～　 東京都：東京都立埋蔵文化財調査センター 2016年3月

あきる野市　草花遺跡・草花古墳群　－一般都道伊奈福生線（第１６５号）草花地区道路整備事業に伴う埋
蔵文化財調査－／東京都埋蔵文化財センター調査報告　第３１１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 2016年3月

中野区江古田遺跡Ⅳ　－江古田三丁目地区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３１２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 2016年3月

北区御殿前遺跡　（第１分冊）　－西ヶ原研修合同庁舎（仮称）の整備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３１４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 2016年3月

北区御殿前遺跡　（第２分冊）　－西ヶ原研修合同庁舎（仮称）の整備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３１４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2月

北区御殿前遺跡　（第３分冊）　－西ヶ原研修合同庁舎（仮称）の整備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３１４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2月

あきる野市　門口遺跡　－東京都関連施設解体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３１５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1月

青梅市　天ヶ瀬遺跡　－青梅３・４・４新青梅街道線街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３１６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1月

研究論集　ⅩⅩⅩ 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 2016年3月

東京都埋蔵文化財センター年報　３６　平成２７（２０１５）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 2016年11月

ＴＯＢＵＮＫＥＮＮＥＷＳ　ｎｏ．６０ 東京都：独立行政法人国立文化財機構東京文化財研究所 2016年3月

ＴＯＢＵＮＫＥＮＮＥＷＳ　ｎｏ．６１ 東京都：独立行政法人国立文化財機構東京文化財研究所 2016年7月

ＴＯＢＵＮＫＥＮＮＥＷＳ　ｎｏ．６２ 東京都：独立行政法人国立文化財機構東京文化財研究所 2016年11月

無形文化遺産研究報告　第１０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 2016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　２０１６ 東京都：独立行政法人国立文化財機構東京文化財研究所 2016年

文化財防災ネットワーク推進事業　地域の文化遺産と防災　 東京都：独立行政法人国立文化財機構東京文化財研究所 2016年3月

東京都千代田区筒井家屋敷跡　－日本テレビ麹町新スタジオ棟建設プロジェクトに伴う埋蔵文化財発掘調
査報告書－

東京都：日本テレビ放送網（株）、大成建設（株）、加藤建設（株） 2016年3月

肥前五島（福江）藩五島家屋敷跡遺跡発掘調査報告書　港区内近世都市江戸関連遺跡発掘調査報告　６
１［ＴＭ１７５］

東京都：港区教育委員会 2016年3月

港区埋蔵文化財調査年報　１３　－平成２６年度の調査－ 東京都：港区教育委員会 2016年3月

港郷土資料館館報　－３３－　平成２６年度版（２０１４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）

2016年2月

資料館だより　第７７号 東京都：港区立港郷土資料館 2016年3月

港区Ｎｏ．１０・１１－２遺跡発掘調査報告書　港区内近世都市江戸関連遺跡発掘調査報告　６０［ＴＭ１０・１
１－２］

東京都：赤坂一丁目地区市街地再開発組合 2015年6月

但馬出石藩仙石家屋敷跡　－虎ノ門・六本木地区市街地再開発事業地遺跡の発掘調査－ 東京都：虎ノ門・六本木地区市街地再開発組合 2015年6月

武蔵川越藩松平家屋敷跡遺跡発掘調査報告書　港区内近世都市江戸関連遺跡発掘調査報告　６２ 東京都：（株）ホテルオークラ、（株）武蔵文化財研究所 2016年3月

東京都渋谷区代官山遺跡第２地点　－渋谷区代官山１４番１５号の調査－ 東京都：（株）アルファビオス、渋谷区教育委員会、共和開発（株） 2016年3月

東京都渋谷区富ヶ谷遺跡第１地点　－富ヶ谷一丁目４９番の調査－ 東京都：東京建物（株）、渋谷区教育委員会 2016年6月

東京都新宿区若葉三丁目遺跡Ⅲ　－集合住宅新築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 東京都：（株）リーガル不動産、加藤建設（株） 2016年3月

東京都新宿区信濃町南遺跡Ⅵ　－慶應義塾大学病院１号館（新病院棟）新築工事に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告書－

東京都：慶應義塾、（株）東京航業研究所 2016年7月

東京都新宿区西早稲田一丁目遺跡　－早稲田大学早稲田通り新教室棟（仮称）新築工事に伴う埋蔵文化
財発掘調査報告書－

東京都：早稲田大学、（株）四門 2016年3月

東京都新宿区尾張徳川家下屋敷跡Ⅸ　－学習院女子中等科・高等科総合体育館改築工事に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書－

東京都：（学）学習院、（株）四門 2016年9月

東京都新宿区信濃町南遺跡Ⅶ　－真生会館新築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 東京都：（一財）真生会館、新宿区 2016年10月

東京都新宿区三栄町遺跡ⅩⅢ　－（仮称）新宿区三栄町２３計画に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 東京都：三井不動産レジデンシャル（株） 2016年10月

東京都文京区白山五丁目南遺跡第２地点　－東洋大学白山キャンパス新教室棟（仮称）の建築事業に伴う
埋蔵文化財発掘調査報告書－

東京都：文京区教育委員会 2016年3月

東京都文京区本郷三丁目南遺跡　－順天堂大学キャンパス・ホスピタル再編事業（仮称）上空通路整備計
画・順天堂第２工区・（仮称）Ｃ棟建設工事（３号館解体工事）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－

東京都：文京区教育委員会 2016年3月

文京ふるさと歴史館だより　第２３号 東京都：文京ふるさと歴史館 2016年6月

文京ふるさと歴史館だより　増刊号ⅩⅩⅣ　花時計 東京都：文京ふるさと歴史館 2016年6月

東京都文京区　護国寺門前町遺跡第２地点　－集合住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 東京都：明和地所（株） 2014年3月

東京都文京区水道二丁目遺跡第２地点　－水道二丁目４番５号地点専用住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告書－

東京都：東京建物（株） 2015年11月

東京都文京区本郷台町遺跡　－集合住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 東京都：（株）オープンハウス・ディベロップメント 2016年3月

東京都文京区円林寺跡　－文京区本駒込３－１－５地内（オープンハウス地点）の新築工事に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書－

東京都：（株）オープンハウス・ディベロップメント 2016年5月

Ｂ－１５２　東京都文京区後楽一・二丁目遺跡　－（仮称）文京区後楽二丁目計画における埋蔵文化財発掘
調査報告書－

東京都：三菱地所レジデンス（株）、加藤建設（株） 2016年8月

東京都文京区小石川三丁目東遺跡　－集合住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 東京都：伊藤忠都市開発（株） 2016年9月

北区埋蔵文化財調査年報　－平成２６年度－ 東京都：東京都北区教育委員会 2016年3月

東京都北区志茂遺跡　 東京都：（株）大同ライフサービス 2016年9月

東京都北区中里峽上遺跡発掘調査報告書　－中里３－１５－１地点－ 東京都：野村不動産（株）、（株）ＣＥＬ 2016年9月

東京都北区十条台遺跡群南橋遺跡発掘調査報告書　－王子本町２－４地点－ 東京都：（株）メイクス 2016年12月

東京都北区西ヶ原貝塚　 東京都：（株）メデューム 2016年12月

東京都墨田区陸奥弘前藩津軽家上屋敷跡Ⅱ　－すみだ北斎美術館建設計画に伴う埋蔵文化財発掘調査
報告書－

東京都：墨田区文化振興課、墨田区教育委員会 2016年3月

東京都墨田区　永隆寺跡（墨田区Ｎｏ．３８遺跡）　－東京トヨタ墨田店建替計画に伴う埋蔵文化財発掘調
査報告書－

東京都：東京トヨタ自動車（株） 2016年7月

上小岩遺跡第１３７地点　個人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１集

東京都：江戸川区教育委員会 2016年3月

特別展「土器から見た大田区の弥生時代－久ヶ原遺跡発見、９０年－」図録　 東京都：大田区立郷土博物館 2017年1月

東京都調布市　史跡下布田遺跡第２・３・７・８地点　－國學院大學久我山高等学校による学術調査の再整
理報告－／調布市埋蔵文化財調査報告書

東京都：調布市教育委員会 2016年3月

調布の文化財　第５２号 東京都：調布市郷土博物館 2015年5月

調布の文化財　第５３号 東京都：調布市郷土博物館 2016年3月

郷土博物館だより　Ｎｏ．７７ 東京都：調布市郷土博物館 2016年3月

立川市埋蔵文化財調査報告書集Ⅴ　立川市埋蔵文化財調査報告　２０ 東京都：立川市教育委員会 2016年3月

武蔵国府の調査４６－平成２４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 2016年3月

武蔵国府関連遺跡調査報告　－「レーベン府中西府」新築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査－ 東京都：（株）タカラレーベン 2016年6月

東京都府中市　武蔵国府関連遺跡調査報告－国府地域の調査－　（仮称）ミオカステーロ府中緑町Ⅱ計画
新築工事埋蔵文化財発掘調査報告

東京都：山田建設（株）、共和開発（株） 2016年6月

東京都府中市　武蔵国府関連遺跡調査報告－国府地域の調査－　コープ府中寿町店埋蔵文化財発掘調
査報告

東京都：大和ハウス工業（株）、共和開発（株） 2016年6月
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東京都府中市　武蔵国府関連遺跡調査報告－国府地域の調査－　アンタレス府中新築工事埋蔵文化財
発掘調査報告

東京都：遠藤政宣、共和開発（株） 2016年10月

国史跡八王子城跡ⅩⅨ　平成２５年度－御主殿の滝地区等測量調査－　平成２６年度－金子曲輪地区等
測量調査－　平成２７年度－金子曲輪東端部遺構確認調査－

東京都：八王子市教育委員会 2016年3月

東京都八王子市　日向四谷遺跡　－集合住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 東京都：合同会社グランステート 2017年2月

円成院跡－第１地点－　宅地造成工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 東京都：誠賀建設（株）、共和開発（株） 2016年7月

●神奈川県●
平成２７年度かながわの遺跡展・巡回展　縄文の海　縄文の森　 神奈川県：神奈川県教育委員会 2015年12月

神奈川県埋蔵文化財調査報告６１　平成２６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 2016年3月

神奈川県埋蔵文化財センター年報　２７　２０１４（平成２６）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3月

宮山中里遺跡Ⅱ　一般国道４６８号線（さがみ縦貫道路）建設事業に伴う発掘調査／かながわ考古学財団
調査報告　３１４

神奈川県：公益財団法人かながわ考古学財団 2016年3月

小原台堡塁跡・小原第３遺跡第２次調査　防衛大学校浴場棟新設に伴う発掘調査／かながわ考古学財団
調査報告　３１６

神奈川県：公益財団法人かながわ考古学財団 2016年3月

宮山中里遺跡Ⅲ　一般国道４６８号線（さがみ縦貫道路）建設事業に伴う発掘調査／かながわ考古学財団
調査報告　３１７

神奈川県：公益財団法人かながわ考古学財団 2016年9月

研究紀要かながわの考古学　２１ 神奈川県：公益財団法人かながわ考古学財団 2016年3月

年報　２３　平成２７年度 神奈川県：公益財団法人かながわ考古学財団 2017年1月

権田原遺跡Ⅰ　旧石器時代～縄文時代編　附：新吉田十三遺跡縄文時代編　矢東遺跡縄文時代編／港
北ニュータウン地域内埋蔵文化財調査報告　４８

神奈川県：横浜市教育委員会 2016年9月

埋文よこはま　３２ 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 2015年8月

埋文よこはま　３３ 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3月

弥生トレード　－横浜の遺跡から見る弥生時代の交流・交易-展示解説パンフレット／わがまち横浜再発見
ヨコハマ３万年の交流

神奈川県：横浜市三殿台考古館 2015年7月

鎌倉市埋蔵文化財緊急調査報告書３２　平成２７年度発掘調査報告（第１分冊）　西御門遺跡　西御門遺跡 神奈川県：鎌倉市教育委員会 2016年3月

鎌倉市埋蔵文化財緊急調査報告書３２　平成２７年度発掘調査報告（第２分冊）　若宮大路周辺遺跡群　大
倉幕府周辺遺跡群　若宮大路周辺遺跡群　台山遺跡

神奈川県：鎌倉市教育委員会 2016年3月

鎌倉の埋蔵文化財１９　平成２６年度発掘調査の概要 神奈川県：鎌倉市教育委員会 2015年12月

高田宮町遺跡第Ⅲ地点　平成１７年度小田原市緊急発掘調査報告書　７／小田原市文化財調査報告書
第１７６集

神奈川県：小田原市教育委員会 2016年3月

小田原城下香沼屋敷跡第Ⅷ地点　平成１７年度小田原市緊急発掘調査報告書　８／小田原市文化財調査
報告書　第１７７集

神奈川県：小田原市教育委員会 2016年3月

別堀十二天遺跡第Ⅷ地点　平成２２年度小田原市緊急発掘調査報告書　１／小田原市文化財調査報告書
第１７８集

神奈川県：小田原市教育委員会 2016年3月

酒匂遺跡群－砂丘上に広がる酒匂川左岸の遺跡－　小田原の遺跡探訪シリーズ　１１ 神奈川県：小田原市教育委員会 2016年3月

遺跡講演会「岩手県宮古市の縄文文化～東日本大震災復興支援で結ばれた宮古市と小田原市の絆～」
資料集

神奈川県：小田原市教育委員会 2015年11月

平成２７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 2015年11月

神奈川県逗子市埋蔵文化財緊急調査報告書１０－平成２４年度－　 神奈川県：逗子市教育委員会 2016年3月

津久井城跡不動平地点　－範囲確認調査報告書－／相模原市埋蔵文化財調査報告　５０ 神奈川県：相模原市教育委員会 2016年3月

田名半在家遺跡資料調査報告書　－田名半在家遺跡Ｇ地点出土の龍文鏡－ 神奈川県：相模原市教育委員会 2016年3月

神奈川県小田原市中里遺跡発掘調査報告書　第Ⅰ分冊（本文編）　 神奈川県：玉川文化財研究所 2015年9月

神奈川県小田原市中里遺跡発掘調査報告書　第Ⅱ分冊（遺構図・遺構写真編）　 神奈川県：玉川文化財研究所 2015年9月

神奈川県小田原市中里遺跡発掘調査報告書　第Ⅲ分冊（遺物図編）　 神奈川県：玉川文化財研究所 2015年9月

神奈川県小田原市中里遺跡発掘調査報告書　第Ⅳ分冊（遺物写真編）　 神奈川県：玉川文化財研究所 2015年9月

用田大河内遺跡Ⅲ　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　４６

神奈川県：（株）玉川文化財研究所 2016年6月

上粕屋・鳥居崎遺跡第３次調査　県道６１１号（大山板戸）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　４８

神奈川県：（株）玉川文化財研究所 2016年8月

名越坂北やぐら群　平成２７年度　急傾斜地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　４９

神奈川県：（株）玉川文化財研究所 2016年8月

船久保遺跡第３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　５２

神奈川県：（株）玉川文化財研究所 2017年1月

上粕屋・和田内遺跡第７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）玉川文化財研究所 2017年2月

上粕屋・和田内遺跡第２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　４０

神奈川県：国際文化財（株） 2016年3月

神奈川県相模原市下森鹿島遺跡第２地点　－集合住宅建設事業に伴う発掘調査報告書－ 神奈川県：国際文化財（株） 2016年11月

南仮宿遺跡Ⅷ地点　大磯警察署新築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　４３ 神奈川県：（株）アーク・フィールドワークシステム 2016年3月

下大曲一丁畑遺跡　平成２７年度小出川河川改修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　５０

神奈川県：（株）アーク・フィールドワークシステム 2016年10月

神成松遺跡第９地点　県道６０３号（上粕屋厚木）道路改良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　５１

神奈川県：（株）アーク・フィールドワークシステム 2016年11月

日向・東新田原遺跡　県道６４号（伊勢原津久井）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　４５

神奈川県：（有）吾妻考古学研究所 2016年6月

上粕屋・和田内遺跡第５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　４７

神奈川県：（株）パスコ 2016年8月

神奈川県横浜市港南区　笹下町山戸ケ谷遺跡　（仮称）港南区笹下三丁目地内分譲計画に伴う埋蔵文化
財発掘調査報告書

神奈川県：リストデベロップメント（株）、（株）四門文化財事業部 2016年10月

神奈川県・鎌倉市　長谷小路周辺遺跡発掘調査報告書　（仮称）由比ガ浜こどもセンター建設に伴う由比ガ
浜三丁目１９４番１、２６２番１地点の調査

神奈川県：（株）斉藤建設埋蔵文化財調査部 2016年12月

神奈川県相模原市田名半在家遺跡Ｇ地点　－発掘調査報告書－ 神奈川県：（株）アイテム、（有）吾妻考古学研究所 2016年3月

神奈川県相模原市中村遺跡第７地点　－共同宅地建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 神奈川県：太陽住宅販売（株） 2016年3月

相模原市下溝稲荷林遺跡第２地点　－宅地造成事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 神奈川県：（株）イビソク神奈川営業所 2016年5月

●富山県●
立山・黒部山岳遺跡調査報告書　 富山県：富山県埋蔵文化財センター 2016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．１３３ 富山県：富山県埋蔵文化財センター 2015年12月

富山県埋蔵文化財センターニュース　埋文とやま　ｖｏｌ．１３４ 富山県：富山県埋蔵文化財センター 2016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．１３５ 富山県：富山県埋蔵文化財センター 2016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．１３６ 富山県：富山県埋蔵文化財センター 2016年9月

富山県埋蔵文化財センターニュース　埋文とやま　ｖｏｌ．１３７ 富山県：富山県埋蔵文化財センター 2016年12月

富山県埋蔵文化財センター年報　－平成２６年度－ 富山県：富山県埋蔵文化財センター 2015年7月

富山県埋蔵文化財センター年報　－平成２７年度－ 富山県：富山県埋蔵文化財センター 2016年12月

平成２８年度特別展図録　霊峰立山－立山信仰を探る－　 富山県：富山県埋蔵文化財センター 2016年9月

三合新遺跡　三合新芹谷遺跡発掘調査報告　－国道３５９号砺波東バイパス建設に伴う埋蔵文化財調査
報告　Ⅱ－／富山県文化振興財団埋蔵文化財発掘調査報告　第７１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 2017年3月
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中村大橋遺跡発掘調査報告　－国道４１５号道路改良事業に伴う埋蔵文化財発掘報告　Ⅰ－／富山県文
化振興財団埋蔵文化財発掘調査報告　第７２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 2017年3月

小糸尾萩野遺跡発掘調査報告　－猪谷楡原道路建設に伴う埋蔵文化財発掘報告　Ⅰ－／富山県文化振
興財団埋蔵文化財発掘調査報告　第７３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 2017年3月

平榎亀田遺跡発掘調査報告　－県営農地整備平榎地区に伴う埋蔵文化財発掘報告　Ⅰ－／富山県文化
振興財団埋蔵文化財発掘調査報告　第７４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 2017年3月

とやま発掘だより－平成２７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 2016年3月

埋蔵文化財年報　平成２７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 2016年6月

富山市内遺跡発掘調査概要ⅩⅥ　－吉作遺跡－／富山市埋蔵文化財調査報告　８０ 富山県：富山市教育委員会 2016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　（１）－／富山市埋蔵
文化財調査報告　８１

富山県：富山市教育委員会 2016年3月

富山市内遺跡発掘調査概要ⅩⅦ　－呉羽モグラ池遺跡－／富山市埋蔵文化財調査報告　８２ 富山県：富山市教育委員会 2016年3月

富山市内石造物調査報告書Ⅴ　富山市埋蔵文化財調査報告　８３ 富山県：富山市教育委員会 2016年3月

富山藩前田家墓所長岡御廟所石造物調査報告書　富山市埋蔵文化財調査報告　８４ 富山県：富山市教育委員会 2016年3月

富山市北代縄文広場復原建物等再整備事業報告書　－北代遺跡歴史活き活き！史跡等総合活用整備
事業報告書－

富山県：富山市教育委員会 2017年3月

千石町遺跡発掘調査報告書　－千石町四丁目地内宅地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査－／富山市埋
蔵文化財調査報告　７８

富山県：富山市教育委員会埋蔵文化財センター 2015年9月

千石町遺跡発掘調査報告書　－千石町四丁目地内宅地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査－　写真図版編
／富山市埋蔵文化財調査報告　７８－２

富山県：富山市教育委員会埋蔵文化財センター 2016年3月

富山市下塩野Ⅱ遺跡発掘調査報告書　－塩地区ほ場整備工事に伴う発掘調査－／富山市埋蔵文化財調
査報告　８５

富山県：富山市教育委員会埋蔵文化財センター 2016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１７号 富山県：富山市教育委員会埋蔵文化財センター 2016年3月

富山市考古資料館紀要　第３５号 富山県：富山市考古資料館 2016年3月

富山県　魚津市埋蔵文化財分布調査報告３　 富山県：魚津市教育委員会 2016年3月

富山県高岡市　守山城跡詳細調査概報１　 富山県：高岡市教育委員会 2015年3月

市内遺跡調査概報２５　－平成２６年度　中保Ａ遺跡の発掘調査調査他－／高岡市埋蔵文化財調査概報
第７６冊

富山県：高岡市教育委員会 2016年3月

射水市内遺跡発掘調査報告８－平成２６年度高島Ａ遺跡本発掘調査・水戸田地区試掘調査他－　 富山県：射水市教育委員会 2016年3月

加茂社遺跡発掘調査報告　－分譲住宅造成に伴う埋蔵文化財発掘調査－ 富山県：射水市教育委員会 2015年11月

柳瀬比賈神社石造物報告　－氷見薮田石製中世石造物の一括発見－ 富山県：砺波市教育委員会 2016年7月

氷見市内遺跡発掘調査概報Ⅵ　柳田茨木遺跡　惣領浦之前遺跡　磯部明円遺跡／氷見市埋蔵文化財調
査報告　第６８冊

富山県：氷見市教育委員会 2016年3月

小窪廃寺跡・小窪瓦窯跡　氷見市埋蔵文化財調査報告　第６９冊 富山県：氷見市教育委員会 2016年3月

●石川県●
金沢市二ツ寺遺跡　広域河川改修事業二級河川犀川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 2016年2月

金沢市・野々市市下新庄フルナワシロ遺跡　二級河川高橋川広域河川改修事業に係る埋蔵文化財発掘調
査報告書

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 2016年2月

かほく市　指江ジュウサンザカ遺跡　多田ツルガタン遺跡　地方道改築事業（主）高松津幡線（河北縦断道
路）に係る埋蔵文化財発掘調査報告書　１

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 2016年2月

津幡町　能瀬南Ｂ遺跡　地方道改築事業（主）高松津幡線（河北縦断道路）に係る埋蔵文化財発掘調査報
告書　２

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 2016年2月

金沢市金沢城下町遺跡（本多氏屋敷跡地区）　石川県文化財保存修復工房整備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 2016年3月

金沢市　大友Ａ遺跡　大友Ｅ遺跡　直江西遺跡　直江北遺跡　石川県水道用水供給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 2016年3月

加賀市　加茂キツネ塚遺跡　加茂新高遺跡　加茂ボケ生水ウラ遺跡　地方道改築事業（一）片山津山代線
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 2016年3月

七尾市花園・黒崎遺跡　一般国道４７０号能越自動車道七尾氷見道路建設に係る埋蔵文化財発掘調査報
告書　１

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 2016年3月

七尾市　古府タブノキダ遺跡　一般国道４７０号能越自動車道七尾氷見道路建設に係る埋蔵文化財発掘調
査報告書　２

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 2016年3月

石川県埋蔵文化財情報　第３４号 石川県：（公財）石川県埋蔵文化財センター 2015年10月

石川県埋蔵文化財情報　第３５号 石川県：（公財）石川県埋蔵文化財センター 2016年3月

いしかわの遺跡　Ｎｏ．４９ 石川県：（公財）石川県埋蔵文化財センター 2015年8月

いしかわの遺跡　Ｎｏ．５０ 石川県：（公財）石川県埋蔵文化財センター 2016年1月

いしかわの遺跡　Ｎｏ．５１ 石川県：（公財）石川県埋蔵文化財センター 2016年3月

金沢城普請作事史料４　御城方日記　金沢城史料叢書　２５ 石川県：石川県金沢城調査研究所 2016年3月

金沢城跡石垣保存実態調査報告書Ⅰ　金沢城史料叢書　２６ 石川県：石川県金沢城調査研究所 2016年3月

金沢城跡－鶴ノ丸第１次・新丸第１次・尾坂門・二ノ丸園路・数寄屋屋敷－　金沢城公園整備事業に係る埋
蔵文化財調査報告書　９／金沢城史料叢書　２７

石川県：石川県金沢城調査研究所 2016年3月

金沢城調査研究パンフレット　金沢城を探る　Ｎｏ．１４ 石川県：石川県金沢城調査研究所 2016年2月

研究紀要金沢城研究　第１４号 石川県：石川県金沢城調査研究所 2016年3月

金沢城調査研究所年報　９（平成２７年度） 石川県：石川県金沢城調査研究所 2016年6月

石川県金沢市玉川町遺跡　金沢市文化財紀要　３０３ 石川県：金沢市 2016年3月

石川県金沢市畝田・寺中遺跡ⅩⅠ　－木曳野遺跡群　Ⅸ－／金沢市文化財紀要　３０４ 石川県：金沢市 2016年3月

石川県金沢市　大友Ａ遺跡・大友Ｄ遺跡　大友Ｆ遺跡・大友Ｇ遺跡　－大友遺跡群－　－金沢市副都心北
部大友土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　Ⅰ－／金沢市文化財紀要　３０５－１

石川県：金沢市（金沢市埋蔵文化財センター） 2016年7月

石川県金沢市　大友Ｅ遺跡　－大友遺跡群－　－金沢市副都心北部大友土地区画整理事業に伴う埋蔵
文化財発掘調査報告書　Ⅰ－／金沢市文化財紀要　３０５－２

石川県：金沢市（金沢市埋蔵文化財センター） 2016年7月

金沢・白山・かほく・野々市・津幡　富樫氏と一向一揆　史跡探訪マップ　加越国境城跡群　 石川県：金沢市文化財保護課 2016年10月

史跡七尾城跡石垣調査報告書　 石川県：七尾市教育委員会 2015年3月

佐味今田谷内古墳群発掘調査報告書　平成２５・２６・２７年度に実施した内容確認調査報告／七尾市埋蔵
文化財発掘調査報告書　第４０輯

石川県：七尾市教育委員会文化課 2016年3月

八日市地方遺跡Ⅱ　－小松駅東土地区画整理事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書- 第５部土器・土
製品編 第６部自然科学分析編 第７部補遺編

石川県：石川県小松市教育委員会 2016年3月

石川県能登町名勝旧松波城庭園　－平成２５～２７年度保存科学調査等報告書－ 石川県：能登町教育委員会 2016年3月

郷クボタ遺跡３　北西部土地区画整理事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書　１２ 石川県：野々市市教育委員会 2015年3月

石川県輪島漆芸美術館紀要　第９号 石川県：石川県輪島漆芸美術館 2014年3月

石川県輪島漆芸美術館紀要　第１１号 石川県：石川県輪島漆芸美術館 2016年3月

●福井県●
小尉遺跡　－一般国道４１６号（白方～布施田バイパス）道路改良工事に伴う調査－／福井県埋蔵文化財
調査報告　第１５９集

福井県：福井県教育庁埋蔵文化財調査センター 2016年3月

鷲塚遺跡　－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１６０集

福井県：福井県教育庁埋蔵文化財調査センター 2016年3月

関中遺跡　下関遺跡　金津新江ノ尻遺跡　－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１６１集

福井県：福井県教育庁埋蔵文化財調査センター 2016年3月

杉谷遺跡　－一般県道清水麻生津線（県単）道路改良工事に伴う調査－／福井県埋蔵文化財調査報告
第１６２集

福井県：福井県教育庁埋蔵文化財調査センター 2016年3月
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越前焼総合調査事業報告　福井県教育庁埋蔵文化財調査センター所報　６ 福井県：福井県教育庁埋蔵文化財調査センター 2016年3月

年報　３０　－平成２６年度－ 福井県：福井県教育庁埋蔵文化財調査センター 2016年3月

一乗谷朝倉氏遺跡資料館紀要　２０１５ 福井県：福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 2017年2月

ふくいミュージアム　Ｎｏ．４９ 福井県：福井県立歴史博物館 2014年9月

ふくいミュージアム　Ｎｏ．５３ 福井県：福井県立歴史博物館 2016年6月

ふくいミュージアム　Ｎｏ．５４ 福井県：福井県立歴史博物館 2016年9月

今市遺跡２　一般県道清水麻生津線道路改良事業に伴う発掘調査報告書 福井県：福井市教育委員会 2016年3月

年報　平成２６年度 福井県：福井市文化財保護センター 2016年3月

福井城発掘物語～碧の章～パンフレット　 福井県：福井市文化財保護センター 2013年11月

福井城発掘物語～風の章～　 福井県：福井市文化財保護センター 2015年2月

福井城発掘物語　灯の章　 福井県：福井市文化財保護センター 2016年1月

平成２２年度発掘速報展　参考パンフレット　 福井県：福井市文化財保護センター 2011年2月

平成２３年度企画展　ミゾ・ＭＩＺＯ・～高柳遺跡の溝展～　参考パンフレット　 福井県：福井市文化財保護センター 2011年12月

平成２３年度発掘速報展　参考パンフレット　 福井県：福井市文化財保護センター 2012年2月

平成２４年度企画展　パンフレット　縄文人のいた時代　 福井県：福井市文化財保護センター 2012年6月

平成２４年度企画展　参考パンフレット　ふるさと発掘モノ語～森田の遺跡の調査から～　 福井県：福井市文化財保護センター 2012年9月

平成２４年度発掘速報展　参考パンフレット　 福井県：福井市文化財保護センター 2013年3月

平成２５年度企画展　発掘速報展　参考パンフレット 福井県：福井市文化財保護センター 2014年3月

平成２６年度企画展　古墳誕生　 福井県：福井市文化財保護センター 2014年7月

平成２６年度企画展　墨書土器の世界　 福井県：福井市文化財保護センター 2014年10月

平成２６年度企画展　発掘速報展　 福井県：福井市文化財保護センター 2015年2月

平成２７年度企画展　古墳絶頂　 福井県：福井市文化財保護センター 2015年7月

平成２７年度企画展　中世　城（ＳＨＩＲＯ）・館（ＹＡＫＡＴＡ）・寺（ＴＥＲＡ）を掘る　 福井県：福井市文化財保護センター 2015年10月

平成２７年度企画展　発掘速報展　 福井県：福井市文化財保護センター 2016年2月

史跡白山平泉寺旧境内総合整備事業報告書　 福井県：勝山市教育委員会 2014年3月

荒土町松田遺跡　－ホームセンター建設に伴う発掘調査－／勝山市埋蔵文化財調査報告　第２４集 福井県：勝山市教育委員会 2016年3月

史跡若狭国分寺跡保存管理計画（改訂版）　 福井県：小浜市教育委員会 2016年3月

興道寺廃寺発掘調査報告書　美浜町埋蔵文化財調査報告　第９集 福井県：美浜町教育委員会 2016年3月

再論、若狭の古代寺院～遠敷郡の古代寺院、そして興道寺廃寺～　美浜町歴史シンポジウム記録集　１０ 福井県：美浜町教育委員会 2016年3月

兜山北古墳・石田中遺跡　鯖江市埋蔵文化財調査報告　第１１集 福井県：福井県鯖江市教育委員会 2016年3月

今北山古墳群　－今北山・磯部・弁財天古墳群調査事業にかかる範囲内容確認調査概要報告書－／鯖
江市埋蔵文化財調査報告　第１２集

福井県：福井県鯖江市教育委員会 2016年3月

一乗谷城の基礎的研究　 福井県：南洋一郎 2016年2月

●山梨県●
甲府城下町遺跡（旧柳町一丁目地点）　（都）古府中環状浅原橋線改築事業に伴う埋蔵文化財発掘調査
報告書／山梨県埋蔵文化財センター調査報告書　第３０８集

山梨県：山梨県教育委員会、山梨県県土整備部 2016年3月

身洗沢遺跡　笛吹スマートインターチェンジ建設事業に伴う発掘調査報告書／山梨県埋蔵文化財センター
調査報告書　第３１０集

山梨県：山梨県教育委員会、山梨県県土整備部、中日本高速道路（株）、笛吹
市

2017年2月

谷村城　－甲府地方家庭裁判所都留支部庁舎建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－／山梨県
埋蔵文化財センター調査報告書　第３１１集

山梨県：山梨県教育委員会、東京高等裁判所 2017年3月

大月バイパス関連遺跡　－一般国道２０号（大月バイパス）改築事業に伴う堂地遺跡・大石遺跡・花咲用水
関連遺跡発掘調査報告書－／山梨県埋蔵文化財センター調査報告書　第３１２集

山梨県：山梨県教育委員会、国土交通省関東地方整備局 2017年3月

甲府城跡　県庁舎耐震化等整備事業に伴う確認調査、発掘調査および立会調査／山梨県埋蔵文化財セ
ンター調査報告書　第３１３集

山梨県：山梨県教育委員会、山梨県総務部 2017年3月

三ノ側遺跡（県立都留興譲館高校地点）　山梨県立都留興譲館高等学校建設事業に伴う発掘調査報告書
／山梨県埋蔵文化財センター調査報告書　第３１４集

山梨県：山梨県教育委員会 2017年3月

山梨県内分布調査報告書（平成２８年１月～１２月）　山梨県埋蔵文化財センター調査報告書　第３１５集 山梨県：山梨県埋蔵文化財センター 2017年3月

第１１回山梨県埋蔵文化財センターシンポジウム　甲斐の城下町を探る　～谷村城、甲府城下町遺跡発掘
調査を中心として～　資料集

山梨県：山梨県埋蔵文化財センター 2016年10月

山梨県埋蔵文化財センター報　埋文やまなし　第４９号 山梨県：山梨県埋蔵文化財センター 2015年11月

山梨県埋蔵文化財センター報　埋文やまなし　第５０号 山梨県：山梨県埋蔵文化財センター 2016年11月

山梨県埋蔵文化財センター報　埋文やまなし　第５１号 山梨県：山梨県埋蔵文化財センター 2016年7月

年報　３２　２０１５年度（平成２７年度） 山梨県：山梨県埋蔵文化財センター 2016年9月

甲府城下町遺跡ⅩⅡ　－都市計画道路「古府中環状浅原橋線」街路事業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　７２

山梨県：甲府市、甲府市教育委員会 2015年2月

甲府城下町遺跡ⅩⅥ　－甲府駅周辺土地区画整理事業（４１・４２街区）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告
－／甲府市文化財調査報告　７９

山梨県：甲府市、甲府市教育委員会 2015年3月

甲府城跡（屋形曲輪地点）　－甲府駅南口駐輪場建設（甲府市丸の内１丁目５６３－６他）に伴う埋蔵文化
財発掘調査報告書－／甲府市文化財調査報告　８０

山梨県：甲府市、甲府市教育委員会 2015年10月

榎田遺跡　－都市計画道路高畑町昇仙峡線街路事業に伴う甲府市千塚４丁目３０４８－９他及び千塚５丁
目３０４６－１地点の発掘調査－／甲府市文化財調査報告　８４

山梨県：山梨県中北建設事務所、甲府市教育委員会 2016年3月

甲府城下町遺跡ⅩⅦ　－甲府駅周辺土地区画整理事業（甲府市北口二丁目１７・１８・２１地点他）に伴う埋
蔵文化財発掘調査報告書－／甲府市文化財調査報告　８５

山梨県：甲府市、甲府市教育委員会 2016年3月

山梨県甲州市史跡勝沼氏館跡　－内郭部発掘調査報告書（中世編）－／甲州市文化財調査報告書　第５
集

山梨県：甲州市教育委員会 2010年3月

山梨県指定史跡武田勝頼の墓　－経石出土に伴う総合調査報告書－／甲州市文化財調査報告書　第７
集

山梨県：甲州市教育委員会 2010年3月

山梨県甲州市史跡勝沼氏館跡　－環境整備事業報告書－／甲州市文化財調査報告書　第８集 山梨県：甲州市教育委員会 2011年3月

山梨県甲州市　平成２２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１２集 山梨県：甲州市教育委員会 2012年3月

山梨県甲州市宇賀屋敷遺跡　－個人住宅建設に伴う発掘調査報告書－／甲州市文化財調査報告書　第
１３集

山梨県：甲州市教育委員会 2013年3月

山梨県甲州市　平成２３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１４集 山梨県：甲州市教育委員会 2013年3月

山梨県甲州市　平成２４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１５集 山梨県：甲州市教育委員会 2014年3月

山梨県甲州市　平成２５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１６集 山梨県：甲州市教育委員会 2015年3月

山梨県甲州市熊野八反田遺跡　－学校給食センター建設に伴う発掘調査報告書－／甲州市文化財調査
報告書　第１８集

山梨県：甲州市教育委員会 2015年3月

山梨県甲州市　平成２６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１９集 山梨県：甲州市教育委員会 2016年3月

山梨県甲州市赤尾堰口堤防　－ウェルシア関東塩山北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１１集

山梨県：甲州市教育委員会、ウェルシア関東（株） 2012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　Ⅳ－ 山梨県：韮崎市教育委員会 2002年3月

夏目下新田石積遺跡　山梨県韮崎市発掘調査報告書／－県道穴山バイパス建設に伴う緊急発掘調査報
告書－

山梨県：韮崎市教育委員会 2005年3月

平成２１年度市内遺跡試掘確認調査及び個人住宅等発掘調査報告書　有無確認試掘・宿尻遺跡（穴山４４
５４地点）・石水遺跡（穴山３１０５地点）・宿尻遺跡（穴山４９０７地点）・史跡御勅使川旧堤防（将棋頭）・羽根
前遺跡（大草８１５地点）・下横屋遺跡第８地点・大輪寺関連遺跡１・２・４地点／山梨県韮崎市発掘調査報
告書

山梨県：韮崎市教育委員会 2010年3月
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平成２６年度韮崎市内埋蔵文化財有無確認調査事業　市内遺跡発掘調査報告書　・下馬城遺跡（Ｈ２２地
点）・穴山氏館跡（Ｈ２３地点）・築地遺跡（Ｈ２４地点）・石水遺跡（Ｈ２４地点）・水上氏屋敷跡第２遺跡（Ｈ２５
地点）・宮ノ前第３遺跡（Ｈ２４－Ａ地点）・宮ノ前第３遺跡（Ｈ２４－Ｂ地点）・青木氏屋敷跡（Ｈ２４地点）／山
梨県韮崎市発掘調査報告書

山梨県：韮崎市教育委員会 2015年3月

上横屋遺跡第４地点　韮澤市藤井北下條字上横屋４６２番１地点／宅地分譲地内道路敷設にともなう埋蔵
文化財発掘調査報告書／山梨県韮崎市発掘調査報告書

山梨県：韮崎市教育委員会 2016年3月

山影遺跡Ⅵ　韮崎市藤井町南下条６５３・６５９・６６０－２・６６１－２番地地点／集合住宅建築にともなう埋蔵
文化財発掘調査報告書

山梨県：韮崎市教育委員会、韮崎市遺跡調査会 2015年9月

山道遺跡　太陽光発電施設設置に伴う発掘調査報告／山梨県韮崎市発掘調査報告書 山梨県：韮崎市遺跡調査会、韮崎市教育委員会 2014年3月

宿尻遺跡　－市道（穴山）２２号線道路改良工事に伴う発掘調査報告書－／山梨県韮崎市発掘調査報告
書

山梨県：韮崎市、韮崎市教育委員会、（公財）山梨文化財研究所 2016年3月

寺部村附第６遺跡第Ⅳ地点　市道若草１号線建設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４６集

山梨県：南アルプス市教育委員会 2016年3月

山梨県南アルプス市平成２６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４７集

山梨県：南アルプス市教育委員会 2016年3月

永面Ｂ遺跡　市道白根櫛形線建設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４８集

山梨県：南アルプス市教育委員会 2016年3月

山梨県南アルプス市野牛島・石橋遺跡第２地点　南アルプス市野牛島３０３４番１、３０３５番１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４９集

山梨県：南アルプス市教育委員会 2016年3月

山梨県南アルプス市文化財年報　－平成２７年度－ 山梨県：南アルプス市教育委員会 2016年3月

古城山城跡　－やまなしの歴史文化公園整備活用事業に伴う夢窓国師母の墓・御屋敷遺跡・古城山城跡
発掘調査報告書－

山梨県：市川三郷町教育委員会、（公財）山梨文化財研究所 2016年3月

●長野県●
県内遺跡発掘調査報告書－遺跡詳細分布調査７－　 長野県：長野県教育委員会事務局 2016年3月

鬼釜遺跡　風張遺跡　神之峯城跡　一般国道４７４号飯喬道路埋蔵文化財発掘調査報告書　６－飯田市内
その６－／長野県埋蔵文化財センター発掘調査報告書　１０２

長野県：国土交通省中部地方整備局、（一財）長野県文化振興事業団長野県
埋蔵文化財センター

2016年3月

海岸寺遺跡　通常砂防事業（海岸寺沢）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－松本市内－／長野県埋蔵
文化財センター発掘調査報告書　１１０

長野県：長野県松本建設事務所、（一財）長野県文化振興事業団長野県埋蔵
文化財センター

2016年3月

浅川扇状地遺跡群　本村南沖遺跡　新県立大学施設整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／長野
県埋蔵文化財センター発掘調査報告書　１１３

長野県：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3月

矢出川遺跡群　矢出川第Ⅷ遺跡　県営畑地帯総合土地改良事業南牧地区農道６号改修工事埋蔵文化財
発掘調査報告書／長野県埋蔵文化財センター発掘調査報告書　１１５

長野県：長野県佐久地方事務所、（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

長野県立歴史館たより　秋号　ｖｏｌ．８０ 長野県：長野県立歴史館 2014年9月

長野県立歴史館たより　冬号　ｖｏｌ．８１ 長野県：長野県立歴史館 2014年10月

長野県立歴史館たより　春号　ｖｏｌ．８２ 長野県：長野県立歴史館 2015年1月

長野県立歴史館たより　夏号　ｖｏｌ．８７ 長野県：長野県立歴史館 2016年6月

長野県立歴史館たより　秋号　ｖｏｌ．８８ 長野県：長野県立歴史館 2016年9月

長野県立歴史館たより　冬号　ｖｏｌ．８９ 長野県：長野県立歴史館 2016年12月

長野県立歴史館たより　春号　ｖｏｌ．９０ 長野県：長野県立歴史館 2017年3月

長野県立歴史館研究紀要　第２２号 長野県：長野県立歴史館 2016年3月

長野県立歴史館　催しもの案内　平成２８年９月～平成２９年３月　 長野県：長野県立歴史館 2016年9月

平成２８年度冬季展　信濃国の城と城下町－発掘調査から謎を解く－　 長野県：長野県立歴史館 2016年12月

平成２６年度安曇野市埋蔵文化財発掘調査報告書　明科遺跡群古殿屋敷第２次発掘調査　安曇野市の埋
蔵文化財　第９集

長野県：安曇野市教育委員会 2016年3月

芝宮南遺跡　穂高南小学校プール改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／安曇野市の埋蔵文化財
第１０集

長野県：安曇野市教育委員会 2016年5月

市内遺跡発掘調査報告書２０１４　佐久市埋蔵文化財調査報告書　第２３５集 長野県：佐久市教育委員会 2016年3月

薬師平遺跡　長野県佐久市薬師平遺跡第Ⅰ次調査／佐久市埋蔵文化財調査報告書　第２３６集 長野県：佐久市教育委員会 2016年3月

長土呂遺跡群下聖端遺跡Ⅴ　長野県佐久市長土呂下聖端遺跡Ⅴ発掘調査報告書／佐久市埋蔵文化財
調査報告書　第２３７集

長野県：佐久市教育委員会 2016年3月

岩村田遺跡群上の城遺跡Ⅱ　長野県佐久市大字岩村田字上の城遺跡Ⅱ発掘調査報告書（古墳後期～平
安時代集落）／佐久市埋蔵文化財調査報告書　第２３８集

長野県：佐久市教育委員会 2016年3月

周防畑遺跡群南上北原遺跡　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２３９集

長野県：佐久市教育委員会 2016年3月

佐久市文化財年報　２４　平成２６年度（２０１４） 長野県：佐久市教育委員会社会教育部文化財課 2016年3月

市内遺跡２０１４　平成２６年度小諸市内遺跡発掘調査報告書／小諸市埋蔵文化財発掘調査報告書　第３
４集

長野県：小諸市教育委員会 2016年3月

長野県松本市林山腰遺跡Ⅱ－発掘調査報告書－　松本市文化財調査報告　Ｎｏ．１７４ 長野県：松本市教育委員会 2004年3月

松本城三の丸跡を掘る　松本市文化財調査報告　Ｎｏ．２２５ 長野県：松本市教育委員会 2016年3月

長野県史跡八丁鎧塚　－鎧塚１号墳・２号墳・６号墳出土資料の再整理－ 長野県：須坂市教育委員会 2015年3月

須坂園芸高等学校内埋蔵文化財発掘調査報告書１　塩川・須坂・小山遺跡群／－須坂創成高等学校建
設１期工事・工業棟建設に伴う発掘調査－／須坂市埋蔵文化財調査報告書　第２２集

長野県：須坂市教育委員会 2015年3月

神明神社修理工事報告書　 長野県：辰野町教育委員会 2014年2月

宮木宿の町並み調査報告書　 長野県：辰野町教育委員会 2014年3月

丸山下遺跡Ⅱ・Ⅲ　甘露井遺跡　堂村遺跡　宅地造成および町道６３号線（通称中道線）建設に先立つ発
掘調査

長野県：辰野町教育委員会 2015年3月

石臼原遺跡　ほたる童謡公園建設に先立つ発掘調査 長野県：辰野町教育委員会 2016年3月

桜坂古窯址　－主要地方道穂高明科線道路改良工事に伴う緊急発掘調査報告－／明科町の埋蔵文化財
第５集

長野県：明科町教育委員会 1998年3月

飯綱町遺跡詳細分布調査報告書　 長野県：飯綱町教育委員会 2016年3月

いいづな歴史ふれあい館だより　第１１号 長野県：いいづな歴史ふれあい館 2016年3月

いいづな歴史ふれあい館特別展　発掘された飯綱町の戦国遺跡　 長野県：いいづな歴史ふれあい館 2016年9月

一茶記念舘だより　第３２号 長野県：一茶記念館 2016年3月

●岐阜県●
開拓地Ｂ地点遺跡　岐阜県文化財保護センター調査報告書　第１３７集 岐阜県：岐阜県文化財保護センター 2016年10月

番場遺跡　岐阜県文化財保護センター調査報告書　第１３８集 岐阜県：岐阜県文化財保護センター 2016年12月

平成２６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3月

各務原市埋蔵文化財調査センター年報　轍　第２４号 岐阜県：各務原市埋蔵文化財調査センター 2016年

観音堂遺跡他　美濃市美濃インター前土地区画整理事業に伴う観音堂遺跡・上竹下遺跡・明戸遺跡・古屋
敷遺跡発掘調査報告書／美濃市文化財調査報告書　第３６号

岐阜県：美濃市教育委員会 2014年10月

樋口遺跡　美濃市文化財調査報告書　第３７号 岐阜県：美濃市教育委員会 2013年5月

改田遺跡Ｂ地点　美濃市文化財調査報告書　第３８号 岐阜県：美濃市教育委員会 2015年1月

本巣市市内発掘調査報告書－平成２２年度～２６年度－　本巣市文化財調査報告書　第３集 岐阜県：本巣市教育委員会 2016年3月

本巣市船来山古墳群総括報告書　本文編　本巣市文化財調査報告書　第４集 岐阜県：本巣市教育委員会 2017年3月

本巣市船来山古墳群総括報告書　資料編　本巣市文化財調査報告書　第４集 岐阜県：本巣市教育委員会 2017年3月

日吉遺跡発掘調査報告書　第１～３次発掘調査の成果／養老町埋蔵文化財調査報告書　第７集 岐阜県：養老町教育委員会 2014年3月

●静岡県●
伊豆半島の石丁場遺跡　資料編　静岡県文化財調査報告　第６７集 静岡県：静岡県教育委員会文化財保護課 2016年3月



19

赤土政所遺跡・一反田遺跡　菊川市　平成１９～２０年度（掛川浜岡線原発関連道路整備事業）及び平成２
４年度（掛川浜岡線原発関連道路整備事業）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　（第１分冊）／静岡県埋
蔵文化財センター調査報告　第５１集

静岡県：静岡県埋蔵文化財センター 2016年3月

赤土政所遺跡・一反田遺跡　菊川市　平成１９～２０年度（掛川浜岡線原発関連道路整備事業）及び平成２
４年度（掛川浜岡線原発関連道路整備事業）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　（第２分冊）／静岡県埋
蔵文化財センター調査報告　第５１集

静岡県：静岡県埋蔵文化財センター 2016年3月

アラク遺跡　新東名Ｎｏ．５地点　新東名建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　御殿場市－２／静
岡県埋蔵文化財センター調査報告　第５３集

静岡県：静岡県埋蔵文化財センター 2016年3月

上土遺跡・岳美遺跡　静岡市　平成２３～２８年度二級河川巴川（麻機遊水池第２工区）総合治水対策特定
河川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５４集

静岡県：静岡県埋蔵文化財センター 2017年3月

渕ヶ沢遺跡Ⅱ　新東名Ｎｏ．２７－１地点　新東名高速道路建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
沼津市－１２／静岡県埋蔵文化財センター調査報告　第５５集

静岡県：静岡県埋蔵文化財センター 2017年2月

静岡県埋蔵文化財センター研究紀要　第５号 静岡県：静岡県埋蔵文化財センター 2016年12月

ふじのくに考古通信　Ｖｏｌ．１１ 静岡県：静岡県埋蔵文化財センター 2016年6月

ふじのくに考古通信　Ｖｏｌ．１２ 静岡県：静岡県埋蔵文化財センター 2017年1月

異龍坪遺跡　第２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 2016年7月

小里前遺跡・庵原館跡（第２次）　－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 2016年3月

静岡市内遺跡群発掘調査報告書（平成２７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 2016年3月

史跡片山廃寺跡発掘調査報告書（主要遺構調査編）　静岡市埋蔵文化財調査報告 静岡県：静岡市教育委員会 2016年3月

小池遺跡　第２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 2016年7月

ふちゅ～る　静岡市文化財年報　Ｎｏ．２５　平成２７年度 静岡県：静岡市教育委員会文化財課 2016年7月

登呂遺跡出土品重要文化財指定記念特別展　　弥生×登呂　 静岡県：静岡市立登呂博物館 2016年10月

浜松城跡１１　 静岡県：浜松市教育委員会 2016年2月

梶子遺跡１７次　 静岡県：浜松市教育委員会 2016年3月

都田山十六遺跡２次　 静岡県：浜松市教育委員会 2016年3月

高塚遺跡３　 静岡県：浜松市教育委員会 2016年12月

村山浅間神社遺跡Ⅱ　－大日堂保存修理工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－／富士宮市文化財
調査報告書　第５０集

静岡県：富士宮市教育委員会 2016年3月

富士宮市の遺跡Ⅴ　城山遺跡　大中里坂下遺跡／富士宮市文化財調査報告書　第５１集 静岡県：富士宮市教育委員会 2016年3月

六所家総合調査報告書　埋蔵文化財２　 静岡県：富士市教育委員会 2016年3月

天間沢遺跡　集合住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／富士市埋蔵文化財調査報告　第５８集 静岡県：富士市教育委員会 2016年2月

伝法　中原古墳群　富士市埋蔵文化財調査報告　第５９集 静岡県：富士市教育委員会 2016年3月

掛之上遺跡８３・８５・８６－写真図版編－　袋井市駅前第二地区土地区画整理事業に伴う発掘調査報告書
２７

静岡県：袋井市教育委員会、袋井市役所都市建設部区画整理課 2010年3月

国史跡長浜城跡整備事業報告書（総合調査報告編）　沼津市文化財調査報告書　第１１４集 静岡県：沼津市教育委員会 2016年3月

国史跡長浜城跡整備事業報告書（整備工事報告編）　沼津市文化財調査報告書　第１１４集 静岡県：沼津市教育委員会 2016年3月

焼津市歴史民俗資料館年報　２９　－平成２６年度－ 静岡県：焼津市歴史民俗資料館 2016年3月

静岡県御前崎市文化財年報　ⅩⅠ　平成２６年度 静岡県：静岡県御前崎市教育委員会 2016年3月

市内遺跡発掘調査報告書　きつね沢北古窯跡　谷口原古墳群３２号墳　東照宮遺跡　宮上遺跡／静岡県
島田市埋蔵文化財報告　第５１集

静岡県：静岡県島田市教育委員会文化課 2016年3月

●愛知県●
愛知県清洲貝殻山貝塚資料館拡充整備基本構想＜概要版＞　 愛知県：愛知県教育委員会 2016年3月

史跡貝殻山貝塚保存管理計画　 愛知県：愛知県教育委員会生涯学習課文化財保護室 2016年3月

東下地遺跡　愛知県埋蔵文化財センター調査報告書　第１９９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

2016年3月

東下地遺跡　愛知県埋蔵文化財センター調査報告書　第１９９集　CD-ROM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

2016年3月

年報　平成２７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 2016年3月

研究紀要　第１７号　設立３０周年記念論集 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 2016年5月

若葉通遺跡第３次発掘調査報告書　 愛知県：名古屋市教育委員会 2014年3月

瑞穂遺跡第１０次発掘調査報告書　 愛知県：名古屋市教育委員会 2014年3月

埋蔵文化財調査報告書７３　千音寺遺跡（第６次・第７次）　高蔵遺跡（第５９次）　玉ノ井遺跡（第１１次）　桜
本町遺跡（第５次）／名古屋市文化財調査報告　９０

愛知県：名古屋市教育委員会 2015年3月

史跡志段味古墳群保存管理計画　 愛知県：名古屋市教育委員会生涯学習部文化財保護室 2015年3月

名古屋城三の丸遺跡第１２次発掘調査－調査成果の概要－　 愛知県：名古屋市教育委員会文化財保護室 2015年10月

見晴台遺跡ガイドブック（第２版）　 愛知県：名古屋市見晴台考古資料館 2015年3月

名古屋市見晴台考古資料館年報　３１　２０１３（平成２５）年度事業報告 愛知県：名古屋市見晴台考古資料館 2015年3月

名古屋市見晴台考古資料館年報　３２　２０１４（平成２６）年度事業報告 愛知県：名古屋市見晴台考古資料館 2016年3月

名古屋市見晴台考古資料館研究紀要　第１６号（終号） 愛知県：名古屋市見晴台考古資料館 2016年3月

若宮遺跡　－若宮町３丁目１３０番地点の調査－／瀬戸市文化振興財団調査報告　第６０集 愛知県：（公財）瀬戸市文化振興財団 2016年3月

大坪西遺跡　瀬戸市文化振興財団調査報告　第６１集 愛知県：（公財）瀬戸市文化振興財団 2016年3月

織豊期の瀬戸窯と美濃窯　平成２８年度　公益財団法人瀬戸市文化振興財団企画展 愛知県：（公財）瀬戸市文化振興財団 2016年11月

内田貝塚（Ⅲ）・若宮遺跡（Ⅶ）　－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１３０集

愛知県：豊橋市教育委員会教育部美術博物館 2014年3月

境松遺跡（Ⅲ）・坂津寺貝塚　－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１３１集

愛知県：豊橋市教育委員会教育部美術博物館 2014年3月

市内埋蔵文化財発掘調査Ⅱ－平成２１年度－　西浦遺跡第３次発掘調査　吉田城址第３７次発掘調査　吉
田城址第３８次発掘調査／豊橋市埋蔵文化財調査報告書　第１３４集

愛知県：豊橋市教育委員会教育部美術博物館 2015年3月

西側遺跡（Ⅹ）　－牛川西部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１３７集

愛知県：豊橋市教育委員会教育部美術博物館 2015年12月

若宮遺跡（Ⅷ）・内田貝塚（Ⅳ）・境松遺跡（Ⅳ）　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１３３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 2015年3月

境松遺跡（Ⅴ）・若宮遺跡（Ⅸ）　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１３６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 2016年3月

普門寺旧境内　－考古学調査編－／豊橋市埋蔵文化財調査報告書　第１４０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 2016年3月

普門寺旧境内　－総合調査編－／豊橋市埋蔵文化財調査報告書　第１４１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 2016年3月

市内遺跡発掘調査－平成２５年度－　吉田城址第４３次発掘調査　二連木城址第５・６次発掘調査　居村
遺跡第３次発掘調査／豊橋市埋蔵文化財調査報告書　第１３８集

愛知県：豊橋市教育委員会美術博物館文化財センター 2016年3月

名勝龍性院庭園総合調査報告書　平成２３～２７年度の調査成果　 愛知県：豊田市教育委員会 2016年3月

高橋遺跡北東区－第１０・１４・１５・１７・１９・２２・２５・２７次調査－　・弥生時代中期～古代の拠点的集落遺
跡　・新たな方形周溝墓・墓域の発見　・高橋遺跡における土器様相の検討　・高橋遺跡における集落変遷
の検討／豊田市埋蔵文化財発掘調査報告書　第６７集

愛知県：豊田市教育委員会 2016年3月

寺部遺跡Ⅵ－１４Ａ・１４Ｂ区－　・中世～近世にかけての集落跡・近世の鞴羽口、鉄滓が出土／豊田市埋
蔵文化財発掘調査報告書　第６８集

愛知県：豊田市教育委員会 2016年3月

寺部城跡・寺部城関連遺跡　勧学院文護寺跡・寺部遺跡　豊田市埋蔵文化財発掘調査報告書　第６９集 愛知県：豊田市教育委員会 2016年3月
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豊田大塚古墳Ⅱ　－県指定史跡豊田大塚古墳の石室覆屋建替工事に伴う発掘調査及び整備報告書－／
【６世紀前半における首長墓の調査】　直径３９ｍの２段築成の円墳／帆立貝式古墳となる可能性　竪穴系
横口式石室の系譜を引く無袖式石室　石室床面構築のために土嚢などを用いた特殊な掘込地業　市域に
おける横穴式石室の変遷と特徴　副葬品（重要文化財）の再実測と再評価／豊田市埋蔵文化財発掘調査
報告書　第７０集

愛知県：豊田市教育委員会 2016年3月

平成２６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 2016年3月

豊田市郷土資料館だより　Ｎｏ．９５ 愛知県：豊田市郷土資料館 2016年6月

豊田市郷土資料館だより　Ｎｏ．９６ 愛知県：豊田市郷土資料館 2016年10月

豊田市郷土資料館だより　Ｎｏ．９７ 愛知県：豊田市郷土資料館 2017年1月

卓ヶ洞２号・３号・４号窯跡発掘調査報告書　 愛知県：尾張旭市教育委員会 2016年3月

名古屋市中区　尾張元興寺跡第１５次発掘調査報告書　 愛知県：ナカシャクリエイテブ（株） 2015年7月

名古屋市中区　富士見町遺跡第８次発掘調査報告書　 愛知県：ジェイテクノ（株） 2016年1月

●三重県●
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Ⅵ　 三重県：三重県埋蔵文化財センター 2016年10月

三重県埋蔵文化財年報　平成２７年度 三重県：三重県埋蔵文化財センター 2016年12月

史跡斎宮跡平成２６年度発掘調査概報　 三重県：斎宮歴史博物館 2016年3月

史跡斎宮跡東部整備事業報告書　 三重県：斎宮歴史博物館 2016年3月

殿畑遺跡（２次）発掘調査報告　志摩市埋蔵文化財調査報告　１ 三重県：志摩市教育委員会 2008年3月

阿津里貝塚試掘調査報告　志摩市埋蔵文化財調査報告　２ 三重県：志摩市教育委員会 2010年3月

殿畑遺跡（第３次）発掘調査報告　志摩市埋蔵文化財調査報告　３ 三重県：志摩市教育委員会 2011年3月

おじょか古墳（志島古墳群１１号墳）発掘調査報告　－金属製品編－／志摩市埋蔵文化財調査報告　４ 三重県：志摩市教育委員会 2016年3月

年報　平成２６年度 三重県：松阪市文化財センター 2016年9月

●滋賀県●
滋賀県内遺跡発掘調査報告書　平成２６年度埋蔵文化財緊急調査費国庫補助事業（県内関発掘調査等） 滋賀県：滋賀県教育委員会事務局文化財保護課 2016年3月

特別史跡安土城跡保存管理計画書　 滋賀県：滋賀県教育委員会事務局文化財保護課 2016年3月

金森西遺跡　守山市金森町／草津守山線補助道路整備事業（金森工区）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

2016年3月

関津城遺跡　大津市関津三丁目／国道４２２号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

2016年3月

上御殿遺跡　高島市安曇川町三尾里／鴨川補助広域基幹河川改修事業（青井川）に伴う発掘調査報告
２

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

2016年3月

安養寺遺跡　近江八幡市安養寺町　県道安養寺入町線補助道路整備工事に伴う発掘調査報告書 滋賀県：滋賀県教育委員会事務局文化財保護課、（公財）滋賀県文化財保護
協会

2017年3月

金森西遺跡　守山市三宅町／守山川広域河川改修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

2017年3月

蛭子田遺跡　東近江市木村町／土山蒲生近江八幡線道路改築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

2017年3月

堤ヶ谷遺跡　蒲生郡竜王町岡屋／滋賀竜王工業団地造成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

2017年3月

レトロ・レトロの展覧会２０１６　 滋賀県：公益財団法人滋賀県文化財保護協会 2016年7月

紀要　第２９号 滋賀県：公益財団法人滋賀県文化財保護協会 2016年3月

おうみ文化財通信　ｖｏｌ．２７ 滋賀県：（公財）滋賀県文化財保護協会 2016年4月

おうみ文化財通信　ｖｏｌ．２８ 滋賀県：（公財）滋賀県文化財保護協会 2016年7月

おうみ文化財通信　ｖｏｌ．２９ 滋賀県：（公財）滋賀県文化財保護協会 2016年1月

おうみ文化財通信　ｖｏｌ．３０ 滋賀県：（公財）滋賀県文化財保護協会 2017年1月

おおてみち　第９５号 滋賀県：滋賀県立安土城考古博物館 2016年3月

おおてみち　第９６号 滋賀県：滋賀県立安土城考古博物館 2016年7月

おおてみち　第９７号 滋賀県：滋賀県立安土城考古博物館 2016年10月

おおてみち　第９８号 滋賀県：滋賀県立安土城考古博物館 2017年1月

特別史跡彦根城跡　彦根藩藩校弘道館跡範囲確認調査報告書　彦根市文化財調査報告書　第６集 滋賀県：彦根市教育委員会文化財部文化財課 2015年3月

特別史跡彦根城跡石垣保存修理工事報告書２　－平成２１～２４年度の保存修理－／彦根市文化財調査
報告書　第７集

滋賀県：彦根市教育委員会文化財部文化財課 2015年3月

彦根城外堀関連遺構範囲確認調査報告書１　－油懸口・高宮口間の第１次発掘調査－／彦根市文化財
調査報告書　第８集

滋賀県：彦根市教育委員会文化財部文化財課 2015年7月

平成２５年度　彦根市内遺跡発掘調査報告書　彦根市埋蔵文化財調査報告書　第６３集 滋賀県：彦根市教育委員会文化財課 2015年3月

平成２５～２７年度　彦根市内遺跡発掘調査報告書　－彦根市佐和山城跡総合調査に伴う範囲確認調査
および測量調査－／彦根市埋蔵文化財調査報告書　第６４集

滋賀県：彦根市教育委員会文化財課 2016年3月

特別史跡彦根城跡保存活用計画書　 滋賀県：彦根市教育委員会文化財部彦根城世界遺産登録推進課 2016年3月

滋賀県高島市今津町　北仰・桂遺跡　高島市文化財調査報告書　第２６集 滋賀県：高島市教育委員会 2016年2月

高島市内遺跡調査報告書－平成２７年度－　高島市文化財調査報告書　第２７集 滋賀県：高島市教育委員会事務局文化財課 2016年3月

下之郷遺跡関連発掘調査報告書　 滋賀県：守山市教育委員会 2016年3月

守山市文化財調査報告書　平成２６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 2016年3月

下之郷遺跡確認調査報告書Ⅹ－第９７次調査報告書－　 滋賀県：守山市教育委員会 2016年3月

草津市文化財年報　２３－平成２６年度（２０１４）年度事業年報－ 滋賀県：草津市教育委員会文化財保護課 2016年3月

南東浦遺跡第１次発掘調査報告書　草津市立老上西小学校整備工事に伴う／草津市文化財調査報告書
１１０

滋賀県：草津市教育委員会文化財保護課 2016年3月

米原市文化財ニュース佐加太　第４３号 滋賀県：米原市教育委員会 2016年3月

米原市文化財ニュース佐加太　第４４号 滋賀県：米原市教育委員会 2016年11月

●京都府●
京都府埋蔵文化財調査報告書（平成２７年度）　 京都府：京都府教育委員会 2016年3月

京都府遺跡調査報告集　第１６４冊　由良川下流部緊急水防災対策事業に伴う平成２４～２６年度大川遺
跡発掘調査報告

京都府：（公財）京都府埋蔵文化財調査研究センター 2016年3月

京都府遺跡調査報告集　第１６５冊　１．木津川河床遺跡第２７次　２．平等院旧境内遺跡　３．平成２６年度
一般国道１６３号精華拡幅事業関係遺跡（１）乾谷遺跡　（２）乾谷大崩遺跡

京都府：（公財）京都府埋蔵文化財調査研究センター 2016年3月

京都府遺跡調査報告集　第１６６冊　１．山田黒田遺跡第４次　２．出雲遺跡第１５・１６・１８次　３．久々相遺
跡第１２次

京都府：（公財）京都府埋蔵文化財調査研究センター 2016年3月

京都府遺跡調査報告集　第１６７冊　新名神高速道路整備事業関係遺跡　（１）水主神社東遺跡第１・２・５
次　（２）下水主遺跡第１・４次

京都府：（公財）京都府埋蔵文化財調査研究センター 2016年3月

京都府埋蔵文化財論集　第７集－創立３５周年記念誌－　 京都府：（公財）京都府埋蔵文化財調査研究センター 2016年3月

京都府埋蔵文化財情報　第１２９号 京都府：（公財）京都府埋蔵文化財調査研究センター 2016年3月

京都府埋蔵文化財情報　第１３０号 京都府：（公財）京都府埋蔵文化財調査研究センター 2016年10月

京都市内遺跡発掘調査報告　平成２７年度　 京都府：京都市文化市民局 2016年3月

京都市内遺跡試掘調査報告　平成２７年度　 京都府：京都市文化市民局 2016年3月

京都市内遺跡詳細分布調査報告　平成２７年度　 京都府：京都市文化市民局 2016年3月

平安京左京四条一坊二町跡　京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告　２０１４－１０ 京都府：（公財）京都市埋蔵文化財研究所 2015年3月

平安京左京二条四坊十五町跡・東京極大路跡　京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告　２０１５－５ 京都府：（公財）京都市埋蔵文化財研究所 2015年10月
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平安京左京五条三坊十町跡・烏丸綾小路遺跡　京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告　２０１５－７ 京都府：（公財）京都市埋蔵文化財研究所 2015年12月

公家町遺跡　京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告　２０１５－８ 京都府：（公財）京都市埋蔵文化財研究所 2015年12月

特別史跡・特別名勝鹿苑寺（金閣寺）庭園　京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告　２０１５－９ 京都府：（公財）京都市埋蔵文化財研究所 2016年1月

伏見城跡・桃山古墳群　京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告　２０１５－１０ 京都府：（公財）京都市埋蔵文化財研究所 2016年1月

平安京左京八条四坊九町跡・御土居跡　京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告　２０１５－１１ 京都府：（公財）京都市埋蔵文化財研究所 2016年3月

平安京左京八条四坊八町跡・御土居跡　京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告　２０１５－１２ 京都府：（公財）京都市埋蔵文化財研究所 2016年3月

平安京左京一条四坊九町跡・公家町遺跡　京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告　２０１５－１３ 京都府：（公財）京都市埋蔵文化財研究所 2016年3月

平安京左京四条三坊四町跡・烏丸綾小路遺跡　京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告　２０１５－１５ 京都府：（公財）京都市埋蔵文化財研究所 2016年5月

平安京右京六条四坊一町跡・西京極遺跡　京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告　２０１６－１ 京都府：（公財）京都市埋蔵文化財研究所 2016年8月

平安京右京七条一坊七町跡　京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告　２０１６－２ 京都府：（公財）京都市埋蔵文化財研究所 2016年9月

法住寺殿跡　京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告　２０１６－３ 京都府：（公財）京都市埋蔵文化財研究所 2016年9月

羽束師菱川城跡・長岡京跡（長岡京跡第５６１次調査）　宅地開発に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 京都府：（公財）元興寺文化財研究所 2015年5月

寺町旧域　－貞安前之町における埋蔵文化財発掘調査報告書－／イビソク京都市内遺跡調査報告　第１
０輯

京都府：（株）イビソク関西支店 2014年11月

白河街区跡・尊勝寺跡・岡崎遺跡　－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１２輯

京都府：（株）イビソク関西支店 2015年12月

長岡京跡・大藪遺跡　－工場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１３輯

京都府：（株）イビソク関西支店 2016年9月

友岡遺跡－長岡京跡右京第３２５次調査－　長岡京市埋蔵文化財調査報告書　第５７集 京都府：（公財）長岡京市埋蔵文化財センター 2016年10月

長岡京市埋蔵文化財発掘調査資料選（六）　 京都府：（公財）長岡京市埋蔵文化財センター 2016年3月

長岡京市埋蔵文化財発掘調査資料選（七）　 京都府：（公財）長岡京市埋蔵文化財センター 2016年10月

長岡京市埋蔵文化財センター年報　平成２６年度 京都府：（公財）長岡京市埋蔵文化財センター 2016年3月

京都・向日市遺跡情報誌　まいぶんｆａｎ　Ｖｏｌ．６ 京都府：（公財）向日市埋蔵文化財センター 2015年3月

京都・向日市遺跡情報誌　まいぶんｆａｎ　Ｖｏｌ．７ 京都府：（公財）向日市埋蔵文化財センター 2016年3月

長岡京跡ほか　向日市埋蔵文化財調査報告書　第１０４集 京都府：向日市教育委員会 2016年3月

木津川市内遺跡発掘調査概報Ⅷ　椿井大塚山古墳第１１次調査報告　上狛北遺跡第３次発掘調査報告／木 　京都府：木津川市教育委員会 2016年3月

淀城跡天守台発掘調査報告書　伏見城研究会発掘調査報告書　２０１７ 京都府：伏見城研究会 2017年2月

●大阪府●
芹生谷遺跡Ⅴ　大阪府埋蔵文化財調査報告　２０１５－１ 大阪府：大阪府教育委員会 2015年10月

長原遺跡　－大阪広域水道企業団東部水道事業所長吉立坑築造工事に伴う発掘調査－／大阪府埋蔵
文化財調査報告　２０１５－２

大阪府：大阪府教育委員会 2015年11月

加治・神前・畠中遺跡　－大阪府立貝塚高等学校本館棟改築事業に伴う発掘調査－／大阪府埋蔵文化
財調査報告　２０１５－３

大阪府：大阪府教育委員会 2016年3月

上垣内遺跡　－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　２０
１５－４

大阪府：大阪府教育委員会 2015年11月

大県遺跡・東高野街道　－一般国道（旧）１７０号交通安全施設等整備事業に伴う発掘調査－／大阪府埋
蔵文化財調査報告　２０１５－５

大阪府：大阪府教育委員会 2016年1月

久宝寺遺跡　－久宝寺緑地遊水池周辺整備工事に伴う発掘調査－／大阪府埋蔵文化財調査報告　２０１５－大阪府：大阪府教育委員会 2016年3月

桜塚古墳群　－大阪府豊中警察署改築に伴う発掘調査－／大阪府埋蔵文化財調査報告　２０１５－７ 大阪府：大阪府教育委員会 2016年3月

大阪府教育委員会文化財調査事務所年報　１９ 大阪府：大阪府教育委員会 2015年10月

千提寺西遺跡　日奈戸遺跡　千提寺市阪遺跡　千提寺クルス山遺跡　－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２５６集

大阪府：公益財団法人大阪府文化財センター 2015年6月

伯太藩陣屋跡・信太千塚古墳群　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２５７集

大阪府：公益財団法人大阪府文化財センター 2015年7月

大県郡条里遺跡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２５８集

大阪府：公益財団法人大阪府文化財センター 2015年7月

梶原古墳群　主要地方道伏見柳谷高槻線（高槻東道路側道工区）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２５９集

大阪府：公益財団法人大阪府文化財センター 2015年7月

成合地獄谷遺跡　成合遺跡２　金龍寺旧境内跡３　－高速自動車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２６０集

大阪府：公益財団法人大阪府文化財センター 2015年7月

梶原西遺跡　主要地方道伏見柳谷高槻線（高槻東道路梶原工区）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２６１集

大阪府：公益財団法人大阪府文化財センター 2015年8月

吹田操車場遺跡１１　吹田市新市民病院移転建替事業に伴う吹田操車場遺跡発掘調査報告書／公益財
団法人大阪府文化財センター調査報告書　第２６２集

大阪府：公益財団法人大阪府文化財センター 2015年12月

磐手杜古墳群　近畿自動車道名古屋神戸線新設事業（補助車線事業）と主要地方道伏見柳谷高槻線バイ
パス（仮称　高槻東道路）事業との同時施行に伴う埋蔵文化財調査報告書／公益財団法人大阪府文化財
センター調査報告書　第２６３集

大阪府：公益財団法人大阪府文化財センター 2016年1月

川北遺跡２　バイパス送水管（藤井寺～長吉）整備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２６４集

大阪府：公益財団法人大阪府文化財センター 2016年2月

大坂城跡６　大阪府庁舎本館耐震改修工事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２６５集

大阪府：公益財団法人大阪府文化財センター 2016年3月

服部遺跡　豊中市立第四中学校校舎建替工事に伴う発掘調査報告書／公益財団法人大阪府文化財セン
ター調査報告書　第２６６集

大阪府：公益財団法人大阪府文化財センター 2016年3月

大阪文化財研究　第４６号 大阪府：公益財団法人大阪府文化財センター 2015年12月

大阪文化財研究　第４７号 大阪府：公益財団法人大阪府文化財センター 2015年12月

公益財団法人大阪府文化財センター年報　平成２４年度 大阪府：（公財）大阪府文化財センター 2015年12月

公益財団法人大阪府文化財センター年報　平成２５年度 大阪府：（公財）大阪府文化財センター 2015年12月

開館２５周年記念　平成２８年度春季特別展　鉄の弥生時代－鉄器は社会を変えたのか？－　【大阪府立
弥生文化博物館図録　５８】

大阪府：大阪府立弥生文化博物館 2016年4月

世界の文字の物語－ユーラシア　文字のかたち－　【大阪府立弥生文化博物館図録　５９】 大阪府：古代オリエント博物館、大阪府立弥生文化博物館 2016年4月

平成二八年度秋季企画展　キリシタン墓とその前史－摂津の人びとが生きた証－　摂河泉シリーズ第３弾：
摂津／【大阪府立弥生文化博物館図録　６０】

大阪府：大阪府立弥生文化博物館 2016年9月

カイトとリュウさんのやよい解説【特別編】　ＨＩＭＩＫＯ　ＱＵＥＳＴ　冒険！「卑弥呼の館」／平成２７年度文化
庁　地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業

大阪府：大阪府立弥生文化博物館 2015年3月

大阪府立弥生文化博物館要覧　平成２６年度 大阪府：大阪府立弥生文化博物館 2016年3月

【カイトとリュウさんの遺跡へ行こう　その３　戦後初の本格発掘！！　よみがえる弥生の農村風景　登呂遺
跡】　平成二七年度　文化庁　地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業

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 2016年3月

【カイトとリュウさんの博物館へ行こう　その４　古代オリエント博物館】　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

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 2016年8月

【カイトとリュウさんの遺跡へ行こう　その４　すがたを現した環濠のムラと墓地　大塚・歳勝土遺跡】　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

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 2016年8月

【カイトとリュウさんの遺跡へ行こう　その５　弥生米の終着駅　垂柳遺跡】　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

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 2016年10月

大阪府立近つ飛鳥博物館館報　１９ 大阪府：大阪府立近つ飛鳥博物館 2016年3月

アスカディア・古墳の森　大阪府立近つ飛鳥博物館だより　Ｖｏｌ．４４ 大阪府：大阪府立近つ飛鳥博物館 2016年3月
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大阪府立近つ飛鳥博物館平成２８年度春季特別展　古墳とは何か－葬送儀礼からみた古墳－　大阪府立
近つ飛鳥博物館図録　６９

大阪府：大阪府立近つ飛鳥博物館 2016年4月

大阪府立近つ飛鳥博物館平成２８年度秋季特別展　大王と豪族－６世紀の大和と河内－　大阪府立近つ
飛鳥博物館図録　７０

大阪府：大阪府立近つ飛鳥博物館 2016年10月

大阪市平野区加美遺跡発掘調査報告Ⅶ　市営加美細田・加美神明東住宅建設工事に伴う発掘調査報告
書

大阪府：（公財）大阪市博物館協会大阪文化財研究所 2016年3月

大阪文化財研究所研究紀要　第１７号 大阪府：（公財）大阪市博物館協会大阪文化財研究所 2016年3月

大阪市文化財情報葦火　１８１号（Ｖｏｌ．３１，Ｎｏ．１） 大阪府：（公財）大阪市博物館協会大阪文化財研究所 2016年4月

大阪市文化財情報葦火　１８２号（Ｖｏｌ．３１，Ｎｏ．２） 大阪府：（公財）大阪市博物館協会大阪文化財研究所 2016年7月

大阪市文化財情報葦火　１８３号（Ｖｏｌ．３１，Ｎｏ．３） 大阪府：（公財）大阪市博物館協会大阪文化財研究所 2016年10月

大阪市文化財情報葦火　１８４号（Ｖｏｌ．３１，Ｎｏ．４） 大阪府：（公財）大阪市博物館協会大阪文化財研究所 2017年1月

Ⅰ太田川遺跡（第５次調査）　Ⅱ太田川遺跡（第６次調査）　Ⅲ恩智遺跡（第３７次調査）　Ⅳ恩智遺跡（第４
０次調査）　Ⅴ恩智遺跡（第４１次調査）　Ⅵ木の本遺跡（第２９次調査）　Ⅶ郡川遺跡（第２３次調査）　Ⅷ郡
川遺跡（第２４次調査）　Ⅸ神宮寺遺跡（第３次調査）　Ⅹ水越遺跡（第２１次調査）　ⅩⅠ水越遺跡（第２４次
調査）　ⅩⅡ水越遺跡（第２５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　１４９

大阪府：（公財）八尾市文化財調査研究会 2016年3月

Ⅰ恩智遺跡（第２４・２９次調査）　Ⅱ亀井遺跡（第１９次調査）　Ⅲ竹渕遺跡（第１１次調査）　Ⅳ水越遺跡（第
１９次調査）　Ⅴ水越遺跡（第２２次調査）　Ⅵ水越遺跡（第２３次調査）　公益財団法人八尾市文化財調査
研究会報告　１５０

大阪府：（公財）八尾市文化財調査研究会 2016年3月

Ⅰ萱振遺跡（第２８次調査）　Ⅱ北木の本２丁目遺跡（第１次調査）　Ⅲ成法寺遺跡（第２７次調査）　Ⅳ中田
遺跡（第５５次調査）　Ⅴ西郡廃寺（第６次調査）　Ⅵ西郡廃寺（第９次調査）　公益財団法人八尾市文化財
調査研究会報告　１５１

大阪府：（公財）八尾市文化財調査研究会 2016年3月

平成２７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 2016年6月

枚方市文化財年報　３６　２０１４年度 大阪府：（公財）枚方市文化財研究調査会 2015年7月

枚方市文化財年報　３７　２０１５年度 大阪府：（公財）枚方市文化財研究調査会 2016年7月

平成２５年度　茨木市埋蔵文化財発掘調査概報６　－国庫補助事業に伴う発掘調査－／茨木市文化財資
料集　第５９集

大阪府：茨木市教育委員会 2014年3月

平成２６年度　茨木市埋蔵文化財発掘調査概報７　－国庫補助事業に伴う発掘調査－／茨木市文化財資
料集　第６０集

大阪府：茨木市教育委員会 2015年3月

太田遺跡発掘調査概報　茨木市文化財資料集　第６１号 大阪府：茨木市教育委員会 2015年3月

平成２７年度　茨木市埋蔵文化財発掘調査概報８　－国庫補助事業に伴う発掘調査－／茨木市文化財資
料集　第６５集

大阪府：茨木市教育委員会 2016年3月

宿久庄西遺跡１　茨木市文化財資料集　第６７集 大阪府：茨木市教育委員会 2016年3月

古市遺跡群ⅩⅩⅩⅦ　羽曳野市埋蔵文化財調査報告書　７７ 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 2016年3月

羽曳野市内遺跡調査報告書　平成２５年度　羽曳野市埋蔵文化財調査報告書　７８ 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 2016年3月

平成２７年度発掘調査概要　岸和田市文化財調査概要　４２ 大阪府：岸和田市教育委員会 2016年3月

平成２７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　２０１５－Ⅰ 大阪府：交野市教育委員会 2016年3月

嶋上遺跡群４０　高槻市文化財調査概要　４３ 大阪府：高槻市教育委員会文化財課埋蔵文化財調査センター 2016年3月

安満遺跡－平成２０・２１・２２年度京大農場内確認調査－　 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 2013年3月

国史跡高宮廃寺跡内容確認発掘調査概要Ⅲ　 大阪府：寝屋川市教育委員会 2016年3月

泉佐野市埋蔵文化財発掘調査概要　第７９号　三軒屋遺跡（１４－５・６区の調査）・上之郷遺跡（１４－３区）
の調査

大阪府：泉佐野市教育委員会 2015年7月

泉佐野市埋蔵文化財発掘調査概要　第８０号　上町東遺跡（１５－１区の調査）　 大阪府：泉佐野市教育委員会 2015年7月

泉佐野市埋蔵文化財発掘調査概要　第８１号　湊遺跡－１５－１区の調査－　 大阪府：泉佐野市教育委員会 2015年9月

泉佐野市埋蔵文化財発掘調査概要　第８２号　湊遺跡－１４－７区の調査－　 大阪府：泉佐野市教育委員会 2015年10月

泉佐野市埋蔵文化財発掘調査概要　第８３号　上町遺跡－１５－１区の調査－　 大阪府：泉佐野市教育委員会 2015年12月

泉佐野市埋蔵文化財発掘調査概要　第８４号　湊遺跡－１４－１・１５－３区の調査－　 大阪府：泉佐野市教育委員会 2016年3月

泉佐野市埋蔵文化財発掘調査概要　平成２７年度　 大阪府：泉佐野市教育委員会 2016年3月

泉南市遺跡群発掘調査報告書ⅩⅩⅩⅢ　泉南市文化財調査報告書　第５６集 大阪府：大阪府泉南市教育委員会 2016年3月

石川流域遺跡群発掘調査報告ⅩⅩⅩⅠ　藤井寺市文化財報告　第３８集 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２１号　はざみ山遺跡（ＨＭ２０１２－８区）　 大阪府：藤井寺市教育委員会事務局 2015年12月

藤井寺市発掘調査概報　第２２号　はざみ山遺跡（ＨＭ２０１２－１０区）　 大阪府：藤井寺市教育委員会事務局 2015年12月

藤井寺市発掘調査概報　第２３号　北岡遺跡（ＫＴ２０１２－５区）　 大阪府：藤井寺市教育委員会事務局 2015年12月

藤井寺市発掘調査概報　第２４号　林遺跡（ＨＹ２０１３－１区）　 大阪府：藤井寺市教育委員会事務局 2015年12月

藤井寺市発掘調査概報　第２５号　小山遺跡（ＫＭ２０１３－５区）　 大阪府：藤井寺市教育委員会事務局 2015年12月

藤井寺市発掘調査概報　第２６号　小山遺跡（ＫＭ２０１４－１区）　 大阪府：藤井寺市教育委員会事務局 2015年12月

藤井寺市発掘調査概報　第２７号　北岡遺跡（ＫＴ２０１３－９区）　 大阪府：藤井寺市教育委員会事務局 2015年12月

藤井寺市発掘調査概報　第２８号　北岡遺跡（ＫＴ２０１４－３区）　 大阪府：藤井寺市教育委員会事務局 2015年12月

藤井寺市発掘調査概報　第２９号　北岡遺跡（ＫＴ２０１５－１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３０号　林遺跡（ＨＹ２０１５－１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３１号　はざみ山遺跡（ＨＭ２０１５－３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３２号　葛井寺遺跡（ＦＪ２０１３－５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３３号　西古室遺跡（ＮＫ２０１４－１区）　 大阪府：藤井寺市教育委員会事務局 2016年3月

豊中市埋蔵文化財発掘調査概要　平成２７年度（２０１５年度）　豊中市文化財調査報告　第７２集 大阪府：豊中市教育委員会 2016年3月

文化財ニュース豊中　Ｎｏ．３８ 大阪府：豊中市教育委員会 2015年3月

●兵庫県●
豊岡市　上佐野１号墳　－一般国道４８３号北近畿豊岡自動車道八鹿豊岡南道路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４８０冊

兵庫県：兵庫県教育委員会 2016年3月

加古川市　大塚遺跡　－（都）尾上小野線都市計画道路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４８１冊

兵庫県：兵庫県教育委員会 2016年3月

朝来市　生野代官所跡関連遺跡　－一般国道４２９号電線共同溝・歩道整備事業に伴う発掘調査－／兵
庫県文化財調査報告　第４８２冊

兵庫県：兵庫県教育委員会 2016年3月

篠山市　西岡屋遺跡・ヤケヤノ坪遺跡・柴崎遺跡　－長安寺西岡屋敷線道路改良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４８３冊

兵庫県：兵庫県教育委員会 2016年3月

川西市　西畦野下ノ段・井戸遺跡　－県道川西インター線建設工事、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４８４冊

兵庫県：兵庫県教育委員会 2016年3月

猪名川町　猪渕遺跡　－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４８５冊

兵庫県：兵庫県教育委員会 2016年3月

業務案内２０１６　 兵庫県：公益財団法人兵庫県まちづくり技術センター 2016年4月

ＣＯＮ－ＴＥＣＨひょうご　第１９巻第３号通巻４８号　設立２０周年記念特集号 兵庫県：（公財）兵庫県まちづくり技術センター 2016年9月

ＣＯＮ－ＴＥＣＨひょうご　第１９巻第４号通巻４９号 兵庫県：（公財）兵庫県まちづくり技術センター 2017年1月

兵庫県埋蔵文化財情報　ひょうごの遺跡　９４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 2016年10月

兵庫県埋蔵文化財情報　ひょうごの遺跡　９５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2月

古代体験交流事業　全国古代体験フェスティバル２０１６事業実施報告書　文化庁　平成２８年度地域の核
となる美術館・歴史博物館支援事業

兵庫県：兵庫県立考古博物館 2017年3月

平成２７年度兵庫県立考古博物館ふるさと発掘展　猪名川町制施行６０周年記念展　国史跡多田銀銅山
～銀山攻略　第二巻　役所関連遺跡の調査～　展示解説図録

兵庫県：兵庫県立考古博物館 2015年10月

兵庫県立考古博物館図録　王墓の埴輪－池田古墳のすべて－　 兵庫県：兵庫県立考古博物館 2015年10月

企画展　ひょうごの遺跡２０１６－調査研究速報－　展示のてびき 兵庫県：兵庫県立考古博物館 2016年1月
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兵庫県立考古博物館特別展図録　特別展「築城－職人たちの輝き－」　 兵庫県：兵庫県立考古博物館 2016年4月

千石コレクション　古代中国鏡の至宝　 兵庫県：兵庫県立考古博物館 2016年1月

兵庫県立考古博物館研究紀要　第９号 兵庫県：兵庫県立考古博物館 2016年3月

兵庫県立考古博物館館報　ｖｏｌ．７　平成２７（２０１５）年度 兵庫県：兵庫県立考古博物館 2016年7月

兵庫県立考古博物館ＮＥＷＳ　ｖｏｌ．１８　２０１６　Ａｕｔｕｍｎ－Ｗｉｎｔｅｒ 兵庫県：兵庫県立考古博物館 2016年8月

２０１４年度著名作家招聘事業　井上雅之「初形より－展示」　 兵庫県：兵庫陶芸美術館 2015年3月

兵庫陶芸美術館研究紀要　第７号 兵庫県：兵庫陶芸美術館 2015年3月

坐　丹波（夏）－田中寛コレクション　蒐集の軌跡－　兵庫陶芸美術館開館１０周年記念特別展 兵庫県：兵庫陶芸美術館 2015年6月

ＴＡＭＢＡ　ＮＯＷ＋　－いま、丹波で活躍する作家たち－　兵庫陶芸美術館開館１０周年記念テーマ展 兵庫県：兵庫陶芸美術館 2015年7月

ＴＨＥ　ＴＡＮＢＡ（秋）－秋麗に古丹波を愛でる－　兵庫陶芸美術館開館１０周年記念特別展 兵庫県：兵庫陶芸美術館 2015年9月

再゛丹波（冬）－丹波の登窯とその時代－　兵庫陶芸美術館開館１０周年記念特別展 兵庫県：兵庫陶芸美術館 2015年12月

兵庫陶芸美術館開館１０周年記念　２０１５年度著名作家招聘事業×テーマ展　市野雅彦－軌跡、丹波に
て－

兵庫県：兵庫陶芸美術館 2015年11月

林康夫－芸術への希求、陶で挑む－　２０１６年度著名作家招聘事業×テーマ展 兵庫県：兵庫陶芸美術館 2016年10月

Ｒｅｎｃｏｎｔｒｅ　いま、ここで、出会う　交差する現代陶芸コレクション　 兵庫県：兵庫陶芸美術館 2016年7月

やきものを分析する－釉薬編－　 兵庫県：兵庫陶芸美術館 2016年12月

兵庫陶芸美術館年報　平成２５年度・平成２６年度 兵庫県：兵庫陶芸美術館 2016年12月

祇園遺跡第１７・１８次発掘調査報告書　 兵庫県：神戸市教育委員会文化財課 2016年3月

祇園遺跡第２１次発掘調査報告書　 兵庫県：神戸市教育委員会文化財課 2016年3月

生田遺跡第８次発掘調査報告書　 兵庫県：神戸市教育委員会文化財課 2016年3月

日暮遺跡第３９次埋蔵文化財発掘調査報告書　 兵庫県：神戸市教育委員会文化財課 2016年2月

神戸の弥生時代　神戸の遺跡シリーズ　Ⅵ 兵庫県：神戸市教育委員会文化財課 2016年3月

夏季企画展「石の道具・木の道具・カネの道具」　 兵庫県：神戸市教育委員会文化財課 2015年7月

縄文時代のこうべ－１万年の記憶－　平成２７年度秋季企画展 兵庫県：神戸市教育委員会文化財課 2015年10月

神戸市埋蔵文化財分布図　平成２８年度版　 兵庫県：神戸市教育委員会文化財課 2016年3月

神戸市埋蔵文化財年報　平成２５年度 兵庫県：神戸市教育委員会文化財課 2016年3月

平成２８年度春季企画展『“でっかいお墓”の誕生－弥生の墓から古墳へ－』　 兵庫県：神戸市教育委員会 2016年4月

昭和のくらし・昔のくらし１０　 兵庫県：神戸市埋蔵文化財センター 2016年1月

神戸市立博物館研究紀要　第３２号 兵庫県：神戸市立博物館 2016年3月

石材加工からみた和田岬砲台の築造　 兵庫県：神戸市兵庫区役所 2015年6月

阪神・淡路大震災復旧・復興事業に伴う埋蔵文化財発掘調査（平成７年度分）概要報告書　芦屋廃寺遺跡
（Ｗ地点）　芦屋廃寺遺跡（第２９地点）　月若遺跡（第２０地点）　月若遺跡（第２８地点）　打出岸造り遺跡
（第９地点）　久保遺跡（第１５地点）／芦屋市文化財調査報告　第２８集

兵庫県：芦屋市教育委員会 1997年3月

旭塚古墳　城山古墳群発掘調査報告書　－第１・２次確認調査結果の概要と多角形終末期横穴式石室墳
の保存調査－／芦屋市文化財調査報告　第７７集

兵庫県：芦屋市教育委員会 2009年3月

兵庫県芦屋市月若遺跡発掘調査報告書　第９８・１００地点　－都市計画道路山手幹線街路事業に伴う発
掘調査　Ⅸ－／芦屋市文化財調査報告　第８６集

兵庫県：芦屋市教育委員会 2010年10月

兵庫県芦屋市　芦屋廃寺遺跡（第１１５地点）発掘調査概要報告書　芦屋市文化財調査報告　第８７集 兵庫県：芦屋市教育委員会 2010年7月

平成２２年度　芦屋市内遺跡発掘調査概要報告書　寺田遺跡（第２０９地点）　若宮遺跡（第５０・５１・５２・５７
地点）／芦屋市文化財調査報告　第８９集

兵庫県：芦屋市教育委員会 2012年3月

徳川大坂城東六甲採石場ⅩⅣ　奥山刻印群第１１２地点調査報告書　－市立芦屋病院内毛利家石切丁場
の牓示刻印石－／芦屋市文化財調査報告　第９２集

兵庫県：芦屋市教育委員会 2012年3月

兵庫県芦屋市月若遺跡第９６地点出土小銅鐸調査・分析報告書　芦屋市文化財調査報告　第９３集 兵庫県：芦屋市教育委員会 2012年3月

寺田遺跡第２１３地点発掘調査報告書　芦屋市文化財調査報告　第９４集 兵庫県：芦屋市教育委員会 2013年3月

芦屋廃寺遺跡（第１２２地点）発掘調査概要報告書　芦屋市文化財調査報告　第９８集 兵庫県：芦屋市教育委員会 2014年3月

八十塚古墳群第１４５地点発掘調査報告書　－八十塚古墳群岩ヶ平支群第６０・６１号墳の調査－／芦屋
市文化財調査報告　第９９集

兵庫県：芦屋市教育委員会 2014年3月

寺田遺跡（第２２３地点）発掘調査概要報告書　芦屋市文化財調査報告　第１００集 兵庫県：芦屋市教育委員会 2014年9月

平成８年度国庫補助事業（３）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５５地点）／芦屋市文化財調査報告　第１０１集

兵庫県：芦屋市教育委員会 2015年3月

平成２４・２５年度国庫補助事業芦屋市内遺跡発掘調査概要報告書　八十塚古墳群（第１４５地点）／芦屋
市文化財調査報告　第１０２集

兵庫県：芦屋市教育委員会 2015年3月

平成２６年度国庫補助事業芦屋市内遺跡発掘調査概要報告書　八十塚古墳群（第１５４地点）　寺田遺跡
（第２２７地点）　山芦屋遺跡（第Ｓ１８地点）／芦屋市文化財調査報告　第１０３集

兵庫県：芦屋市教育委員会 2016年3月

姫路城城下町跡－姫路城跡第３２８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３２集 兵庫県：姫路市教育委員会 2016年3月

辻井遺跡－第３１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３３集 兵庫県：姫路市教育委員会 2016年3月

市之郷遺跡－第１２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３４集 兵庫県：姫路市教育委員会 2016年3月

姫路城城下町跡－姫路城跡第３３４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３５集 兵庫県：姫路市教育委員会 2016年3月

畑田遺跡－第２６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３６集 兵庫県：姫路市教育委員会 2016年3月

辻井廃寺－第３２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３７集 兵庫県：姫路市教育委員会 2016年3月

君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３８集 兵庫県：姫路市教育委員会 2016年3月

辻井遺跡－第３３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３９集 兵庫県：姫路市教育委員会 2016年3月

姫路城城下町跡－姫路城跡第３４５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４０集 兵庫県：姫路市教育委員会 2016年3月

姫路城城下町跡－姫路城跡第３４８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４１集 兵庫県：姫路市教育委員会 2016年3月

国指定重要文化財　宮山古墳出土品　 兵庫県：姫路市教育委員会 2016年3月

ＴＳＵＢＯＨＯＲＩ２０１５－姫路市埋蔵文化財調査略報－　 兵庫県：姫路市教育委員会 2015年6月

宮山古墳　 兵庫県：姫路市教育委員会 2015年10月

御着城跡　 兵庫県：姫路市教育委員会 2016年2月

平成２６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４５集） 兵庫県：尼崎市教育委員会 2016年3月

尼崎市埋蔵文化財調査年報　平成２１年度（３） 兵庫県：尼崎市教育委員会 2016年3月

発掘された赤穂城下町３　－民間開発に伴う赤穂城下町跡発掘調査報告書　１－／赤穂市文化財調査報
告書　８２

兵庫県：赤穂市教育委員会生涯学習課 2016年3月

有年考古　第３号 兵庫県：赤穂市教育委員会生涯学習課 2016年3月

埋蔵文化財調査報告書　平成２４・２５・２６年度発掘調査報告　福崎町埋蔵文化財調査報告書　１４ 兵庫県：福崎町教育委員会 2016年3月

中国鏡でめぐる神仙世界　研究図録シリーズ　Ⅱ 兵庫県：（公財）黒川古文化研究所 2015年10月

黒川古文化研究所紀要古文化研究　第十五号 兵庫県：公益財団法人黒川古文化研究所 2016年3月

●奈良県●
奈良県指定文化財　平成２４・２５年度版（第５１集）　 奈良県：奈良県教育委員会事務局文化財保存課 2016年3月

東アジア古代寺址比較研究（Ⅱ）－金堂址編－（日本語版）　国立扶余文化財研究所学術研究叢書　第５
４輯

奈良県：独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所、国立扶余文化財
研究所

2015年12月

第１８回古代官衙・集落研究会報告書　官衙・集落と土器Ⅰ－宮都・官衙と土器－　奈良文化財研究所研
究報告　第１５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 2015年12月

古代の盤上遊戯「樗蒲」の復元　 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2月

坂田寺出土建築部材調査報告書　 奈良県：独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 2016年3月

日韓文化財論集Ⅲ　奈良文化財研究所学報　第９５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3月

平城宮跡整備報告書　 奈良県：独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 2016年3月
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平成２５年度平城宮跡資料館秋期特別展　地下の正倉院展－木簡学ことはじめ－　 奈良県：独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 2013年10月

平城宮跡資料館平成２８年度秋期特別展　地下の正倉院展　式部省木簡の世界－役人の勤務評価と昇進
－

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10月

二〇一六　平城宮跡資料館秋期特別展　地下の正倉院展　式部省木簡の世界－役人の勤務評価と昇進
－　第Ⅰ期展示木簡

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10月

二〇一六　平城宮跡資料館秋期特別展　地下の正倉院展　式部省木簡の世界－役人の勤務評価と昇進
－　第Ⅱ期展示木簡

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11月

二〇一六　平城宮跡資料館秋期特別展　地下の正倉院展　式部省木簡の世界－役人の勤務評価と昇進
－　第Ⅲ期展示木簡

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11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２８年４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 2016年4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２８年８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 2016年8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１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1月

独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所概要　２０１６ 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7月

奈良文化財研究所紀要　２０１６ 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6月

ガラス玉類の考古科学的研究　飛鳥寺跡出土遺物の研究／飛鳥資料館研究図録　第１９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飛鳥資料館 2016年3月

平成２８年度春期特別展　文化財を撮る－写真が遺す歴史　飛鳥資料館図録　第６４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飛鳥資料館 2016年4月

埋蔵文化財ニュース　１６２ 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3月

埋蔵文化財ニュース　１６３ 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3月

埋蔵文化財ニュース　１６４ 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3月

埋蔵文化財ニュース　１６５ 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3月

元興寺文化財研究所研究報告　２０１５　－水野正好所長追悼論文集－ 奈良県：（公財）元興寺文化財研究所 2016年3月

公益財団法人元興寺文化財研究所総合文化財センター開所記念講演会－講演要旨集－　文化庁国庫
補助事業　平成２８年度地域の特色ある埋蔵文化財活用事業

奈良県：（公財）元興寺文化財研究所 2016年11月

奈良県遺跡調査概報２０１４年度（第二分冊）　 奈良県：奈良県立橿原考古学研究所 2016年2月

纒向遺跡－第１７７・１７８次－　（大和紀伊平野農業水利事業に伴う発掘調査報告書）／奈良県文化財調
査報告書　第１６７集

奈良県：奈良県立橿原考古学研究所 2016年3月

四条遺跡Ⅲ　－奈良県立医科大学附属病院中央手術棟整備工事に伴う発掘調査報告書－／奈良県文
化財調査報告書　第１６８集

奈良県：奈良県立橿原考古学研究所 2016年3月

今出遺跡Ⅰ　－京奈和自動車道「御所区間」建設に伴う調査報告書　（６）－／奈良県文化財調査報告書
第１６９集

奈良県：奈良県立橿原考古学研究所 2016年3月

稲葉車瀬遺跡　－斑鳩パークウェイ建設に伴う発掘調査報告書　（２）－／奈良県文化財調査報告書　第１
７０集

奈良県：奈良県立橿原考古学研究所 2016年3月

奈良県遺跡調査概報２０１５年度（第一分冊）　 奈良県：奈良県立橿原考古学研究所 2016年3月

橿原考古学研究所紀要考古學論攷　第３９冊 奈良県：奈良県立橿原考古学研究所 2016年2月

奈良県立橿原考古学研究所年報　４１　平成２６年度（２０１４） 奈良県：奈良県立橿原考古学研究所 2016年1月

奈良県立橿原考古学研究所彙報　青陵　第１４４号 奈良県：奈良県立橿原考古学研究所 2015年5月

奈良県立橿原考古学研究所彙報　青陵　第１４５号 奈良県：奈良県立橿原考古学研究所 2015年10月

奈良県立橿原考古学研究所彙報　青陵　第１４６号 奈良県：奈良県立橿原考古学研究所 2016年2月

橿原市文化財調査年報　平成２３（２０１１）年度 奈良県：奈良県橿原市教育委員会 2013年3月

橿原市文化財調査年報　平成２４（２０１２）年度 奈良県：奈良県橿原市教育委員会 2014年3月

橿原市文化財調査年報　平成２５（２０１３）年度 奈良県：奈良県橿原市教育委員会 2015年3月

橿原市文化財調査年報　平成２６（２０１４）年度 奈良県：奈良県橿原市教育委員会 2016年3月

赤田横穴墓群・赤田１号墳　奈良市埋蔵文化財調査研究報告　第４冊 奈良県：奈良市教育委員会 2016年3月

奈良　氷室神社の石燈籠調査報告　奈良市埋蔵文化財調査研究報告書　第五冊 奈良県：奈良市教育委員会 2017年2月

奈良を掘る　 奈良県：奈良市教育委員会 2016年8月

奈良市埋蔵文化財調査年報　平成２４（２０１２）年度 奈良県：奈良市教育委員会 2015年3月

奈良市埋蔵文化財調査年報　平成２５（２０１３）年度 奈良県：奈良市教育委員会 2016年3月

桜井市制施行６０周年記念プロジェクト　シンポジウム「国家誕生の地、桜井を語る」～マキムクからイワレ
へ、大王の歩んだ道

奈良県：奈良県桜井市 2016年12月

奈良県桜井市　史跡纒向遺跡・史跡纒向古墳群－保存活用計画書－　 奈良県：桜井市 2016年3月

桜井市平成２６年度国庫補助による発掘調査報告書　大福遺跡第３２次調査　安倍寺跡第２２次調査／桜
井市埋蔵文化財発掘調査報告書　第４５集

奈良県：桜井市教育委員会文化財課 2016年3月

纒向考古学通信　Ｖｏｌ．８ 奈良県：桜井市纒向学研究センター 2015年3月

桜井市纒向学研究センター年報　第３号（平成２６年度） 奈良県：桜井市纒向学研究センター 2015年10月

纒向学研究センター研究紀要　纒向学研究　第４号 奈良県：桜井市纒向学研究センター 2016年3月

桜井市内遺跡発掘調査報告書－２０１３年度－　高田遺跡第３次調査　大藤原京関連遺跡第６０次調査
横内遺跡第９次調査　横内遺跡第１０次調査　纒向遺跡第１７９次調査　戒重遺跡第２次調査　纒向遺跡第
１８１次調査　東新堂遺跡第１２次調査　大藤原京関連遺跡第６１次調査　城島遺跡４７次調査　吉備池遺
跡第１６次調査

奈良県：（公財）桜井市文化財協会 2016年2月

芝遺跡第３２次発掘調査報告書　桜井市内埋蔵文化財２００３年度発掘調査報告書　５ 奈良県：（公財）桜井市文化財協会 2016年8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２０　５０ｃｍ下の桜井　 奈良県：（公財）桜井市文化財協会 2014年6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２２　５０ｃｍ下の桜井　 奈良県：（公財）桜井市文化財協会 2016年4月

桜井市制６０周年記念特別展示「拓かれた扉」～桜井の郷土史研究はいかにして始まったか～　桜井市立
埋蔵文化財センター展示図録　第４２冊

奈良県：（公財）桜井市文化財協会 2016年10月

桜井市立埋蔵文化財センター　平成２８年度企画展　埴輪があった！　古墳もあった？　 奈良県：（公財）桜井市文化財協会 2016年12月

巨勢山古墳群Ⅶ　－京奈和自動車道建設に係る巨勢山７７３号墳の発掘調査－／御所市文化財調査報
告書　第４７集

奈良県：御所市教育委員会 2015年12月

観音寺本馬遺跡　－京奈和自動車道建設に係る発掘調査報告－／御所市文化財調査報告書　第４８集 奈良県：御所市教育委員会 2015年12月

奈良県御所市史跡金剛山Ⅲ　－携帯電話無線基地局設置に伴う発掘調査－／御所市文化財調査報告
書　第４９集

奈良県：御所市教育委員会 2015年12月

奈良県御所市史跡金剛山Ⅳ　－納骨堂設置に伴う発掘調査－／御所市文化財調査報告書　第５０集 奈良県：御所市教育委員会 2016年1月

奈良県御所市麻ノ谷２・３号墳　御所市文化財調査報告書　第５１集 奈良県：御所市教育委員会 2016年3月

玉手遺跡　－京奈和自動車道建設に係る発掘調査報告－＜第１分冊＞／御所市文化財調査報告　第５２
集

奈良県：御所市教育委員会 2017年2月

玉手遺跡　－京奈和自動車道建設に係る発掘調査報告－＜第２分冊＞／御所市文化財調査報告　第５２
集

奈良県：御所市教育委員会 2017年2月

玉手遺跡　－京奈和自動車道建設に係る発掘調査報告－＜第３分冊＞／御所市文化財調査報告　第５２
集

奈良県：御所市教育委員会 2017年2月

平成２２年度埋蔵文化財発掘調査報告書　上牧町文化財調査報告　第３集 奈良県：上牧町教育委員会 2016年3月

平成２８年度春季企画展「弥生遺産Ⅳ～唐古・鍵遺跡の土製品・ガラスｅｔｃ．～」　唐古・鍵考古学ミュージ
アム展示図録　Ｖｏｌ．２０

奈良県：田原本町教育委員会 2016年4月

平成２８年度秋季企画展「小林家文書展」　田原本町合併６０周年記念展／－庄屋に伝わる３５０年の歴史
－／唐古・鍵考古学ミュージアム展示図録　Ｖｏｌ．２１

奈良県：田原本町教育委員会 2016年10月
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唐古・鍵遺跡考古資料目録Ⅰ　－土器編１（絵画・記号・文様）－ 奈良県：田原本町教育委員会 2015年3月

田原本町文化財調査年報　２４　２０１４年度 奈良県：田原本町教育委員会 2016年3月

斑鳩町内遺跡発掘調査概報　平成２４～２６年度（２０１２～２０１４）　斑鳩町文化財調査報告　第１５集 奈良県：斑鳩町教育委員会 2016年3月

斑鳩文化財センター年報　第５号（平成２６年度） 奈良県：斑鳩町教育委員会斑鳩文化財活用センター 2016年3月

森本六爾関係資料集Ⅲ　 奈良県：（公財）由良大和古代文化研究協会 2016年6月

研究紀要　第２０集 奈良県：（公財）由良大和古代文化研究協会 2016年5月

興福寺　第１期境内整備事業にともなう発掘調査概報Ⅶ　 奈良県：興福寺 2016年3月

●和歌山県●
大谷山２２号墳、天王塚古墳　－特別史跡岩橋千塚古墳群追加指定に伴う発掘調査報告書－ 和歌山県：和歌山県教育委員会 2016年3月

和歌山県埋蔵文化財調査年報　－平成２６年度－ 和歌山県：和歌山県教育委員会 2016年3月

紀伊風土記の丘年報　第４１号　平成２５年度　紀伊風土記の丘研究紀要　第３号 和歌山県：和歌山県立紀伊風土記の丘 2015年3月

紀伊風土記の丘年報　第４２号　平成２６年度　紀伊風土記の丘研究紀要　第４号 和歌山県：和歌山県立紀伊風土記の丘 2016年3月

木津遺跡　－国道４２４号道路改良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 2015年9月

西渋田遺跡・東渋田遺跡　－和歌山橋本線道路改良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 2015年9月

川辺遺跡　－都市計画道路西脇山口線道路建設事業に伴う発掘調査報告書－ 和歌山県：（公財）和歌山県文化財センター 2015年10月

小松原Ⅱ遺跡・湯川氏館跡　－湯川中学校改築工事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 2016年3月

和歌山城跡　－和歌山地方合同庁舎新築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 2016年3月

公益財団法人和歌山県文化財センター年報　２０１５　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 2016年5月

歩いて知るきのくに歴史探訪～藤白神社から琴ノ浦温山荘園までを巡る～古絵図で歩く海南市中心部周
辺の文化財マップ

和歌山県：（公財）和歌山県文化財センター 2014年10月

和歌山市　県指定遺跡　水軒堤防　江戸時代の石積み技術の結晶！／和歌山県の文化財　２ 和歌山県：（公財）和歌山県文化財センター 2016年3月

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 2016年7月

和歌山市内遺跡発掘調査概報－平成２６年度－　 和歌山県：和歌山市教育委員会 2016年3月

宇田森遺跡　和歌山市の文化財　５ 和歌山県：和歌山市教育委員会文化振興課 2015年3月

茶臼山古墳　和歌山市の文化財　６ 和歌山県：和歌山市教育委員会文化振興課 2015年3月

雨が谷古墳群　和歌山市の文化財　７ 和歌山県：和歌山市教育委員会文化振興課 2015年3月

宇田森遺跡　ジュニア版和歌山市の文化財　５ 和歌山県：和歌山市教育委員会文化振興課 2015年3月

茶臼山古墳　ジュニア版和歌山市の文化財　６ 和歌山県：和歌山市教育委員会文化振興課 2015年3月

雨が谷古墳群　ジュニア版和歌山市の文化財　７ 和歌山県：和歌山市教育委員会文化振興課 2015年3月

太田・黒田遺跡　第７８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７集 和歌山県：（公財）和歌山市文化スポーツ振興財団 2016年3月

岩橋遺跡　第７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８集 和歌山県：（公財）和歌山市文化スポーツ振興財団 2016年3月

紀の川市内遺跡発掘調査概要報告書－平成２６年度－　粟島遺跡（第６次）・（Ｈ２６－１１）調査　城の段遺
跡調査　東田中神社遺跡（第２次）調査　東田中遺跡調査　元遺跡調査　古和田城跡調査　史跡旧名手宿
本陣（第７次）調査／紀の川市文化財調査報告書　第１０集

和歌山県：紀の川市教育委員会 2016年3月

●鳥取県●
妻木晩田遺跡国史跡指定１５周年記念シンポジウム　激動の３世紀を生きる　－弥生時代の終焉と妻木晩
田遺跡－

鳥取県：鳥取県教育委員会 2016年1月

妻木晩田遺跡発掘調査研究年報　２０１５ 鳥取県：鳥取県教育委員会 2016年3月

鳥取県鳥取市気高町下坂本清合遺跡Ⅰ　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　ⅩⅩⅠ

鳥取県：鳥取県教育委員会 2016年3月

鳥取県鳥取市気高町常松菅田遺跡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　ⅩⅩⅡ

鳥取県：鳥取県教育委員会 2016年10月

鳥取県鳥取市気高町常松大谷遺跡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　ⅩⅩⅢ

鳥取県：鳥取県教育委員会 2016年12月

鳥取県鳥取市高住宮ノ谷遺跡　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　ⅩⅩⅣ

鳥取県：鳥取県教育委員会 2017年2月

鳥取県鳥取市高住宮ノ谷遺跡　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　ⅩⅩⅣ

鳥取県：鳥取県教育委員会 2017年2月

青谷上寺地遺跡出土品調査研究報告１１　石器（２）　鳥取県埋蔵文化財センター調査報告　６１ 鳥取県：鳥取県埋蔵文化財センター 2016年3月

鳥取県鳥取市鹿野町　乙亥正大角遺跡　－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　ⅩⅩⅩⅡ／鳥取県埋蔵文化財センター調査報告書　６２

鳥取県：鳥取県埋蔵文化財センター 2016年10月

青谷上寺地遺跡発掘調査研究年報　２０１５ 鳥取県：鳥取県埋蔵文化財センター 2016年3月

鳥取県埋蔵文化財センター調査研究紀要　７ 鳥取県：鳥取県埋蔵文化財センター 2016年3月

青谷上寺地遺跡展示館　 鳥取県：青谷上寺地遺跡展示館 不明

青谷上寺地遺跡展示館　青谷上寺地遺跡の交流－行きかう人・モノ・文化－ 鳥取県：青谷上寺地遺跡展示館 2017年

鳥取県立むきばんだ史跡公園年報　２０１４（平成２６年度） 鳥取県：鳥取県立むきばんだ史跡公園 2016年3月

鳥取県立むきばんだ史跡公園年報　２０１５（平成２７年度） 鳥取県：鳥取県立むきばんだ史跡公園 2016年12月

鳥取城調査研究年報　第９号 鳥取県：鳥取市教育委員会 2016年3月

平成２７（２０１５）年度鳥取市内遺跡発掘調査概要報告書　［乙亥正屋敷廻遺跡　大桷遺跡　良田１号墳
良田所在遺跡　高住宮ノ谷古墳群　高住宮ノ谷遺跡　内海中所在遺跡　桂見遺跡　秋里遺跡　下坂本清
合遺跡　上原古墳群　日光長谷遺跡　山手古墳群　古郡家所在遺跡　大井所在遺跡　金沢坂津遺跡　天
神山遺跡　岩吉遺跡　古海遺跡　青谷上寺地遺跡］

鳥取県：鳥取市教育委員会 2016年3月

史跡鳥取城跡附太閤ヶ平発掘調査報告書Ⅲ－第３４次発掘調査－　 鳥取県：鳥取市教育委員会文化財課 2016年3月

高住宮ノ谷古墳群・高住宮ノ谷遺跡　－一般国道９号（鳥取西道路）の改築事業に伴う高住宮ノ谷１・６号
墳、高住宮ノ谷遺跡の調査－

鳥取県：（公財）鳥取市文化財団 2016年3月

金沢坂津遺跡　－一般国道９号（鳥取西道路）の改築事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 鳥取県：（公財）鳥取市文化財団 2016年3月

岩本城跡・岩本古墳群　－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－ 鳥取県：（公財）鳥取市文化財団 2016年3月

史跡青木遺跡（５号地）　 鳥取県：米子市教育委員会 2016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５号（平成２７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 2016年3月

鳥取県日野郡江府町　川平鉄山跡　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　９ 鳥取県：（一財）米子市文化財団 2016年3月

鳥取県西伯郡伯耆町　坂長ブジラ遺跡・坂長尻田平遺跡　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　１０

鳥取県：（一財）米子市文化財団 2016年3月

鳥取県西伯郡伯耆町　坂長伯楽塚遺跡・伯楽塚１７～２１号墳　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　１
１

鳥取県：（一財）米子市文化財団 2016年3月

米子平野の考古学資料　四日市町遺跡－弥生時代中期の木器と玉を製作した遺跡－　米子市埋蔵文化
財センター資料整理報告　第２集

鳥取県：（一財）米子市文化財団 2016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　３　平成２７年度 鳥取県：（一財）米子市文化財団 2016年3月

●島根県●
古代出雲ゼミナールⅢ－古代文化連続講座記録集－　山陰文化ライブラリー　９ 島根県：島根県、島根県教育委員会 2016年9月

島根県における古代・中世製鉄遺跡の基礎的調査　島根県古代文化センター調査研究報告書　５１ 島根県：島根県教育委員会 2016年3月

考古基礎資料調査にかかる生産遺跡調査報告書　在地陶磁器集成１（石見部　陶器編）　島根県古代文
化センター調査研究報告書　５２

島根県：島根県教育委員会 2016年3月

魚見塚古墳・東淵寺古墳発掘調査報告書　－松江市東部における古墳の調査　（２）－／風土記の丘地内
遺跡発掘調査報告書　２３

島根県：島根県教育委員会 2016年3月

官道下遺跡・灘遺跡　斐伊川水系大橋川河川改修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3月

古代祭祀と地域社会　島根県古代文化センター研究論集　第１６集 島根県：島根県教育委員会 2016年3月

島根県教育庁埋蔵文化財調査センター年報　２４　平成２７年度 島根県：島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 2016年3月
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島根県の埋蔵文化財情報誌　ドキ土器まいぶん　ｎｏ．６０ 島根県：島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 2016年9月

魚見塚古墳・東淵寺古墳　～古墳時代後期の出雲東部で最大級の前方後円墳～／シリーズしまねの遺跡
発掘調査パンフレット　６

島根県：島根県教育庁埋蔵文化財調査センター 不明

しまねの古代文化　第二三号 島根県：島根県古代文化センター 2016年3月

古代文化研究　第２４号 島根県：島根県古代文化センター 2016年3月

島根県立古代出雲歴史博物館ＮＥＷＳ　ｖｏｌ．３７ 島根県：島根県立古代出雲歴史博物館 2016年6月

島根県立古代出雲歴史博物館ＮＥＷＳ　ｖｏｌ．３８ 島根県：島根県立古代出雲歴史博物館 2016年9月

れきはくＮＥＷＳ　ｖｏｌ．３９ 島根県：島根県立古代出雲歴史博物館 2017年2月

八雲立つ風土記の丘　Ｎｏ．２１８ 島根県：島根県立八雲立つ風土記の丘 2016年3月

立ヶ袋遺跡　島根原子力発電所新規制基準適合性審査に係る敷地周辺陸域地質調査地内埋蔵文化財調
査報告書／松江市文化財調査報告書　第１７３集

島根県：島根県松江市教育委員会、（公財）松江市スポーツ振興財団 2016年3月

北浦松ノ木遺跡　松江鹿島美保関線（北浦工区）防災安全交付金（交通安全）工事に伴う発掘調査報告書
／松江市文化財調査報告書　第１７４集

島根県：島根県松江市教育委員会、（公財）松江市スポーツ振興財団 2016年3月

上岡遺跡　交通安全施設整備事業（市道大野上岡線視距改良工事）に伴う発掘調査報告書／松江市文
化財調査報告書　第１７５集

島根県：島根県松江市教育委員会、（公財）松江市スポーツ振興財団 2016年6月

森屋敷遺跡　宍道複合施設進入路整備事業に伴う埋蔵文化財調査報告書／松江市文化財調査報告書
第１７６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 2016年7月

外屋敷遺跡　大庭センターハイツ宅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１
７７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 2016年9月

埋蔵文化財課年報　＜１９＞　平成２６年度 島根県：（公財）松江市スポーツ振興財団 2016年

栗林Ｂ遺跡　一般国道９号（大田・静間道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　１／大田市埋
蔵文化財調査報告書　第３３集

島根県：国土交通省松江国道事務所、島根県大田市教育委員会 2016年3月

石見銀山　Ｉｗａｍｉ－Ｇｉｎｚａｎ　Ｓｉｌｖｅｒ　Ｍｉｎｅ　Ｓｉｔｅ　石見銀山遺跡発掘調査概要２４　－昆布山谷地区・宗
岡家地点・豊栄神社地点－

島根県：島根県大田市教育委員会 2016年3月

立岩小丸砦跡　一般県道三刀屋佐田線朝原２工区道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／出
雲市の文化財報告　２９

島根県：出雲市教育委員会 2016年2月

杉沢遺跡・杉沢Ⅱ遺跡・杉沢横穴墓群　出雲斐川中央工業団地造成工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書／出雲市の文化財報告　３１

島根県：出雲市教育委員会 2016年3月

●岡山県●
大河内遺跡　及遺跡　小池谷遺跡　小池谷８号墳　小池谷Ｂ遺跡　上相遺跡　小中遺跡　小中古墳群　鍛
冶屋逧遺跡　鍛冶屋逧古墳群　一般国道３７４号（美作岡山道路）道路改築に伴う発掘調査　３／岡山県埋
蔵文化財発掘調査報告　２４２

岡山県：岡山県教育委員会 2016年2月

初和古墓　一般国道３１３号（北条湯原道路）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
２４３

岡山県：岡山県教育委員会 2016年12月

岡山県埋蔵文化財報告４６　 岡山県：岡山県教育委員会 2016年11月

おかやま☆遺跡探訪　津山市街とその周辺　 岡山県：岡山県古代吉備文化財センター 2016年3月

攻略！おかやまの中世城館　第二巻（備前国西部編）　再発見！ふるさとの山城　岡山県中世城館跡総合
調査

岡山県：岡山県古代吉備文化財センター 2016年1月

攻略！おかやまの中世城館　第三巻（美作国東部編）　再発見！ふるさとの山城　岡山県中世城館跡総合
調査

岡山県：岡山県古代吉備文化財センター 2017年1月

岡山県古代吉備文化財センター所報吉備　第６０号 岡山県：岡山県古代吉備文化財センター 2016年3月

岡山県古代吉備文化財センター所報吉備　第６１号 岡山県：岡山県古代吉備文化財センター 2016年9月

岡山県古代吉備文化財センター所報吉備　第６２号 岡山県：岡山県古代吉備文化財センター 2017年3月

岡山城三之外曲輪跡　－川崎医科大学総合医療センター建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告－ 岡山県：岡山市教育委員会 2016年3月

上伊福（済生会）遺跡２　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　弥生時代編 岡山県：岡山市教育委員会 2016年3月

塚段古墳・坂口古墳　－銀層ガラス玉を出土した後期古墳の発掘調査報告－ 岡山県：岡山市教育委員会 2016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１分冊＞ 岡山県：岡山市教育委員会 2016年3月

岡山市埋蔵文化財センター研究紀要　第８号 岡山県：岡山市教育委員会 2016年3月

岡山市埋蔵文化財センター年報　１５－２０１４（平成２６）年度－ 岡山県：岡山市教育委員会 2016年3月

岡山市埋蔵文化財センター　 岡山県：岡山市教育委員会 2016年4月

国史跡古代山城鬼ノ城　 岡山県：総社市教育委員会 2013年11月

年報津山弥生の里　第２３号（平成２６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 2016年3月

史跡津山城跡　保存整備事業報告書　Ⅱ／津山市埋蔵文化財発掘調査報告　第８６集 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 2016年3月

津山城だより　Ｎｏ．２０ 岡山県：津山市教育委員会文化財課 2016年3月

●広島県●
平成２６年度広島県内遺跡発掘調査（詳細分布調査）報告書　 広島県：広島県教育委員会 2016年3月

狐川１号遺跡・福原２号遺跡・福原３号遺跡　都市計画道路吉行飯田線街路改良事業に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書／公益財団法人広島県教育事業団発掘調査報告書　第７５集

広島県：（公財）広島県教育事業団 2017年2月

国道３１３号道路改良事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告（５）　御領遺跡（第７次調査２０１３）　公益財団
法人広島県教育事業団発掘調査報告書　第７７集

広島県：（公財）広島県教育事業団 2017年3月

平成２７年度　ひろしまの遺跡を語る　鉄の古代史－ひろしまの鉄の歴史－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６集

広島県：（公財）広島県教育事業団 2016年12月

（公財）広島県教育事業団事務局埋蔵文化財調査室報ひろしまの遺跡　第１１５号 広島県：（公財）広島県教育事業団 2016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１１６号 広島県：（公財）広島県教育事業団 2016年10月

年報　１１　平成２７年度 広島県：（公財）広島県教育事業団 2016年9月

広島県立歴史博物館研究紀要　第１８号 広島県：広島県立歴史博物館 2016年3月

ふくやま草戸千軒ミュージアム（広島県立歴史博物館）ニュース　第１０６号 広島県：ふくやま草戸千軒ミュージアム（広島県立歴史博物館） 2016年3月

平成２８年度春の展示　福山市市制施行１００周年記念事業協賛　願いをかなえ　災いをはらう　～遺跡から
見つかった中世まじないの世界～

広島県：ふくやま草戸千軒ミュージアム（広島県立歴史博物館） 2016年4月

門田敦盛第２・３・４号古墳発掘調査報告書　広島県三次市文化財調査報告書　第８集 広島県：三次市教育委員会 2015年6月

高杉城堀跡試掘調査・高杉段遺跡発掘調査報告書　広島県三次市文化財調査報告書　第９集 広島県：三次市教育委員会 2016年2月

備後国府関連遺跡１－第一分冊－　府中市埋蔵文化財調査報告　第２７冊 広島県：府中市教育委員会 2014年3月

備後国府関連遺跡１－第二分冊－　府中市埋蔵文化財調査報告　第２７冊 広島県：府中市教育委員会 2014年3月

府中市文化財紀要　２ 広島県：府中市教育委員会 2014年3月

陣が平西２号遺跡発掘調査報告書２　－西条下見Ｄ－ｒｏｏｍ新築工事に係る発掘調査－ 広島県：特定非営利活動法人広島文化財センター 2016年9月

●山口県●
下津令遺跡３　（毛無尾地区、西柿ノ木地区）／山口県埋蔵文化財センター調査報告　第９３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
2016年3月

殿久遺跡　山口県埋蔵文化財センター調査報告　第９４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 2016年3月

秋根土塁跡　山口県埋蔵文化財センター調査報告　第９５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 2016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９６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 2016年3月

堂道遺跡　山口県埋蔵文化財センター調査報告　第９７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 2016年3月

山口県埋蔵文化財センター紀要　陶塤　第２９号　－平成２７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 2016年5月

山口県埋蔵文化財センター年報　－平成２７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 2016年5月

山口県立山口博物館研究報告　第４２号 山口県：山口県立山口博物館 2016年3月

史跡長州藩下関前田台場跡保存管理計画　 山口県：下関市教育委員会 2015年3月

下関市立考古博物館年報　２１　－平成２７年度－ 山口県：下関市立考古博物館 2016年8月

研究紀要　第２０号 山口県：下関市立考古博物館 2016年3月

下関市立考古博物館だよりあやらぎ　２７号 山口県：下関市立考古博物館 2016年7月
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垣外遺跡発掘調査報告１　垣外遺跡第１次～第３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　１／周南市埋蔵文化財調査報告　第１集

山口県：周南市教育委員会 2016年3月

●徳島県●
黒巌山遍照院　大日寺　四国八十八箇所霊場　第４番札所　「四国八十八箇所霊場と遍路道」調査報告書
７

徳島県：徳島県、徳島県教育委員会 2016年3月

阿波遍路道　焼山寺道・一宮道　（柳水庵から第１２番札所焼山寺を経て鍋岩までの遍路道）／「四国八十
八箇所霊場と遍路道」調査報告書　８

徳島県：徳島県教育委員会 2016年3月

赤色顔料生産遺跡及び関連遺跡の調査　採掘遺跡　石器編　徳島県埋蔵文化財調査報告書　第１集 徳島県：徳島県教育委員会 2016年3月

観音寺遺跡Ⅲ　－一般国道１９２号徳島南環状道路改築に伴う埋蔵文化財発掘調査－／徳島県埋蔵文化
財センター調査報告書　第７７集 DVD資料

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 2010年3月

拝東遺跡　緊急地方道路整備事業（鳴門池田線）関連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８７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 2016年3月

拝東遺跡　緊急地方道路整備事業（鳴門池田線）関連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８７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 2016年3月

徳島城下町跡徳島町１丁目地点　－徳島地家簡裁庁舎敷地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８８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 2016年3月

徳島城下町跡徳島町１丁目地点　－徳島地家簡裁庁舎敷地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８８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 2016年3月

川島廃寺跡　－平成２７年度国庫補助事業報告書－／吉野川市埋蔵文化財発掘調査報告書　第２集 徳島県：吉野川市教育委員会 2016年3月

平成二十八年度特別展図録「お帰り故郷へⅡ－徳島県立博物館所蔵の郡里廃寺跡出土品たち－」　 徳島県：美馬市教育委員会 2016年8月

●香川県●
多肥松林遺跡　高松土木事務所新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 2016年2月

東坂元北岡遺跡　飯山北土居遺跡　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４冊

香川県：香川県教育委員会 2016年2月

旧練兵場遺跡　県道善通寺詫間線道路改修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 2016年3月

丸山窯跡　水道局第３投棄場整備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 2016年3月

讃岐国府跡１　 香川県：香川県教育委員会 2016年3月

十川東・平田遺跡　県道高松長尾大内線道路改良事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 香川県：香川県教育委員会 2016年3月

香川県文化財年報　平成２６年度 香川県：香川県教育委員会 2016年3月

旧練兵場遺跡Ⅵ　第一分冊　独立行政法人国立病院機構善通寺病院統合事業に伴う埋蔵文化財発掘調
査報告　第６冊

香川県：香川県教育委員会、独立行政法人国立病院機構四国こどもとおとな
の医療センター

2016年3月

旧練兵場遺跡Ⅵ　第二分冊　独立行政法人国立病院機構善通寺病院統合事業に伴う埋蔵文化財発掘調
査報告　第６冊

香川県：香川県教育委員会、独立行政法人国立病院機構四国こどもとおとな
の医療センター

2016年3月

旧練兵場遺跡Ⅶ　独立行政法人国立病院機構善通寺病院統合事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　第
７冊

香川県：香川県教育委員会、独立行政法人国立病院機構四国こどもとおとな
の医療センター

2016年3月

香川県埋蔵文化財センター年報　平成２６年度 香川県：香川県埋蔵文化財センター 2016年1月

ＮＥＷＳ　香川県立ミュージアムニュース　Ｖｏｌ．２５　夏号 香川県：香川県立ミュージアム 2014年6月

ＮＥＷＳ　香川県立ミュージアムニュース　Ｖｏｌ．２６　秋号 香川県：香川県立ミュージアム 2014年9月

ＮＥＷＳ　香川県立ミュージアムニュース　Ｖｏｌ．３２　春号 香川県：香川県立ミュージアム 2016年3月

ＮＥＷＳ　香川県立ミュージアムニュース　Ｖｏｌ．３３　夏号 香川県：香川県立ミュージアム 2016年6月

ＮＥＷＳ　香川県立ミュージアムニュース　Ｖｏｌ．３４　秋号 香川県：香川県立ミュージアム 2016年8月

ＮＥＷＳ　香川県立ミュージアムニュース　Ｖｏｌ．３５　冬号 香川県：香川県立ミュージアム 2016年11月

香川県立ミュージアム展覧会スケジュール　ＡＰＲＩＬ　２０１６　→　ＭＡＲＣＨ　２０１７　 香川県：香川県立ミュージアム 2016年4月

史跡高松城跡（地久櫓台石垣整備）　史跡高松城跡整備報告書　第８冊／高松市埋蔵文化財調査報告
第１６６集

香川県：高松市、高松市教育委員会 2016年3月

高松市内遺跡発掘調査概報　－平成２７年度国庫補助事業－／高松市埋蔵文化財調査報告　第１６８集 香川県：高松市教育委員会 2016年3月

水田遺跡　国道１１号高松東道路関連整備事業　東山崎５１号線道路整備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１７０集

香川県：高松市教育委員会 2016年3月

空港跡地遺跡（亀の町地区Ⅰ）－第２次調査－　林コミュニティセンター建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調
査報告書／高松市埋蔵文化財調査報告　第１７１集

香川県：高松市教育委員会 2016年3月

屋嶋城跡－城門遺構整備事業報告書－　高松市埋蔵文化財調査報告　第１７２集 香川県：高松市教育委員会 2016年5月

屋島名勝調査報告書　 香川県：高松市教育委員会、京都府公立大学法人 2016年3月

古代山城　屋嶋城６６７　 香川県：高松市 2016年3月

日暮・松林遺跡－第１０次調査－　店舗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１７３集

香川県：（株）エブリイ、高松市教育委員会 2016年5月

丸亀市内遺跡発掘調査報告書　第１４集　平成２６・２７年度国庫補助事業報告書／西長尾城跡　青ノ山城
跡　平池南遺跡　丸亀城跡　金倉町字道下地区／丸亀市埋蔵文化財発掘調査報告　第２４冊

香川県：丸亀市教育委員会 2016年3月

●愛媛県●
下伊台屋敷遺跡埋蔵文化財発掘調査報告書　－主要地方道松山北条線通学路交通安全緊急対策事業
に伴う埋蔵文化財調査報告書－／埋蔵文化財発掘調査報告書　第１８８集

愛媛県：（公財）愛媛県埋蔵文化財センター 2016年3月

（公財）愛媛県埋蔵文化財センター研究紀要　紀要愛媛　第１２号 愛媛県：（公財）愛媛県埋蔵文化財センター 2016年5月

愛比売　－平成２７（２０１５）年度年報－ 愛媛県：（公財）愛媛県埋蔵文化財センター 2016年6月

宇和島市内遺跡における民間開発行為に係わる手引き　 愛媛県：宇和島市教育委員会文化課 2009年3月

史跡宇摩向山古墳保存管理計画　 愛媛県：四国中央市教育委員会 2015年2月

●高知県●
文化財こうち　第２号 高知県：高知県教育委員会文化財課 2016年3月

追手筋遺跡　新図書館等複合施設建設に伴う発掘調査報告書／高知県埋蔵文化財センター発掘調査報
告書　第１４５集

高知県：（公財）高知県文化財団埋蔵文化財センター 2015年12月

岡遺跡　県道大久保伊尾木線道路改良工事に伴う発掘調査報告書／高知県埋蔵文化財センター発掘調
査報告書　第１４９集

高知県：（公財）高知県文化財団埋蔵文化財センター 2016年3月

平成２４年度特別展　古代の祈り　 高知県：（公財）高知県文化財団埋蔵文化財センター 2014年12月

２０１４特別展　居徳遺跡群とその時代　 高知県：（公財）高知県文化財団埋蔵文化財センター 2014年12月

高知県埋蔵文化財センター年報　第２５号　２０１５年度 高知県：（公財）高知県文化財団埋蔵文化財センター 2016年12月

岡豐風日　高知県立歴史民俗資料館だより　第９１号 高知県：高知県立歴史民俗資料館 2015年10月

岡豐風日　高知県立歴史民俗資料館だより　第９４号 高知県：高知県立歴史民俗資料館 2016年7月

追手筋遺跡　新図書館等複合施設に伴う埋蔵文化財試掘確認調査報告書／高知市文化財調査報告書
第４０集

高知県：高知市教育委員会 2016年3月

●福岡県●
和井田遺跡・成恒山ノ内遺跡・八ツ並下ノ原遺跡　一般県道吉富港線・山内吉富線関係埋蔵文化財調査
報告／－福岡県築上郡吉富町・上毛町所在遺跡の調査－／福岡県文化財調査報告書　第２５１集

福岡県：九州歴史資料館 2016年3月

塔田琵琶田遺跡第３・５次　塔田五反田遺跡　塔田キカス遺跡第２次　上巻（本文編）　県道犀川豊前線バ
イパス建設関係埋蔵文化財調査報告　第２集／福岡県豊前市塔田・久路土所在遺跡の調査／福岡県文
化財調査報告書　第２５２集

福岡県：九州歴史資料館 2016年3月

塔田琵琶田遺跡第３・５次　塔田五反田遺跡　塔田キカス遺跡第２次　下巻（図版編）　県道犀川豊前線バ
イパス建設関係埋蔵文化財調査報告　第２集／福岡県豊前市塔田・久路土所在遺跡の調査／福岡県文
化財調査報告書　第２５２集

福岡県：九州歴史資料館 2016年3月

湯柱遺跡　都市計画道路志免・宇美線街路事業関係文化財調査報告／福岡県文化財調査報告書　第２５
３集

福岡県：九州歴史資料館 2016年3月
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福岡県の中近世城館跡Ⅲ－豊前地域編－　福岡県中近世城館遺跡等詳細分布調査報告書　３／福岡県
文化財調査報告書　第２５４集

福岡県：福岡県教育委員会 2016年3月

東九州自動車道関係埋蔵文化財調査報告２４　時末遺跡第１・２次　永久笠田遺跡第２次　－福岡県豊前
市永久所在遺跡の調査－

福岡県：九州歴史資料館 2016年3月

東九州自動車道関係埋蔵文化財調査報告－２５－　西ノ原遺跡第３・４次　大西遺跡第４次／福岡県豊前
市所在遺跡の調査

福岡県：九州歴史資料館 2016年3月

東九州自動車道関係埋蔵文化財調査報告２６　塔田琵琶田遺跡第４次（本文編）　－福岡県豊前市久路土
所在遺跡の調査－

福岡県：九州歴史資料館 2016年3月

東九州自動車道関係埋蔵文化財調査報告２６　塔田琵琶田遺跡第４次（図版編）　－福岡県豊前市久路土
所在遺跡の調査－

福岡県：九州歴史資料館 2016年3月

東九州自動車道関係埋蔵文化財調査報告－２７－　塔田琵琶田遺跡第６次　－福岡県豊前市久路土所在
遺跡の調査－

福岡県：九州歴史資料館 2016年3月

東九州自動車道関係埋蔵文化財調査報告－２８－　四ッ塚山遺跡　鏡迫古墳群　上唐原榎町遺跡３・４次
調査／福岡県築上郡上毛町上唐原所在遺跡の調査

福岡県：九州歴史資料館 2016年3月

大宰府政庁周辺官衙跡Ⅷ－大楠地区遺物編－　 福岡県：九州歴史資料館 2016年3月

大宰府史跡発掘調査報告書Ⅸ－平成２６・２７年度－　 福岡県：九州歴史資料館 2016年3月

大野城築造一三五〇年記念　九州歴史資料館移転開館五周年記念　特別展「四王寺山の一三五〇年－
大野城から祈りの山へ－」

福岡県：九州歴史資料館 2015年10月

九州歴史資料館　研究論集　４１ 福岡県：九州歴史資料館 2016年3月

九州歴史資料館年報　（平成２５年度） 福岡県：九州歴史資料館 2014年7月

九州歴史資料館年報　（平成２６年度） 福岡県：九州歴史資料館 2015年7月

九歴だより　第４３号 福岡県：九州歴史資料館 2016年4月

九歴だより　第４４号 福岡県：九州歴史資料館 2016年10月

沖ノ島－守り、伝える。－　 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

2014年4月

ユネスコ世界遺産暫定リスト記載遺産　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 2014年3月

沖ノ島研究　第二号 福岡県：「宗像・沖ノ島と関連遺産群」世界遺産推進会議 2016年3月

ＵＮＥＳＣＯ　Ｗｏｒｌｄ　Ｈｅｒｉｔａｇｅ　Ｔｅｎｔａｔｉｖｅ　Ｌｉｓｔ　Ｏｋｉｎｏｓｈｉｍａ　Ｉｓｌａｎｄ　ａｎｄ　Ｒｅｌａｔｅｄ　Ｓｉｔｅｓ　ｉｎ　ｔｈ
ｅ　Ｍｕｎａｋａｔａ　Ｒｅｇｉｏｎ

福岡県：Ｗｏｒｌｄ　Ｈｅｒｉｔａｇｅ　Ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ　Ｃｏｍｍｔｉｔｔｅｅ　ｏｆ　Ｏｋｉｎｏｓｈｉｍａ　Ｉ
ｓｌａｎｄ　ａｎｄ　Ｒｅｌａｔｅｄ　Ｓｉｔｅｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｍｕｎａｋａｔａ　Ｒｅｇｉｏｎ

2014年3月

井相田Ｃ遺跡１１　井相田Ｃ遺跡第１３次調査報告　福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１２７７集 福岡県：福岡市教育委員会 2016年3月

臼杵端城跡１－臼杵端城跡第１次調査報告－　福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１２７８集 福岡県：福岡市教育委員会 2016年3月

影塚古墳群２　第２次調査－影塚古墳群２号墳の報告－／福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１２７９集 福岡県：福岡市教育委員会 2016年3月

金武古墳群２－第８次調査報告－　福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１２８０集 福岡県：福岡市教育委員会 2016年3月

雀居１０－雀居遺跡第１４次調査報告－　福岡空港整備事業に伴う埋蔵文化財調査報告／福岡市埋蔵文
化財調査報告書　第１２８１集

福岡県：福岡市教育委員会 2016年3月

雑餉隈遺跡８－雑餉隈遺跡第１９次調査報告－　福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１２８２集 福岡県：福岡市教育委員会 2016年3月

山王遺跡７－山王遺跡第８次調査報告－　福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１２８３集 福岡県：福岡市教育委員会 2016年3月

高畑遺跡－第２１次調査－　福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１２８４集 福岡県：福岡市教育委員会 2016年3月

牛丸Ｂ遺跡１・寺ノ上遺跡１・羽根戸南古墳群２　飯盛西地区圃場整備関係発掘調査報告書　１／福岡市
埋蔵文化財調査報告書　第１２８５集

福岡県：福岡市教育委員会 2016年3月

那珂７４－那珂遺跡群第１４８・１５０～１５４次調査の報告－　福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１２８６集 福岡県：福岡市教育委員会 2016年3月

那珂７５－那珂遺跡群第１４９次調査報告－　福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１２８７集 福岡県：福岡市教育委員会 2016年3月

博多１５３－博多遺跡群第８８次調査報告－　福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１２８８集 福岡県：福岡市教育委員会 2016年3月

博多１５４－博多遺跡群第１９９次調査報告－　福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１２８９集 福岡県：福岡市教育委員会 2016年3月

博多１５５－博多遺跡群第２００次調査報告－　福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１２９０集 福岡県：福岡市教育委員会 2016年3月

博多１５６－博多遺跡群第２０１次調査報告－　福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１２９１集 福岡県：福岡市教育委員会 2016年3月

比恵７０－比恵遺跡群第１３０次調査報告－　福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１２９２集 福岡県：福岡市教育委員会 2016年3月

比恵７１－比恵遺跡群第１３１次調査報告－　福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１２９３集 福岡県：福岡市教育委員会 2016年3月

比恵７２－比恵遺跡群第１３２次調査報告－　福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１２９４集 福岡県：福岡市教育委員会 2016年3月

比恵７３－比恵遺跡群第１３３次調査報告－　福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１２９５集 福岡県：福岡市教育委員会 2016年3月

比恵７４－比恵遺跡群第１３４次調査報告－　福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１２９６集 福岡県：福岡市教育委員会 2016年3月

比恵７５－比恵遺跡群第１３５次調査報告－　福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１２９７集 福岡県：福岡市教育委員会 2016年3月

麦野Ａ遺跡８－麦野Ａ遺跡第２２次調査報告－　福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１２９８集 福岡県：福岡市教育委員会 2016年3月

吉塚１１－吉塚遺跡第１３次調査報告－　福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１２９９集 福岡県：福岡市教育委員会 2016年3月

史跡鴻臚館跡　鴻臚館跡２２－北館部分の調査（１）－　福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１３００集 福岡県：福岡市教育委員会 2016年3月

元岡・桑原遺跡群２６－第５８次調査の報告－　九州大学統合移転用地内埋蔵文化財発掘調査報告書／
福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１３０１集

福岡県：福岡市教育委員会 2016年3月

元岡・桑原遺跡群２７－第１８次・第６０次・第６４次調査の報告－　九州大学統合移転用地内埋蔵文化財発
掘調査報告書／福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１３０２集

福岡県：福岡市教育委員会 2016年3月

藤崎遺跡２０－第３８次調査報告－　福岡市埋蔵文化財調査報告書　第１３０３集 福岡県：福岡市教育委員会 2016年3月

福岡市埋蔵文化財センター年報　第３４号　平成２６（２０１４）年度 福岡県：福岡市教育委員会 2016年3月

福岡市埋蔵文化財年報　Ｖｏｌ．２９－平成２６（２０１４）年度版－ 福岡県：福岡市教育委員会 2015年12月

九州大学伊都キャンパス地内元岡・桑原遺跡群発掘調査パンフレットⅢ元岡・桑原遺跡群　 福岡県：福岡市経済観光文化局埋蔵文化財調査課 2016年3月

大門遺跡第８地点　－室町大門線道路改築工事に伴う埋蔵文化財調査報告　２－／北九州市埋蔵文化財
調査報告書　第５３８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

祇園町遺跡第７地点　－宅地造成（長尾一丁目）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５３９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

祇園町遺跡第８地点　－長行田町線（長尾小学校入口交差点）交通安全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５４０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

祇園町遺跡第９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　２－／北九州市埋蔵文
化財調査報告書　第５４１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

貫城跡　－貫１６５号線道路整備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５４２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

菅原神社遺跡２（２区～４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５４３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

菅原神社遺跡３（６－１区の発掘調査）　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５４４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

大手町遺跡第１２地点　－（株）九電工北九州支店（仮）大手町独身寮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５４５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

大手町遺跡第１３地点　小倉城西曲輪の篠崎武家屋敷跡の調査／－擁壁設置工事（大手町）及び店舗新
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５４６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

権ヶ迫遺跡第２地点　北九州市埋蔵文化財調査報告書　第５４７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

重住遺跡　北九州市埋蔵文化財調査報告書　第５４８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

大柴山遺跡　－共同住宅（上■原一丁目）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５４９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

重留遺跡－総括編－　北九州市文化財調査報告書　第１４２集 福岡県：北九州市教育委員会 2016年3月

志井雀木遺跡第４地点　若園餅田遺跡　－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１４３集

福岡県：北九州市教育委員会 2016年3月

中条遺跡　－個人住宅建設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１４４集 福岡県：北九州市教育委員会 2016年3月
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宮ノ下遺跡　－自宅併用慈光寺門徒会館全面改修工事（八幡東区宮の町）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１４５集

福岡県：北九州市教育委員会 2016年3月

城野方形周溝墓（付．猫塚古墳）　－城野方形周溝墓石棺石材取り上げ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１４６集

福岡県：北九州市教育委員会 2016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１３号 福岡県：北九州市立自然史・歴史博物館 2016年3月

南薫西遺跡－第８次発掘調査報告－　久留米市文化財調査報告書　第３６１集 福岡県：久留米市教育委員会 2015年9月

筑後国府跡－第２８２次発掘調査報告－　久留米市文化財調査報告書　第３６２集 福岡県：久留米市教育委員会 2015年10月

十間屋敷遺跡－第４次発掘調査報告－　久留米市文化財調査報告書　第３６３集 福岡県：久留米市教育委員会 2015年12月

水分遺跡（第１分冊）第５次調査遺構編　国道２１０号浮羽バイパス建設関係発掘調査報告書　（５）／久留
米市文化財調査報告書　第３６４集

福岡県：久留米市教育委員会 2016年3月

水分遺跡（第２分冊）第５次調査遺物編　国道２１０号浮羽バイパス建設関係発掘調査報告書　（５）／久留
米市文化財調査報告書　第３６４集

福岡県：久留米市教育委員会 2016年3月

水分遺跡（第３分冊）第７次調査遺物編　国道２１０号浮羽バイパス建設関係発掘調査報告書　（５）／久留
米市文化財調査報告書　第３６４集

福岡県：久留米市教育委員会 2016年3月

櫛原侍屋敷遺跡－第１９次発掘調査報告－　久留米市文化財調査報告書　第３６５集 福岡県：久留米市教育委員会 2016年3月

十間屋敷遺跡－第５次発掘調査報告－　久留米市文化財調査報告書　第３６６集 福岡県：久留米市教育委員会 2016年3月

一丁野屋敷遺跡－第２次発掘調査報告－　久留米市文化財調査報告書　第３６７集 福岡県：久留米市教育委員会 2016年3月

平成２７年度　久留米市内遺跡群　大園遺跡（第４次調査）　朝妻焼古窯跡（第２次調査）　延命遺跡（第１
次調査）　立小路遺跡（第３次調査）　吉木古墳群（第３次調査）　益生田古墳群（第４次調査）／久留米市
文化財調査報告書　第３６８集

福岡県：久留米市教育委員会 2016年3月

久留米市埋蔵文化財調査集報ⅩⅥ　念仏塚遺跡（第６次）　筒川遺跡（第２次）　筑後国府跡（第２７４次）／
久留米市文化財調査報告書　第３６９集

福岡県：久留米市教育委員会 2016年3月

久留米市文化財保護課年報　Ｖｏｌ．１１　平成２５年度版 福岡県：久留米市 2016年3月

大宰府条坊跡４６　－坂本・五条・朱雀地区の調査－／太宰府市の文化財　第１２７集 福岡県：太宰府市教育委員会 2015年12月

太宰府・佐野地区遺跡群２７　－前田・宮ノ本・日焼・久郎利・長浦地区の調査－／太宰府市の文化財　第
１２８集

福岡県：太宰府市教育委員会 2016年3月

水城跡３　－水城跡第４１・４２・４８・４９次・姿見井の調査－／太宰府市の文化財　第１２９集 福岡県：太宰府市教育委員会 2016年3月

古賀市鹿部土地区画整理事業関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅰ　－権現遺跡１次・播摩遺跡・小牧遺跡２
次・小牧遺跡３次－／古賀市文化財調査報告書　第３９集

福岡県：古賀市教育委員会 2006年3月

花見遺跡第６地点　福岡県古賀市花見所在の弥生時代遺跡調査報告／古賀市文化財調査報告書　第４２
集

福岡県：古賀市教育委員会 2006年3月

古賀市鹿部土地区画整理事業関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅱ　福岡県古賀市鹿部所在の日焼遺跡２
次調査報告／古賀市文化財調査報告書　第４３集

福岡県：古賀市教育委員会 2006年3月

古賀市鹿部土地区画整理事業関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅲ　－鹿部井ノ上遺跡１区－／古賀市文化
財調査報告書　第４４集

福岡県：古賀市教育委員会 2006年3月

馬渡・束ヶ浦遺跡２（Ｇ地区調査の報告）　－総合健康文化公園建設工事に伴う埋蔵文化財調査報告　２－
／古賀市文化財調査報告書　第４７集

福岡県：古賀市教育委員会 2007年3月

鹿部土地区画整理事業関係埋蔵文化財調査報告５　（福岡県古賀市鹿部所在の井ノ上遺跡２区調査）／
古賀市文化財調査報告書　第４８集

福岡県：古賀市教育委員会 2007年3月

古賀市鹿部土地区画整理事業関係埋蔵文化財発掘調査報告Ⅵ　－木ノ下遺跡－／古賀市文化財調査
報告書　第４９集

福岡県：古賀市教育委員会 2007年3月

青柳篠林地区遺跡の埋蔵文化財調査　（福岡県古賀市青柳所在の瓜尾・梅ヶ内古墳群と古代遺跡の調査
報告）／－青柳篠林地区物流団地工事に伴う埋蔵文化財調査報告－／古賀市文化財調査報告書　第６６
集

福岡県：古賀市教育委員会 2015年3月

流遺跡３　（福岡県古賀市千鳥所在の遺跡調査報告）／－独立行政法人国立病院機構福岡東医療セン
ター病棟等建替整備工事に伴う流遺跡第３次調査地埋蔵文化財調査報告－／福岡県古賀市文化財調査
報告書　第６９集

福岡県：古賀市教育委員会 2016年3月

国史跡指定記念企画展「船原古墳展」　 福岡県：古賀市教育委員会 2016年10月

船原古墳１　福岡県古賀市文化財調査報告書　第６８集 福岡県：福岡県古賀市教育委員会 2016年3月

草場上二ノ坪遺跡　平島地区湛水防除事業関係埋蔵文化財発掘調査報告／行橋市文化財調査報告書
第５７集

福岡県：行橋市教育委員会 2015年10月

福原長者原遺跡　－福岡県行橋市南泉所在古代官衙遺跡の調査－／行橋市文化財調査報告書　第５８集 福岡県：行橋市教育委員会 2016年3月

入覚大原遺跡２　県営ほ場整備事業（入覚地区）関係埋蔵文化財発掘調査報告　５／行橋市文化財調査
報告書　第５９集

福岡県：行橋市教育委員会 2016年3月

福富小畑遺跡Ｃ地点　行橋市文化財調査報告書　第６０集 福岡県：行橋市教育委員会 2016年3月

三雲・井原遺跡Ⅸ　－三雲南小路・上覚・屋敷・ヤリミゾ・井原ヤリミゾ地区の調査－／糸島市文化財調査報
告書　第１３集

福岡県：糸島市教育委員会 2014年3月

糸島市立伊都国歴史博物館紀要　第８号 福岡県：糸島市立伊都国歴史博物館 2013年3月

糸島市立伊都国歴史博物館紀要　第９号 福岡県：糸島市立伊都国歴史博物館 2014年3月

糸島市立伊都国歴史博物館紀要　第１０号 福岡県：糸島市立伊都国歴史博物館 2015年3月

糸島市立伊都国歴史博物館年報　１０－平成２５年度－ 福岡県：糸島市立伊都国歴史博物館 2014年6月

糸島市立伊都国歴史博物館年報　１１－平成２６年度－ 福岡県：糸島市立伊都国歴史博物館 2015年6月

宗像大社　平成ノ大造営－時満ちて道ひらく－　 福岡県：宗像市 不明

深田遺跡群　－福岡県宗像市田島所在遺跡の発掘調査報告－／宗像市文化財調査報告書　第７２集 福岡県：宗像市教育委員会 2015年3月

国史跡田熊石畑遺跡整備事業報告書　 福岡県：宗像市教育委員会 2016年3月

国史跡田熊石畑遺跡整備事業概要版　 福岡県：宗像市教育委員会 2016年3月

むなかたの文化財　－平成２０・２１年度文化財保護事業－ 福岡県：宗像市教育委員会 2011年3月

むなかたの文化財　－平成２２年度文化財保護事業－ 福岡県：宗像市教育委員会 2012年3月

海の道むなかた展示図録　 福岡県：宗像市郷土文化学習交流館 2012年4月

海の道むなかた館年報　Ⅲ　平成２６年度の報告 福岡県：海の道むなかた館 2015年9月

埋蔵文化財調査報告書８　－平成２６年度国庫補助事業市内遺跡調査報告書－／乙隈遺跡　前沢遺跡／
小郡市文化財調査報告書　第２９９集

福岡県：小郡市教育委員会 2016年3月

国指定史跡小郡官衙遺跡群　小郡官衙遺跡　小郡市文化財調査報告書　第３００集 福岡県：小郡市教育委員会 2016年3月

大保西小路遺跡４・５　－福岡県小郡市大保所在遺跡の調査報告－／小郡市文化財調査報告書　第３０１
集

福岡県：小郡市教育委員会 2016年3月

小郡前伏遺跡４　－福岡県小郡市小郡所在遺跡の調査報告－／小郡市文化財調査報告書　第３０２集 福岡県：小郡市教育委員会 2016年3月

福童町遺跡１２　－福岡県小郡市福童所在遺跡の調査報告－／小郡市文化財調査報告書　第３０３集 福岡県：小郡市教育委員会 2016年3月

三沢古賀遺跡４　－福岡県小郡市三沢所在遺跡の調査報告－／小郡市文化財調査報告書　第３０４集 福岡県：小郡市教育委員会 2016年3月

大保西小路遺跡３　－福岡県小郡市大保所在遺跡の調査報告－／小郡市文化財調査報告書　第３０５集 福岡県：小郡市教育委員会 2016年3月

大板井遺跡２９　－福岡県小郡市大板井所在遺跡の調査報告－／小郡市文化財調査報告書　第３０６集 福岡県：小郡市教育委員会 2016年3月

大保西小路遺跡６　－福岡県小郡市大保所在遺跡の調査報告－／小郡市文化財調査報告書　第３０７集 福岡県：小郡市教育委員会 2016年3月

村遺跡　中間市文化財調査報告書　第６集 福岡県：中間市教育委員会 2016年3月

なかまをまなぶ　中間市文化財・歴史のパンフレット 福岡県：中間市教育委員会 2016年3月

なかまをまなぶ　わくわくクイズ 福岡県：中間市教育委員会 2016年

小石原川ダム文化財関係調査報告書　朝倉市文化財調査報告書　第１７集 福岡県：朝倉市教育委員会 2013年2月

黒川院Ⅲ　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１９集 福岡県：朝倉市教育委員会 2013年3月
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朝倉市文化財年報　（平成２３年度） 福岡県：朝倉市教育委員会 2013年3月

羽高遺跡　福岡県直方市大字頓野所在の遺跡の調査／直方市文化財調査報告書　第４５集 福岡県：直方市教育委員会 2014年3月

光福寺遺跡Ⅱ　福岡県直方市大字下境所在の遺跡の調査／直方市文化財調査報告書　第４６集 福岡県：直方市教育委員会 2016年3月

三井田川鉱業所伊田坑跡　福岡県田川市所在炭鉱遺跡発掘調査報告／田川市文化財調査報告書　第１
５集

福岡県：田川市教育委員会 2016年3月

八女市内遺跡群７　福岡県八女市緒玉所在遺跡の発掘調査報告書／八女市文化財調査報告書　第１１１
集

福岡県：八女市教育委員会 2016年3月

八女市内遺跡群８　福岡県八女市新庄・国武所在遺跡の発掘調査報告書／八女市文化財調査報告書
第１１２集

福岡県：八女市教育委員会 2016年3月

八女市内遺跡群９　福岡県八女市酒井田所在　二反田遺跡発掘調査報告書／八女市文化財調査報告書
第１１３集

福岡県：八女市教育委員会 2016年3月

中甸遺跡　矢部川災害復旧助成事業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
１１４集

福岡県：八女市教育委員会 2016年3月

荒巻遺跡　県道鯰田中線関係埋蔵文化財調査報告　第３集／福岡県飯塚市川島所在遺跡の調査／飯塚
市文化財調査報告書　第４９集

福岡県：飯塚市教育委員会 2016年3月

目尾炭坑跡　福岡県飯塚市目尾所在炭鉱遺跡の調査／飯塚市文化財調査報告書　第５０集 福岡県：飯塚市教育委員会 2016年3月

池田横穴群Ⅱ　福岡県飯塚市菰田東字池田所在横穴墓群発掘調査報告書／飯塚市文化財調査報告書
第５１集

福岡県：飯塚市教育委員会 2016年3月

勝浦塩田遺跡　経営体育成基盤整備事業（浜田地区）に伴う埋蔵文化財発掘調査／福津市文化財調査
報告書　第１２集

福岡県：福津市教育委員会 2015年3月

宮司志良部遺跡第４地点　福岡県福津市宮司二丁目所在遺跡の調査／福津市文化財調査報告書　第１３
集

福岡県：福津市教育委員会 2015年3月

蓮鳥遺跡第２地点（２）　福津市文化財調査報告書　第１４集 福岡県：福津市教育委員会 2015年3月

井尻遺跡第６地点　福津市文化財調査報告書　第１５集 福岡県：福津市教育委員会 2016年3月

畦町遺跡第１次　福岡県福津市畦町所在遺跡の調査／福津市文化財調査報告書　第１６集 福岡県：福津市教育委員会 2016年3月

津屋崎古墳群 福岡県：福津市教育委員会 不明

東蒲池大内曲り遺跡　国営筑後川下流土地改良事業に係る埋蔵文化財の調査報告書／福岡県柳川市東
蒲池所在遺跡の調査／柳川市文化財調査報告書　第２集

福岡県：柳川市教育委員会 2007年2月

徳益八枝遺跡　携帯電話基地局鉄塔建設に係る埋蔵文化財の調査報告書／福岡県柳川市大和町徳益
字八枝所在遺跡の調査／柳川市文化財調査報告書　第６集

福岡県：柳川市教育委員会 2008年3月

京町遺跡　柳川市文化財調査報告書　第７集 福岡県：柳川市教育委員会 2009年3月

蓮池遺跡　－福岡県柳川市東蒲池所在遺跡の調査－／柳川市文化財調査報告書　第９集 福岡県：柳川市教育委員会 2016年3月

上町遺跡Ⅰ　－福岡県柳川市上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１０集 福岡県：柳川市教育委員会 2016年3月

下百町遺跡群Ⅰ　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　Ⅰ／－福岡県柳川
市蒲船津所在遺跡の調査－／柳川市文化財調査報告書　第１１集

福岡県：柳川市教育委員会 2016年3月

若菜北原遺跡　第１次調査　福岡県筑後市大字若菜所在遺跡の調査／筑後市文化財調査報告書　第１１
３集

福岡県：筑後市教育委員会 2016年3月

御二田遺跡Ⅱ　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１２集

福岡県：みやま市教育委員会 2016年3月

木城遺跡群　－川崎町大字安眞木所在の埋蔵文化財発掘調査－／川崎町文化財調査報告書　第１６集 福岡県：川崎町教育委員会 2016年3月

川崎の文化財　～町内の指定文化財マップ～ 福岡県：川崎町教育委員会 2016年3月

高樋小道遺跡４次　高樋八田遺跡１次　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５０集

福岡県：大刀洗町教育委員会 2012年3月

福岡県指定文化財今村教会堂建築的調査　建築史的調査報告書　大刀洗町文化財調査報告書　第５１
集

福岡県：大刀洗町教育委員会 2012年3月

史跡下高橋官衙遺跡周辺遺跡６（下高橋上野遺跡第１０次調査）　福岡県三井郡大刀洗町大字下高橋所
在遺跡の調査／大刀洗町文化財調査報告書　第５２集

福岡県：大刀洗町教育委員会 2013年3月

史跡下高橋官衙遺跡整備事業　福岡県三井郡大刀洗町所在史跡下高橋官衙遺跡整備事業報告書／大
刀洗町文化財調査報告書　第５４集

福岡県：大刀洗町教育委員会 2014年3月

本郷三原遺跡　福岡県三井郡大刀洗町大字本郷所在遺跡の調査／大刀洗町文化財調査報告書　第５５
集

福岡県：大刀洗町教育委員会 2014年3月

高樋木ノ間遺跡２・３・４　福岡県三井郡大刀洗町大字高樋所在遺跡の発掘調査報告書／大刀洗町文化財
調査報告書　第５６集

福岡県：大刀洗町教育委員会 2012年3月

邪宗門一件口書帳　平田松雄収集資料　１／大刀洗町文化財調査報告書　第５９集 福岡県：大刀洗町教育委員会 2015年10月

東小田峯遺跡Ⅰ－昭和６２年度の調査－（上巻）　福岡県朝倉郡筑前町東小田所在遺跡調査報告／筑前
町文化財調査報告書　第１９集

福岡県：筑前町教育委員会 2016年3月

東小田峯遺跡Ⅰ－昭和６２年度の調査－（下巻）　福岡県朝倉郡筑前町東小田所在遺跡調査報告／筑前
町文化財調査報告書　第１９集

福岡県：筑前町教育委員会 2016年3月

玉虫遺跡・三牟田西田遺跡　福岡県朝倉郡筑前町曽根田・三牟田所在の遺跡調査報告書／筑前町文化
財調査報告書　第２０集

福岡県：筑前町教育委員会 2016年3月

英彦山総合調査報告書（本文編）　添田町文化財調査報告書　第１集 福岡県：添田町教育委員会 2016年3月

英彦山総合調査報告書（資料編）　添田町文化財調査報告書　第１集 福岡県：添田町教育委員会 2016年3月

国作銅遺跡　福岡県京都郡豊津町大字国作所在遺跡の調査／豊津町文化財調査報告書　第３１集 福岡県：豊津町教育委員会 2005年7月

吉富町内遺跡等詳細分布調査報告書　吉富町文化財調査報告書　第５集 福岡県：吉富町教育委員会 2016年3月

尾園口遺跡　福岡県糟屋郡久山町所在遺跡の発掘調査報告書／久山町文化財調査報告　第２０集 福岡県：久山町教育委員会 2016年3月

豊前国府跡御所地区Ⅱ　共同販売拠点（アンテナショップ）による地域産品等の販路開拓支援事業に係る
埋蔵文化財調査報告／－福岡県京都郡みやこ町国作地区所在遺跡の調査－／みやこ町文化財調査報
告書　第１３集

福岡県：みやこ町教育委員会 2015年12月

蔵持山遺跡群Ⅱ　県代行林道事業蔵持山線林道開設工事に係る埋蔵文化財調査報告／－福岡県京都
郡みやこ町犀川上高屋地区所在遺跡の調査－／みやこ町文化財調査報告書　第１４集

福岡県：みやこ町教育委員会 2016年3月

●佐賀県●
寺ノ元遺跡・上平野遺跡　－西九州自動車道建設に係る文化財調査報告書　（１７）－／佐賀県文化財調
査報告書　第２１０集

佐賀県：佐賀県教育委員会 2016年3月

吉野ヶ里遺跡　－国営吉野ケ里歴史公園整備に伴う埋蔵文化財調査報告書　３－　（第１分冊）／佐賀県
文化財調査報告書　第２１１集

佐賀県：佐賀県教育委員会 2016年3月

吉野ヶ里遺跡　－国営吉野ケ里歴史公園整備に伴う埋蔵文化財調査報告書　３－　（第２分冊）／佐賀県
文化財調査報告書　第２１１集

佐賀県：佐賀県教育委員会 2016年3月

松土居２区　－国道４４４号（永田工区）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２１２集

佐賀県：佐賀県教育委員会 2016年3月

佐賀県の中近世城館　第５集　各説編４（名護屋城跡並びに陣跡）　佐賀県中近世城館跡緊急分布調査報
告書　Ⅴ／佐賀県文化財調査報告書　第２１３集

佐賀県：佐賀県教育委員会 2016年3月

吉野ヶ里遺跡－弥生時代の墓地－（第１分冊）（遺跡南部・中央部１）　佐賀県文化財調査報告書　第２１４
集

佐賀県：佐賀県教育委員会 2016年3月

吉野ヶ里遺跡－弥生時代の墓地－（第２分冊）（遺跡北部１）　佐賀県文化財調査報告書　第２１４集 佐賀県：佐賀県教育委員会 2016年3月

吉野ヶ里遺跡－弥生時代の墓地－（第３分冊）（遺跡中央部・北部２）　佐賀県文化財調査報告書　第２１４
集

佐賀県：佐賀県教育委員会 2016年12月

特別企画展　日本磁器の源流　有田焼創業４００年記念イヤーイベント　ｉｎ　九州陶磁文化館 佐賀県：佐賀県立九州陶磁文化館 2016年12月
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特別企画展　日本磁器の源流　有田焼創業４００年記念イヤーイベント　ｉｎ　九州陶磁文化館 佐賀県：佐賀県立九州陶磁文化館 2016年12月

特別史跡「名護屋城跡並びに陣跡」名護屋城跡－本丸御殿跡Ⅰ－　佐賀県立名護屋城博物館調査報告
書　第１２集

佐賀県：佐賀県立名護屋城博物館 2016年3月

幕末佐賀藩三重津海軍所関係文献調査報告書　佐賀市重要産業遺跡関係調査報告書　第九集 佐賀県：佐賀市教育委員会 2016年3月

東名遺跡群Ⅲ－東名遺跡第３～６貝塚（保存地区）の調査－　東名遺跡再整理事業に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書　１／佐賀市埋蔵文化財調査報告書　第８５集

佐賀県：佐賀市教育委員会 2014年3月

佐賀市埋蔵文化財確認調査報告書－２０１３年度－　佐賀市埋蔵文化財調査報告書　第９２集 佐賀県：佐賀市教育委員会 2016年3月

春日丘遺跡－１１～１３区の調査－　佐賀市埋蔵文化財調査報告書　第９３集 佐賀県：佐賀市教育委員会 2016年3月

野田遺跡Ⅱ－２～４区の調査－　佐賀市埋蔵文化財調査報告書　第９４集 佐賀県：佐賀市教育委員会 2016年3月

東千布遺跡－１７区の調査－　佐賀市埋蔵文化財調査報告書　第９５集 佐賀県：佐賀市教育委員会 2016年3月

一丁田遺跡－１区の調査－　佐賀市埋蔵文化財調査報告書　第９６集 佐賀県：佐賀市教育委員会 2016年3月

榎木遺跡－６区の調査－　佐賀市埋蔵文化財調査報告書　第９７集 佐賀県：佐賀市教育委員会 2016年3月

森田遺跡－７区の調査－　佐賀市埋蔵文化財調査報告書　第９８集 佐賀県：佐賀市教育委員会 2016年3月

増田遺跡群Ⅶ－増田遺跡１０区の調査－　佐賀市埋蔵文化財調査報告書　第９９集 佐賀県：佐賀市教育委員会 2016年3月

東名遺跡群Ⅳ－東名遺跡群総括報告書－第１分冊【堆積層・遺構編】　東名遺跡再整理事業に伴う埋蔵
文化財発掘調査報告書　２／佐賀市埋蔵文化財調査報告書　第１００集

佐賀県：佐賀市教育委員会 2016年3月

東名遺跡群Ⅳ－東名遺跡群総括報告書－第２分冊【遺物編１】　東名遺跡再整理事業に伴う埋蔵文化財
発掘調査報告書　２／佐賀市埋蔵文化財調査報告書　第１００集

佐賀県：佐賀市教育委員会 2016年3月

東名遺跡群Ⅳ－東名遺跡群総括報告書－第３分冊【遺物編２】　東名遺跡再整理事業に伴う埋蔵文化財
発掘調査報告書　２／佐賀市埋蔵文化財調査報告書　第１００集

佐賀県：佐賀市教育委員会 2016年3月

東名遺跡群Ⅳ－東名遺跡群総括報告書－第４分冊【総括編】　東名遺跡再整理事業に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書　２／佐賀市埋蔵文化財調査報告書　第１００集

佐賀県：佐賀市教育委員会 2016年3月

市内遺跡確認調査概要報告書Ⅷ　－神埼市内埋蔵文化財確認調査（平成２６年度）の概要－／神埼市文
化財調査報告書　第２４集

佐賀県：神埼市教育委員会 2016年3月

上峰町内遺跡確認調査Ⅰ　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－平成元年度
～平成５年度－／上峰町文化財調査報告書　第３２集

佐賀県：上峰町教育委員会 2010年3月

上峰町内遺跡確認調査Ⅱ　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６年度
～平成１０年度－／上峰町文化財調査報告書　第３３集

佐賀県：上峰町教育委員会 2011年3月

上峰町内遺跡確認調査Ⅲ　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１１年度
～平成１５年度－／上峰町文化財調査報告書　第３４集

佐賀県：上峰町教育委員会 2012年3月

上峰町内遺跡確認調査Ⅳ　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１６年度
～平成２０年度－／上峰町文化財調査報告書　第３６集

佐賀県：上峰町教育委員会 2013年3月

上峰町内遺跡確認調査Ⅴ　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２１年度
～平成２４年度－／上峰町文化財調査報告書　第３７集

佐賀県：上峰町教育委員会 2014年3月

上峰町内遺跡確認調査Ⅵ　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２５年度
－／上峰町文化財調査報告書　第３９集

佐賀県：上峰町教育委員会 2015年3月

●長崎県●
下羽付遺跡　主要地方道佐世保日野松浦線道路改良工事に係る埋蔵文化財発掘調査／長崎県埋蔵文
化財センター調査報告書　第１７集

長崎県：長崎県教育委員会 2016年3月

原の辻遺跡　総集編Ⅱ　－平成１７年度から平成２６年度までの調査成果－／長崎県埋蔵文化財センター
調査報告書　第１８集

長崎県：長崎県教育委員会 2016年3月

中田遺跡・専岩遺跡　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　Ⅰ
／新幹線文化財調査事務所調査報告書　第１集

長崎県：長崎県教育委員会 2017年2月

平野遺跡　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　Ⅱ／新幹線文
化財調査事務所調査報告書　第２集

長崎県：長崎県教育委員会 2017年2月

上三反田遺跡　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　Ⅲ／新幹
線文化財調査事務所調査報告書　第３集

長崎県：長崎県教育委員会 2017年3月

竹松遺跡Ⅰ　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　Ⅳ／新幹線
文化財調査事務所調査報告書　第４集

長崎県：長崎県教育委員会 2017年2月

小路口遺跡　都市計画道路池田沖田線街路改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　Ⅰ／長崎県文
化財調査報告書　第２１３集

長崎県：長崎県教育委員会 2017年2月

竹松遺跡　都市計画道路池田沖田線街路改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　Ⅱ／長崎県文化
財調査報告書　第２１４集

長崎県：長崎県教育委員会 2017年3月

黒丸遺跡　県立ろう学校移転改築工事に伴う埋蔵文化財調査報告書／長崎県文化財調査報告書　第２１
５集

長崎県：長崎県教育委員会 2016年12月

長崎県埋蔵文化財調査年報　２３［平成２６年度調査分］ 長崎県：長崎県教育委員会 2016年3月

長崎県埋蔵文化財センター研究紀要　第６号 長崎県：長崎県埋蔵文化財センター 2016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１１号 長崎県：長崎県埋蔵文化財センター 2016年

史跡長崎台場跡四郎ヶ島台場跡保存管理計画書 長崎県：長崎市教育委員会 2016年3月

長崎原爆遺跡調査報告書（Ⅰ） 長崎県：長崎市原爆被爆対策部被爆継承課 2016年3月

史跡福井洞窟発掘調査報告書　佐世保市文化財調査報告書　第１４集 長崎県：佐世保市教育委員会 2016年3月

今屋敷家老屋敷跡　－対馬市観光情報館ふれあい処つしま建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
－／対馬市文化財調査報告書　第９集

長崎県：対馬市教育委員会 2016年3月

旧金石城庭園　金石城跡保存整備事業に伴う範囲確認調査報告書（遺物写真編）／対馬市文化財調査
報告書　第１０集

長崎県：対馬市教育委員会 2016年3月

●熊本県●
新屋敷遺跡６　－国土交通省白川河川改修工事に伴う埋蔵文化財発掘調査－／熊本県文化財調査報告
第３１７集

熊本県：熊本県教育委員会 2016年3月

飛田遺跡群２　一般国道３号熊本北バイバス改築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３１８集

熊本県：熊本県教育委員会 2016年3月

北中島西原遺跡　－九州横断自動車道延岡線建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書（本文編）－
／熊本県文化財調査報告　第３１９集

熊本県：熊本県教育委員会 2016年3月

北中島西原遺跡　－九州横断自動車道延岡線建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書（図版編）－
／熊本県文化財調査報告　第３１９集

熊本県：熊本県教育委員会 2016年3月

新南部遺跡群（１０・１１次）　吉原遺跡　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
／熊本県文化財調査報告　第３２０集

熊本県：熊本県教育委員会 2016年3月

託麻弓削遺跡群・中江遺跡　－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書　（２）
－／熊本県文化財調査報告　第３２１集

熊本県：熊本県教育委員会 2016年3月

志柿城跡　－江川防災・安全対策等緊急工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告－／熊本県文化財調査報
告　第３２２集

熊本県：熊本県教育委員会 2016年3月

伝大道寺跡遺跡群２　－熊本地方気象台ウインドプロファイラー発動発電機工事に伴う埋蔵文化財発掘調
査－／熊本県文化財調査報告　第３２３集

熊本県：熊本県教育委員会 2016年3月

鞠智城シンポジウム二〇一五成果報告書　律令国家と西の護り、鞠智城　～古代山城の中での鞠智城の
役割・機能を考えるとともに、東北の古代城柵と比較する～

熊本県：熊本県教育委員会 2016年3月

第３次鞠智城跡保存整備基本計画 熊本県：熊本県教育委員会 2016年3月

古代山城に関する研究会　築城技術と遺物からみた古代山城　発表資料集 熊本県：熊本県教育委員会 2016年2月

文化財通信くまもと　第３４号 熊本県：熊本県教育委員会 2016年3月

峠南平遺跡　鐙田中尾遺跡　沖遺跡　南尾迫地区経営体育成基盤整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査
報告書／熊本市の文化財　第５０集

熊本県：熊本市教育委員会 2016年2月
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茶臼塚遺跡　熊本市植木地域農産物の駅建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／熊本市の文化財
第５１集

熊本県：熊本市教育委員会 2016年3月

新南部遺跡群１　－新南部遺跡群第２３次調査区（平成２５年度）発掘調査報告書－／白川河川激甚災害
対策特別緊急事業にともなう埋蔵文化財発掘調査報告書／熊本市の文化財　第５２集

熊本県：熊本市教育委員会 2016年3月

新南部遺跡群２　－新南部遺跡群第２３次調査区（平成２６年度）発掘調査報告書－／白川河川激甚災害
対策特別緊急事業にともなう埋蔵文化財発掘調査報告書　（２）／熊本市の文化財　第５３集

熊本県：熊本市教育委員会 2016年3月

渡鹿遺跡群Ⅰ　－渡鹿遺跡群第７次調査区発掘調査報告書－／白川河川激甚災害対策特別緊急事業
にともなう埋蔵文化財発掘調査報告書／熊本市の文化財　第５４集

熊本県：熊本市教育委員会 2016年3月

桑鶴遺跡群１　－一般県道砂原四方寄線道路改良工事に伴う埋蔵文化財調査報告　（１）－／熊本市の文
化財　第５５集

熊本県：熊本市教育委員会 2016年3月

東中原遺跡・山頭遺跡Ⅱ　一般国道３号植木バイパス改築事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告　第２分冊
／熊本市の文化財　第５６集

熊本県：熊本市教育委員会 2016年3月

舟底遺跡Ⅰ　第６次・９次調査・田原坂資料館改築事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告／熊本市の文化
財　第５７集

熊本県：熊本市教育委員会 2016年3月

五丁目中原遺跡Ⅰ　－一般県道砂原四方寄線道路改良工事に伴う埋蔵文化財調査報告　（２）－／熊本
市の文化財　第５８集

熊本県：熊本市教育委員会 2016年3月

大江遺跡群１２－平成２７年度－　〔調査報告〕第３０次調査区　第３８次調査区　第６３次調査区　第７３次調
査区　第９４次調査区　第１０１次調査区　第１０９次調査区　第１１３次調査区　第１１６次調査区　第１１７次
調査区　第１１９次調査区　第１２３次調査区　第１２６次調査区　第１３０次調査区　第１３２次調査区　第１３５
次調査区　第１４３次調査区／熊本市の文化財　第６０集

熊本県：熊本市教育委員会 2016年9月

熊本市埋蔵文化財発掘調査報告集－平成２７年度－第１分冊　［調査報告］二本木遺跡群第１７次調査区
二本木遺跡群第５２次調査区　二本木遺跡群第５７次調査区　二本木遺跡群第７６次調査区　二本木遺跡
群第７９次調査区　国分寺跡第１５次調査区　国分寺跡第１６次調査区　陳山廃寺第１８次調査区　陳山廃
寺第２８次調査区　陳山廃寺第３１次調査区　陳山廃寺第３３次調査区　陳山廃寺第３４次調査区　新南部
遺跡群第１７次調査区　渡鹿遺跡群第２次調査区　大江白川遺跡第３次調査区　新屋敷遺跡第８次調査区
新屋敷遺跡第２０次調査区　新屋敷遺跡第３１次調査区　新屋敷遺跡第３９次調査区　新屋敷遺跡第６３次
調査区　新屋敷遺跡第６４次調査区　黒髪町遺跡群第７次調査区　〔付論〕二本木遺跡群第４８次調査区出
土の中世人骨／熊本市の文化財　第６１集

熊本県：熊本市教育委員会 2016年9月

熊本市埋蔵文化財発掘調査報告集－平成２７年度－第２分冊　［調査報告］五丁中原遺跡群第２次調査区
飛田遺跡群第１次調査区　飛田遺跡群第１０次調査区　清水町遺跡群第７次調査区　亀井遺跡群第１次調
査区　神水遺跡第７次調査区　神水遺跡第３６次調査区　神水遺跡跡第４９次調査区　江津湖遺跡群第１７
次調査区　江津湖遺跡群第３０次調査区　古町遺跡第４次調査区　供合松ノ上遺跡第１次調査区　長嶺遺
跡群第１３次調査区　帯山遺跡第１次調査区　帯山遺跡第２次調査区　沼山津遺跡第１次調査区　沼山津
遺跡第２次調査区　沼山津遺跡第４次調査区　沼山津遺跡第５次調査区　戸坂遺跡第２次調査区　白藤遺
跡群第１８次調査区　八ッ尾遺跡平成５年度調査　陳内廃寺平成４年度調査／熊本市の文化財　第６１集

熊本県：熊本市教育委員会 2016年9月

熊本市埋蔵文化財調査年報　第１８号　－平成２６年度－ 熊本県：熊本市教育委員会 2016年3月

熊本城跡飯田丸一帯復元整備事業報告書　発掘調査　石垣保存修理・復元　飯田丸五階櫓復元 熊本県：熊本市 2005年3月

特別史跡熊本城跡馬具櫓復元整備事業報告書 熊本県：熊本市熊本城総合事務所 2016年3月

特別史跡熊本城跡総括報告書　整備事業編 熊本県：熊本市、熊本市熊本城調査研究センター 2016年3月

熊本城跡発掘調査報告書２－本丸御殿の調査－　第１分冊　熊本城調査研究センター報告書　第２集 熊本県：熊本市熊本城調査研究センター 2016年3月

熊本城跡発掘調査報告書２－本丸御殿の調査－　第２分冊　熊本城調査研究センター報告書　第２集 熊本県：熊本市熊本城調査研究センター 2016年3月

熊本城跡発掘調査報告書２－本丸御殿の調査－　第３分冊　熊本城調査研究センター報告書　第２集 熊本県：熊本市熊本城調査研究センター 2016年3月

熊本城跡発掘調査報告書３－石垣修理工事と工事に伴う調査－　第１分冊　熊本城調査研究センター報
告書　第３集

熊本県：熊本市熊本城調査研究センター 2016年3月

熊本城跡発掘調査報告書３－石垣修理工事と工事に伴う調査－　第２分冊　熊本城調査研究センター報
告書　第３集

熊本県：熊本市熊本城調査研究センター 2016年3月

熊本城調査研究センター年報　２　平成２７年度 熊本県：熊本市熊本城調査研究センター 2016年7月

史跡宇土城跡保存管理計画書 熊本県：熊本県宇土市教育委員会 2016年3月

上津浦城跡１　天草市文化財調査報告書　第５集 熊本県：天草市教育委員会 2016年3月

大矢遺跡保存活用計画書 熊本県：天草市教育委員会 2016年2月

中前田遺跡・寺ノ奥遺跡　市内遺跡発掘調査事業報告書　第１１集 大分県：宇佐市教育委員会 2016年3月

市内遺跡発掘調査概報２４　平成２７年度調査の概報 大分県：宇佐市教育委員会 2016年3月

内野遺跡　嘉島東部台地土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／嘉島町文化財調査報
告　第２集

熊本県：嘉島町教育委員会 2016年10月

牧野城跡・小乙城跡　－菊水町所在の中世城跡－／菊水町文化財調査報告　第１５集 熊本県：菊水町教育委員会 2001年3月

乙城跡・江田城跡　－菊水町所在の中世城跡－／菊水町文化財調査報告　第１６集 熊本県：菊水町教育委員会 2003年3月

屋敷遺跡　－馬場楠地内農業集落排水築造工事に伴う文化財調査報告書－／菊陽町文化財調査報告
第５集

熊本県：菊陽町教育委員会 2015年3月

馬場楠井手の鼻ぐり　菊陽町文化財調査報告　第６集 熊本県：菊陽町教育委員会 2016年3月

立石城跡・内田宮山城跡　－（旧）菊水町所在の中世城跡－／和水町文化財調査報告　第１集 熊本県：和水町教育委員会 2006年3月

諏訪原遺跡　共同住宅建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査／和水町文化財調査報告　第４集 熊本県：和水町教育委員会 2009年3月

内田今城跡　－（旧）菊水町所在の中世城跡－／和水町文化財調査報告　第５集 熊本県：和水町教育委員会 2009年3月

諏訪原遺跡　前原・浦谷線道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査／和水町文化財調査報告　第６集 熊本県：和水町教育委員会 2009年3月

日平城跡　和水町文化財調査報告　第８集 熊本県：和水町教育委員会 2013年3月

和水町検地帳集一　－江田地区一－　和水町郷土資料　第一集 熊本県：和水町教育委員会 2009年3月

和水町検地帳集一　－江田地区二－　和水町郷土資料　第一集 熊本県：和水町教育委員会 2009年3月

和水町検地帳集二　－花簇地区－　和水町郷土資料　第二集 熊本県：和水町教育委員会 2010年3月

和水町検地帳集三　－東郷地区－　和水町郷土資料　第三集 熊本県：和水町教育委員会 2010年3月

和水町検地帳集四　－川沿地区一－　和水町郷土資料　第四集 熊本県：和水町教育委員会 2011年3月

和水町検地帳集四　－川沿地区二－　和水町郷土資料　第四集 熊本県：和水町教育委員会 2011年3月

植木町史 熊本県：植木町 1981年3月

●大分県●
諫山遺跡　本文・遺物図版編　東九州自動車道（県境～宇佐間）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８６集

大分県：大分県教育庁埋蔵文化財センター 2016年3月

諫山遺跡　遺構図版・写真図版編　東九州自動車道（県境～宇佐間）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８６集

大分県：大分県教育庁埋蔵文化財センター 2016年3月

諫山遺跡　遺構一覧表・遺物一覧表　東九州自動車道（県境～宇佐間）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８６集

大分県：大分県教育庁埋蔵文化財センター 2016年3月

佐知遺跡　－東九州自動車道（県境～宇佐間）建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　（４）－／大
分県教育庁埋蔵文化財センター調査報告書　第８７集

大分県：大分県教育庁埋蔵文化財センター 2016年3月

森の木遺跡発掘調査報告書　東九州自動車道（佐伯～県境間）建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告
書　（４）／大分県教育庁埋蔵文化財センター調査報告書　第８８集

大分県：大分県教育庁埋蔵文化財センター 2016年3月

岩鼻岩陰遺跡　県営地蔵峠小田原線道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　（２）／大分県教
育庁埋蔵文化財センター調査報告書　第８９集

大分県：大分県教育庁埋蔵文化財センター 2016年3月

府内城三ノ丸遺跡Ⅲ　－大分県庁新館受変電棟新築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告－／大分県教
育庁埋蔵文化財センター調査報告書　第９０集

大分県：大分県教育庁埋蔵文化財センター 2016年3月

大分の中世石造遺物　第４集　写真図版編　大分県教育庁埋蔵文化財センター調査報告書　第９１集 大分県：大分県教育庁埋蔵文化財センター 2016年3月

大分県内遺跡発掘調査概報１９ 大分県：大分県教育庁埋蔵文化財センター 2016年3月
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新しい大分の考古学　豊の国考古学ライブラリー　１ 大分県：大分県教育庁埋蔵文化財センター 2015年3月

大分県教育庁埋蔵文化財センター年報　２ 大分県：大分県教育庁埋蔵文化財センター 2016年3月

大分県仏教美術調査報告２　中津寺町の寺院について 大分県：大分県立歴史博物館 2016年3月

大分県歴史資料調査報告３　大分大学図書館所蔵郷土資料 大分県：大分県立歴史博物館 2016年3月

大分県立歴史博物館年報　２０１５ 大分県：大分県立歴史博物館 2016年5月

勢家遺跡１　勢家遺跡第３次調査　集合住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／大分市埋蔵文化財
発掘調査報告書　第１３９集

大分県：大分市教育委員会 2015年12月

横尾遺跡１０　－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１４０集

大分県：大分市教育委員会 2016年3月

大友府内２２　中世大友府内町跡第９７・１０１次調査　病院建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　【本
文・表編】／大分市埋蔵文化財発掘調査報告書　第１４１集

大分県：大分市教育委員会 2016年3月

大友府内２２　中世大友府内町跡第９７・１０１次調査　病院建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　【図版
編】／大分市埋蔵文化財発掘調査報告書　第１４１集

大分県：大分市教育委員会 2016年3月

大友府内２３　中世大友府内町跡第１１２次調査　－集合住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－／
大分市埋蔵文化財発掘調査報告書　第１４２集

大分県：大分市教育委員会 2016年3月

大友府内２４　中世大友府内町跡第１１３次調査　－集合住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－／
大分市埋蔵文化財発掘調査報告書　第１４３集

大分県：大分市教育委員会 2016年3月

史跡大友氏遺跡整備基本計画（第１期） 大分県：大分市教育委員会 2015年12月

史跡大友氏遺跡整備基本計画（第１期）～概要版～ 大分県：大分市教育委員会 2015年12月

国指定史跡大分元町石仏－保存整備事業報告書－ 大分県：大分市教育委員会 2016年3月

大分市埋蔵文化財調査概要報告２０１５　平成２６年度 大分県：大分市教育委員会 2016年3月

別府市　市内遺跡確認調査報告書－鬼ノ岩屋古墳１号墳発掘調査の概要報告書－　－平成２６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　７／別府市埋蔵文化財発掘調査報告
書　第７集

大分県：別府市教育委員会 2016年3月

実相寺古墳群　－別府の大型横穴式石室墳に関する総括調査報告書－／別府市埋蔵文化財発掘調査
報告書　第８集

大分県：別府市教育委員会 2016年7月

長者屋敷遺跡の炭化米特性と稲作起源　『長者屋敷遺跡』別刷／中津市文化財調査報告書　第２６集 大分県：中津市教育委員会 2001年3月

銭渕遺跡　日田市埋蔵文化財調査報告書　第１２２集 大分県：日田市教育委員会 2016年3月

会所宮遺跡２次　日田市埋蔵文化財調査報告書　第１２３集 大分県：日田市教育委員会 2016年3月

城下町遺跡　市内遺跡発掘調査報告書　１７／日田市埋蔵文化財調査報告書　第１２４集 大分県：日田市教育委員会 2016年3月

史跡咸宜園跡保存整備事業報告書 大分県：日田市教育委員会 2016年3月

日田市埋蔵文化財年報　平成２７年度（２０１５年度） 大分県：日田市教育委員会 2016年6月

●宮崎県●
大年遺跡　県道飯野松山都城線（都城志布志道路）道路整備工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　１
／宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書　第２３７集

宮崎県：宮崎県埋蔵文化財センター 2016年3月

大窪第１遺跡　西久保地区河川改修事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／宮崎県埋蔵文化財セン
ター発掘調査報告書　第２３８集

宮崎県：宮崎県埋蔵文化財センター 2016年3月

都城市所在　中床丸遺跡（第一次・二次）　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
事に伴う発掘調査報告書　２／宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書　第２３９集

宮崎県：宮崎県埋蔵文化財センター 2016年3月

笹ヶ崎遺跡（第一次～第三次調査）　平成２７年度県道飯野松山都城線（都城志布志道路）梅北工区道路
整備工事に伴う発掘調査報告書　３／宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書　第２４０集

宮崎県：宮崎県埋蔵文化財センター 2016年3月

山ノ口原遺跡　平成２７年度西諸（二期）農業水利事業山之口原ファームポンド工事に係る埋蔵文化財発
掘調査報告書／宮崎県埋蔵文化財センター発掘調査報告書　第２４１集

宮崎県：宮崎県埋蔵文化財センター 2016年3月

みやざきの埋蔵文化財ハンドブック 宮崎県：宮崎県埋蔵文化財センター 2015年8月

宮崎県埋蔵文化財センター通信ひむか　第１８号 宮崎県：宮崎県埋蔵文化財センター 2016年3月

宮崎県埋蔵文化財センター　ＥＶＥＮＴ　ＣＡＬＥＮＤＡＲ　平成２８年度年間行事案内　２０１６年４月－２０１７
年３月

宮崎県：宮崎県埋蔵文化財センター 2016年4月

特別史跡西都原古墳群発掘調査・保存整備概要報告書（ⅩⅧ） 宮崎県：宮崎県教育委員会（宮崎県立西都原考古博物館） 2016年3月

それは何を運んだのか～古墳時代のフネ・舟・船～　関連講座「大王のひつぎ海をゆく～古代船がつない
だ人と心～」　平成２７年度宮崎県立西都原考古博物館企画展　Ⅱ

宮崎県：宮崎県立西都原考古博物館 2016年3月

宮崎県立西都原考古博物館研究紀要　第１２号 宮崎県：宮崎県立西都原考古博物館 2016年3月

宮崎県立西都原考古博物館年報　２０１５（平成２７）年度 宮崎県：宮崎県立西都原考古博物館 2016年6月

平成２８年度特別展　「化内の辺境～隼人と蝦夷～」 宮崎県：宮崎県立西都原考古博物館 2016年7月

２０１６年度国際交流展「馬韓・百済と南九州」 宮崎県：宮崎県立西都原考古博物館 2016年10月

佐土原城跡第６次調査　佐土原中学校公民館及び城の駅建設事業にかかる埋蔵文化財発掘調査報告書
／宮崎市文化財調査報告書　第１０９集

宮崎県：宮崎市教育委員会 2016年3月

高浜中原遺跡　基幹農道整備事業楠見３期地区Ａ工区に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／宮崎市文化
財調査報告書　第１１０集

宮崎県：宮崎市教育委員会 2016年2月

永尾遺跡（２区・３区・５区）　基幹農道整備事業巨田４期地区に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／宮崎市
文化財調査報告書　第１１１集

宮崎県：宮崎市教育委員会 2016年3月

下北方下郷第５遺跡　平成２５年度国宝重要文化財等保存整備費補助金対象事業発掘調査報告書／宮
崎市文化財調査報告書　第１１２集

宮崎県：宮崎市教育委員会 2016年3月

生目古墳群Ⅵ　生目２１号墳発掘調査報告書／宮崎市文化財調査報告書　第１１３集 宮崎県：宮崎市教育委員会 2016年3月

史跡穆佐城跡Ⅱ　穆佐城跡保存整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／宮崎市文化財調査報告
書　第１１４集

宮崎県：宮崎市教育委員会 2016年3月

新田原５９号墳　新田原６２・２１０号墳　国指定史跡「新田原古墳群」史跡整備に伴う発掘調査報告書　（３）
／新富町文化財調査報告書　第７１集

宮崎県：宮崎県新富町教育委員会 2016年3月

町内遺跡発掘調査報告書　持田遺跡確認調査（町道新設・町道拡幅、車待合場）／高鍋町埋蔵文化財調
査報告書　第１５集

宮崎県：高鍋町教育委員会 2016年3月

●鹿児島県●
田原迫ノ上遺跡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）　縄文時代前期以降編　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　（５）

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

2016年3月

田原迫ノ上遺跡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）　縄文時代前期以降編　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　（５）

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

2016年3月

天神段遺跡２（縄文時代前期～晩期編）　東九州自動車道建設（鹿屋串良ＪＣＴ～曽於弥五郎ＩＣ間）に伴う
埋蔵文化財発掘調査報告書／（曽於郡大崎町）　縄文時代前期～晩期編／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　（６）

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

2016年3月

町田堀遺跡　第１分冊　東九州自動車道建設（志布志ＩＣ～鹿屋串良ＪＣＴ）に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書／（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　（７）

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

2016年3月

町田堀遺跡　第２分冊　東九州自動車道建設（志布志ＩＣ～鹿屋串良ＪＣＴ）に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書／（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　（７）

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

2016年3月

町田堀遺跡　第３分冊　東九州自動車道建設（志布志ＩＣ～鹿屋串良ＪＣＴ）に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書／（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　（７）

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

2016年3月
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永吉天神段遺跡第１地点　東九州自動車道建設（志布志ＩＣ～鹿屋串良ＪＣＴ．）に伴う埋蔵文化財発掘調
査報告書／（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　（８）

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

2016年3月

白水Ｂ遺跡　一般国道２２０号古江バイパス建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書／（鹿屋市白水町）／
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　（９）

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

2016年3月

中郡遺跡群Ⅱ・中尾遺跡・前原遺跡　南九州西回り自動車道（出水阿久根道路）建設に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書／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　（１０）

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

2016年3月

かごしまの遺跡　第５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 2014年9月

かごしまの遺跡　第１０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 2016年6月

かごしまの遺跡　第１１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 2016年9月

かごしまの遺跡　第１２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1月

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２８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 2016年4月

金山水車（轟製錬所）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　（Ⅰ）／鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書　（１８６）

鹿児島県：鹿児島県立埋蔵文化財センター 2016年3月

鍛冶園遺跡　主要地方道枕崎知覧線（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／鹿
児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書　（１８７）

鹿児島県：鹿児島県立埋蔵文化財センター 2016年3月

広田Ⅲ遺跡・横峯Ｂ・Ｆ遺跡・一陣長崎鼻遺跡　－平成２４年度町内遺跡発掘調査等事業に伴う発掘調査
報告書－／南種子町埋蔵文化財発掘調査報告書　（１８）

鹿児島県：南種子町教育委員会 2016年3月

●沖縄県●
首里城跡　－銭蔵東区発掘調査報告書－／沖縄県立埋蔵文化財センター調査報告書　第８０集 沖縄県：沖縄県立埋蔵文化財センター 2016年2月

首里城跡　－銭蔵東区発掘調査報告書－／沖縄県立埋蔵文化財センター調査報告書　第８０集　DVD資
料

沖縄県：沖縄県立埋蔵文化財センター 2016年2月

慶良間諸島の遺跡　－平成２２～２７年度県内遺跡詳細分布調査報告書－／沖縄県立埋蔵文化財セン
ター調査報告書　第８１集

沖縄県：沖縄県立埋蔵文化財センター 2016年3月

慶良間諸島の遺跡　－平成２２～２７年度県内遺跡詳細分布調査報告書－／沖縄県立埋蔵文化財セン
ター調査報告書　第８１集　CD-ROM資料

沖縄県：沖縄県立埋蔵文化財センター 2016年3月

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３　－普天間古集落遺跡－／沖縄県立埋蔵文
化財センター調査報告書　第８３集

沖縄県：沖縄県立埋蔵文化財センター 2016年3月

中城御殿跡　－県営首里城公園中城御殿跡発掘調査報告書　（５）－／沖縄県立埋蔵文化財センター調
査報告書　第８４集

沖縄県：沖縄県立埋蔵文化財センター 2016年3月

中城御殿跡　－県営首里城公園中城御殿跡発掘調査報告書　（５）－／沖縄県立埋蔵文化財センター調
査報告書　第８４集　CD-ROM資料

沖縄県：沖縄県立埋蔵文化財センター 2016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Ⅲ 沖縄県：沖縄県立博物館・美術館 2016年3月

護岸の銃座　－中城湾港豊原海岸老朽化対策緊急事業に伴う緊急発掘調査報告書－／うるま市文化財
調査報告書　第２８集

沖縄県：沖縄県うるま市教育委員会 2016年3月

史跡勝連城跡保存管理計画　平成２８年３月改訂 沖縄県：うるま市教育委員会 2016年3月

瑞慶覧基地内病院地区に係る埋蔵文化財発掘調査報告書１　平成１９～２２年度　キャンプ瑞慶覧内米海
軍病院移設予定地区内発掘調査／宜野湾市文化財調査報告書　第５１集

沖縄県：沖縄県宜野湾市教育委員会 2016年3月

瑞慶覧基地内病院地区に係る埋蔵文化財発掘調査報告書２　平成２１～２６年度　キャンプ瑞慶覧内米海
軍病院移設予定地区内発掘調査／宜野湾市文化財調査報告書　第５２集

沖縄県：沖縄県宜野湾市教育委員会 2017年2月

市内埋蔵文化財発掘調査報告書３　平成１９・２２～２６年度基地内遺跡ほか発掘調査業務　野嵩上後原古
墓群　野嵩真境名家古墓　真志喜グスクヌハナ古墓群　真志喜グスクヌハナ古墓群第１１－１号墓　嘉数比
屋良川流域古墓群第０７－１号墓　喜友名前知花家之墓　大謝名久永地原第一古墓群第１３－１号墓／宜
野湾市文化財調査報告書　第５３集

沖縄県：沖縄県宜野湾市教育委員会 2017年3月

野嵩上後原古墓群　平成２６年度　野嵩第一公園整備事業に伴う緊急発掘調査／宜野湾市文化財調査報
告書　第５４集

沖縄県：沖縄県宜野湾市教育委員会 2017年2月

佐敷グスク遺跡群　－佐敷上グスク　美里殿遺跡　苗代殿遺跡ほか範囲確認調査－／沖縄県南城市文化
財調査報告書　第１４集

沖縄県：沖縄県南城市教育委員会 2013年3月

市内遺跡発掘調査報告書Ⅲ　－知名原遺跡　斎場御嶽周辺・第５次島添大里グスク南遺跡・島添大里城
跡周辺壕調査－／沖縄県南城市文化財調査報告書　第１５集

沖縄県：沖縄県南城市教育委員会 2013年3月

玉城城跡　－史跡整備に伴う発掘調査報告書－／沖縄県南城市文化財調査報告書　第１７集 沖縄県：沖縄県南城市教育委員会 2015年3月

玉城城跡　－整備事業報告書－／沖縄県南城市文化財調査報告書　第１８集 沖縄県：沖縄県南城市教育委員会 2015年3月

史跡佐敷城跡 沖縄県：沖縄県南城市教育委員会 2016年3月

国指定名勝及び天然記念物「八重干瀬」保存活用計画策定報告書 沖縄県：沖縄県宮古島市教育委員会 2016年3月

長南陣地壕群・長南岩陰墓・地盛南岩陰墓・地盛南陣地壕・村越陣地壕　－宮古島市内ほ場整備工事に
おける発掘調査報告書－／宮古島市文化財調査報告書　第５集

沖縄県：宮古島市教育委員会 2015年3月

国仲砂川の壕　－南上原地区ほ場整備工事（Ｈ２７－２）における発掘調査報告書－／宮古島市文化財調
査報告書　第９集

沖縄県：宮古島市教育委員会 2017年2月

●その他●
アルカ研究論集　第５号－角張淳一追悼号－ その他：（株）アルカ 2016年5月

文化財発掘出土情報　通巻４１９号 その他：（株）ジャパン通信情報センター 2016年4月

文化財発掘出土情報　通巻４２０号 その他：（株）ジャパン通信情報センター 2016年5月

文化財発掘出土情報　通巻４２１号 その他：（株）ジャパン通信情報センター 2016年6月

文化財発掘出土情報　通巻４２２号 その他：（株）ジャパン通信情報センター 2016年7月

文化財発掘出土情報　通巻４２３号 その他：（株）ジャパン通信情報センター 2016年8月

文化財発掘出土情報　通巻４２４号 その他：（株）ジャパン通信情報センター 2016年9月

文化財発掘出土情報　通巻４２５号 その他：（株）ジャパン通信情報センター 2016年10月

文化財発掘出土情報　通巻４２６号 その他：（株）ジャパン通信情報センター 2016年11月

文化財発掘出土情報　通巻４２７号 その他：（株）ジャパン通信情報センター 2016年12月

文化財発掘出土情報　通巻４２８号 その他：（株）ジャパン通信情報センター 2017年1月

文化財発掘出土情報　通巻４２９号 その他：（株）ジャパン通信情報センター 2017年2月

文化財発掘出土情報　通巻４３０号 その他：（株）ジャパン通信情報センター 2017年3月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．６８３ その他：（株）ニューサイエンス社 2016年5月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．６８４ その他：（株）ニューサイエンス社 2016年6月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．６８５ その他：（株）ニューサイエンス社 2016年6月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．６８６ その他：（株）ニューサイエンス社 2016年7月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．６８７ その他：（株）ニューサイエンス社 2016年8月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．６８８ その他：（株）ニューサイエンス社 2016年9月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．６８９ その他：（株）ニューサイエンス社 2016年10月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．６９０ その他：（株）ニューサイエンス社 2016年10月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．６９１ その他：（株）ニューサイエンス社 2016年11月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．６９２ その他：（株）ニューサイエンス社 2016年12月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．６９３ その他：（株）ニューサイエンス社 2017年1月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．６９４ その他：（株）ニューサイエンス社 2017年2月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．６９５ その他：（株）ニューサイエンス社 2017年3月

月刊考古学ジャーナル　Ｎｏ．６９６ その他：（株）ニューサイエンス社 2017年4月

埋蔵文化財調査要覧　平成２８年度 その他：（株）ニューサイエンス社 2016年7月

縄文ＺＩＮＥ　第２号 その他：（株）ニルソンデザイン事務所 2016年1月
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縄文ＺＩＮＥ　第３号 その他：（株）ニルソンデザイン事務所 2016年5月

縄文ＺＩＮＥ　第４号 その他：（株）ニルソンデザイン事務所 2016年9月

縄文ＺＩＮＥ　第５号 その他：（株）ニルソンデザイン事務所 2017年1月

発掘された日本列島２０１６　新発見考古速報 その他：（株）共同通信社 2016年6月

ときめく縄文図鑑 その他：（株）山と渓谷社 2016年12月

これならわかる！ナビゲーター日本史Ｂ　１原始・古代～鎌倉／１原始・古代～鎌倉（別冊） その他：（株）山川出版社 2016年6月

出雲を原郷とする人たち その他：（株）藤原書店 2016年12月

クリの木と縄文人　ものが語る歴史シリーズ　３３ その他：（株）同成社 2016年12月

季刊考古学　第１３５号 その他：（株）雄山閣 2016年5月

季刊考古学　第１３６号 その他：（株）雄山閣 2016年8月

季刊考古学　第１３７号 その他：（株）雄山閣 2016年11月

季刊考古学　第１３８号 その他：（株）雄山閣 2017年2月

続・ムシの考古学 その他：（株）雄山閣 2016年12月

古代文化　第６７巻第４号（通巻第６０３号） その他：（公財）古代学協会 2016年3月

古代文化　第６８巻第１号（通巻第６０４号） その他：（公財）古代学協会 2016年6月

古代文化　第６８巻第２号（通巻第６０５号） その他：（公財）古代学協会 2016年9月

古代文化　第６８巻第３号（通巻第６０６号） その他：（公財）古代学協会 2016年12月

古代文化　第６８巻第４号（通巻第６０７号） その他：（公財）古代学協会 2017年3月

初音　公益財団法人古代学協会　６　平成２７年度年報 その他：（公財）古代学協会 2016年8月

土車　公益財団法人古代学協会だより　第１２９号 その他：（公財）古代学協会 2016年6月

土車　公益財団法人古代学協会だより　第１３０号 その他：（公財）古代学協会 2016年12月

土車　公益財団法人古代学協会だより　第１３１号 その他：（公財）古代学協会 2017年3月

基本件名標目表（ＢＳＨ）第４版 その他：（公社）日本図書館協会 1999年7月

基本件名標目表（ＢＳＨ）第４版　分類記号順標目表・階層構造標目表 その他：（公社）日本図書館協会 1999年7月

日本十進分類法　新訂１０版１　本表・補助表編 その他：（公社）日本図書館協会 2014年12月

日本十進分類法　新訂１０版２　相関索引・使用法編 その他：（公社）日本図書館協会 2014年12月

日本目録規則　１９８７年版　改訂３版 その他：（公社）日本図書館協会 2006年6月

たたら－日本古来の製鉄　　DVD資料 その他：（財）ＪＥＦ２１世紀財団 2004年7月

出土銭貨の研究 その他：（財）東京大学出版会 1999年3月

中世奥羽のムラとマチ　考古学が描く列島史 その他：（財）東京大学出版会 2009年5月

日韓交渉の考古学－古墳時代－第３回共同研究会　日韓４～５世紀の土器・鉄器生産と集落 その他：「日韓交渉の考古学－古墳時代－」研究会 2016年1月

文化遺産の世界　Ｖｏｌ．２５ その他：『文化遺産の世界』編集部 2016年4月

文化遺産の世界　Ｖｏｌ．２６ その他：『文化遺産の世界』編集部 2016年5月

文化遺産の世界　Ｖｏｌ．２７ その他：『文化遺産の世界』編集部 2016年12月

Ｅｘｃａｖａｔｉｏｎｓ　ａｔ　Ｄａｒａｍ　ａｎｄ　Ｔｅｖｓｈ　Ｓｉｔｅｓ　Ｅｘｃａｖａｔｉｏｎｓ　ａｔ　Ｄａｒａｍ　ａｎｄ　Ｔｅｖｓｈ　Ｓｉｔｅｓ：Ａ　Ｒ
ｅｐｏｒｔ　ｏｎ　Ｊｏｉｎｔ　Ｍｏｎｇｏｌｉａｎ－Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｅｘｃａｖａｔｉｏｎｓ　ｉｎ　Ｏｕｔｅｒ　Ｍｏｎｇｏｌｉａ

その他：Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ　ｏｆ　Ａｒｃｈａｅｏｌｏｇｙ，Ｆａｃｕｌｔｙ　ｏｆ　Ｈｕｍａｎｉｔｉｅｓ，Ｋｕｓｙ
ｕ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ

2016年6月

Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ａｒｃｈａｅｏｌｏｇｙ　Ｖｏｌｕｍｅ４・Ｎｕｍｂｅｒ１ その他：Japanese Archaeological Association 2016年9月

Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ａｒｃｈａｅｏｌｏｇｙ　Ｖｏｌｕｍｅ３・Ｎｕｍｂｅｒ２ その他：Japanese Archaeological Association 2016年3月

Ｂｕｌｌｅｔｉｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｔｏｈｏｋｕ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｍｕｓｅｕｍ　Ｎｏ．１５ その他：Ｔｈｅ　Ｔｏｈｏｋｕ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｍｕｓｅｕｍ、Ｔ 2016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　１
号

その他：ゴーランド・コレクション調査プロジェクト 2016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　２
号

その他：ゴーランド・コレクション調査プロジェクト 2016年6月

さあべい　第３１号 その他：さあべい同人会 2016年5月

愛媛大学埋蔵文化財調査室年報　－２０１４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 2016年3月

日本考古学　第４０号 その他：一般社団法人日本考古学協会 2015年10月

日本考古学　第４１号 その他：一般社団法人日本考古学協会 2016年5月

日本考古学年報　６７（２０１４年度版） その他：一般社団法人日本考古学協会 2016年5月

岩伏し遺跡第１次・第２次発掘調査報告書 その他：岡山大学考古学研究室 2016年3月

岡山大学埋蔵文化財調査研究センター報　Ｎｏ．５５ その他：岡山大学埋蔵文化財調査研究センター 2016年2月

図書館情報学用語辞典　第４版 その他：丸善出版（株） 2013年12月

旧石器考古学　８１ その他：旧石器文化談話会 2016年3月

京都橘大学大学院研究論集　文学研究科　第１４号 その他：京都橘大学大学院 2016年3月

京都橘大学歴史遺産調査報告２０１５　華厳寺（鈴虫寺）本堂、東六甲採石場甲山刻印石群Ｅ地区、山科大
塚・小山石切丁場

その他：京都橘大学文学部 2016年3月

京都大学構内遺跡調査研究年報　２０１４年度 その他：京都大学文化財総合研究センター 2016年3月

田端環状積石遺構　－田端遺跡第１次・第２次発掘調査報告書－ その他：玉川大学教育博物館 2017年1月

神奈川を掘る　Ⅱ その他：玉川文化財研究所 2017年6月

中国とロシア沿海地方における渤海の考古学的研究　科学研究費補助金基盤研究Ｂ研究成果報告書 その他：金沢学院大学 2016年3月

金沢大学考古学紀要　第３７号（佐々木達夫先生古稀記念号） その他：金沢大学人文学類考古学研究室 2015年11月

古墳時代墓制の終焉過程からみた律令国家形成期の北部九州　（課題番号：２４７２０３７０）　平成２４～２６
年度科学研究費補助金若手研究（Ｂ）研究成果報告書

その他：九州歴史資料館 2016年3月

駒澤考古　第４１号 その他：駒澤大学考古学研究室 2016年5月

静岡県湖西市神座Ｂ古墳群第５次発掘調査概報－５号墳・６号墳・７号墳の発掘調査－ その他：駒澤大学考古学研究室 2016年3月

考古学研究室報告　第５１集　越高遺跡　夫婦石遺跡 その他：熊本大学文学部考古学研究室 2016年3月

飛天　平成２８年会報 その他：公益社団法人日本文化財保護協会 2016年10月

人間文化　滋賀県立大学人間文化学部研究報告　４１号 その他：公立大学法人滋賀県立大学人間文化学部 2016年10月

広島大学所蔵標本・資料１ その他：広島大学総合博物館 2015年11月

広島大学総合博物館ニューズレター　ＨＵＭ－ＨＵＭ（ふむふむ）　Ｖｏｌ．８ その他：広島大学総合博物館 2015年5月

広島大学総合博物館ニューズレター　ＨＵＭ－ＨＵＭ（ふむふむ）　Ｖｏｌ．９ その他：広島大学総合博物館 2016年6月

広島大学埋蔵文化財調査研究紀要　第７号 その他：広島大学総合博物館埋蔵文化財調査部門 2016年3月

広島大学大学院文学研究科考古学研究室紀要　第８号 その他：広島大学大学院文学研究科考古学研究室 2016年9月

佐田谷・佐田峠墳墓群発掘調査報告書　調査編（１）　広島大学大学院文学研究科考古学研究室報告　第
３冊／庄原市教育委員会発掘調査報告書　第２８冊

その他：広島大学大学院文学研究科考古学研究室 2016年3月

越前敦賀湊の中近世石造物　石造物研究に基づく新たな中近世史の構築　平成２６年度～３０年度　科学
研究費補助金　基礎研究（Ａ）研究成果報告書　２／（課題番号：２６２４４０４４）

その他：弘前大学人文学部 2016年7月

弘前市　革秀寺・長勝寺　津軽家霊屋内部調査報告書 その他：弘前大学人文学部文化財論研究室 2016年3月

八郎潟沿岸における低湿地遺跡の研究　秋田県五城目町　中山遺跡発掘調査報告書／冷温帯地域の遺
跡資源の保存活用促進プロジェクト研究報告書　６

その他：弘前大学人文学部北日本考古学研究センター、弘前大学人文学部日
本考古学研究室

2016年2月

弘前大学の考古学　弘大考古のあゆみとその成果 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 2016年7月

考古学研究　第６３巻第１号（通巻２４９号） その他：考古学研究会 2016年6月

考古学研究　第６３巻第２号（通巻２５０号） その他：考古学研究会 2016年9月

考古学研究　第６３巻第３号（通巻２５１号） その他：考古学研究会 2016年12月

考古学研究　第６３巻第４号（通巻２５２号） その他：考古学研究会 2017年3月

アルカ通信　Ｎｏ．１４９ その他：考古学研究所（株）アルカ 2016年2月

アルカ通信　Ｎｏ．１５０ その他：考古学研究所（株）アルカ 2016年3月

アルカ通信　Ｎｏ．１５１ その他：考古学研究所（株）アルカ 2016年4月

アルカ通信　Ｎｏ．１５２ その他：考古学研究所（株）アルカ 2016年5月

アルカ通信　Ｎｏ．１５３ その他：考古学研究所（株）アルカ 2016年6月

アルカ通信　Ｎｏ．１５４ その他：考古学研究所（株）アルカ 2016年7月
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アルカ通信　Ｎｏ．１５５ その他：考古学研究所（株）アルカ 2016年8月

アルカ通信　Ｎｏ．１５６ その他：考古学研究所（株）アルカ 2016年9月

アルカ通信　Ｎｏ．１５７ その他：考古学研究所（株）アルカ 2016年10月

アルカ通信　Ｎｏ．１５８ その他：考古学研究所（株）アルカ 2016年11月

アルカ通信　Ｎｏ．１５９ その他：考古学研究所（株）アルカ 2016年12月

中世奥羽の考古学　東北中世史叢書　８ その他：高志書院 2015年4月

第１回　国分寺市・坂戸市合同企画展「東山道武蔵路を探る～路でつながる古代の国分寺と坂戸～」 その他：国分寺市教育委員会、坂戸市教育委員会 2015年11月

第４回　一市三町合同企画展「越辺川流域の歴史・文化～仏教文化の普及と越辺川でつながる地域社会
～」

その他：坂戸市教育委員会、毛呂山町教育委員会、鳩山町教育委員会、越生
町教育委員会

2016年3月

岩手大学平泉文化研究センター年報　［第３集］　２０１５ その他：国立大学法人岩手大学平泉文化研究センター 2015年12月

岩手大学平泉文化研究センター年報　［第４集］　２０１６ その他：国立大学法人岩手大学平泉文化研究センター 2016年3月

国立大学法人徳島大学埋蔵文化財調査室紀要　２ その他：国立大学法人徳島大学埋蔵文化財調査室 2016年3月

庄・蔵本遺跡２　－藤井節郎記念医科学センター新営、附属図書館蔵本分館増築Ⅱ期、大塚講堂改修、
外来診療棟新営、学生支援センター改修－／徳島大学埋蔵文化財調査報告書　第５巻

その他：国立大学法人徳島大学埋蔵文化財調査室 2016年3月

三重大史学　第一六号 その他：三重大学人文学部考古学・日本史・東洋史研究室 2016年3月

山形考古　第４５号 その他：山形考古学会 2015年10月

山形大学歴史・地理・人類学論集　第１７号 その他：山形大学歴史・地理・人類学研究会 2016年3月

見島ジーコンボ古墳群第１２４号墳　潮待貝塚出土資料調査報告　館蔵資料調査研究報告書　５ その他：山口大学 2016年3月

山口大学構内遺跡調査研究年報　ⅩⅩⅠ その他：山口大学 2016年3月

山口大学埋蔵文化財資料館年報　１０　－平成２４年度－ その他：山口大学 2016年3月

山口大学埋蔵文化財資料館通信　てらこや埋文　第２６号　２０１６　春号 その他：山口大学埋蔵文化財資料館 2016年3月

平成２７年度山口県大学ＭＬ（Ｍｕｓｅｕｍ・Ｌｉｂｒａｒｙ）連携事業報告　平成２７年度展示テーマ『つなぐ』 その他：山口大学埋蔵文化財資料館 2016年3月

山梨県考古学協会誌　第２４号 その他：山梨県考古学協会 2016年5月

鹿児島大学構内遺跡（郡元団地Ｈ・Ｉ－８区）　理学部２号館増築工事（釘田第８地点）／【弥生時代～古墳
時代河川跡：木製品編】／鹿児島大学埋蔵文化財調査センター調査報告書　第１２集

その他：鹿児島大学埋蔵文化財調査センター 2016年3月

神奈川考古　第５２号（４０周年記念号） その他：神奈川考古同人会 2016年5月

民具マンスリー　第４９巻４号（通巻５８０） その他：神奈川大学日本常民文化研究所 2016年7月

水城・大野城・基肄城　築造１３５０年記念　　DVD資料 その他：水城・大野城・基肄城１３５０年事業実行委員会 2016年

日本における水中遺跡保護の在り方について（中間まとめ） その他：水中遺跡調査検討委員会、文化庁 2016年3月

西相模考古　第２５号 その他：西相模考古学研究会 2016年5月

青山史学　第３４号－手塚直樹教授退任記念号－ その他：青山学院大学文学部史学研究室 2016年2月

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２０１５　Ⅰ．２０１５年度の考古学
フィールドワーク教育　Ⅱ．新潟県小千谷市真人原遺跡Ｄ地点第５次調査　Ⅲ．静岡県静岡市マルセッコウ
古墳（瀬名２号墳）の壺形埴輪ついて　Ⅳ．総括

その他：静岡大学人文社会科学部考古学研究室 2016年3月

石川考古学研究会々誌　第５９号 その他：石川考古学研究会 2016年2月

ＳＥＥＤＳ　ＣＯＮＴＡＣＴ　第３号　平成２５年度基盤研究（Ａ）課題番号２５２４４０３６「植物・土器・人骨の分析
を中心とした日本列島農耕文化複合の形成に関する基礎的研究」ニュースレター

その他：設楽科研事務局 2016年3月

専修考古学　第１５号 その他：専修大学考古学会 2016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５７号 その他：全国公立埋蔵文化財センター連絡協議会 2016年12月

全国埋文協会報　Ｎｏ．８７ その他：全国埋蔵文化財法人連絡協議会、（公財）山形県埋蔵文化財センター 2014年9月

全国埋文協会報　Ｎｏ．８８ その他：全国埋蔵文化財法人連絡協議会、（公財）山形県埋蔵文化財センター 2015年3月

全国埋文協会報　Ｎｏ．８９ その他：全国埋蔵文化財法人連絡協議会、（公財）石川県埋蔵文化財センター 2015年9月

全国埋文協会報　Ｎｏ．９０ その他：全国埋蔵文化財法人連絡協議会、（公財）山形県埋蔵文化財センター 2016年3月

全国埋文協会報　Ｎｏ．９１ その他：全国埋蔵文化財法人連絡協議会、（公財）鹿児島県文化振興財団埋
蔵文化財調査センター

2016年9月

大久保山ⅩⅠ　早稲田大学本庄校地文化財調査報告　１１ その他：早稲田大学 2004年3月

古代　第１３７号 その他：早稲田大学考古学会 2015年4月

古代　第１３８号 その他：早稲田大学考古学会 2016年1月

古代　第１３９号 その他：早稲田大学考古学会 2016年5月

歴史研究の最前線　Ｖｏｌ．１８　「メディアリテラシーを育む」 その他：総研大日本歴史研究専攻・国立歴史民俗博物館 2016年3月

国立歴史民俗博物館研究報告　第２０１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 2016年3月

国立歴史民俗博物館研究報告　第２０３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 2016年12月

歴博　第１９５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 2016年3月

歴博　第１９６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 2016年5月

歴博　第１９７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 2016年7月

歴博　第１９８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 2016年9月

歴博　第１９９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 2016年11月

歴博　第２００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1月

歴博カレンダー　２０１６．４～２０１７．３ その他：大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館 2016年4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２８年度２０１６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 2016年9月

総合資料学ニューズレター　第１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

2016年9月

青森市合子沢松森（４）遺跡　－２００８・２００９・２０１０年度発掘調査報告書－ 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
「地域に根ざした小規模経済活動と長期的持続可能性」プロジェクト

2016年3月

志学台考古－年代・産地・分析等－　第１６号 その他：大阪大谷大学歴史文化学科 2016年3月

大阪大谷大学歴史文化研究　第１６号 その他：大阪大谷大学歴史文化学科 2016年3月

論集　他界観　大阪大谷大学歴史文化学科調査研究報告書　第２冊 その他：大阪大谷大学歴史文化学科 2016年3月

第５１回全国史跡整備市町村協議会大会　エクスカーション資料 その他：第５１回全国史跡整備市町村協議会大会実行委員会 2016年10月

第５１回全国史跡整備市町村協議会大会資料 その他：第５１回全国史跡整備市町村協議会大会実行委員会 2016年10月

月刊文化財　五月号（六三二号） その他：第一法規（株） 2016年5月

月刊文化財　六月号（六三三号） その他：第一法規（株） 2016年6月

月刊文化財　七月号（六三四号） その他：第一法規（株） 2016年7月

月刊文化財　八月号（六三五号） その他：第一法規（株） 2016年8月

月刊文化財　九月号（六三六号） その他：第一法規（株） 2016年9月

月刊文化財　十月号（六三七号） その他：第一法規（株） 2016年10月

月刊文化財　十一月号（六三八号） その他：第一法規（株） 2016年11月

月刊文化財　十二月号（六三九号） その他：第一法規（株） 2016年12月

月刊文化財　一月号（六四〇号） その他：第一法規（株） 2017年1月

月刊文化財　二月号（六四一号） その他：第一法規（株） 2017年2月

月刊文化財　三月号（六四二号） その他：第一法規（株） 2017年3月

月刊文化財　四月号（六四三号） その他：第一法規（株） 2017年4月

海底に眠る元寇沈没船の謎　モンゴル帝国の沈没船は何を語るのか？　プログラム・資料集　平成２３～２７
年度科学研究費補助金基盤研究（Ｓ）「水中考古学手法による元寇沈没船の調査と研究」研究成果報告講
演会

その他：池田栄史 2016年2月

筑波大学先史学・考古学研究　第２７号 その他：筑波大学人文社会科学研究科歴史・人類学専攻 2016年3月

源氏物語絵巻　寝覚物語絵巻　日本の絵巻　１ その他：中央公論社 1987年4月

伴大納言絵詞　日本の絵巻　２ その他：中央公論社 1987年6月

吉備大臣入唐絵巻　日本の絵巻　３ その他：中央公論社 1987年6月

信貴山縁起　日本の絵巻　４ その他：中央公論社 1987年7月

粉河寺縁起　日本の絵巻　５ その他：中央公論社 1987年8月
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鳥獣人物戯画　日本の絵巻　６ その他：中央公論社 1987年9月

餓鬼草紙　地獄草紙　病草紙　九相詩絵巻　日本の絵巻　７ その他：中央公論社 1987年10月

年中行事絵巻　日本の絵巻　８ その他：中央公論社 1987年11月

紫式部日記絵詞　日本の絵巻　９ その他：中央公論社 1987年12月

葉月物語絵巻　枕草子絵詞　隆房卿艶詞絵巻　日本の絵巻　１０ その他：中央公論社 1988年1月

長谷雄草紙　絵師草紙　日本の絵巻　１１ その他：中央公論社 1988年2月

平治物語絵詞　日本の絵巻　１２ その他：中央公論社 1988年3月

蒙古襲来絵詞　日本の絵巻　１３ その他：中央公論社 1988年4月

後三年合戦絵詞　日本の絵巻　１４ その他：中央公論社 1988年5月

東征伝絵巻　日本の絵巻　１５ その他：中央公論社 1988年6月

石山寺縁起　日本の絵巻　１６ その他：中央公論社 1988年7月

奈与竹物語絵巻　直幹申文絵詞　日本の絵巻　１７ その他：中央公論社 1988年8月

伊勢物語絵巻　狭衣物語絵巻　駒競行幸絵巻　源氏物語絵巻　日本の絵巻　１８ その他：中央公論社 1988年9月

西行物語絵巻　日本の絵巻　１９ その他：中央公論社 1988年10月

長野県考古学会誌　１５２号 その他：長野県考古学会 2016年5月

鳥取砂丘の遺跡　追後遺跡，長者ヶ庭第１・第２遺跡分布調査の概要　直浪遺跡発掘調査の概要 その他：鳥取大学地域学部考古学研究室 2016年3月

安定化処理～大津波被災文化財保存修復技術連携プロジェクト～（２０１５改訂版） その他：津波により被災した文化財の保存修復技術の構築と専門機関の連携
に関するプロジェクト実行委員会、（公財）日本博物館協会、ＩＣＯＭ日本委員
会

2015年12月

帝塚山大学考古学研究所研究報告　ⅩⅧ その他：帝塚山大学考古学研究所 2016年3月

東京都八王子市　大町遺跡　－新女子寮建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ その他：（学）創価大学 2016年5月

東京都北区　赤羽上ノ台遺跡　－東洋大学赤羽台キャンパス建築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
－

その他：（学）東洋大学 2016年5月

天理参考館報　第２９号 その他：（学）天理大学出版部 2016年10月

古事　天理大学考古学・民俗学研究室紀要　第２０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 2016年3月

第１４回土偶研究会青森県大会資料 その他：土偶研究会 2017年3月

土曜考古　第３８号 その他：土曜考古学研究会 2016年6月

廻原１号墳発掘調査報告書　－出雲における古墳時代終末期首長墓の調査－／島根大学考古学研究室
調査報告　第１５冊

その他：島根大学法文学部考古学研究室廻原１号墳発掘調査団 2016年3月

Ａｒｃｈａｅｏ－Ｃｌｉｏ（アーキオ・クレイオ）　第１３号 その他：東京学芸大学考古学研究室 2016年3月

東京考古　３４ その他：東京考古談話会 2016年5月

考古學集刊　第四巻第一号　抜刷 その他：東京考古學會 1968年4月

東京大学史料編纂所　第三七回史料展覧会　史料を後世に伝える営み その他：東京大学史料編纂所 2016年11月

東京大学史料編纂所研究紀要　第２６号 その他：東京大学史料編纂所 2016年3月

東京大学史料編纂所報　第５１号　（２０１５年度） その他：東京大学史料編纂所 2016年10月

東京大学本郷構内の遺跡　医学部附属病院入院棟Ａ地点　研究編　東京大学埋蔵文化財調査室発掘調
査報告書　１３

その他：東京大学埋蔵文化財調査室 2016年12月

東京大学本郷構内の遺跡　医学部附属病院入院棟Ａ地点　報告編≪第１分冊≫　入院棟Ａ地点の概要・
江戸時代以前の調査・１区遺構本文／東京大学埋蔵文化財調査室発掘調査報告書　１３

その他：東京大学埋蔵文化財調査室 2016年3月

東京大学本郷構内の遺跡　医学部附属病院入院棟Ａ地点　報告編≪第２分冊≫　１区遺構図版／東京大
学埋蔵文化財調査室発掘調査報告書　１３

その他：東京大学埋蔵文化財調査室 2016年3月

東京大学本郷構内の遺跡　医学部附属病院入院棟Ａ地点　報告編≪第３分冊≫　１区遺物本文／東京大
学埋蔵文化財調査室発掘調査報告書　１３

その他：東京大学埋蔵文化財調査室 2016年3月

東京大学本郷構内の遺跡　医学部附属病院入院棟Ａ地点　報告編≪第４分冊≫　１区遺物図版／東京大
学埋蔵文化財調査室発掘調査報告書　１３

その他：東京大学埋蔵文化財調査室 2016年3月

東京大学本郷構内の遺跡　医学部附属病院入院棟Ａ地点　報告編≪第５分冊≫　２区の調査／東京大学
埋蔵文化財調査室発掘調査報告書　１３

その他：東京大学埋蔵文化財調査室 2016年3月

東京大学本郷構内の遺跡　医学部附属病院入院棟Ａ地点　報告編≪第６分冊≫　基幹整備共同溝等地
区の調査／東京大学埋蔵文化財調査室発掘調査報告書　１３

その他：東京大学埋蔵文化財調査室 2016年3月

東生　第５号 その他：東日本古墳確立期土器検討会 2016年5月

東北芸術工科大学東北文化研究センター研究紀要　第一二号 その他：東北芸術工科大学東北文化研究センター 2013年3月

東北芸術工科大学東北文化研究センター研究紀要　第１３号 その他：東北芸術工科大学東北文化研究センター 2014年3月

東北芸術工科大学東北文化研究センター研究紀要　第１４号 その他：東北芸術工科大学東北文化研究センター 2015年3月

東北芸術工科大学東北文化研究センター研究紀要　第１５号 その他：東北芸術工科大学東北文化研究センター 2016年3月

東北芸術工科大学文化財保存修復研究センター その他：東北芸術工科大学文化財保存修復研究センター 2016年

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２７年度（Ｎｏ．６） その他：東北芸術工科大学文化財保存修復研究センター 2016年5月

最上川流域の後期旧石器文化の研究３　高倉山遺跡　東北文化資料叢書　第９集　考古学資料 その他：東北大学大学院文学研究科考古学研究室 2016年3月

東北大学埋蔵文化財調査室調査報告　５ その他：東北大学埋蔵文化財調査室 2016年3月

東北大学埋蔵文化財調査室年次報告　２０１４ その他：東北大学埋蔵文化財調査室 2016年3月

第３０回　東北日本の旧石器文化を語る会予稿集　東北日本の旧石器時代研究－回顧と展望－ その他：東北日本の旧石器文化を語る会 2016年12月

同志社大学歴史資料館館報　第１９号 その他：同志社大学歴史資料館 2016年10月

徳島大学埋蔵文化財調査室ニュースレター　Ｎｏ．２ その他：徳島大学埋蔵文化財調査室 2015年10月

徳島大学埋蔵文化財調査室ニュースレター　Ｎｏ．３ その他：徳島大学埋蔵文化財調査室 2016年3月

甲冑編年の再構築に基づくモノの履歴と扱いの研究　平成２４～２７年度科学研究費（学術研究助成基金
助成金（若手研究（Ｂ））研究成果報告書（課題番号：２４７２０３６８）

その他：独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 2016年3月

古墳時代における渡来系集団の出自と役割に関する考古学的研究　平成２４年度～平成２７年度科学研究
費助成事業基盤研究（Ｃ）『古墳時代の渡来系集団の出自と役割に関する考古学的研究』（課題番号２４５２
０８８０）研究成果報告書

その他：奈良県立橿原考古学研究所 2016年3月

五條猫塚古墳の研究　報告編 その他：奈良国立博物館 2014年3月

五條猫塚古墳の研究　写真図版編 その他：奈良国立博物館 2013年3月

五條猫塚古墳の研究　総括編 その他：奈良国立博物館 2015年12月

斑鳩大塚古墳発掘調査報告書Ⅱ　奈良大学考古学研究室調査報告書　第２０冊 その他：奈良大学文学部文化財学科 2016年3月

文化財学報　第三十四集 その他：奈良大学文学部文化財学科 2016年3月

第３０回縄文セミナー　縄文前期中葉の型式間交渉の諸問題 その他：縄文セミナーの会 2017年2月

旧石器研究　第１２号 その他：日本旧石器学会 2016年5月

玉文化研究　創刊号 その他：日本玉文化学会 2015年3月

玉文化研究　第２号－寺村光晴先生卒寿記念号－ その他：日本玉文化学会 2016年7月

平成２６年度　日本玉文化学会研究会　関東大会　関東地方の玉文化研究の歩み　資料集 その他：日本玉文化学会 2014年11月

考古学雑誌　第９８巻第４号 その他：日本考古学会 2014年3月

考古学雑誌　第９９巻第１号 その他：日本考古学会 2017年1月

第四紀研究　第５５巻第２号 その他：日本第四紀学会 2016年4月

第四紀研究　第５５巻第３号 その他：日本第四紀学会 2016年6月

第四紀研究　第５５巻第４号 その他：日本第四紀学会 2016年8月

第四紀研究　第５５巻第５号 その他：日本第四紀学会 2016年10月

第四紀研究　第５５巻第６号 その他：日本第四紀学会 2016年12月

第四紀研究　第５６巻第１号 その他：日本第四紀学会 2017年2月

中近世土器の基礎研究　２６　東播系須恵器－編年と分布から考える－ その他：日本中世土器研究会 2015年12月

動物考古学　第３３号　松井章氏追悼号 その他：日本動物考古学会 2016年3月

考古学と自然科学　第７２号抜刷 その他：日本文化財科学会 2017年2月
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貿易陶磁研究　第３６号 その他：日本貿易陶磁研究会 2016年9月

大境　第３３号 その他：富山考古学会 2014年3月

大境　第３４号 その他：富山考古学会 2015年3月

大境　第３５号 その他：富山考古学会 2016年3月

韓半島出土翡翠勾玉集成－忠清道・全羅道編－　平成２４～平成２７年度科学研究費補助金　基盤研究
（Ｃ）研究成果報告書　課題番号：２４５２０８５４

その他：富山大学人文学部 2016年3月

杉谷４号墳－第４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 2016年11月

福島考古　第５７号 その他：福島県考古学会 2016年3月

団子山古墳３　福島県須賀川市団子山古墳第５次発掘調査報告書　福島大学考古学研究報告　第９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 2016年3月

物質文化　考古学民俗学研究　（９６） その他：物質文化研究会 2016年3月

文化財写真研究　Ｖｏｌ．７（通巻埋文写真研究Ｖｏｌ．２７） その他：文化財写真技術研究会 2016年7月

平成２７年度第１回　埋蔵文化財保護行政説明会　遺跡をまもってまちづくり　－明日の埋蔵文化財保護行
政を担う－

その他：文化庁、明治大学文学部 2015年7月

東日本大震災の復興と埋蔵文化財保護中間報告 その他：文化庁文化財部記念物課 2016年3月

埋蔵文化財関係統計資料－平成２７年度－ その他：文化庁文化財部記念物課 2016年3月

米沢史学　第３２号 その他：米沢史学会 2016年10月

モノと図像から探る妖怪・怪獣の誕生　天理大学考古学・民俗学シリーズ　２ その他：勉誠出版（株） 2016年3月

法政考古学　第４２集 その他：法政考古学会 2016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２１号 その他：北海道大学埋蔵文化財調査センター 2015年7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２２号 その他：北海道大学埋蔵文化財調査センター 2015年9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２３号 その他：北海道大学埋蔵文化財調査センター 2016年3月

北大構内の遺跡ⅩⅩⅡ　平成２６年度調査報告，年次事業報告　第１部　Ｋ３９遺跡国際科学イノベーショ
ン拠点施設地点　Ｋ３９遺跡医学部雨水排水施設整備地点　Ｋ３９遺跡人獣共通感染症研究拠点施設地
点　Ｋ３９遺跡農学部実験実習棟地点，他　第２部　平成２６年度年次事業報告

その他：北海道大学埋蔵文化財調査室 2016年3月

ＩＳＥＥ　Ｎｅｗｓｌｅｔｔｅｒ　ｖｏｌ.１ その他：名古屋大学宇宙地球環境研究所 2016年4月

ＩＳＥＥ　Ｎｅｗｓｌｅｔｔｅｒ　ｖｏｌ.２ その他：名古屋大学宇宙地球環境研究所 2016年9月

ＩＳＥＥ　Ｎｅｗｓｌｅｔｔｅｒ　ｖｏｌ.３ その他：名古屋大学宇宙地球環境研究所 2017年2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 2016年9月

名古屋大学宇宙地球環境研究所年報　平成２７年度（２０１５年度） その他：名古屋大学宇宙地球環境研究所 2016年9月

名古屋大学太陽地球環境研究所年報　２０１５年度（平成２７年度） その他：名古屋大学太陽地球環境研究所 2016年9月

名古屋大学地球水循環研究センター年報　２０１５ その他：名古屋大学地球水循環研究センター 不明

名古屋大学文学部研究論集　１８５　史学６２　〔考古学抜刷第３１集〕 その他：名古屋大学文学部 2016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．１　オシノヴァヤレーチカ１２遺跡（２０
１０年）およびオシノヴァヤレーチカ１０遺跡（２０１２－２０１３年）発掘調査報告書／平成２５年～２７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：２５７７０２７９
／明治大学黒耀石研究センター資料・報告集　２

その他：明治大学黒耀石研究センター 2016年3月

資源環境と人類　第６号 その他：明治大学黒耀石研究センター 2016年3月

明治大学黒耀石研究センターニューズレター　第５号 その他：明治大学黒耀石研究センター 2015年9月

明治大学黒耀石研究センターニューズレター　第６号 その他：明治大学黒耀石研究センター 2016年3月

下原・富士見町遺跡Ⅲ　後期旧石器時代の発掘調査（１）　石器群の概要と出土状況　２００４～０７年度明
治大学付属明治高等学校・明治中学校新校舎建設予定地における埋蔵文化財発掘調査報告／明治大学
校地内遺跡調査団調査研究報告書　５

その他：（学）明治大学 2016年9月

下原・富士見町遺跡Ⅲ　後期旧石器時代の発掘調査（２）　石器接合資料とその分布　２００４～０７年度明
治大学付属明治高等学校・明治中学校新校舎建設予定地における埋蔵文化財発掘調査報告／明治大学
校地内遺跡調査団調査研究報告書　６

その他：（学）明治大学 2016年7月

木簡研究　第三八号 その他：木簡学会 2016年11月

木簡研究　第三八号 その他：木簡学会 2016年11月

滋賀県米原市杉沢遺跡発掘調査報告－２０１１・２０１２年度の調査－　立命館大学文学部学芸員課程研究
報告　第１８冊

その他：立命館大学文学部 2015年3月

久米田古墳群発掘調査報告　立命館大学文学部学芸員課程研究報告　第１９冊 その他：立命館大学文学部 2016年3月

長崎県北松浦郡鷹島周辺海底に眠る元寇関連遺跡・遺物の把握と解明　（課題番号１８１０２００４）　平成１
８年度～平成２２年度科学研究費補助金基盤研究（Ｓ）研究成果報告書　第３册（最終報告書）

その他：琉球大学法文学部考古学研究室 2011年3月

水中考古学手法による元寇沈船の調査と研究（海底音波探査成果報告書）　（課題番号２３２２２００３）　平
成２３年度～平成２７年度科学研究費補助金基盤研究（Ｓ）研究成果報告書　第１册

その他：琉球大学法文学部考古学研究室 2013年3月

水中考古学手法による元寇沈船の調査と研究（海底音波探査成果報告書）　（課題番号２３２２２００３）　平
成２３年度～平成２７年度科学研究費補助金基盤研究（Ｓ）研究成果報告書　第１冊　CD-ROM資料

その他：琉球大学法文学部考古学研究室 2013年3月

水中考古学手法による元寇沈船の調査と研究　（課題番号２３２２２００３）　平成２３年度～平成２７年度科学
研究費補助金基盤研究（Ｓ）研究成果報告書　第２册

その他：琉球大学法文学部考古学研究室 2015年3月

水中考古学手法による元寇沈船の調査と研究　（課題番号２３２２２００３）　平成２３年度～平成２７年度科学
研究費補助金基盤研究（Ｓ）研究成果報告書　第３册（最終報告書）

その他：琉球大学法文学部考古学研究室 2016年3月

水中考古学手法による元寇沈船の調査と研究　（課題番号２３２２２００３）　平成２２年度～平成２７年度科学
研究費補助金基盤研究（Ｓ）研究成果報告書　第三册（最終報告書）　DVD資料

その他：琉球大学法文学部考古学研究室 2016年3月

龍谷大学考古学実習　Ｎｏ．１３ その他：龍谷大学文学部考古学実習室 2017年3月

國學院大學学術資料館考古学資料館紀要　第２８輯 その他：國學院大學研究開発推進機構学術資料館考古学資料館部門 2012年3月

國學院大學学術資料館考古学資料館紀要　第２９輯 その他：國學院大學研究開発推進機構学術資料館考古学資料館部門 2013年3月

國學院大學博物館研究報告　第３２輯（旧國學院大學学術資料センター研究報告） その他：國學院大學博物館、國學院大學学術資料センター 2016年3月

國學院大學博物館研究報告　第３３輯（旧國學院大學考古学資料館紀要　旧國學院大學学術資料セン
ター研究報告）

その他：國學院大學博物館 2017年2月
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