
書名 シリーズ名 発行所
西泉田伏木遺跡・山崎遺跡群 茨城県教育財団文化財調査報告 第392集 公益財団法人茨城県教育財団
新溜上遺跡・大日後遺跡・井草本田遺跡群 茨城県教育財団文化財調査報告 第393集 公益財団法人茨城県教育財団
上宿遺跡 茨城県教育財団文化財調査報告 第394集 公益財団法人茨城県教育財団
新田遺跡・上原遺跡・殿山塚 茨城県教育財団文化財調査報告 第395集 公益財団法人茨城県教育財団
水戸城跡 茨城県教育財団文化財調査報告 第396集 公益財団法人茨城県教育財団
上境旭台貝塚4 茨城県教育財団文化財調査報告 第397集 公益財団法人茨城県教育財団
下遠田遺跡 茨城県教育財団文化財調査報告 第398集 公益財団法人茨城県教育財団
下大賀遺跡 茨城県教育財団文化財調査報告 第399集 公益財団法人茨城県教育財団
中道南遺跡 茨城県教育財団文化財調査報告 第400集 公益財団法人茨城県教育財団
大谷貝塚3 茨城県教育財団文化財調査報告 第401集 公益財団法人茨城県教育財団
馬立原遺跡・馬立原西遺跡 茨城県教育財団文化財調査報告 第402集 公益財団法人茨城県教育財団
島名熊の山遺跡 茨城県教育財団文化財調査報告 第403集 公益財団法人茨城県教育財団
元宮本前山遺跡2 茨城県教育財団文化財調査報告 第403集 公益財団法人茨城県教育財団
平成26年度秋田市遺跡確認調査報告書 秋田市教育委員会
平成25年度国分寺市埋蔵文化財調査年報 国分寺市教育委員会教育部ふるさと文化財

久米才歩行遺跡7次調査 松山市文化財調査報告書 第175集
公益財団法人松山市文化・スポーツ振興財団
埋蔵文化財センター

本谷遺跡・高田遺跡 松山市文化財調査報告書 第177集
公益財団法人松山市文化・スポーツ振興財団
埋蔵文化財センター

星岡遺跡1次・3次調査 松山市文化財調査報告書 第178集
公益財団法人松山市文化・スポーツ振興財団
埋蔵文化財センター

久米高畑遺跡22次・41次調査 松山市文化財調査報告書 第179集
公益財団法人松山市文化・スポーツ振興財団
埋蔵文化財センター

五条遺跡発掘調査報告書 善通寺市文化財史料集 1 善通寺市教育委員会
旧練兵場遺跡 善通寺市文化財史料集 第3集 善通寺市教育委員会
善通寺市内遺跡発掘調査業務に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書13

善通寺市教育委員会

善通寺市内遺跡発掘調査業務に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書14

善通寺市教育委員会

善通寺市の古墳を訪ねて 善通寺市教育委員会
埋蔵文化財調査報告29：平成25年度（2013年
度）

埋蔵文化財調査報告書 29
練馬区地域文化部文化・生涯学習課伝統文
化係

埋蔵文化財調査（市内遺跡）報告書 市内遺跡報告書 第26冊 千葉市埋蔵文化財調査センター
石原清水下遺跡 高崎市文化財調査報告書 第343集 株式会社シン技術コンサル
三反田B遺跡・三反田遺跡・薄磯貝塚2 いわき市埋蔵文化財調査報告 第168冊 いわき市教育委員会
昭和町遺跡2 高崎市文化財調査報告書 第342集 株式会社歴史の杜
渋川市市内遺跡8 渋川市埋蔵文化財発掘調査報告書 第36集 渋川市教育委員会
武蔵国府の調査45 府中市教育委員会
富山市八ヶ山A遺跡発掘調査報告書 富山市埋蔵文化財調査報告 71 富山市教育委員会埋蔵文化財センター
八崎日影山遺跡・分郷八崎上浅ヶ原遺跡 渋川市埋蔵文化財発掘調査報告書 第35集 渋川市
下斎田重土薬師遺跡2 高崎市文化財調査報告書 第337集 高崎市教育委員会
稲荷台北金尾遺跡2 高崎市文化財調査報告書 第340集 高崎市教育委員会
市内遺跡試掘・確認調査報告書Ⅲ 男鹿市文化財調査報告 第45集 男鹿市教育委員会
水品遺跡3 いわき市埋蔵文化財調査報告 第167冊 いわき市教育委員会
水天向遺跡 さつま町発掘調査報告書 4 さつま町教育委員会
虎居町武家屋敷跡 さつま町発掘調査報告書 5 さつま町教育委員会
水天向遺跡 さつま町発掘調査報告書 6 さつま町教育委員会
小松原Ｂ遺跡 鹿児島県薩摩郡さつま町発掘調査報告書 7 さつま町教育委員会
田久貴船前遺跡 宗像市文化財調査報告書 第67集 宗像市教育委員会
相原古墳 宗像市文化財調査報告書 第68集 宗像市教育委員会
光岡原遺跡 宗像市文化財調査報告書 第69集 宗像市教育委員会
朝町竹重 宗像市文化財調査報告書 第70集 宗像市教育委員会
国史跡田熊石畑遺跡 宗像市文化財調査報告書 第71集 宗像市教育委員会
丸山Ｂ遺跡 三鷹市埋蔵文化財調査報告 第38集 テイケイトレード株式会社埋蔵文化財事業部
払田柵跡－第148次調査関連遺跡の調査概
要－

秋田県文化財調査報告書  第498集 秋田県教育委員会

三島市埋蔵文化財発掘調査報告書ⅩⅨ 三島市教育委員会
三島市埋蔵文化財発掘調査報告ⅩⅩ 三島市教育委員会
三島市埋蔵文化財発掘調査報告補助事業版
第1号

三島市教育委員会

市内遺跡発掘調査報告書＜平成22年度調査 国庫補助事業　市内遺跡発掘調査報告書 川口市教育委員会
市内遺跡発掘調査報告書＜平成23年度調査 国庫補助事業　市内遺跡発掘調査報告書 川口市教育委員会
市内遺跡発掘調査報告書＜平成24年度調査 国庫補助事業　市内遺跡発掘調査報告書 川口市教育委員会
市内遺跡発掘調査報告書＜平成25年度調査 国庫補助事業　市内遺跡発掘調査報告書 川口市教育委員会
平成26年度ひたちなか市内遺跡発掘調査報
告書

公益財団ひたちなか市生活・文化・スポーツ
公社

吉野ヶ里遺跡 佐賀県文化財調査報告書第207集 佐賀県教育委員会
湊一丁目遺跡 中央区教育委員会
富山市内遺跡発掘調査概要ⅩⅣ 富山市埋蔵文化財調査報告 72 富山市教育委員会埋蔵文化財センター
富山市内遺跡発掘調査概要ⅩⅤ 富山市埋蔵文化財調査報告 77 富山市教育委員会埋蔵文化財センター
平原古墳群調査報告3 考古学研究室報告 50 熊本大学文学部考古学研究室
田中・第六天遺跡第3地点発掘調査報告書 伊勢原市
鯉ノ水遺跡 富士河口湖町埋蔵文化財調査報告書 第1集 富士河口湖町教育委員会
相国寺旧境内発掘調査報告書 同志社大学歴史資料館調査研究報告 第13 同志社大学歴史資料館�
信濃大室積石塚古墳群の研究Ⅳ 明治大学文学部考古学研究室
桜町遺跡 長崎市教育委員会



深堀陣屋跡 長崎市教育委員会
平成25年度佐倉市埋蔵文化財発掘調査報告
書：井野長割遺跡（第1次・2次）

佐倉市教育委員会

特別史跡無量光院跡発掘調査報告書ⅩⅠ 平泉町教育委員会
平泉遺跡群発掘調査報告書 岩手県平泉町文化財調査報告書 第124集 平泉町教育委員会
郡山遺跡35 仙台市文化財調査報告書 第438集 仙台市教育委員会
和田織部館跡 仙台市文化財調査報告書 第439集 仙台市教育委員会
鹿嶋市内遺跡埋蔵文化財発掘調査報告書36 鹿嶋市の文化財 第153集 鹿嶋市教育委員会
塚原館跡 鹿嶋市の文化財 第154集 鹿嶋市教育委員会
青森県下北郡東通村尻労安部洞窟Ⅰ 株式会社六一書房

境内海道西遺跡
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 5

一般財団法人米子市文化財団

境矢石遺跡
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 6

一般財団法人米子市文化財団

米子市観音寺狼谷山遺跡
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 7

一般財団法人米子市文化財団

陰田宮の谷遺跡・陰田マノカン山遺跡
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 8

一般財団法人米子市文化財団

米子市内遺跡発掘調査報告書 米子市教育委員会

米子平野の考古学資料 : 尾高浅山遺跡
米子市埋蔵文化財センター資料整理報告 第
１集

一般財団法人米子市文化財団

芦屋夏井ヶ浜の不整合露頭 芦屋町教育委員会
神奈川県藤沢市宮原百国（No.236）遺跡発掘
調査報告書

湘南考古学研究所

神奈川県藤沢市西富貝塚（No.46遺跡）発掘
調査報告書

湘南考古学研究所

東京都北区御殿前遺跡 北区教育委員会
利根川中流域右岸の遺跡群Ⅱ 鴨台考古 第7号 大正大学考古学研究会
山の寺廃寺ほか 仙台市文化財調査報告書 第436集 仙台市教育委員会
仙台平野の遺跡群25 仙台市文化財調査報告書 第437集 仙台市教育委員会
団子山古墳2・原山古墳群1 福島大学考古学研究報告 第8集 福島大学行政政策学類考古学研究室
田原遺跡 川崎町文化財調査報告書 第15集 川崎町教育委員会
東京都新宿区南榎町遺跡Ⅲ 株式会社四門
新蔵遺跡 徳島大学埋蔵文化財調査報告書 第4巻 徳島大学埋蔵文化財調査室
北大構内の遺跡ⅩⅩⅠ 北大構内の遺跡 ⅩⅩⅠ 北海道大学埋蔵文化財調査センター
山本奥古墳群 奈良大学考古学研究室調査報告 第18集 奈良大学考古学研究室
斑鳩大塚古墳発掘調査報告書Ⅰ 奈良大学考古学研究室調査報告書 第19集 奈良大学考古学研究室
練馬区北荒井遺跡第二次調査 株式会社堅城
作之内遺跡3次地点西の宮東遺跡1次地点 春日部市埋蔵文化財発掘調査報告書 第17 春日部市教育委員会
明石町遺跡Ⅲ 中央区教育委員会
日向洞窟遺跡の発掘記録 東北芸術工科大学考古学研究報告 第16冊 東北芸術工科大学東北文化研究センター
東京都千代田区史跡江戸城外堀跡・牛込門 千代田区
豊島区埋蔵文化財調査概報集10 豊島区埋蔵文化財調査報告48 豊島区教育委員会
巣鴨ⅩⅩⅡ 豊島区埋蔵文化財調査報告47 豊島区教育委員会
ニセコ町西富遺跡・富士見遺跡の旧石器 ニセコ町教育委員会
富士市内遺跡発掘調査報告書 富士市埋蔵文化財調査報告 第57集 富士市教育委員会
飯能の遺跡（42） 飯能市内遺跡発掘調査報告書 19 飯能市教育委員会
平成26年度船橋市内遺跡発掘調査報告書 船橋市教育委員会
西瓜ヶ谷やぐら群調査報告書 鎌倉市教育委員会
鎌倉市埋蔵文化財緊急調査報告書 鎌倉市教育委員会
纒向遺跡発掘調査報告書3 桜井市埋蔵文化財発掘調査報告書 第44集 桜井市教育委員会
東京都文京区柳沢家駒込屋敷（六義館・六義
園）跡

丸紅株式会社

正念寺跡 株式会社グローブマネージメント
剣吉荒町遺跡 青森県埋蔵文化財調査報告書 第558集 青森県教育委員会
弥栄平（1）遺跡Ⅲ 青森県埋蔵文化財調査報告書 第559集 青森県教育委員会
青森県遺跡詳細分布調査報告書27 青森県埋蔵文化財調査報告書 第560集 青森県教育委員会
小八木村東遺跡 高崎市文化財調査報告書 第330集 高崎市教育委員会
平成26年度袖ケ浦市内遺跡発掘調査報告書 袖ケ浦市教育委員会
C56神明西B遺跡 有限会社毛野考古学研究所
白石北原遺跡（縄文時代編１） 藤岡市教育委員会
市内遺跡21 市内遺跡 21 藤岡市教育委員会
皇子塚古墳 藤岡市教育委員会
藤崎3丁目南遺跡D地点埋蔵文化財発掘調査
報告

習志野市教育委員会

谷津貝塚（58）埋蔵文化財発掘調査報告書 習志野市教育委員会
市場遺跡1～4次調査 中津市文化財調査報告 第71集 中津市教育委員会
長者屋敷官衙遺跡4～11次調査 中津市文化財調査報告 第73集 中津市教育委員会
水神下遺跡発掘調査報告書 袖ケ浦市埋蔵文化財発掘調査報告書 第24 袖ケ浦市教育委員会
岩田東A・岩田西遺跡 （公財）岐阜市教育文化振興事業団 第20集 公益財団法人岐阜市教育文化振興事業団
太田1号古窯跡群発掘調査報告書 各務原市文化財調査報告書 第20号 各務原市教育委員会
下ヶ戸貝塚Ⅱ 我孫子市埋蔵文化財報告第50集 我孫子市教育委員会
平成26年度市内遺跡発掘調査報告書 我孫子市埋蔵文化財報告 第51集 我孫子市教育委員会
別当地遺跡 我孫子市埋蔵文化財報告 第52集 我孫子市教育委員会
山宮浅間神社遺跡 富士宮市文化財調査報告書 第49集 富士宮市教育委員会
平泉遺跡群発掘調査報告書：柳之御所遺跡 岩手県文化財調査報告書 第144集 岩手県教育委員会生涯学習文化課
船津古墳群Ⅱ 富士市埋蔵文化財調査報告 第55集 富士市教育委員会



千葉県八千代市白幡前遺跡e地点 八千代市教育委員会教育総務課
千葉県八千代市内込遺跡c地点 八千代市教育委員会教育総務課
千葉県八千代市公共事業関連遺跡発掘調査
報告書Ⅶ：平成26年度

八千代市教育委員会教育総務課

千葉県八千代市市内遺跡発掘調査報告書：
平成26年度

八千代市教育委員会教育総務課

千葉県八千代市：境作遺跡・殿内遺跡 イズミヤ株式会社
大八木・伊勢廻遺跡2 高崎市文化財調査報告書 第271集 高崎市教育委員会
貝沢・天神遺跡 高崎市文化財調査報告書 第272集 高崎市教育委員会
八幡・六枚遺跡2 高崎市文化財調査報告書 第274集 高崎市教育委員会
黒熊・徳山遺跡/黒熊・中原遺跡 高崎市文化財調査報告書 第276集 高崎市教育委員会
平成22年度市内遺跡発掘調査報告書 高崎市文化財調査報告書 第277集 高崎市教育委員会
岩井諏訪前遺跡2 高崎市文化財調査報告書 第278集 高崎市教育委員会
高崎城遺跡18 高崎市文化財調査報告書 第279集 高崎市教育委員会
東京電力中東京幹線関連発掘調査報告書2 高崎市文化財調査報告書 第280集 高崎市教育委員会
菅谷・村東遺跡4 高崎市文化財調査報告書 第281集 高崎市教育委員会
八幡中原遺跡3 高崎市文化財調査報告書 第282集 高崎市教育委員会
善地・諏訪遺跡 高崎市文化財調査報告書 第283集 高崎市教育委員会
飯塚・貝沢堀添遺跡 高崎市文化財調査報告書 第284集 高崎市教育委員会
上並榎・下松遺跡3 高崎市文化財調査報告書 第285集 高崎市教育委員会
菅谷・村東遺跡 高崎市文化財調査報告書 第286集 高崎市教育委員会
高関・堰村遺跡2 高崎市文化財調査報告書 第287集 高崎市教育委員会
矢田・天王原遺跡2 高崎市文化財調査報告書 第288集 高崎市教育委員会
吉井・雑木味遺跡 高崎市文化財調査報告書 第289集 高崎市教育委員会
中大類・天田遺跡 高崎市文化財調査報告書 第290集 高崎市教育委員会
北原・萩林遺跡 高崎市文化財調査報告書 第291集 高崎市教育委員会
剣崎稲荷塚遺跡3 高崎市文化財調査報告書 第292集 高崎市教育委員会
あら町遺跡 高崎市文化財調査報告書 第293集 高崎市教育委員会
金子安良田遺跡・足門東久保遺跡 高崎市文化財調査報告書 第294集 高崎市教育委員会
北双葉町遺跡 高崎市文化財調査報告書 第295集 高崎市教育委員会
下中居天神裏遺跡第1次・第2次調査 高崎市文化財調査報告書 第296集 高崎市教育委員会
平成23年度市内遺跡発掘調査報告書 高崎市文化財調査報告書 第297集 高崎市教育委員会
柴崎・隼人遺跡3 高崎市文化財調査報告書 第298集 有限会社毛野考古学研究所
住吉町遺跡2 高崎市文化財調査報告書 第299集 有限会社毛野考古学研究所
上中居・西屋敷遺跡4 高崎市文化財調査報告書 第300集 高崎市教育委員会
東町遺跡7 高崎市文化財調査報告書 第301集 高崎市教育委員会
乗附・五百山遺跡2 高崎市文化財調査報告書 第302集 高崎市教育委員会
八幡中原遺跡4 高崎市文化財調査報告書 第303集 有限会社毛野考古学研究所
下滝・斎田下遺跡 高崎市文化財調査報告書 第304集 有限会社毛野考古学研究所
下里見宮谷戸遺跡・下室田街遺跡・上中居荒
神遺跡

高崎市文化財調査報告書 第305集 高崎市教育委員会

棟高遺跡群1 高崎市文化財調査報告書 第306集 高崎市教育委員会
下之城仲沖遺跡3 高崎市文化財調査報告書 第307集 高崎市教育委員会
水沼寺沢遺跡 高崎市文化財調査報告書 第308集 高崎市教育委員会
下斎田遺跡群1 高崎市文化財調査報告書 第309集 高崎市教育委員会
下斎田遺跡群2 高崎市文化財調査報告書 第310集 高崎市教育委員会
下斎田遺跡群3 高崎市文化財調査報告書 第311集 高崎市教育委員会
高崎城遺跡20 高崎市文化財調査報告書 第312集 高崎市教育委員会
下之城村前遺跡７ 高崎市文化財調査報告書 第313集 高崎市教育委員会
平成24年度市内遺跡発掘調査報告書 高崎市文化財調査報告書 第314集 高崎市教育委員会
井野・天水遺跡 高崎市文化財調査報告書 第315集 高崎市教育委員会
吉井・雑木味遺跡2 山下工業株式会社
東京都千代田区阿波徳島藩蜂須賀家上屋敷
跡

大成エンジニアリング株式会社埋蔵文化財調
査部門

野口貝塚・早稲田（1）貝塚 三沢市埋蔵文化財調査報告書 第30集 三沢市教育委員会
下原・富士見町遺跡Ⅲ：後期旧石器時代の発
掘調査

明治大学校地内遺跡調査団調査研究報告書
7

学校法人明治大学

震災復興土地区画整理事業地内試掘調査報
告3（末続地区・久之浜地区）

いわき市埋蔵文化財調査報告 第170冊 いわき市教育委員会

根木内城跡第5地点・天神山遺跡第3地点発
掘調査報告書

松戸市文化財調査報告 第57集 松戸市教育委員会

平成25年度松戸市内遺跡発掘調査報告書 松戸市文化財調査報告 第58集 松戸市教育委員会

牧之内遺跡第１－8地点発掘調査報告書
松戸市秋山土地区画整理組合（松戸市教育
委員会）

千葉県松戸市東平賀遺跡－第22地点発掘調
査報告書－

大村清壽（松戸市教育委員会）

千葉県松戸市中芝遺跡 渡邊康弘（松戸市教育委員会）

牧之内遺跡第1－7地点発掘調査報告書
松戸市秋山土地区画整理組合（松戸市教育
委員会）

埋蔵文化財発掘調査概報集ⅩⅩⅠ 横須賀市文化財調査報告書 第52集 横須賀市教育委員会
北九州市小倉南区長野の岩海と花崗岩洞窟 北九州市教育委員会文化部
成願寺跡 北九州市文化財調査報告書 第138集 北九州市教育委員会
黒崎城跡 北九州市文化財調査報告書 第139集 北九州市教育委員会
畠山遺跡H地点 北九州市文化財調査報告書 第140集 北九州市教育委員会
砥石山遺跡第3地点 北九州市文化財調査報告書 第141集 北九州市教育委員会
東京大学構内遺跡調査研究年報 9 東京大学埋蔵文化財調査室
平成25年度印西市内遺跡発掘調査報告書 印西市教育委員会



八幡遺跡Ⅱ・仙石屋敷遺跡Ⅱ 青森県埋蔵文化財調査報告書 第550集 青森県埋蔵文化財調査センター
鳴戸（3）遺跡 青森県埋蔵文化財調査報告書 第551集 青森県教育委員会
赤坂遺跡Ⅲ 青森県埋蔵文化財調査報告書 第552集 青森県教育委員会
館平遺跡Ⅱ 青森県埋蔵文化財調査報告書 第553集 青森県埋蔵文化財調査センター
駒沢（5）遺跡Ⅱ・駒沢（6）遺跡Ⅱ 青森県埋蔵文化財調査報告書 第554集 青森県教育委員会
斗南丘（5）遺跡 青森県埋蔵文化財調査報告書 第555集 青森県教育委員会
下石川平野遺跡 青森県埋蔵文化財調査報告書 第556集 青森県教育委員会
久ヶ原遺跡Ⅴ・山王遺跡Ⅴ・下沼部貝塚Ⅱ発
掘調査報告

大田区の埋蔵文化財 大田区教育委員会

通り西/北金目塚越 平塚市埋蔵文化財緊急調査報告書 17 平塚市教育委員会
茨城県東茨城郡大洗町車塚古墳・姫塚古墳 大洗町文化財調査報告書 第14集 大洗町教育委員会
茨城県東茨城郡大洗町米蔵地遺跡（第２次） 大洗町文化財調査報告書 第15集 大洗町教育委員会
2010・2011年度大洗町内遺跡調査報告書 大洗町文化財調査報告書 第16集 大洗町教育委員会
2012・2013年度大洗町内遺跡調査報告書 大洗町文化財調査報告書 第17集 大洗町教育委員会
茨城県東茨城郡大洗町日下ヶ塚（常陸鏡塚）
古墳

大洗町文化財調査報告書 第18集 大洗町教育委員会

蔵王町内遺跡発掘調査報告書2 蔵王町文化財調査報告書 第20集 蔵王町教育委員会
八戸市内遺跡発掘調査報告書32 八戸市埋蔵文化財調査報告書 第149集 八戸市教育委員会
白蛇遺跡 八戸市埋蔵文化財調査報告書 第150集 八戸市教育委員会
史跡根城跡発掘調査報告書ⅩⅣ岡前館第60
地点

八戸市埋蔵文化財調査報告書 第151集 八戸市教育委員会

堀之内遺跡
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 第2集

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

加治木堀遺跡
鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報
告書 183

鹿児島県立埋蔵文化財センター

弥十山遺跡
鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報
告書 184

鹿児島県立埋蔵文化財センター

合戦田陣跡
鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報
告書 185

鹿児島県立埋蔵文化財センター

天神段遺跡１（弥生時代～近世編）
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 第3集

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

岩本麓遺跡
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 第4集

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

東京都千代田区有楽町一丁目遺跡 株式会社武蔵文化財研究所
勝坂遺跡跡有鹿谷地点 相模原市埋蔵文化財調査報告 48 相模原市教育委員会
千葉県市川市曽谷南遺跡 市川市教育委員会
平成17年度市川市内遺跡発掘調査報告 市川市教育委員会
平成26年度不特定遺跡発掘調査報告 市川市教育委員会
大宮越遺跡第9-4地点発掘調査報告書 市川市
太宰府条坊跡第245次 筑紫野市文化財調査報告書 第109集 筑紫野市教育委員会
太宰府条坊跡第295次発掘調査 筑紫野市文化財調査報告書 第110集 筑紫野市教育委員会
滝坂遺跡Ⅳ 三鷹市埋蔵文化財調査報告 第36集 株式会社Acube
藤木遺跡 鳥栖市文化財調査報告書第84集 鳥栖市教育委員会
宮裏遺跡2 坂戸市教育委員会
川崎市麻生区上麻生日光台遺跡第Ⅳ地区 株式会社盤古堂
横浜市緑区殿谷遺跡第2地点 株式会社盤古堂
神奈川県小田原市酒匂北川端遺跡第Ⅴ地点 株式会社盤古堂
神奈川県厚木市温水松久保遺跡第5地点 株式会社盤古堂
武蔵国府関連遺跡発掘調査報告 株式会社盤古堂
東京都板橋区志村坂上遺跡H地点第5次調査 株式会社盤古堂
神奈川県小田原市国府津三ツ俣遺跡第ⅩⅩ
Ⅳ地点

株式会社盤古堂

神奈川県相模原市南区上鶴間日影山遺跡 株式会社盤古堂
岩槻城跡（御茶屋曲輪跡第1地点）発掘調査：
遺物編

さいたま市埋蔵文化財調査報告書第10集 さいたま市教育委員会

第1期確認調査 真福寺貝塚総括報告書第1集 さいたま市教育委員会
根切遺跡（第9～12次調査）・真福寺貝塚（J地
点）

さいたま市内遺跡発掘調査報告書第14集 さいたま市教育委員会

神座B古墳群第4次発掘調査概報 駒澤大学考古学研究会
丸山B遺跡 三鷹市埋蔵文化財調査報告第35集 三鷹市教育委員会
平成17年度試掘調査 小田原市文化財調査報告書第171集 小田原市教育委員会
小田原城三の丸新堀第Ⅶ・Ⅷ地点 小田原市文化財調査報告書第172集 小田原市教育委員会
千代北町遺跡第 地点 小田原市文化財調査報告書第173集 小田原市教育委員会
別堀前田遺跡第Ⅰ地点 小田原市文化財調査報告書第174集 小田原市教育委員会
早川石丁場群関白沢支群分布調査報告書 小田原市文化財調査報告書第175集 小田原市教育委員会
穴部山神堂遺跡第Ⅰ地点・久野北窪山遺跡
第Ⅰ地点発掘調査報告書

小田原市

小田原城三の丸大久保弥六郎邸跡第Ⅶ地点 小田原市
武蔵国府関連遺跡調査報告－清水が丘地域
の調査－

共和開発株式会社

八幡山周辺の遺跡 小田原の遺跡探訪シリーズ10 小田原市教育委員会
東京都中野区遠藤山遺跡Ⅱ 共和開発株式会社
宮ノ浦遺跡Ⅰ 愛媛大学法文学部考古学研究室報告第10冊 愛媛大学法文学部考古学研究室
西都原古墳群総括報告書 宮崎県教育委員会
特別史跡西都原古墳群発掘調査・保存整備
概要報告書Ⅶ

宮崎県教育委員会（宮崎県立西都原考古博
物館）

西街道小森遺跡 南アルプス市埋蔵文化財調査報告書第41集 南アルプス市教育委員会



桝形堤防－第2次調査2－ 南アルプス市埋蔵文化財調査報告書第42集 南アルプス市教育委員会
平成25年度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43集 南アルプス市教育委員会
前御勅使川堤防址群 南アルプス市埋蔵文化財調査報告書第44集 南アルプス市教育委員会
考古学研究室調査研究集報2014 静岡大学人文社会科学部考古学研究室
前林遺跡1 坂戸市教育委員会
上谷遺跡4 坂戸市教育委員会
上谷遺跡5 坂戸市教育委員会
津久井城跡荒久地区発掘調査報告書 相模原市埋蔵文化財調査報告46 相模原市
国指定史跡川尻石器時代遺跡Ⅱ 相模原市埋蔵文化財調査報告49 相模原市教育委員会
芋川氏館跡（第4次）・（伝）願生寺跡 飯綱町教育委員会
史跡大友氏遺跡保存管理計画書 大分市教育委員会
鶴崎御茶屋敷3 大分市埋蔵文化財発掘調査報告書第134集 大分市教育委員会
横尾遺跡9 大分市埋蔵文化財発掘調査報告書第135集 大分市教育委員会
大友府内20：中世大友府内町跡第107次調査 大分市埋蔵文化財発掘調査報告書第136集 大分市教育委員会
大友府内21 大分市埋蔵文化財発掘調査報告書第137集 大分市教育委員会
大友氏館跡Ⅰ 大分市埋蔵文化財発掘調査報告書第138集 大分市教育委員会
茅原大墓古墳 桜井市埋蔵文化財発掘調査報告書第43集 桜井市教育委員会文化財課
境松遺跡(Ⅱ)・若宮遺跡(Ⅵ) 豊橋市埋蔵文化財調査報告書第124集 豊橋市教育委員会教育部美術博物館
市内遺跡発掘調査―平成23年度― 豊橋市埋蔵文化財調査報告書第129集 豊橋市教育委員会教育部美術博物館
西砂原遺跡 豊橋市埋蔵文化財調査報告書第128集 豊橋市教育委員会教育部美術博物館
眼鏡下池北遺跡（Ⅶ）・東側遺跡（Ⅲ）・西側遺
跡（Ⅸ）・洗島遺跡（Ⅴ）

豊橋市埋蔵文化財調査報告書第132集 豊橋市教育委員会教育部美術博物館

市内遺跡発掘調査―平成24年度― 豊橋市埋蔵文化財調査報告書第135集 豊橋市教育委員会教育部美術博物館
大分市埋蔵文化財調査概要報告2014 大分市教育委員会文化財課
高島遺跡（5次調査） 八女市文化財調査報告書第101集 八女市教育委員会
錦遺跡 八女市文化財調査報告書第102集 八女市教育委員会
龍王遺跡 八女市文化財調査報告書第103集 八女市教育委員会
八女市内遺跡群1 八女市文化財調査報告書第104集 八女市教育委員会
八女市内遺跡群3 八女市文化財調査報告書第106集 八女市教育委員会
八女市内遺跡群4 八女市文化財調査報告書第107集 八女市教育委員会
八女市内遺跡群5 八女市文化財調査報告書第108集 八女市教育委員会
八女市内遺跡群6 八女市文化財調査報告書第109集 八女市教育委員会
津江八升町遺跡（4次調査） 八女市文化財調査報告書第110集 八女市教育委員会
東京都渋谷区代官山遺跡第1地点 共和開発株式会社
赤塚諏訪神社遺跡第4地点発掘調査報告書 共和開発株式会社
大門遺跡第3地点発掘調査報告書 共和開発株式会社
野牛島・大塚遺跡第2地点 南アルプス市埋蔵文化財調査報告書第3集 南アルプス市教育委員会
野牛島・石橋遺跡 南アルプス市埋蔵文化財調査報告書第39集 南アルプス市教育委員会
坂ノ上姥神遺跡 南アルプス市埋蔵文化財調査報告書第40集 南アルプス市教育委員会
中在家南遺跡第6次調査ほか―仙台市荒井
西土地区画整理事業に伴う発掘調査報告書

仙台市文化財調査報告書第434集 仙台市教育委員会

東京都千代田区法政大学構内遺跡Ⅱ 加藤建設株式会社
胴抜原Ａ遺跡 津南町文化財調査報告書第66輯 津南町教育委員会
北上遺跡群（1991年度） 北上市埋蔵文化財調査報告第6集 北上市教育委員会
黒岩城跡 北上市埋蔵文化財調査報告第114集 北上市教育委員会
堰向Ⅱ遺跡 北上市埋蔵文化財調査報告第115集 北上市教育委員会
立花南遺跡 北上市埋蔵文化財調査報告第116集 北上市教育委員会
北上市内試掘調査報告 北上市埋蔵文化財調査報告第117集 北上市教育委員会
貝保遺跡（第2次） 秋田県埋蔵文化財調査報告書第499集 秋田県教育委員会
小勝田館跡 秋田県埋蔵文化財調査報告書第500集 秋田県教育委員会
東京都文京区弓町遺跡第11地点 文京区教育院会
白岩堀ノ内館跡2 いわき市埋蔵文化財調査報告第172冊 いわき市教育委員会
矢畑明王ヶ谷遺跡第5次発掘調査報告書 鎌倉遺跡調査会調査報告書第114集 株式会社斉藤建設
御殿E遺跡第3地点発掘調査報告書 株式会社斉藤建設埋蔵文化財調査部
道場窪遺跡 綾瀬市埋蔵文化財調査報告10 綾瀬市教育委員会

日本の出土米Ⅱ
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4

株式会社六一書房

木古内町新道4遺跡（4）
公益財団法人北海道埋蔵文化財センター調
査報告書（北埋調報）第320集

公益財団法人北海道埋蔵文化財センター

富永地区遺跡群 うきは市文化財調査報告書第20集 うきは市教育委員会
東京都杉並区方南町峰遺跡群方南峰遺跡第
10次調査

杉並区埋蔵文化財報告書第65集 杉並区内遺跡発掘調査団

東京都杉並区方南町峰遺跡群方南峰遺跡第
12次調査

杉並区埋蔵文化財報告書第66集 杉並区教育委員会

東京都新宿区白幡遺跡 杉並区埋蔵文化財報告書第67集 三井不動産レジデンシャル株式会社
東京都杉並区本陣山遺跡D地点 杉並区埋蔵文化財報告書第68集 杉並区教育委員会
東京都杉並区方南町峰遺跡群方南峰遺跡第
5次調査

杉並区埋蔵文化財報告書第69集 共和開発株式会社

京目・不動西遺跡2 高崎市文化財調査報告書第353集 高崎市教育委員会
倉賀野中里前・東中里狐塚遺跡 高崎市文化財調査報告書第356集 高崎市教育委員会
南鍛冶山遺跡発掘調査報告書 藤沢市教育委員会
武蔵国府関連遺跡調査報告－国府地域の調
査－

共和開発株式会社

東京都新宿区南元町遺跡Ⅲ（永井家屋敷地
跡・伊賀者給地元鮫河橋仲町・同表町跡）

国際文化財株式会社

荻原・沖中遺跡7＿西横手・西免遺跡4＿西横
手・西免遺跡5

高崎市文化財調査報告書317 技研測量設計株式会社



正観寺西原遺跡 高崎市文化財調査報告書第320集 高崎市教育委員会
下里見宮谷戸遺跡・足門東屋敷間遺跡・五霊
神社古墳

高崎市文化財調査報告書第322集 高崎市教育委員会

下里見宮谷戸遺跡3・権田関谷遺跡・金古町
裏遺跡・小八木宅地添遺跡2・飯玉遺跡3・南
大類村南遺跡2

高崎市文化財調査報告書第323集 高崎市教育委員会

吉井城東遺跡 高崎市文化財調査報告書第324集 高崎市教育委員会
下之城仲沖遺跡4 高崎市文化財調査報告書第325集 高崎市教育委員会
倉賀野上樋越遺跡 高崎市文化財調査報告書第326集 高崎市教育委員会
上中居前屋敷遺跡 高崎市文化財調査報告書第327集 高崎市教育委員会
平成25年市内遺跡発掘調査報告書 高崎市文化財調査報告書第329集 高崎市教育委員会
高崎城遺跡22 高崎市文化財調査報告書第344集 高崎市教育委員会
上中居前屋敷遺跡2 高崎市文化財調査報告書第345集 高崎市教育委員会
上佐野舟橋4遺跡 高崎市文化財調査報告書第346集 高崎市教育委員会
八島町遺跡 高崎市文化財調査報告書第347集 高崎市教育委員会
菅谷遺跡群1 高崎市文化財調査報告書第348集 高崎市教育委員会
平成26年市内遺跡発掘調査報告書 高崎市文化財調査報告書第349集 高崎市教育委員会
三ツ沢貝塚動物遺体編 有限会社有明文化財研究所

亀ヶ岡文化の漆工芸Ⅱ
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5

株式会社六一書房

京橋二丁目遺跡Ⅱ 中央区教育委員会
四葉遺跡Ｈ地区第1地点発掘調査報告書 共和開発株式会社
市内遺跡試掘・確認調査報告書 伊東市教育委員会
武蔵国府関連遺跡発掘調査報告書 株式会社盤古堂
東京都文京区龍岡町遺跡第7地点 三菱地所レジデンス株式会社
文京区本郷元町遺跡第２地点 文京区教育委員会
東京都新宿区北町遺跡 東急不動産株式会社
東京都北区田端不動坂遺跡 加藤建設株式会社
武蔵国府関連遺跡調査報告 府中市埋蔵文化財調査報告第59集 府中市教育委員会
上溝乙二号遺跡第4地点 株式会社イビソク東京営業所
東京都文京区真砂町遺跡第10地点 サンヨーホームズ株式会社
小田原城三の丸元蔵跡第Ⅱ地点（第3次調
査）元蔵堀第Ⅱ地点（第2次調査）発掘調査報

玉川文化財研究所

茨城県守谷市松並溜遺跡・永泉寺東遺跡 有限会社有明文化財研究所
岩下清水古墳群Ⅱ 昭和村埋蔵文化財発掘調査報告書第11集 昭和村教育委員会
生越土橋遺跡 昭和村埋蔵文化財発掘調査報告書第12集 昭和村教育委員会
幕末佐賀藩三重津海軍所跡Ⅳ 佐賀市重要産業遺跡関係調査報告書7 佐賀市教育委員会
東中山台遺跡群（56） 船橋市教育委員会埋蔵文化財調査事務所
東中山台遺跡群（57） 船橋市教育委員会埋蔵文化財調査事務所
東中山台遺跡群（58） 船橋市教育委員会埋蔵文化財調査事務所
東中山台遺跡群（59） 船橋市教育委員会埋蔵文化財調査事務所
台畑遺跡（8） 船橋市教育委員会埋蔵文化財調査事務所
夏見台遺跡（57） 船橋市教育委員会埋蔵文化財調査事務所
印内台遺跡群（63） 船橋市教育委員会埋蔵文化財調査事務所
中法電貝塚（10）（11） 船橋市教育委員会埋蔵文化財調査事務所
小室台遺跡（1） 船橋市教育委員会埋蔵文化財調査事務所
平塚市試掘・確認調査報告書2 平塚市教育委員会
構之内遺跡発掘調査報告書-第6地点- 第一三共株式会社
東京都渋谷区千駄ヶ谷大谷戸遺跡第3地点 共和開発株式会社
東京都台東区浅草高原町遺跡寿二丁目3番
地「東陽寺」地点

台東区埋蔵文化財発掘調査報告書 株式会社グローブマネージメント

山王遺跡・市川橋遺跡の調査－都市計画道
路（主要地方道『泉－塩釜線』関連遺跡調査
報告書8－）

宮城県文化財調査報告書第238集 宮城県教育委員会

東京都墨田区千歳三丁目遺跡 墨田区教育委員会
涌沢遺跡ほか 宮城県文化財調査報告書第239集 宮城県教育委員会

道合遺跡 東京都埋蔵文化財センター調査報告第307集
公益財団法人東京都スポーツ文化事業団
東京都埋蔵文化財センター

上粕屋・一ノ郷南遺跡、上粕屋・和田内遺跡 かながわ考古学財団調査報告312 公益財団法人かながわ考古学財団
久世原館跡5・番匠地遺跡4 いわき市埋蔵文化財調査報告第173冊 公益財団法人いわき市教育文化事業団

磯部城
公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団
調査報告書611

公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団

奈良女子大学構内遺跡発掘調査概報8 奈良女子大学施設企画課
青森県むつ市江豚沢遺跡2 江豚沢遺跡調査グループ
橘城・紫雲出山遺跡・山本町大野地区・弥谷
寺遍路道

三豊市内遺跡発掘調査報告第7集 三豊市教育委員会事務局生涯学習課

東京都文京区柳沢家駒込屋敷(六議館・六義
園)跡第3地点

大成エンジニアリング株式会社埋蔵文化財調
査部門

特別史跡三内丸山遺跡年報19 青森県教育委員会
大田切1遺跡 静岡県埋蔵文化財センター調査報告第５２集 静岡県埋蔵文化財センター
岡・玖須美石丁場群2遺跡 静岡県埋蔵文化財センター調査報告第50集 静岡県埋蔵文化財センター
年報 財団法人山形県埋蔵文化財センター
平成26年度富里市内遺跡発掘調査報告書 富里市教育委員会
内野牧南新木戸野馬土手、葉山Ⅲ遺跡、五
十五榎遺跡、葉山5遺跡

富里市文化財調査報告書第9集 富里市教育委員会

中須遺跡 宮崎市文化財調査報告書第102集 宮崎市教育委員会
古城第2遺跡 宮崎市文化財調査報告書第103集 宮崎市教育委員会



生目古墳群5 宮崎市文化財調査報告書第108集 宮崎市教育委員会
佐土原城跡第8次調査 宮崎市文化財調査発掘報告書第107集 宮崎市教育委員会
下北方花切第2遺跡 宮崎市文化財調査報告書第106集 宮崎市教育委員会
高岡麓遺跡第37地点 宮崎市文化財調査報告書第105集 宮崎市教育委員会
下屋敷第1遺跡 宮崎市文化財調査報告書第104集 宮崎市教育委員会
本杢遺跡（第11地点） さいたま市遺跡調査会報告書第98集 さいたま市遺跡調査会
大北遺跡（第8次） さいたま市遺跡調査会報告書第105集 さいたま市遺跡調査会
道場寺院跡（第5次） さいたま市遺跡調査会報告書第119集 さいたま市遺跡調査会
貝崎貝塚（第7次） さいたま市遺跡調査会報告書第128集 さいたま市遺跡調査会
立葉遺跡（第2次） さいたま市遺跡調査会報告書第132集 さいたま市遺跡調査会
貝崎貝塚（第8次） さいたま市遺跡調査会報告書第133集 さいたま市遺跡調査会
北袋新堀遺跡（第2次） さいたま市遺跡調査会報告書第134集 さいたま市遺跡調査会
秋田県埋蔵文化財センター年報33 秋田県埋蔵文化財センター
大戸本村3号遺跡 さいたま市遺跡調査会報告書第137集 さいたま市遺跡調査会
C－8号遺跡 さいたま市遺跡調査会報告書第138集 さいたま市遺跡調査会
大久保領家遺跡（第11次） さいたま市遺跡調査会報告書第144集 さいたま市遺跡調査会
岩槻城跡本丸跡（第2地点）・岩槻城跡樹木屋
敷跡（第4地点）

さいたま市遺跡調査会報告書第161集 さいたま市遺跡調査会

氷川神社遺跡 さいたま市遺跡調査会報告書第162集 さいたま市遺跡調査会
馬場小室山遺跡(第32次) さいたま市遺跡調査会報告書第163集 さいたま市遺跡調査会
内道西遺跡 さいたま市遺跡調査会報告書第164集 さいたま市遺跡調査会
南鴻沼遺跡 さいたま市遺跡調査会報告書第165集 さいたま市遺跡調査会
前窪遺跡（第8次） さいたま市遺跡調査会報告書第166集 さいたま市遺跡調査会
上大久保新田遺跡（第5次） さいたま市遺跡調査会報告書第167集 さいたま市遺跡調査会
大古里遺跡（第29地点） さいたま市遺跡調査会報告書第168集 さいたま市遺跡調査会
平成26年度_葛飾区埋蔵文化財調査年報 葛飾区教育委員会　生涯学習課
山梨県北杜市明野町上神取_諏訪原遺跡発
掘調査概報2015年度

昭和女子大学人間文化学部歴史文化学科

上野遺跡2 いわき市埋蔵文化財調査報告第174冊 公益財団法人いわき市教育文化事業団
田中・第六天遺跡_第4地点_発掘調査報告書 伊勢原市
震災復興土地区画整理事業地内試掘調査報
告4（岩間地区）

いわき市埋蔵文化財調査報告第175冊 公益財団法人いわき市教育文化事業団

郡山遺跡第243次調査・西台畑遺跡第11次調 仙台市文化財調査報告書第442集 仙台市教育委員会
西台畑遺跡第9次調査 仙台市文化財調査報告書第441集 仙台市教育委員会
富山城跡・富山城下町遺跡主要部発掘調査
報告書

富山市埋蔵文化財調査報告書79 富山市教育委員会埋蔵文化財センター

東京都北区稲付公園遺跡 東京都北区教育委員会事務局飛鳥山博物館
平成26年度国分寺市埋蔵文化財調査年報 国分寺市教育委員会・国分寺市遺跡調査会
旧吉田家住宅民具調査報告書 千葉県柏市教育委員会生涯学習部文化課
東京都北区　御殿前遺跡　第41地点 共和開発株式会社
落合2遺跡2・平塚遺跡2・三本木2遺跡2・三本
木3遺跡2

安中市教育委員会

西横野西部地区遺跡群発掘調査概報 安中市教育委員会
宿ノ後遺跡（第10次） 柏市埋蔵文化財調査報告書 株式会社　地域文化財研究所
狸穴第1遺跡（第2次）・狸穴第2遺跡（第3次） 柏市埋蔵文化財調査報告書81 有限会社　勾玉工房Mogi
呼塚遺跡（第17次） 柏市埋蔵文化財調査報告書79 株式会社　地域文化財研究所
平成25年度柏市市内遺跡発掘調査報告書 柏市教育委員会

厚真町冨里3遺跡
（公財）北海道埋蔵文化財センター調査報告
書（北埋調報）第326集

公益財団法人　北海道埋蔵文化財センター

厚真町イクバンドユクチセ3遺跡
（公財）北海道埋蔵文化財センター調査報告
書（北埋調報）第325集

公益財団法人　北海道埋蔵文化財センター

根室市トーサムポロ湖周辺竪穴群（2）
（公財）北海道埋蔵文化財センター調査報告
書（北埋調報）第324集

公益財団法人　北海道埋蔵文化財センター

千歳市キウス3遺跡・キウス11遺跡
（公財）北海道埋蔵文化財センター調査報告
書（北埋調報）第323集

公益財団法人　北海道埋蔵文化財センター

厚真町ショロマ4遺跡
（公財）北海道埋蔵文化財センター調査報告
書（北埋調報）第322集

公益財団法人　北海道埋蔵文化財センター

久米高畑遺跡58次・60次・61次調査 松山市文化財調査報告書第182集
公益財団法人松山市文化・スポーツ振興財団
埋蔵文化財センター

三内丸山遺跡43 青森県埋蔵文化財調査報告書第570集 青森県教育庁文化財保護課
遺跡詳細分布調査報告書 秋田県文化財調査報告書第502集 秋田県埋蔵文化財センター
山梨県内分布調査報告書（平成27年） 山梨県埋蔵文化財センター調査報告書309集 山梨県埋蔵文化財センター
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 公益財団法人いわき市教育文化事業団
平成26年度佐倉市埋蔵文化財発掘調査報告 公益財団法人　印旛郡市文化財センター
六所家総合調査報告書－埋蔵文化財2 六所家総合調査報告書 富士市教育委員会（担当課：文化振興課）
六所家総合調査報告書－建造物・庭園 六所家総合調査報告書 富士市教育委員会（担当課：文化振興課）
樽味立添遺跡2次調査・樽味高木遺跡5次調
査・樽味四反地遺跡範囲確認調査

松山市文化財調査報告書第184集
公益財団法人松山市文化・スポーツ振興財団
埋蔵文化財センター

仙台城跡 仙台市文化財調査報告書第444集 仙台市教育委員会

衣山北組遺跡・谷町遺跡2次調査 松山市文化財調査報告書第183集
公益財団法人松山市文化・スポーツ振興財団
埋蔵文化財センター

千葉市へたの台貝塚
公益財団法人千葉市教育振興財団　埋蔵文
化財調査センター

千葉市宮野木原第2遺跡
公益財団法人　千葉市教育振興財団　事務
局　埋蔵文化財調査担当

千葉市川戸・柳沢遺跡
公益財団法人千葉市教育振興財団　事務局
埋蔵文化財調査担当



千葉市米之内遺跡
公益財団法人　千葉市教育振興財団　埋蔵
文化財調査センター

千葉市向ノ台遺跡2
公益財団法人　千葉市教育振興財団　事務
局　埋蔵文化財調査担当

千石町遺跡発掘調査報告書 富山市埋蔵文化財調査報告78 富山市教育委員会埋蔵文化財センター
郡山遺跡36 仙台市文化財調査報告書第450集 仙台市教育委員会（文化財課）
請西遺跡群発掘調査報告書15 木更津市教育委員会
請西遺跡群発掘調査報告書14 木更津市教育委員会
大間原遺跡・登戸新田遺跡 鴻巣市文化財調査報告第23集 鴻巣市教育委員会
阿弥陀堂遺跡 鴻巣市文化財調査報告第22集 鴻巣市教育委員会
新屋敷遺跡 鴻巣市文化財調査報告第21集 鴻巣市教育委員会
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 春日部市教育委員会

斑鳩大塚古墳発掘調査報告書2 奈良大学文学部文化財学科
前上ノ山遺跡 いわき市埋蔵文化財調査報告第177冊 公益財団法人いわき市教育文化事業団
弘前市革秀寺・長勝寺津軽家霊屋内部調査
報告書

弘前大学人文学部文化財論研究室

西板戸遺跡窪遺跡 秋田県文化財調査報告書第501集 秋田県教育委員会
渋川市市内遺跡9 渋川市埋蔵文化財発掘調査報告書第37集 渋川市教育委員会
国指定史跡武蔵国分僧寺跡発掘調査報告書 国分寺市教育委員会
東京都足立区若宮八幡神社遺跡3 国際文化財株式会社
下天摩遺跡・大草里窪遺跡 青森県埋蔵文化財調査報告書第572集 青森県教育庁文化財保護課
鷲ノ巣（1)遺跡鷲ノ巣（3）遺跡 青森県埋蔵文化財調査報告書第571集 青森県教育庁文化財保護課
平成25年度川崎市埋蔵文化財年報 川崎市教育委員会生涯学習部文化財課
平成24年度川崎市埋蔵文化財年報 川崎市教育委員会生涯学習部文化財課
川崎市文化財調査集録第49集 川崎市文化財調査集録第49集 川崎市教育委員会生涯学習部文化財課
川崎市宮前区梶ヶ谷金山遺跡発掘調査報告 川崎市文化財調査集録第48集 川崎市教育委員会生涯学習部文化財課

山王・柴遺跡群
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615集

公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団

南玉二丁町遺跡
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616集

公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団

福島味噌袋遺跡
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612集

公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団

下之宮高侭遺跡
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619集

公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団

南玉埋堀遺跡
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614集

公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団

尾坂遺跡（2）
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618集

公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団

林中原2遺跡（1）
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617集

公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団

宮久保遺跡
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613集

公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団


