
書名 シリーズ名 発行所
堀川文化財総合調査報告 水巻町文化財調査報告書第10集 水巻町教育委員会
武蔵国府関連遺跡調査報告 共和開発株式会社

京都府遺跡調査報告集　第168冊 京都府遺跡調査報告集　第168冊
公益財団法人京都府埋蔵文化財調査研究セン
ター

京都府遺跡調査報告集　第169冊 京都府遺跡調査報告集　第169冊
公益財団法人京都府埋蔵文化財調査研究セン
ター

京都府遺跡調査報告集　第170冊 京都府遺跡調査報告集　第170冊
公益財団法人京都府埋蔵文化財調査研究セン
ター

三内丸山(6)遺跡V 青森県埋蔵文化財調査報告書第585集 青森県教育委員会
道仏鹿糠遺跡2・下平窪遺跡 青森県埋蔵文化財調査報告書第586集 青森県教育委員会
青森県遺跡詳細分布調査報告書29 青森県埋蔵文化財調査報告書第587集 青森県教育委員会
―鳥海山麓小山崎遺跡から―現代に伝わる縄文
の風景・くらしシンポジウム報告書

山形県遊佐町教育委員会

藤原京跡5 橿原市埋蔵文化財調査報告　第11冊 橿原市教育委員会
藤原京跡6 橿原市埋蔵文化財調査報告　第13冊 橿原市教育委員会
新堂遺跡―京奈和自動車道「御所区間」建設に
伴う発掘調査報告書―

橿原市埋蔵文化財調査報告　第12冊 橿原市教育委員会

赤道遺跡・西下原遺跡 さつま町発掘調査報告書9 さつま町教育委員会
平成27年度　国分寺市埋蔵文化財調査年報 国分寺市教育委員会

埋蔵文化財調査報告31　平成27年度(2015年度) 埋蔵文化財調査報告書31
練馬区 地域文化部 文化・生涯学習課 伝統文化
係

岩鼻・延養寺遺跡 高崎市文化財調査報告書第318集 有限会社 高澤考古学研究所
正観寺八木境遺跡 高崎市文化財調査報告書第321集 有限会社 高澤考古学研究所
棟高南八幡街道遺跡 高崎市文化財調査報告書第333集 有限会社 高澤考古学研究所
倉賀野辻薬師遺跡 高崎市文化財調査報告書第336集 有限会社 高澤考古学研究所
下豊岡上後原遺跡 高崎市文化財調査報告書第367集 有限会社 高澤考古学研究所

平成28年度ひたちなか市内遺跡発掘調査報告書
公益財団法人ひたちなか市生活・文化・スポー
ツ公社

鹿嶋市内遺跡埋蔵文化財発掘調査報告書38 鹿嶋市の文化財第158集 鹿嶋市教育委員会
埃倉遺跡　鐘打東遺跡　埃倉西遺跡 茨城県教育財団文化財調査報告第416集 公益財団法人茨城県教育財団
六方遺跡 茨城県教育財団文化財調査報告第417集 公益財団法人茨城県教育財団
釈迦新田遺跡2 茨城県教育財団文化財調査報告第418集 公益財団法人茨城県教育財団
吉十北遺跡　勘十郎堀跡 茨城県教育財団文化財調査報告第419集 公益財団法人茨城県教育財団
殿畠遺跡 茨城県教育財団文化財調査報告第420集 公益財団法人茨城県教育財団
髭釜遺跡　行人塚古墳 茨城県教育財団文化財調査報告第421集 公益財団法人茨城県教育財団
宮後遺跡2 茨城県教育財団文化財調査報告第422集 公益財団法人茨城県教育財団
五蔵遺跡2 茨城県教育財団文化財調査報告第423集 公益財団法人茨城県教育財団
宮中野古墳群 茨城県教育財団文化財調査報告第424集 公益財団法人茨城県教育財団
塚前古墳 いわき市教育委員会
武蔵国府関連遺跡調査報告57 府中埋蔵文化財調査報告第61集 府中市教育委員会
武蔵国府関連遺跡調査報告58 府中埋蔵文化財調査報告第62集 府中市教育委員会

樽味四反地遺跡23次調査 松山市文化財調査報告書第186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

束本遺跡5次調査 松山市文化財調査報告書第187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

宮前川流域の遺跡3 松山市文化財調査報告書第190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

越高遺跡　B地点 考古学研究室報告52 熊本大学文学部考古学研究室
北大構内の遺跡23 北大構内の遺跡23 北海道大学埋蔵文化財調査センター
常三島遺跡3 徳島大学埋蔵文化財調査報告書第6巻 徳島大学埋蔵文化財調査室
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60集 富士市教育委員会
東平遺跡　第20地区 富士市埋蔵文化財調査報告第61集 富士市教育委員会
渋川市市内遺跡10 渋川市埋蔵文化財発掘調査報告書第39集 渋川市教育委員会
史跡瀧沢石器時代遺跡―総括報告書― 渋川市埋蔵文化財発掘調査報告書第38集 渋川市教育委員会
市内遺跡発掘調査報告書 静岡県島田市埋蔵文化財報告第52集 島田市教育委員会文化課
千葉県八千代市　平沢遺跡e地点 八千代市教育委員会



千葉県八千代市　作山塚群3号塚・4号塚 八千代市教育委員会
千葉県八千代市平戸台遺跡c地点 八千代市教育委員会
千葉県八千代市　市内遺跡発掘調査報告書　平
成28年度

八千代市教育委員会

史跡加曽利貝塚総括報告書 千葉市教育委員会

坂長越城ノ原遺跡・越敷山古墳群(坂長地区)
一般財団法人　米子市文化財団埋蔵文化財発掘
調査報告書12

一般財団法人　米子市文化財団

金廻家ノ上ノ内遺跡・金廻家ノ上遺跡・越敷山
古墳群(金廻地区)

一般財団法人　米子市文化財団埋蔵文化財発掘
調査報告書13

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
史跡　上淀廃寺跡 米子市教育委員会
史跡　向山古墳群 米子市教育委員会
三島市埋蔵文化財発掘調査報告21 三島市教育委員会
大進舎遺跡　（第2地点） 三島市教育委員会
東京都文京区　国指定名勝及び史跡小石川植物
園（御薬園跡及び養生所跡）第2地点

文京区教育委員会

井尻村中遺跡 土佐市埋蔵文化財発掘調査報告書第4集 土佐市教育委員会
町内遺跡19 寄居町文化財調査報告第36集 寄居町教育委員会
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128集 平泉町教育委員会
特別史跡無量光院跡発掘調査報告書13 岩手県平泉町文化財調査報告書第127集 平泉町教育委員会
東京都北区　十条台遺跡群北区役所遺跡　新別
館用地地点

株式会社武蔵文化財研究所

安行中学校遺跡 川口市埋蔵文化財発掘調査報告書 埼玉県川口市教育委員会
東京都練馬区八ヶ谷戸遺跡第5次調査 共和開発株式会社
中居町一丁目遺跡4 高崎市文化財調査報告書第380集 有限会社毛野考古学研究所
斑鳩大塚古墳発掘調査報告書3 奈良大学考古学研究調査報告書　第21冊 奈良大学文学部文化財学科
宮城県仙台市郡山遺跡37 仙台市文化財調査報告書第460集 仙台市教育委員会（文化財課）
北和城南古墳出土品調査報告書 奈良国立博物館
富士宮市の遺跡6 富士宮市埋蔵文化財調査報告第52集 富士宮市教育委員会
五反田遺跡 甲州市文化財調査報告書第17集 公益財団法人　山梨文化財研究所
平成27年度　市内遺跡発掘調査等事業報告書 甲州市文化財調査報告書第21集 甲州市教育委員会
於曽屋敷遺跡 甲州市文化財調査報告書第22集 公益財団法人　山梨文化財研究所

平成28年度　秋田市遺跡確認調査報告書
秋田市教育委員会（秋田市観光文化スポーツ
部）

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33 鎌倉市埋蔵文化財緊急調査報告書33 鎌倉市教育委員会
鎌倉市埋蔵文化財緊急調査報告書33 鎌倉市埋蔵文化財緊急調査報告書33 鎌倉市教育委員会
東中原G/小熊原/北金目塚越 平塚市埋蔵文化財緊急調査報告書18 平塚市教育委員会
市内遺跡試掘確認調査　相原廃寺　長者屋敷官
衙遺跡　中近世城館確認調査(4)

中津市文化財調査報告第81集 中津市教育委員会

中津城下町遺跡25・26次調査 中津市文化財調査報告第77集 中津市教育委員会
越那A遺跡 津南町文化財調査報告書第71輯 津南町教育委員会
三内丸山遺跡44 青森県埋蔵文化財調査報告書第588集 青森県教育委員会
川崎町内遺跡群 川崎町文化財調査報告書第17集 川崎町教育委員会
田原遺跡7次調査 川崎町文化財調査報告書第18集 川崎町教育委員会
西横野中部地区遺跡群(人見西原遺跡・人見坂
ノ上遺跡・人見三本松遺跡・人見上ノ原遺跡・
人見上西原遺跡・二軒在家原田遺跡・二軒在家
原田2遺跡・二軒在家原田頭遺跡・行田二本杉
原東遺跡)

群馬県安中市教育委員会

巣鴨町21 豊島区埋蔵文化財調査報告46 豊島区教育委員会
長崎並木3 豊島区埋蔵文化財調査報告51 豊島区教育委員会
豊島区埋蔵文化財調査概報集12 豊島区埋蔵文化財調査報告52 豊島区教育委員会
鳴戸(3)遺跡2 青森県埋蔵文化財調査報告書第574集 青森県教育委員会
水上(2)遺跡3 青森県埋蔵文化財調査報告書第575集 青森県教育委員会
川原平(1)遺跡4 青森県埋蔵文化財調査報告書第576集 青森県教育委員会
川原平(1)遺跡5 青森県埋蔵文化財調査報告書第577集 青森県教育委員会



川原平(1)遺跡6 青森県埋蔵文化財調査報告書第578集 青森県教育委員会
川原平(1)遺跡7 青森県埋蔵文化財調査報告書第579集 青森県教育委員会
川原平(1)遺跡8 青森県埋蔵文化財調査報告書第580集 青森県教育委員会
二枚橋(1)遺跡 青森県埋蔵文化財調査報告書第581集 青森県教育委員会

下石川平野遺跡3・浪岡蛍沢遺跡・旭(2)遺跡2 青森県埋蔵文化財調査報告書第583集 青森県教育委員会

鳥舌内館 青森県埋蔵文化財調査報告書第584集 青森県教育委員会
垣外遺跡発掘調査報告2 周南市埋蔵文化財調査報告第2集 周南市教育委員会
下ヶ戸貝塚4 我孫子市埋蔵文化財報告第55集 我孫子市教育委員会
平成28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56集 我孫子市教育委員会
平成28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
水神下遺跡 袖ケ浦市教育委員会
女神台場跡 長崎市教育委員会

八郎潟沿岸における縄文時代晩期末の研究
弘前大学人文社会科学部北日本考古学研究セン
ター

館平遺跡3 青森県埋蔵文化財調査報告書第582集 青森県教育委員会
瀬戸内町内の遺跡1 瀬戸内町文化財調査報告書5 瀬戸内町教育委員会
瀬戸内町内の遺跡2 瀬戸内町文化財調査報告書6 瀬戸内町教育委員会
恋ヶ窪東遺跡発掘調査報告書　第22次調査 共和開発株式会社
泉町C遺跡2 いわき市埋蔵文化財調査報告第179冊 いわき市教育委員会
北区埋蔵文化財調査年報 東京都北区教育委員会

団子山古墳4・塚野目古墳群1 福島大学考古学研究報告第10集
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

東京都文京区　切支丹屋敷跡 B-144-2 東京都文京区教育委員会
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150集 岩手県教育委員会
本町三丁目遺跡2000-02地点・2002-03地点
寺山中丸遺跡9212地点　発掘調査報告書

秦野市教育委員会生涯学習課文化財班

鉾木遺跡9208地点　9605地点　9806地点　根
丸島遺跡9105地点

秦野の遺跡9 秦野市教育委員会生涯学習課文化財班

宇和奈辺陵墓参考地旧陪冢ろ号（大和6号墳） 宮内庁書陵部

飯能の遺跡（43） 飯能市教育委員会
神谷作古墳群 いわき市埋蔵文化財調査報告第180冊 いわき市教育委員会
静岡大学人文社会科学部　考古学研究室調査研
究集報2016

考古学研究室調査研究集報2016 静岡大学人文社会科学部考古学研究室

天神山遺跡　第3地点　発掘調査報告書�天神山
遺跡　第4地点　発掘調査報告書

玉川文化財研究所

小田良遺跡群　発掘調査報告書　稲城市No.3・
134・135・136・147・149・150・153遺跡

玉川文化財研究所

大牟田古墳群　中島窯跡群　測量調査概報 福岡大学考古学研究室研究調査報告書第11冊 福岡大学人文学部考古学研究室

南鍛冶山遺跡発掘調査報告書
藤沢都市計画事業北部第2（2地区）土地区画整
理事業に伴う調査第13巻　古代9

藤沢市教育委員会

相原田通遺跡 相模原市埋蔵文化財調査報告51 相模原市教育委員会
田名堀ノ内遺跡　第7地点 相模原市埋蔵文化財調査報告52 相模原市教育委員会
川尻石器時代遺跡総括報告書 相模原市埋蔵文化財調査報告53 相模原市教育委員会
沖代地区条里跡　41次調査 中津市文化財調査報告第78集 中津市教育委員会
沖代地区条里跡　44次調査 中津市文化財調査報告第79集 中津市教育委員会
法垣遺跡3次・4次調査 中津市文化財調査報告第80集 中津市教育委員会
中須遺跡・古田遺跡・佐間殿遺跡 中津市文化財調査報告第82集 中津市教育委員会

東京都北区　稲付公園遺跡
東京都北区教育委員会事務局教育振興部　飛鳥
山博物館

国見山廃寺跡 北上市埋蔵文化財調査報告第7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124集 北上市立埋蔵文化財センター
館4遺跡 北上市埋蔵文化財調査報告第125集 北上市立埋蔵文化財センター
北上市内試掘調査報告 北上市埋蔵文化財調査報告第126集 北上市立埋蔵文化財センター
江釣子古墳群（2016年度）� 北上市埋蔵文化財調査報告第127集 北上市立埋蔵文化財センター



千年小森遺跡 うきは市文化財調査報告書第22集 うきは市教育委員会

生葉北遺跡3　生葉地区遺跡1北側調査区の報告 うきは市文化財調査報告書第23集 うきは市教育委員会

うきは円形劇場 うきは市文化財調査報告書第24集 うきは市教育委員会
若宮遺跡（10）・境松遺跡（6）・内田貝塚
（5）

豊橋市埋蔵文化財調査報告書第142集 豊橋市教育委員会

行合遺跡 豊橋市埋蔵文化財調査報告書第143集 豊橋市教育委員会
市内遺跡発掘調査　平成26年度 豊橋市埋蔵文化財調査報告書第144集 豊橋市教育委員会

榿木原遺跡4
一般国道161号西大津バイパス事業に伴う発掘
調査報告書

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課

針氏城遺跡2
ほ場整備関係(経営体育成基盤整備)遺跡発掘調
査報告書39-1

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課

長福寺遺跡
土山蒲生近江八幡線緊急地方道路整備工事に伴
う発掘調査報告書

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課

辻遺跡
湖南中部守山栗東雨水幹線宅屋工区管渠工事に
伴う発掘調査報告書

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課

六反田遺跡2
中山間地域総合整備関係遺跡発掘調査報告書3-
2

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課

佐和山城跡
中山間地域総合整備関係遺跡発掘調査報告書3-
3

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課

浄土屋敷遺跡2
ほ場整備関係(経営体育成基盤整備)遺跡発掘調
査報告書40-1

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課

長畑遺跡
古河AS株式会社事務棟等建設工事に伴う発掘
調査報告書

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課

粟津第3貝塚2・自然流路2
琵琶湖開発事業関連埋蔵文化財発掘調査報告書
13

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課

琵琶湖東南部草津川地域の湖底・湖岸遺跡
琵琶湖開発事業関連埋蔵文化財発掘調査報告書
12

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課

下羽田遺跡
ほ場整備関係(経営体育成基盤整備)遺跡発掘調
査報告書41-2

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課

琵琶湖開発事業関連埋蔵文化財保管整理業務事
業報告

琵琶湖開発事業関連埋蔵文化財発掘調査報告書
15-1

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課

琵琶湖の湖底遺跡
琵琶湖開発事業関連埋蔵文化財発掘調査報告書
15-2

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課

琵琶湖の湖底遺跡
琵琶湖開発事業関連埋蔵文化財発掘調査報告書
15-3

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課

蛭子田遺跡1
蒲生スマートインターチェンジ設置工事
(NEXCO事業区域)に伴う発掘調査報告書

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課

星ヶ峰遺跡 予防治山工事に伴う発掘調査報告書 滋賀県教育委員会事務局文化財保護課

下羽田遺跡
県営水質保全対策事業(白鳥川中流域1期地区)
に伴う発掘調査報告書

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課

臨在庵遺跡 国道421号道路整備工事に伴う発掘調査報告書 滋賀県教育委員会事務局文化財保護課

下川原遺跡2
一般国道1号線水口道路(2工区)工事に伴う発掘
調査報告書2

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課

大石城遺跡
一級河川大石川河川改修事業関係遺跡発掘調査
報告書

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課

島遺跡
長命寺川支流補助通常砂防(総流防)工事に伴う
発掘調査報告書

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課

岡遺跡
県道六地蔵草津線補助道路整備事業関係遺跡発
掘調査報告書

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課

横山城遺跡・朝日遺跡
県道間田長浜線補助道路整備事業に伴う発掘調
査報告書

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課

生品宮山遺跡 川場村教育委員会
生品小鳥沢遺跡 川場村教育委員会
北区埋蔵文化財調査年報―平成28年度― 東京都北区教育委員会



十条台遺跡群　南橋遺跡（北区埋蔵文化財調査
年報―平成28年度―）

東京都北区教育委員会

新川2丁目遺跡2 中央区教育委員会
中里遺跡 小田原の遺跡探訪シリーズ12 小田原市教育委員会
シンポジウム「史跡江戸城石垣石丁場跡の実像
に迫る～国指定を記念して～」記録集

小田原市教育委員会

千代仲ノ町遺跡第10地点 小田原市文化財調査報告書第180集 小田原市教育委員会
平成18年度小田原市緊急発掘調査報告書2　平
成18年度試掘調査

小田原市文化財調査報告書第181集 小田原市教育委員会

千代寺院跡文化財調査報告書 小田原市文化財調査報告書第182集 小田原市教育委員会
B-101号遺跡(第2次) さいたま市遺跡調査会報告書第90集 さいたま市遺跡調査会
府内3丁目遺跡(第2次) さいたま市遺跡調査会報告書第109集 さいたま市遺跡調査会
前窪遺跡(第6次・第7次) さいたま市遺跡調査会報告書第111集 さいたま市遺跡調査会
小村田東遺跡(第9次) さいたま市遺跡調査会報告書第146集 さいたま市遺跡調査会
土呂陣屋跡[B-22号遺跡](第27・28地点) さいたま市遺跡調査会報告書第169集 さいたま市遺跡調査会
釣上高岡南遺跡(第3次) さいたま市遺跡調査会報告書第170集 さいたま市遺跡調査会
小深作遺跡(第4次) さいたま市遺跡調査会報告書第171集 さいたま市遺跡調査会
南鴻沼遺跡(第2分冊) さいたま市遺跡調査会報告書第172集 さいたま市遺跡調査会
大和田陣屋跡(第5次・第6次) さいたま市遺跡調査会報告書第173集 さいたま市遺跡調査会
大戸本村1号遺跡(第4次) さいたま市遺跡調査会報告書第174集 さいたま市遺跡調査会
前窪遺跡(第10次) さいたま市遺跡調査会報告書第175集 さいたま市遺跡調査会
椚谷遺跡(第20次) さいたま市遺跡調査会報告書第176集 さいたま市遺跡調査会
南鴻沼遺跡(第3分冊) さいたま市遺跡調査会報告書第177集 さいたま市遺跡調査会
中野田堀ノ内遺跡(第4・5・6・7次)　中野田島
ノ前遺跡(第4次)　中野田中原遺跡(第4次)

さいたま市遺跡調査会報告書第178集 さいたま市遺跡調査会

大間木内谷遺跡(第33区) さいたま市遺跡調査会報告書第179集 さいたま市遺跡調査会

山ノ口遺跡
鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書
第188集

鹿児島県立埋蔵文化財センター

高付遺跡
鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書
第189集

鹿児島県立埋蔵文化財センター

知覧飛行場跡
鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書
第190集

鹿児島県立埋蔵文化財センター

里町遺跡
鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書
第191集

鹿児島県立埋蔵文化財センター

平良上C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11集

公益財団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財

荒園遺跡1　第1地点
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12集

公益財団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財

永吉天神段遺跡2　第2地点-1　旧石器時代・縄
文時代早期・後期編

公益財団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財
調査センター発掘調査報告書第13集

公益財団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財

牧山遺跡1(A地点　弥生時代以降編)
公益財団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財
調査センター発掘調査報告書第14集

公益財団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財

田原迫ノ上遺跡2　縄文時代早期編
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第15集

公益財団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財

立小野堀遺跡1
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16集

公益財団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財

溝祭木戸3号古墳発掘調査報告書 吉岡町文化財調査報告書第34集 群馬県北群馬郡吉岡町教育委員会
茶ノ木古墳発掘調査報告書 吉岡町文化財調査報告書第35集 群馬県北群馬郡吉岡町教育委員会
内畑遺跡 鳥栖市文化財調査報告書第85集 鳥栖市教育委員会
姫方遺跡 鳥栖市文化財調査報告書第86集 鳥栖市教育委員会
勝尾城筑紫氏遺跡 鳥栖市文化財調査報告書第88集 鳥栖市教育委員会
本原遺跡 鳥栖市文化財調査報告書第89集 鳥栖市教育委員会
京町遺跡 鳥栖市文化財調査報告書第90集 鳥栖市教育委員会
平成27年度印西市内遺跡発掘調査報告書 印西市教育委員会
東京都新宿区北町遺跡2 新宿区
江戸場外堀跡　市谷堀　〈外濠公園地点の発掘
調査〉

新宿区教育委員会



南久が原2丁目4番横穴墓1　久ヶ原遺跡6　発掘
調査報告

大田区の埋蔵文化財第23集 大田区教育委員会

重地遺跡2 八戸市埋蔵文化財調査報告書第155集 八戸市教育委員会
八戸市内遺跡発掘調査報告書34 八戸市埋蔵文化財調査報告書第156集 八戸市教育委員会
一王寺(1)遺跡 八戸市埋蔵文化財調査報告書第157集 八戸市教育委員会
八幡遺跡6 八戸市埋蔵文化財調査報告書第158集 八戸市教育委員会
善通寺市内遺跡発掘調査事業に伴う埋蔵文化財
発掘調査報告書17

善通寺市教育委員会

東京都町田市　鶴間公園遺跡(町田市No.999遺
跡)

株式会社四門

旧九州鉄道城山三連橋梁 筑紫野市文化財調査報告書第111集 筑紫野市教育委員会
堀池遺跡第3・5・6次発掘調査 筑紫野市文化財調査報告書第112集 筑紫野市教育委員会
原口遺跡　第2次・第3次発掘調査 筑紫野市文化財調査報告書第113集 筑紫野市教育委員会
東京都新宿区　市谷仲之町西遺跡6 株式会社CEL
市内遺跡発掘調査報告書　平成27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（文化財課）
堀部西・丸岡塚遺跡、春近遺跡 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書20-9 滋賀県教育委員会事務局文化財保護課

尼子南遺跡
県営かんがい排水事業関連遺跡発掘調査報告書
11-2

滋賀県教育委員会　文化財保護課　財団法人
滋賀県文化財保護協会

木曽遺跡 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書23-2
滋賀県教育委員会　文化財保護課　財団法人
滋賀県文化財保護協会

国領遺跡
県道新海上稲葉線道路改築事業に伴う発掘調査
報告書

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課/財団法
人　滋賀県文化財保護協会

了安寺遺跡・尊光寺遺跡
ほ場整備関係（経営体育成基盤整備）遺跡発掘
調査報告書34-1

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課/財団法
人　滋賀県文化財保護協会

了安寺遺跡
県営かんがい排水事業（県営農業用水再編対策
事業）関連遺跡発掘調査報告書19

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課/財団法
人　滋賀県文化財保護協会

山賀城遺跡ほか
ほ場整備関係（水質保全対策）遺跡発掘調査報
告書34-5

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課/財団法
人　滋賀県文化財保護協会

琵琶湖西南部の湖底・湖岸遺跡
琵琶湖開発事業関連埋蔵文化財発掘調査報告書
8

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課/財団法
人　滋賀県文化財保護協会

高野城遺跡
近畿自動車道名古屋神戸線建設事業に伴う発掘
調査報告書5

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課/財団法
人　滋賀県文化財保護協会

長野遺跡3
県道愛知川彦根線単独道路改築事業に伴う発掘
調査報告書

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課/財団法
人　滋賀県文化財保護協会

弘前遺跡1
ほ場整備関係（水質保全対策）遺跡発掘調査報
告書35-1

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課/財団法
人　滋賀県文化財保護協会

酒波寺遺跡 県営農道整備事業に係る発掘調査報告書4
滋賀県教育委員会事務局文化財保護課/財団法
人　滋賀県文化財保護協会

弘前遺跡・赤野井遺跡
ほ場整備関係（水質保全対策）遺跡発掘調査報
告書35-2

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課/財団法
人　滋賀県文化財保護協会

安養寺遺跡・辻野遺跡
県営農業農村整備関係（県営田園交流基盤整
備・田園空間整備）遺跡発掘調査報告書2

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課/財団法
人　滋賀県文化財保護協会

岩尾山遺跡 予防治山工事に伴う測量・発掘調査報告書
滋賀県教育委員会事務局文化財保護課/財団法
人　滋賀県文化財保護協会

弘前遺跡2
ほ場整備関係（水質保全対策）遺跡発掘調査報
告書36-4

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課/財団法
人　滋賀県文化財保護協会

赤野井浜遺跡
琵琶湖（赤野井湾）補助河川環境事業に伴う発
掘調査報告書

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課/財団法
人　滋賀県文化財保護協会

安土城下町遺跡
主要地方道大津能登川長浜線道路改築工事に伴
う発掘調査報告書

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課/財団法
人　滋賀県文化財保護協会

肥田城遺跡　肥田西遺跡　鶴田遺跡
ほ場整備関係（経営体育成基盤整備）遺跡発掘
調査報告書37-1

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課/財団法
人　滋賀県文化財保護協会

井戸遺跡
県営経営体育成基盤整備事業に伴う発掘調査報
告書37-3

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課/財団法
人　滋賀県文化財保護協会

国指定名勝　多賀神社奥書院庭園保存修理工事
報告書

多賀町教育委員会 多賀大社



国指定名勝　西明寺本坊庭園保存修理工事報告
書

西明寺/財団法人滋賀県文化財保護協会

最勝寺境内遺跡 中谷川補助通常砂防工事に伴う発掘調査報告書
滋賀県教育委員会事務局文化財保護課/財団法
人　滋賀県文化財保護協会

外谷遺跡
外谷川補助砂防総合流域防災工事に伴う発掘調
査報告書

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課/財団法
人　滋賀県文化財保護協会

長島遺跡・夕日ヶ丘北遺跡
県営田園空間整備事業（野洲川下流地区）集落
農園工事に伴う発掘調査報告書

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課/財団法
人　滋賀県文化財保護協会

特別史跡彦根城跡
滋賀県立彦根東高等学校耐震改修等工事に伴う
発掘調査報告書

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課/財団法
人　滋賀県文化財保護協会

極楽寺遺跡2
県道小荒路牧野沢線道路改築事業に伴う発掘調
査報告書2

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課/財団法
人　滋賀県文化財保護協会

十里遺跡
主要地方道草津守山線（十里）緊急地方道路整
備事業に伴う発掘調査報告書2

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課/財団法
人　滋賀県文化財保護協会

堂山古墳群
一般国道1号栗東水口道路1�栗東インターチェ
ンジ計画に伴う発掘調査報告書2

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課/財団法
人　滋賀県文化財保護協会

西万木遺跡 高島市文化財調査報告書第12集
高島市教育委員会事務局文化財課/財団法人滋
賀県文化財保護協会

浄土屋敷遺跡1
ほ場整備関係（経営体育成基盤整備）遺跡発掘
調査報告書38-1

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課/財団法
人滋賀県文化財保護協会

夏見城遺跡
ほ場整備関係（経営体育成基盤整備）遺跡発掘
調査報告書38-3

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課/財団法
人滋賀県文化財保護協会

金貝遺跡
八日市新川広域河川改修工事に伴う発掘調査報
告書

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課/財団法
人滋賀県文化財保護協会

松原内湖遺跡2
琵琶湖流域下水道事業（東北部浄化センター増
設工事）に伴う発掘調査報告書2

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課/財団法
人滋賀県文化財保護協会

金剛寺遺跡
県道下豊浦鷹飼線道路改築工事に伴う発掘調査
報告書

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課/財団法
人滋賀県文化財保護協会

三宅北遺跡
学校法人立命館守山中学校・高等学校新グラウ
ンド整備に伴う発掘調査報告書

守山市教育委員会/財団法人滋賀県文化財保護
協会

岩瀬谷古墳群 大砂川補助通常砂防工事に伴う発掘調査報告書
滋賀県教育委員会事務局文化財保護課/財団法
人滋賀県文化財保護協会

日置前遺跡
県道藺生日置前線緊急地方道路整備事業に伴う
発掘調査報告書

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課/財団法
人滋賀県文化財保護協会

鳥見山遺跡群 遠賀町文化財調査報告書第21集 遠賀町教育委員会
国史跡　琵琶塚古墳 小山市文化財調査報告書第94集 小山市教育委員会
日光道西遺跡5 小山市文化財調査報告書第95集 小山市教育委員会
小山添遺跡3 小山市文化財調査報告書第99集 小山市教育委員会
国史跡　琵琶塚古墳 小山市文化財調査報告書第100集 小山市教育委員会
牧ノ内　3 小山市文化財調査報告書第101集 小山市教育委員会
北耕地遺跡　第2次調査 南足柄市文化財調査報告書第26集 南足柄市教育委員会
東京都新宿区西新宿六丁目遺跡 国際文化財株式会社
仙台東災害復旧関連区画整理事業関係遺跡発掘
調査報告1

仙台市文化財調査報告書第457集 仙台市教育委員会

沓形遺跡他　発掘調査報告書 仙台市文化財調査報告書第458集 仙台市教育委員会
仙台平野の遺跡群27 仙台市文化財調査報告書第459集 仙台市教育委員会
上本郷遺跡　第8・15・16地点　発掘調査出土
資料報告書(2)

松戸市文化財調査報告第62集 松戸市教育委員会

平成27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63集 松戸市教育委員会
千葉県松戸市　八ヶ崎遺跡 松戸市文化財調査報告第64集 松戸市教育委員会
秋山向山遺跡 松戸市教育委員会
下水遺跡第13地点発掘調査報告書 松戸市教育委員会
小野遺跡 松戸市教育委員会
小野遺跡 松戸市教育委員会
矢原塚越遺跡 高崎市文化財調査報告書第392集 株式会社シン技術コンサル
武蔵国府関連遺跡調査報告 住友不動産株式会社
神奈川県平塚市　梶谷原A遺跡第4地点 有限会社　有明文化財研究所



東出口遺跡(第3地点) 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
山梨県南アルプス市平成27年度埋蔵文化財試掘
調査報告書

南アルプス市埋蔵文化財調査報告書第51集 南アルプス市教育委員会

特別史跡　西都原古墳群　発掘調査・保存整備
概要報告書19

宮崎県教育委員会

神崎遺跡範囲確認調査報告書 綾瀬市埋蔵文化財調査報告11 綾瀬市教育委員会
地蔵坂遺跡 綾瀬市埋蔵文化財調査報告12 綾瀬市教育委員会
綾瀬市試掘調査概報　附編　早川天神森遺跡 綾瀬市埋蔵文化財調査報告13 綾瀬市教育委員会
甲府城下町遺跡16 甲府市文化財調査報告書第79集 甲府市・甲府市教育委員会
甲府城跡(清水曲輪地点他) 甲府市文化財調査報告書第89集 甲府市教育委員会
朝気遺跡(朝気1丁目21-17地点) 甲府市文化財調査報告書第94集 公益財団法人山梨文化財研究所
東京都多摩市　上っ原遺跡　第3次 多摩市埋蔵文化財調査報告第74集 公益財団法人山梨文化財研究所
東京都中野区　広町遺跡3 中野区
東京都台東区　二長町東遺跡　台東1丁目35番5
号地点

台東区埋蔵文化財発掘調査報告書75 台東区教育委員会

伝馬町牢屋敷跡遺跡 中央区教育委員会
明石町遺跡4 中央区教育委員会
神奈川県海老名市　中野桜野遺跡第5次調査 国際文化財株式会社
東京都文京区　祥雲寺跡・浄福寺跡 テイケイトレード株式会社
別所遺跡5区／花影遺跡24区 坂戸市教育委員会
宮裏遺跡4 坂戸市教育委員会
中国都城・シルクロード都市遺跡の考古学的研
究

早稲田大学東アジア都城・シルクロード考古学
研究所　調査研究報告第2冊

早稲田大学東アジア都城・シルクロード考古学
研究所

殿塚・姫塚古墳の研究―人物埴輪の三次元計測
調査報告書―

早稲田大学東アジア都城・シルクロード考古学
研究所　調査研究報告第3冊

早稲田大学東アジア都城・シルクロード考古学
研究所

埋蔵文化財発掘調査概報集23 横須賀市文化財調査報告書第54集 横須賀市教育委員会
平成18年度　市川市内遺跡発掘調査報告 単巻 市川市教育委員会
平成28年度　市川市埋蔵文化財発掘調査報告 単巻 市川市教育委員会
千葉県市川市　曽谷遺跡 市川市教育委員会
千葉県市川市　東新山遺跡 市川市教育委員会

千葉県市川市　国府台遺跡
国立研究開発法人　国立国際医療研究セン
ター・原史文化研究所

「住友家須磨別邸復元模型」制作報告書 住友史料館報　別冊 住友史料館
藤沢市文化財調査報告書 第52集 藤沢市文化財調査報告書第52集 藤沢市教育委員会
板橋区　文化財年報12 板橋区　文化財年報12 板橋区教育委員会
陸軍板橋火薬製造所跡調査報告書 文化財シリーズ第97集 板橋区教育委員会
板橋宿の歴史と史料 文化財シリーズ第98集 板橋区教育委員会
東京都文京区　無量院跡 B-156 テイケイトレード株式会社
東京都町田市　御嶽堂遺跡　発掘調査報告書 玉川大学教育博物館
史跡真福寺貝塚総合調査概報（2） さいたま市埋蔵文化財調査報告書第12集 さいたま市教育委員会
丸ヶ崎館跡（第1次調査）、新曲輪遺跡（第2地
点）、根切遺跡（第13次調査）、大北遺跡（第
10～13次調査）、西原遺跡（第7地点）

さいたま市内遺跡発掘調査報告書第16集 さいたま市教育委員会

国宝埴輪挂甲武人　重要文化財埴輪盛装女子
附埴輪盛装男子

東京国立博物館所蔵重要考古資料学術調査報告
書

東京国立博物館

年報33 山梨県埋蔵文化財センター
桜井市纏向学研究センター年報　第5号(平成28
年度)

桜井市纏向学研究センター

武蔵国府関連遺跡調査報告―西府・本宿町地域
の調査―

共和開発株式会社

武蔵国府関連遺跡調査報告―高倉・美好町地域
の調査―

共和開発株式会社

埋蔵文化財　年報36　<平成28年度> 公益財団法人茨城県教育財団
東京都板橋区　稲荷台遺跡発掘調査報告書　―
稲荷台15番1号地点―

共和開発株式会社

奈良女子大学構内遺跡発掘調査概報9 奈良女子大学
日本考古学年報68 日本考古学年報68 一般社団法人日本考古学協会



福島県文化財センター白河館　年報2017 公益財団法人福島県文化振興財団
日本考古学年報67 日本考古学年報67 一般社団法人日本考古学協会
大平山城跡・寺院跡,大平山A横穴墓群 浪江町埋蔵文化財調査報告第20冊 福島県浪江町教育委員会
滝沢遺跡(第5次) 富士河口湖町埋蔵文化財調査報告書第2集 富士河口湖町教育委員会
青森県東北町　赤平(1)遺跡　2013年度発掘調
査報告書

國學院大學文学部考古学実習報告第51集 國學院大學文学部考古学研究室

長野県安曇野市　穂高古墳群　2014年度発掘調
査報告書

國學院大學文学部考古学実習報告第52集 國學院大學文学部考古学研究室

群馬県吾妻郡長野原町　居家以岩陰遺跡　2014
年度発掘調査報告書

國學院大學文学部考古学実習報告第53集 國學院大學文学部考古学研究室

大分市埋蔵文化財調査概要報告2016 大分市教育委員会
東京都北区西ヶ原遺跡群　七社神社前遺跡 株式会社　Acube
平林城跡2 村上市埋蔵文化財発掘調査報告書第9集 村上市教育委員会
常木久保-80区調査- 日高市埋蔵文化財調査報告書第36集 日高市遺跡調査会
若宮-45次調査-　古道-14次調査- 日高市埋蔵文化財調査報告書第37集 日高市教育委員会
東京都新宿区市谷甲良町遺跡6 共和開発株式会社
妻木平遺跡発掘調査概報 青山学院大学文学部史学科
中大類金井遺跡3 高崎市文化財調査報告書第391集 高崎市教育委員会　文化財保護課

堤の原風景
南アルプス市埋蔵文化財ガイドブック第2集
Ver4

南アルプス市教育委員会

大地の記憶
南アルプス市埋蔵文化財ガイドブック第3集
Ver2

南アルプス市教育委員会

元島名旭遺跡2 高崎市文化財調査報告書第394集 株式会社　歴史の杜

前田字六反畑第1遺跡 川口市埋蔵文化財発掘調査報告書
川口市教育委員会（文化財課埋蔵文化財係）・
大成エンジニアリング株式会社

山梨県史跡　於曽屋敷発掘調査報告書 帝京大学文学部史学科
三ツ寺村前道下遺跡 高崎市文化財調査報告書第379集 高崎市教育委員会 文化財保護課
江木北土井遺跡2 高崎市文化財調査報告書第398集 スナガ環境測設株式会社
田中遺跡3 スナガ環境測設株式会社
七日市遺跡 吉岡町文化財調査報告書第36集 群馬県北群馬郡吉岡町教育委員会
東京都調布市　史跡下布田遺跡総括報告書 調布市埋蔵文化財調査報告 調布市教育委員会

東京都新宿区　山吹町遺跡　2
三菱地所レジデンス株式会社・加藤建設株式会
社

染井31 としま遺跡調査会調査報告17 特定非営利活動法人としま遺跡調査会
東京大学構内遺跡調査研究年報10 東京大学構内遺跡調査研究年報10 東京大学埋蔵文化財調査室
小谷場貝塚遺跡 川口市埋蔵文化財発掘調査報告書 川口市教育委員会
第41回　神奈川県遺跡調査・研究発表会　発表
要旨

神奈川県考古学会

水中遺跡保護の在り方について　（報告） 文化庁　（水中遺跡調査検討委員会）
神奈川県平塚市　六ノ域遺跡第17地点 株式会社　ひびき

静岡県　富士市　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62集 富士市教育委員会

平成27年度佐倉市埋蔵文化財発掘調査報告書 佐倉市教育委員会文化課
平成28年度佐倉市埋蔵文化財調査報告書 佐倉市教育委員会文化課
大八木換地分遺跡 高崎市文化財調査報告書第396集 有限会社　毛野考古学研究所
柴崎蟹沢遺跡 高崎市文化財調査報告書第397集 有限会社　毛野考古学研究所
東京都町田市　椙山神社北遺跡第4地点　発掘
調査報告書

有限会社　吾妻考古学研究所

井の頭池遺跡群A 3 三鷹市埋蔵文化財調査報告第39集 三鷹市遺跡調査会
井の頭池遺跡群A 4 三鷹市埋蔵文化財調査報告第40集 三鷹市遺跡調査会
野水橋遺跡・野水橋横穴墓群 三鷹市埋蔵文化財調査報告第41集 三鷹市遺跡調査会
勝呂神社古墳第1次発掘調査概報 駒澤大学考古学研究室
三ツ和遺跡 川口市遺跡調査会報告第48集 川口市遺跡調査会
仲町沼田遺跡第3地点発掘調査報告書 草加市埋蔵文化財発掘調査報告書第1集 草加市教育委員会
北境遺跡・酒井酒井原遺跡・泉城下町遺跡 いわき市埋蔵文化財調査報告第182冊 いわき市教育委員会

東京都埋蔵文化財センター年報37
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



平成27年度　千葉県　旭市内遺跡発掘調査報告
書

旭市教育委員会

東京都文京区　目白台1丁目遺跡
大成エンジニアリング株式会社　埋蔵文化財調
査部門

平成28年度船橋市内遺跡発掘調査報告書
船橋市教育委員会生涯学習部文化課埋蔵文化財
調査事務所

夏見台西遺跡(2)
船橋市教育委員会生涯学習部文化課埋蔵文化財
調査事務所

海老ヶ作北遺跡(5)
船橋市教育委員会生涯学習部文化課埋蔵文化財
調査事務所

中野木台遺跡(18)
船橋市教育委員会生涯学習部文化課埋蔵文化財
調査事務所

宮本台遺跡群(61)
船橋市教育委員会生涯学習部文化課埋蔵文化財
調査事務所

東中山台遺跡群(62)
船橋市教育委員会生涯学習部文化課埋蔵文化財
調査事務所

印内台遺跡群(66)
船橋市教育委員会生涯学習部文化課埋蔵文化財
調査事務所

印内台遺跡群(67)
船橋市教育委員会生涯学習部文化課埋蔵文化財
調査事務所

林北遺跡第4地点 厚木市埋蔵文化財調査報告書第11集 厚木市教育委員会
福岡市埋蔵文化財センター年報　第36号 福岡市教育委員会
上小岩遺跡　第141地点 江戸川区埋蔵文化財調査報告　第2集 株式会社コクドリサーチ
上小岩遺跡　第140地点 江戸川区埋蔵文化財調査報告　第3集 株式会社コクドリサーチ
草山遺跡2016-09地点　発掘調査報告書 株式会社イビソク
蔵王町内遺跡発掘調査報告書4 蔵王町文化財調査報告書第22集 蔵王町教育委員会
西屋敷遺跡2 蔵王町文化財調査報告書第23集 蔵王町教育委員会
蔵王町内遺跡発掘調査報告書5 蔵王町文化財調査報告書第24集 蔵王町教育委員会

道後湯之町遺跡2次調査 松山市文化財調査報告書第191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

原遺跡 三鷹市埋蔵文化財調査報告第43集 共和開発株式会社
辻字宮地第1遺跡 川口市埋蔵文化財調査報告書 川口市教育委員会
松戸市紙敷地区遺跡群発掘調査報告書 松戸市遺跡調査会

東京都目黒区　南遺跡　第6次発掘調査報告書 目黒区埋蔵文化財発掘調査報告書第30集 目黒区教育委員会事務局生涯学習課

東京都目黒区　東山貝塚遺跡　第29・30次発掘
調査報告書

目黒区埋蔵文化財発掘調査報告書第28集 目黒区教育委員会事務局生涯学習課

全徳森遺跡3 高崎市文化財調査報告書第400集 高崎市教育委員会
市内遺跡23 市内遺跡23 群馬県藤岡市教育委員会
平成27・28年度杉並区文化財年報 杉並区教育委員会
東京都杉並区　光明院南遺跡H地点 杉並区埋蔵文化財報告書第73集 杉並区教育委員会
特別史跡三内丸山遺跡年報21 青森県教育委員会

下川町　上名寄8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347集

公益財団法人　北海道埋蔵文化財センター

和歌山市内遺跡発掘調査概報　平成25年度 和歌山市教育委員会
和歌山市内遺跡発掘調査概報　平成26年度 和歌山市教育委員会

大垣城跡・城下町 岐阜県文化財保護センター調査報告書第140集 岐阜県文化財保護センター

鎌倉市埋蔵文化財緊急調査報告書34 鎌倉市埋蔵文化財緊急調査報告書34 鎌倉市教育委員会
鎌倉市埋蔵文化財緊急調査報告書34 鎌倉市埋蔵文化財緊急調査報告書34 鎌倉市教育委員会
鎌倉市埋蔵文化財緊急調査報告書34 鎌倉市埋蔵文化財緊急調査報告書34 鎌倉市教育委員会
埋蔵文化財調査（市内遺跡）報告書 市内遺跡報告書第30冊目 千葉市埋蔵文化財調査センター
厚真町　豊沢5遺跡　富里1遺跡　豊沢10遺跡
豊丘2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341集

公益社団法人　北海道埋蔵文化財センター

町村2遺跡 秋田県文化財調査報告書第510集 秋田県教育委員会
井野屋敷添遺跡 高崎市文化財調査報告書第403集 高崎市教育委員会
水中遺跡保護の在り方について　（報告） 文化庁　（水中遺跡調査検討委員会）



千葉市古山遺跡
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

千葉市台畑古墳群
公益財団法人　千葉県教育振興財団　事務局
埋蔵文化財調査担当

市立第5中学校遺跡6 三鷹市埋蔵文化財調査報告第42集 株式会社四門　文化財事業部
町田市文化財年報2014年度 町田市教育委員会
町田市文化財年報2015年度 町田市教育委員会
町田市文化財年報2016年度 町田市教育委員会
東京都文京区　弓町遺跡　第12地点 株式会社パスコ

東京都文京区　春日2丁目南遺跡
文京区教育委員会・テイケイトレード株式会社
埋蔵文化財事業部

葛飾区埋蔵文化財調査年報　平成28年度 葛飾区教育委員会事務局　生涯学習課
棟高南八幡街道遺跡2 高崎市文化財調査報告書第399集 山下工業株式会社
山梨県内分布調査報告書（平成29年1月～12
月）

山梨県埋蔵文化財センター調査報告書317集 山梨県埋蔵文化財センター

隼遺跡 山梨県埋蔵文化財センター調査報告書第316集 山梨県埋蔵文化財センター

貞山堀・蒲生御蔵跡ほか 仙台市文化財調査報告書第464集 仙台市教育委員会　文化財課
吉野ヶ里遺跡 佐賀県文化財調査報告書第219集 佐賀県教育委員会
平成28年度富里市内遺跡発掘調査報告書 富里市教育委員会
遺跡詳細分布調査報告書 秋田県文化財調査報告書第511集 秋田県埋蔵文化財センター
中山遺跡（第4次） 寄居町文化財調査報告第37集 寄居町教育委員会

厚真町オニキシベ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346集

公益財団法人　北海道埋蔵文化財センター

厚真町　上幌内4遺跡　上幌内5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345集

公益財団法人　北海道埋蔵文化財センター

鍛冶屋敷A遺跡・富沢館跡・川前遺跡ほか 仙台市文化財調査報告書第466集 仙台市教育委員会
平成29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184冊 いわき市教育委員会
鍛冶屋敷前遺跡 仙台市文化財調査報告書第465集 仙台市教育委員会　文化財課
調査年報30 公益財団法人　北海道埋蔵文化財センター

木古内町　泉沢6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350集

公益財団法人　北海道埋蔵文化財センター

台崎A遺跡 三島市教育委員会
箱根旧街道ほか 三島市教育委員会
中岩瀬遺跡 羽生市発掘調査報告書第6集 羽生市教育委員会
史跡　諏訪原城跡 静岡県島田市埋蔵文化財報告第53集 島田市教育委員会（文化課）
日野江城跡 南島原市文化財調査報告書第9集 長崎県南島原市教育委員会
東平遺跡　第41地区 富士市埋蔵文化財調査報告第63集 富士市教育委員会（担当課：文化振興課）
梅ノ作瓦窯跡群 公益財団法人いわき市教育文化事業団
頓田立野遺跡2 朝倉市文化財調査報告書第21集 朝倉市教育委員会
朝倉市文化財年報（平成24年度） 朝倉市文化財調査報告書第22集 朝倉市教育委員会
黒川院4 朝倉市文化財調査報告書第23集 朝倉市教育委員会
筋違M遺跡・筋違Q遺跡 松山市文化財調査報告書第193集 松山市教育委員会

千歳市　トプシナイ2遺跡・イカベツ2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348集

公益財団法人　北海道埋蔵文化財センター

古作遺跡 南島原市文化財調査報告書第10集 長崎県南島原市教育委員会
東大窪遺跡 南島原市文化財調査報告書第11集 長崎県南島原市教育委員会

南鍛冶山遺跡発掘調査報告書
藤沢都市計画事業北部第2（2地区）土地区画整
理事業に伴う調査　第14巻　古代10

藤沢市教育委員会

島内139号地下式横穴墓1 えびの市埋蔵文化財調査報告書第55集 えびの市教育委員会
狐原1遺跡 上野原市埋蔵文化財調査報告書第8集 上野原市教育委員会
山梨県上野原市内遺跡発掘調査報告書3 上野原市埋蔵文化財調査報告書第9集 上野原市教育委員会
小田原城三の丸　元蔵跡　第6地点　発掘調査
報告書

玉川文化財研究所

冨地原森2 宗像市文化財調査報告書第74集 宗像市教育委員会
淵野辺嶽之内下遺跡　第2地点 株式会社イビソク
片貝遺跡 秋田県文化財調査報告書第509集 秋田県教育委員会



平成27年度　柏市　市内遺跡発掘調査報告書 柏市教育委員会

木古内町　幸連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343集

公益財団法人　北海道埋蔵文化財センター

千歳市　根志越5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349集

公益財団法人　北海道埋蔵文化財センター

青森県遺跡詳細分布調査報告書30 青森県埋蔵文化財調査報告書第597集 青森県教育委員会
上桑木窪遺跡 青森県埋蔵文化財調査報告書第596集 青森県教育委員会
請西遺跡群発掘調査報告書17 請西遺跡群発掘調査報告書17 木更津市教育委員会
木更津市文化財調査集報22 木更津市文化財調査集報22 木更津市教育委員会
本郷1丁目遺跡発掘調査報告書（4） 木更津市埋蔵文化財調査報告書第16集 木更津市教育委員会
井尻遺跡発掘調査報告書2 木更津市埋蔵文化財発掘調査報告書第17集 木更津市教育委員会

庁鼻和城跡（第6次）
埼玉県深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書第151
集

埼玉県深谷市教育委員会

狢山5号墳（第4次）
埼玉県深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書第152
集

埼玉県深谷市教育委員会

下郷遺跡11
埼玉県深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書第153
集

埼玉県深谷市教育委員会

深谷市内遺跡23
埼玉県深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書第154
集

埼玉県深谷市教育委員会

下郷遺跡12
埼玉県深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書第155
集

埼玉県深谷市教育委員会

外谷田遺跡（第2次）
埼玉県深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書第156
集

埼玉県深谷市教育委員会

熊野遺跡（第178次）
埼玉県深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書第157
集

埼玉県深谷市教育委員会

遠南遺跡（第2次）
埼玉県深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書第158
集

埼玉県深谷市教育委員会

深谷城跡（第19次）
埼玉県深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書第159
集

埼玉県深谷市教育委員会

下手計西浦遺跡（第2次）
埼玉県深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書第160
集

埼玉県深谷市教育委員会

船ヶ谷遺跡5次調査 松山市文化財調査報告書第192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

根室市　温根沼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342集

（公財）北海道埋蔵文化財センター

和歌山市内遺跡発掘調査概報 和歌山市教育委員会
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