
書名 シリーズ名 発⾏所
埋蔵⽂化財調査（市内遺跡）報告書 市内遺跡報告書第28冊⽬ 千葉市埋蔵⽂化財調査センター
埋蔵⽂化財調査報告30 平成26年度（2014年
度）

埋蔵⽂化財調査報告書30 練⾺区地域⽂化部⽂化・⽣涯学習課伝統⽂化係

京都府遺跡調査報告集 京都府遺跡調査報告集第164冊 （公財）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 京都府遺跡調査報告集第166冊
公益財団法⼈京都府埋蔵⽂化財調査研究セン
ター

猿後遺跡・向井原遺跡 さつま町発掘調査報告書8 さつま町教育委員会
『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）

⽂化庁⽔中遺跡調査検討委員会

本巣市市内遺跡発掘調査報告書平成22年度〜
26年度

本巣市⽂化財報告書第3集 本巣市教育委員会

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 仙台市教育委員会⽣涯学習部⽂化財課

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 秋⽥県教育委員会
道合⾼⽊前遺跡 埼⽟県川⼝市教育委員会（⽂化財課）
天間沢遺跡 富⼠市埋蔵⽂化財調査報告第58集 富⼠市教育委員会
⽊更津市⽂化財調査集報19 ⽊更津市教育委員会
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13集 ⽊更津市教育委員会
庄・蔵本遺跡2 徳島⼤学埋蔵⽂化財調査報告書第5巻 国⽴⼤学法⼈徳島⼤学埋蔵⽂化財調査室
浜川⼾遺跡34次地点 春⽇部市埋蔵⽂化財発掘調査報告書第18集 春⽇部市教育委員会

恋ヶ窪遺跡調査報告9第94次調査
株式会社⽇⽴製作所中央研究所・国分寺市遺跡
調査会

特別史跡無量光院跡発掘調査報告書12 岩⼿県平泉町⽂化財調査報告書第125集 平泉町教育委員会
平成27年度ひたちなか市内遺跡発掘調査報告
書

ひたちなか市教育委員会

富⼭城跡発掘調査報告書 富⼭市埋蔵⽂化財調査報告81 富⼭市教育委員会埋蔵⽂化財センター
富⼭市塩下野2遺跡発掘調査報告書 富⼭市埋蔵⽂化財調査報告85 富⼭市教育委員会埋蔵⽂化財センター
⻑崎原爆遺跡調査報告書（1） ⻑崎市被爆継承課
⻘森県遺跡詳細分布調査報告書28 ⻘森県埋蔵⽂化財調査報告書第573集 ⻘森県教育委員会
薬師堂東遺跡2 仙台市⽂化財調査報告書第443集 仙台市教育委員会
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126集 平泉町教育委員会
富⼭市内遺跡発掘調査概要16 富⼭市埋蔵⽂化財調査報告80 富⼭市教育委員会埋蔵⽂化財センター
垣外遺跡発掘調査報告1 周南市埋蔵⽂化財調査報告第1集 周南市教育委員会⽣涯学習課⽂化財保護担当
国記録選択無形⺠俗⽂化財調査報告書河⼝の稚
児の舞

富⼠河⼝湖町教育委員会⽣涯学習課

⿃⽻贄遺跡 ⿃⽻市埋蔵⽂化財調査報告3 ⿃⽻市教育委員会

⽊古内町⼤平遺跡（2）−遺構編−
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321集

公益財団法⼈ 北海道埋蔵⽂化財センター

五條猫塚古墳の研究 奈良国⽴博物館
富⼭市内遺跡発掘調査概要17 富⼭市埋蔵⽂化財調査報告82 富⼭市教育委員会 埋蔵⽂化財センター
富⼭市内⽯造物調査報告書5 富⼭市埋蔵⽂化財調査報告83 富⼭市教育委員会 埋蔵⽂化財センター
富⼭藩主前⽥家墓所⻑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 富⼭市教育委員会 埋蔵⽂化財センター

千葉県佐倉市海隣寺於茶屋遺跡（第2次）発掘
調査報告書

公益財団法⼈ 印旛郡市⽂化財センター

宮原町遺跡 ⾼崎市⽂化財調査報告書第369集 ⾼崎市教育委員会
宮原町遺跡2 ⾼崎市⽂化財調査報告書第368集 ⾼崎市教育委員会⽂化財保護課
北⼤構内の遺跡22 北⼤構内の遺跡22 北海道⼤学埋蔵⽂化財調査センター

合⼦沢松森（4）遺跡
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
経済活動と⻑期的持続可能性」プロジェクト

平成27年度秋⽥市遺跡確認調査報告書 秋⽥市教育委員会

⼋郎潟沿岸における低湿地遺跡の研究
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

弘前⼤学⼈⽂学部北⽇本考古学研究センター

東京都千代⽥区筒井家屋敷跡 加藤建設株式会社 ⽂化財調査部



神奈川県相模原市中村遺跡第7地点 株式会社武蔵⽂化財研究所

史跡⻑崎台場跡四郎ヶ島台場跡保存活⽤計画書 ⻑崎市教育委員会 ⽂化財係

史跡⻘⽊遺跡（5号地） ⽶⼦市教育委員会

⽶⼦平野の考古学資料四⽇市町遺跡 ⽶⼦市埋蔵⽂化財センター資料整理報告第2集 ⼀般財団法⼈ ⽶⼦市⽂化財団

坂⻑伯楽塚遺跡・伯楽塚17〜21号墳
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11

⼀般財団法⼈ ⽶⼦市⽂化財団 埋蔵⽂化財調
査室

坂⻑ブジラ遺跡・坂⻑尻⽥平遺跡
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10

⼀般財団法⼈ ⽶⼦市⽂化財団 埋蔵⽂化財調
査室

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

⼀般財団法⼈ ⽶⼦市⽂化財団 埋蔵⽂化財調
査室

川端遺跡2 群⾺県沼⽥市教育委員会
向⽥遺跡2 群⾺県沼⽥市教育委員会
上⼩岩遺跡第137地点 江⼾川区埋蔵⽂化財調査報告第1集 株式会社コクドリサーチ
越⾼遺跡夫婦⽯遺跡 考古学研究室報告51 熊本⼤学⽂学部考古学研究室
平成26年度東⽇本⼤震災復興事業関連遺跡調
査報告3

宮城県⽂化財調査報告書第240集 宮城県教育委員会

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 佐世保市教育委員会
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9集 佐賀市教育委員会
⼤天⾺遺跡・後沢遺跡 宮城県⽂化財調査報告書第241集 宮城県教育委員会
下百町遺跡群1 柳川市⽂化財調査報告書第11集 柳川市教育委員会

草花遺跡・草花古墳群 東京都埋蔵⽂化財センター調査報告第311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

吉崎遺跡 下仁⽥町教育委員会
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5

国指定史跡荒船・東⾕⾵⽳蚕種貯蔵所跡報告書
5

下仁⽥町教育委員会

⽴花南遺跡 北上市埋蔵⽂化財調査報告第118集 北上市⽴埋蔵⽂化財センター
倉賀野中⾥前遺跡2 ⾼崎市⽂化財調査報告書第357集 ⾼崎市教育委員会⽂化財保護課

⾐⼭⻄ノ岡古墳・⾐⼭⼤塚北遺跡 松⼭市⽂化財調査報告書第185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

桑原地区の遺跡5 松⼭市⽂化財調査報告書第181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

⽂京遺跡53次・54次調査 松⼭市⽂化財調査報告書第180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

紫雲出⼭遺跡 三豊市埋蔵⽂化財発掘調査報告書第9集 ⾹川県三豊市教育委員会事務局 ⽣涯学習課
特別史跡⻄都原古墳群発掘調査・保存整備概要
報告書18

宮崎県教育委員会（宮崎県⽴⻄都原考古博物
館）

南三陸町東⽇本⼤震災復興事業関連遺跡発掘調
査報告1

南三陸町⽂化財調査報告書第2集 南三陸町教育委員会

新井⽥館跡 南三陸町⽂化財調査報告書第1集 南三陸町教育委員会
村⼭浅間神社遺跡2 富⼠宮市⽂化財調査報告書第50集 富⼠宮市教育委員会
富⼠宮市の遺跡5 富⼠宮市⽂化財調査報告書第51集 富⼠宮市教育委員会
⼋幡遺跡 北上市埋蔵⽂化財調査報告第119集 北上市⽴埋蔵⽂化財センター
江釣⼦古墳群（2013年度） 北上市埋蔵⽂化財調査報告第120集 北上市⽴埋蔵⽂化財センター
本宿遺跡 北上市埋蔵⽂化財調査報告第121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122集 北上市教育委員会教育部⽂化財課
外⼭遺跡 北上市埋蔵⽂化財調査報告第123集 北上市⽴埋蔵⽂化財センター
蓮池遺跡 柳川市⽂化財調査報告書第9集 柳川市教育委員会
神奈川県逗⼦市埋蔵⽂化財緊急調査報告書10 逗⼦市教育委員会
平成26年度国庫及び県費補助事業に伴う市内
遺跡発掘調査等事業静岡県磐⽥市市内遺跡確認
調査報告書

磐⽥市教育委員会

鎌倉市埋蔵⽂化財緊急調査報告書 鎌倉市教育委員会
鎌倉市埋蔵⽂化財緊急調査報告書 鎌倉市教育委員会
拝東遺跡 徳島県埋蔵⽂化財センター調査報告書第87集 公益財団法⼈ 徳島県埋蔵⽂化財センター
上町遺跡1 柳川市⽂化財調査報告書第10集 柳川市教育委員会



東蒲池⼤内曲り遺跡 柳川市⽂化財調査報告書第2集 柳川市教育委員会
徳益⼋枝遺跡 柳川市⽂化財調査報告書第6集 柳川市教育委員会
京町遺跡 柳川市⽂化財調査報告書第7集 柳川市教育委員会

県内遺跡発掘調査報告書 ⻑野県教育委員会事務局 ⽂化財・⽣涯学習課

松本市海岸寺遺跡 ⻑野県埋蔵⽂化財センター発掘調査報告書110
（⼀財）⻑野県⽂化振興事業団 ⻑野県埋蔵⽂
化財センター

⼭梨県都留市内遺跡発掘調査報告書 都留市埋蔵⽂化財調査報告第15集 都留市教育委員会
梶⼦遺跡17次 浜松市教育委員会 浜松市市⺠部⽂化財課

南仮宿遺跡8地点 神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告書43 株式会社 アーク・フィールドワークシステム

御殿前遺跡
東京都埋蔵⽂化財センター発掘調査報告第314
集

（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

諫早市⽂化財調査年報2 諫早市⽂化財調査報告書第26集
諫早市教育委員会（諫早市 政策振興部 ⽂化
振興課）

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 公益財団法⼈⼭形県埋蔵⽂化財センター

宮⼭中⾥遺跡2 かながわ考古学財団調査報告314 公益財団法⼈ かながわ考古学財団
上粕屋・和⽥内遺跡第2次調査 神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告書40 株式会社 国際⽂化財

江古⽥遺跡4 東京都埋蔵⽂化財センター調査報告第312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

⼩原台堡塁跡・⼩原第3遺跡第2次調査 かながわ考古学財団調査報告316 公益財団法⼈かながわ考古学財団
⾚⼟政所遺跡・⼀反⽥遺跡（第1分冊） 静岡県埋蔵⽂化財センター調査報告第51集 静岡県埋蔵⽂化財センター
⻑崎県埋蔵⽂化財調査年報23 ⻑崎県埋蔵⽂化財センター調査報告書第15集 ⻑崎県埋蔵⽂化財センター

東京都⽂京区⽔道⼆丁⽬遺跡第2地点
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

東京都⽂京区本郷三丁⽬南遺跡
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

東京都⽂京区⽩⼭五丁⽬南遺跡第2地点
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

飯塚・⾙沢堀添遺跡3 ⾼崎市⽂化財調査報告書第365集
⾼崎市教育委員会事務局教育部⽂化財保護課埋
蔵⽂化財担当

萩原・沖中遺跡8 ⾼崎市⽂化財調査報告書352 ⾼崎市教育委員会

京都府遺跡調査報告集 京都府遺跡調査報告集第165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 京都府遺跡調査報告集第167冊
公益財団法⼈京都府埋蔵⽂化財調査研究セン
ター

町内遺跡18−寄居廃寺跡（第3次・第4次）− 寄居町⽂化財調査報告第35集 寄居町教育委員会

甲府城下町遺跡（旧柳町⼀丁⽬地点） ⼭梨県埋蔵⽂化財センター調査報告書第308集 ⼭梨県教育委員会、⼭梨県県⼟整備部

東京都渋⾕区代官⼭遺跡第2地点 渋⾕区教育委員会 共和開発株式会社
市内遺跡発掘調査報告書〈平成26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）
武蔵国府の調査46 府中市教育委員会・府中市遺跡調査会
アラク遺跡 静岡県埋蔵⽂化財センター調査報告第53集 静岡県埋蔵⽂化財センター
伊⾖逓信病院敷地内遺跡第107地区 函南町教育委員会
阿津⾥⾙塚試掘調査報告 志摩市埋蔵⽂化財調査報告2 志摩市教育委員会
おじょか古墳（志島古墳群11号墳）発掘調査
報告

志摩市埋蔵⽂化財調査報告4 志摩市教育委員会

下郷古墳群71号墳 東吾妻町埋蔵⽂化財発掘調査報告書第24集 東吾妻町教育委員会

権⽥原遺跡1
港北ニュータウン地域内埋蔵⽂化財調査報告
48

公益財団法⼈ 横浜市ふるさと歴史財団 埋蔵
⽂化財センター

平林城跡1 村上市埋蔵⽂化財発掘調査報告書第7集 村上市教育委員会
浅間下遺跡 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団報告書第418集 公益財団法⼈ 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団
槙野地原遺跡 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団報告書第419集 公益財団法⼈ 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団
川崎遺跡第41次 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団報告書第420集 公益財団法⼈ 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団
下ヶ⼾⾙塚3 我孫⼦市埋蔵⽂化財報告第54集 我孫⼦市教育委員会
平成27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53集 我孫⼦市教育委員会



屋敷裏遺跡 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団報告書第422集 公益財団法⼈ 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団
諏訪野遺跡2 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団報告書第421集 公益財団法⼈ 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団
沖代地区条⾥跡43次調査 中津市⽂化財調査報告 第74集 中津市教育委員会

重留遺跡 北九州市⽂化財調査報告書第142集
北九州市教育委員会（市⺠⽂化スポーツ局⽂化
部⽂化企画課）

志井雀⽊遺跡第4地点_若園餅⽥遺跡 北九州市⽂化財調査報告書第143集
北九州市教育委員会（市⺠⽂化スポーツ局⽂化
部⽂化企画課）

中条遺跡 北九州市⽂化財調査報告書第144集
北九州市教育委員会（市⺠⽂化スポーツ局⽂化
部⽂化企画課）

宮ノ下遺跡 北九州市⽂化財調査報告書第145集
北九州市教育委員会（市⺠⽂化スポーツ局⽂化
部⽂化企画課）

城野⽅形周溝墓 北九州市⽂化財調査報告書第146集
北九州市教育委員会（市⺠⽂化スポーツ局⽂化
部⽂化企画課）

東京都調布市史跡下布⽥遺跡第2・3・7・8地
点

調布市埋蔵⽂化財調査報告 調布市教育委員会（郷⼟博物館）

蔵王町内遺跡発掘調査報告書3 蔵王町⽂化財調査報告書第21集 蔵王町教育委員会

⻤釜遺跡_⾵張遺跡_神之峯城跡 ⻑野県埋蔵⽂化財センター発掘調査報告書102
（⼀財）⻑野県⽂化振興事業団 ⻑野県埋蔵⽂
化財センター

新発⽥城跡発掘調査報告書11 新発⽥市埋蔵⽂化財調査報告第55 新発⽥市教育委員会
新発⽥城跡発掘調査報告書10 新発⽥市埋蔵⽂化財発掘調査報告第54 新発⽥市教育委員会
B42下⼾塚東⽥遺跡B地点 群⾺県藤岡市教育委員会
平井地区1号古墳 群⾺県藤岡市教育委員会
C57a⼩野地区⽔⽥址遺跡道下B地点C57b⾕地C
遺跡B地点

藤岡市教育委員会

市内遺跡22 市内遺跡22 群⾺県藤岡市教育委員会
E25神⽥・三本⽊古墳群六反⽀群 群⾺県藤岡市教育委員会
平成23年度市川市内遺跡発掘調査報告 市川市教育委員会
国府台遺跡第13地点（6)〜（11） 株式会社 コクドリサーチ
埋蔵⽂化財発掘調査概報集22 横須賀市⽂化財調査報告書第53集 横須賀市教育委員会
神奈川県厚⽊市恩名仲町遺跡第11地点発掘調
査報告書

国際⽂化財株式会社

神奈川県埋蔵⽂化財調査報告19 神奈川県埋蔵⽂化財調査報告19 神奈川県教育委員会
神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告10 神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告10 神奈川県教育委員会
神奈川県埋蔵⽂化財調査報告24 神奈川県埋蔵⽂化財調査報告24 神奈川県教育委員会
神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告6 神奈川県埋蔵⽂化財調査報告6 神奈川県教育委員会
神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告5 神奈川県埋蔵⽂化財調査報告5 神奈川県教育委員会
神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告3 神奈川県埋蔵⽂化財調査報告3 神奈川県教育委員会
埋蔵⽂化財発掘調査報告2 埋蔵⽂化財発掘調査報告2 神奈川県教育委員会

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

飯能市遺跡調査会

中潟館跡 新潟県埋蔵⽂化財調査報告書第267集 公益財団法⼈ 新潟県埋蔵⽂化財調査事業団
⼭⼝野中遺跡3 新潟県埋蔵⽂化財調査報告書第266集 公益財団法⼈ 新潟県埋蔵⽂化財調査事業団
東⼭道武蔵路発掘調査概報2 国分寺市教育委員会・国分寺市遺跡調査会

⻘森県⼤曲遺跡資料・⻘森県砂沢遺跡資料 ⽂化遺産研究報告第1号
公⽴⼤学法⼈ 国際教養⼤学アジア地域研究連
携機構

平泉⽂化研究年報 平泉⽂化研究年報第16号
「世界遺産平泉」保存活⽤推進実⾏委員会（事
務局：岩⼿県教育委員会事務局⽣涯学習⽂化
課）

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147集 岩⼿県教育委員会

団⼦⼭古墳3 福島⼤学考古学研究報告第9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

平成27年度千葉県袖ヶ浦市内遺跡発掘調査報
告書

袖ヶ浦市教育委員会

千葉県袖ケ浦市⼭野⾙塚総括報告書 袖ヶ浦市教育委員会
千葉県袖ケ浦市上⼤城遺跡（3） 袖ヶ浦市埋蔵⽂化財発掘調査報告書第25集 袖ヶ浦市教育委員会
千葉県袖ケ浦市寺野台遺跡（5）（7） 袖ヶ浦市埋蔵⽂化財発掘調査報告書第26集 袖ヶ浦市教育委員会
千葉県袖ケ浦市埋蔵⽂化財発掘調査報告書 袖ヶ浦市埋蔵⽂化財発掘調査報告書第27集 袖ヶ浦市教育委員会



⽊城遺跡群 川崎町⽂化財調査報告書第16集 川崎町教育委員会
上並榎下松遺跡4 ⾼崎市⽂化財調査報告書第375集 スナガ環境測設株式会社
利根川中流域右岸の遺跡群3 鴨台考古第8号 ⼤正⼤学考古学研究会
塚原館跡5 ⿅嶋市の⽂化財第157集 茨城県⿅嶋市教育委員会
志崎古墳群3 ⿅嶋の⽂化財第155集 茨城県⿅嶋市教育委員会
⿅嶋市内遺跡埋蔵⽂化財発掘調査報告書37 ⿅嶋市の⽂化財第156集 茨城県⿅嶋市教育委員会

徳島城下町跡徳島町1丁⽬地点 徳島県埋蔵⽂化財センター調査報告書第88集
徳島県教育委員会 公益財団法⼈ 徳島県埋蔵
⽂化財センター

中⾥遺跡発掘調査報告書 ⽟川⽂化財研究所
川原平（1）遺跡2 ⻘森県埋蔵⽂化財調査報告書第564集 ⻘森県教育委員会
⾦沢街道沢（1）遺跡・新沢（1）遺跡・新沢
（2）遺跡

⻘森県埋蔵⽂化財調査報告書第563集 ⻘森県教育委員会

東道ノ上（3）遺跡2 ⻘森県埋蔵⽂化財調査報告書第562集 ⻘森県教育委員会
弥次郎窪遺跡3＿潟野遺跡4 ⻘森県埋蔵⽂化財調査報告書第561集 ⻘森県教育委員会

下⽯川平野遺跡2・旭（1）遺跡・旭（2）遺跡 ⻘森県埋蔵⽂化財調査報告書第569集 ⻘森県教育委員会

川原平（1）遺跡3 ⻘森県埋蔵⽂化財調査報告書第565集 ⻘森県教育委員会
川原平（4）遺跡4 ⻘森県埋蔵⽂化財調査報告書第566集 ⻘森県教育委員会
川原平（6）遺跡 ⻘森県埋蔵⽂化財調査報告書第566集 ⻘森県教育委員会
酪農（1）遺跡 ⻘森県埋蔵⽂化財調査報告書第568集 ⻘森県教育委員会
⼤道遺跡発掘調査報告書1 越⾕市埋蔵⽂化財発掘調査報告書第1集 越⾕市教育委員会
国分寺市遺跡地図 国分寺市教育委員会・国分寺市遺跡調査会
荒井南遺跡ほか 仙台市⽂化財調査報告書第446集 仙台市教育委員会
燕沢遺跡第14次調査 仙台市⽂化財調査報告書第447集 仙台市教育委員会
仙台市震災復興関係遺跡発掘調査報告2 仙台市⽂化財調査報告書第448集 仙台市教育委員会
仙台平野の遺跡群26 仙台市⽂化財調査報告書第449集 仙台市教育委員会
旧東京第⼆陸軍造兵廠⽕薬研究所等近代化遺産
群調査報告書

⽂化財シリーズ第96集 板橋区教育委員会

⽩井市埋蔵⽂化財調査集報 ⽩井市教育委員会

緑川東遺跡−第28地点−
国⽴市教育委員会 ⽣涯学習課 社会教育・体
育担当

特別史跡遠江国分寺跡−本編− 磐⽥市教育委員会
千葉県市川市下総国分寺跡 藤森さよ⼦・市川市教育委員会

千葉県市川市⼩⽥⼭遺跡
株式会社 アーネストワン・市川市教育委員
会・原史⽂化研究所

平成27年度市川市埋蔵⽂化財発掘調査報告 市川市教育委員会

千葉県市川市国府台遺跡
社会福祉法⼈千葉ベタニヤホーム・市川市教育
委員会

千葉県市川市国府台遺跡 株式会社 地域⽂化財研究所
千葉県市川市国府台遺跡−第175地点発掘調査
報告書−

⽔野⼀雄・原史⽂化研究所

千葉県市川市国府台遺跡 株式会社 地域⽂化財研究所
⾼須賀堂ノ前遺跡＿⾼須賀道城⼊遺跡 茨城県教育財団⽂化財調査報告第406集 公益財団法⼈茨城県教育財団
明⽯遺跡2 茨城県教育財団⽂化財調査報告第413集 公益財団法⼈茨城県教育財団
仁江⼾古墳群 茨城県教育財団⽂化財調査報告第411集 公益財団法⼈茨城県教育財団
並松遺跡2 茨城県教育財団⽂化財調査報告第408集 公益財団法⼈茨城県教育財団
愛宕⼭古墳群 茨城県教育財団⽂化財調査報告第414集 公益財団法⼈茨城県教育財団
東⽥中遺跡＿中津川遺跡2 茨城県教育財団⽂化財調査報告第407集 公益財団法⼈茨城県教育財団
取⼿宿跡2 茨城県教育財団⽂化財調査報告第409集 公益財団法⼈茨城県教育財団
境塚遺跡2 新潟県埋蔵⽂化財調査報告書第262集 公益財団法⼈新潟県埋蔵⽂化財調査事業団
狐宮遺跡3 新潟県埋蔵⽂化財調査報告書第268集 公益財団法⼈新潟県埋蔵⽂化財調査事業団
清⽔古墳群＿神屋遺跡＿神屋南遺跡 茨城県教育財団⽂化財調査報告第405集 公益財団法⼈茨城県教育財団
宮後東原遺跡 茨城県教育財団⽂化財調査報告第412集 公益財団法⼈茨城県教育財団
瑞⿓古墳群 茨城県教育財団⽂化財調査報告第415集 公益財団法⼈茨城県教育財団
⽥宮平遺跡 茨城県教育財団⽂化財調査報告第410集 公益財団法⼈茨城県教育財団
岩槻城跡、⼟呂陣屋跡、⼤北遺跡、側ヶ⾕⼾⾙
塚

さいたま市内遺跡発掘調査報告書第15集 さいたま市教育委員会



史跡⾒沼通船堀（⻄縁）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 さいたま市教育委員会

史跡真福寺⾙塚保存活⽤計画 さいたま市教育委員会
遺跡講演会岩⼿県宮古市の縄⽂⽂化資料集 ⼩⽥原市教育委員会
酒匂遺跡群 ⼩⽥原の遺跡探訪シリーズ11 ⼩⽥原市教育委員会
⾼⽥宮町遺跡第3地点 ⼩⽥原市⽂化財調査報告書第176集 ⼩⽥原市教育委員会
⼩⽥原城下⾹沼屋敷跡第8地点 ⼩⽥原市⽂化財調査報告書第177集 ⼩⽥原市教育委員会
別堀⼗⼆天遺跡第8地点 ⼩⽥原市⽂化財調査報告書第178集 ⼩⽥原市教育委員会

史跡⼩⽥原城跡御⽤⽶曲輪修景整備事業報告1
史跡⼩⽥原城跡御⽤⽶曲輪発掘調査概要報告書

⼩⽥原市⽂化財調査報告書第179集 ⼩⽥原市教育委員会

東京⼤学本郷構内の遺跡医学部附属病院⼊院棟
A地点

東京⼤学埋蔵⽂化財調査室発掘調査報告書13 東京⼤学埋蔵⽂化財調査室

分布調査報告書（42） ⼭形県埋蔵⽂化財調査報告書第221集 ⼭形県教育委員会

東京都⽴川市埋蔵⽂化財調査報告書集5 ⽴川市埋蔵⽂化財調査報告第20集
⽴川市教育委員会教育部⽣涯学習推進センター
⽂化財係

六反⽥南遺跡5 新潟県埋蔵⽂化財調査報告書第261集 新潟県教育委員会
東京都杉並区⾕⼾遺跡 杉並区埋蔵⽂化財報告書第71集 杉並区教育委員会
東京都杉並区⽅南町峰遺跡群⽅南遺跡第4次調
査

杉並区埋蔵⽂化財報告書第70集 共和開発株式会社

都⽥⼭⼗六遺跡2次 浜松市教育委員会・浜松市市⺠部⽂化財課
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

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
27年度

⼋千代市教育委員会 教育総務課

千葉県⼋千代市逆⽔遺跡i地点 ⼋千代市教育委員会 教育総務課
千葉県⼋千代市⽩幡前遺跡d地点 ⼋千代市教育委員会 教育総務課
太宰府史跡発掘調査報告書9 九州歴史資料館
⻄ノ原遺跡第3・4次⼤⻄遺跡第4次 東九州⾃動⾞道関係埋蔵⽂化財調査報告25 九州歴史資料館
時末遺跡第1・2次、永久笠⽥遺跡第2次 東九州⾃動⾞道関係埋蔵⽂化財調査報告24 九州歴史資料館
太宰府政庁周辺官衙跡8 九州歴史資料館
福岡県の中近世城館跡3 福岡県⽂化財調査報告書第254集 福岡県教育委員会

塔⽥琵琶⽥遺跡第4次（本⽂編）・（図版編）
東九州⾃動⾞道関係埋蔵⽂化財調査報告26
（上）・（下）

九州歴史資料館

湯柱遺跡 福岡県⽂化財調査報告書第253集 九州歴史資料館
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 徳島県教育委員会

伊⾖半島の⽯丁場遺跡調査報告書 静岡県⽂化財調査報告書第67集 静岡県教育委員会⽂化財保護課
平成26年度印⻄市内遺跡発掘調査報告書 印⻄市教育委員会
ふじのくに考古通信 ふじのくに考古通信Vol.11 静岡県埋蔵⽂化財センター
⼋⼾市内遺跡発掘調査報告書33 ⼋⼾市埋蔵⽂化財調査報告書第152集 ⼋⼾市教育委員会

⽴⽯遺跡1
葛飾区郷⼟と天⽂の博物館考古学調査報告書第
14集

葛飾区郷⼟と天⽂の博物館

昭和62年度沢⼩屋地区⼟地改良総合整備事業
(⼩規模排⽔対策特別事業)関連遺跡調査報告

福島市埋蔵⽂化財報告書第25集 福島市教育委員会

東京都⼋王⼦市裏宿遺跡群 裏宿遺跡群・池の下遺跡調査報告 ⼋王⼦市裏宿遺跡発掘調査団
東京都⼋王⼦市池の下遺跡 裏宿遺跡群・池の下遺跡調査報告第4分冊 ⼋王⼦市裏宿遺跡発掘調査団
三和⼯業団地2遺跡 伊勢崎市⽂化財調査報告書第53集 伊勢崎市教育委員会
三和⼯業団地3遺跡 伊勢崎市⽂化財調査報告書第54集 伊勢崎市教育委員会
三和⼯業団地2・3・4遺跡 伊勢崎市⽂化財調査報告書第54集 伊勢崎市教育委員会
三和⼯業団地4遺跡 伊勢崎市⽂化財調査報告書第55集 伊勢崎市教育委員会

勝坂遺跡
神奈川県相模原市勝坂遺跡遺跡第43次調査報
告書縄⽂⽂化研究会調査研究紀要第8集

勝坂遺跡(第43次)調査団縄⽂⽂化研究会

上鶴間久保遺跡 上鶴間久保遺跡調査団
草柳中村遺跡 草柳中村遺跡発掘調査団



⽉⾒野遺跡群上野遺跡第5地点 上野遺跡第5地点発掘調査団
寺畑遺跡発掘調査報告書 福島県滝根町⽂化財調査報告第2集 滝根町教育委員会
堂外遺跡試掘調査報告書 福島県滝根町⽂化財調査報告第3集 滝根町教育委員会
吉岡堀ノ内横⽳墓群 綾瀬市埋蔵⽂化財調査報告3 綾瀬市教育委員会
沢⼝遺跡発掘調査報告書 川本町遺跡調査会報告書第2集 川本町遺跡調査会
茅ヶ崎市の遺跡 茅ヶ崎市⽂化財資料集第8集 茅ヶ崎市教育委員会
神奈川県茅ケ崎市下町屋における緊急調査の記
録

下町屋遺跡発掘調査団

橋本遺跡2 相模原市橋本遺跡調査会
橋本遺跡3 相模原市橋本遺跡調査会
芹沢の⺠俗、⼩和⽥の⺠俗、⾹川篠⼭横⽳調査
報告

茅ヶ崎市⽂化財資料集第9集 茅ヶ崎市教育委員会

⾦程向原遺跡1
⽇本⼤学⽂理学部史学研究室⽂化財発掘調査報
告書第18集

⽇本⼤学⽂理学部史学研究室

⾦程向原遺跡2
⽇本⼤学⽂理学部史学研究室⽂化財発掘調査報
告書第19集

⽇本⼤学⽂理学部史学研究室

⾦程向原遺跡3 ⾦程向原遺跡発掘調査団
神奈川県茅ケ崎市下寺尾⻄⽅A遺跡 茅ヶ崎市埋蔵⽂化財調査報告1 茅ヶ崎市埋蔵⽂化財調査会

茅ヶ崎の昆⾍類第1報(蝶類及び蜻蛉類)、宮ノ
腰遺跡―鶴嶺⼩体育館埋蔵⽂化財調査報告―

茅ヶ崎市⽂化財資料集⼤10集 茅ヶ崎市教育委員会

⻲⾕狐⽳遺跡 神奈川県横浜市⻲⾕狐⽳遺跡調査報告書 横浜市⻲⾕狐⽳遺跡調査団
阿久和蟹沢遺跡 神奈川県横浜市阿久和蟹沢遺跡調査報告書 横浜市阿久和蟹沢遺跡調査団
⼤磯の遺跡 ⼤磯町教育委員会
⼤磯⼩学校遺跡 ⼤磯町埋蔵⽂化財発掘調査報告書第1集 ⼤磯町教育委員会
潮⾒台遺跡B地点発掘調査報告書 川崎市教育委員会
横浜市南区六ッ川⼭王台遺跡発掘調査報告書 ⽟川⽂化財研究所
上⽩根おもて遺跡発掘調査報告書 横浜市埋蔵⽂化財調査委員会
横浜市緑区⻑津⽥国道246号線⻄原遺跡 国道246号線⻄原遺跡調査団
藤沢市⼤庭根下遺跡発掘調査報告書 ⽟川⽂化財研究所
⽉⾒野遺跡群上野遺跡第3地点(図版) ⼤和市⽂化財調査報告書第27集 ⼤和市教育委員会
福⽥札ノ辻遺跡 ⼤和市⽂化財調査報告書第31集 ⼤和市教育委員会
上和⽥城⼭ ⼤和市⽂化財調査報告書第2集 ⼤和市教育委員会
三鷹市⽴第五中学校遺跡 三鷹市埋蔵⽂化財調査報告第8集 三鷹市遺跡調査会
市坂(保⼟ヶ⾕ﾊﾞｲﾊﾟｽNo.1)遺跡、中⽥⾕(保
⼟ヶ⾕ﾊﾞｲﾊﾟｽNo.3)遺跡、権太⼭(保⼟ヶ⾕ﾊﾞｲ
ﾊﾟｽNo.4)遺跡、権⽥⼭(保⼟ヶ⾕ﾊﾞｲﾊﾟｽNo.5)遺
跡

神奈川県埋蔵⽂化財調査報告50 神奈川県教育委員会教育局⽣涯学習⽂化財課

城⼭遺跡
北橘村埋蔵⽂化財発掘調査報告書第6集、北橘
遺跡群発掘調査報告書1

北橘村教育委員会

下沼部遺跡 下沼部遺跡調査団
楠廻間⾙塚 知多市⽂化財資料第38集 知多市教育委員会
平⽥尻遺跡・祝原遺跡 加世⽥市埋蔵⽂化財発掘調査報告書(11) 加世⽥市教育委員会
⼲河原遺跡 加世⽥市埋蔵⽂化財発掘調査報告書(12) 加世⽥市教育委員会
⼩川原遺跡1 ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書20-3 滋賀県教育委員会
中⼭⾕遺跡 ⼩⾦井市中⼭⾕遺跡調査会
後⾕遺跡 後⾕遺跡発掘調査会
柴原B遺跡 三春町⽂化財調査報告書第14集 三春町教育委員会
垣内遺跡発掘調査報告書 ⾼⼭市埋蔵⽂化財調査報告書第19号 ⾼⼭市教育委員会
はつや遺跡発掘調査報告書 清⾒村教育委員会
埼⽟県⽯神⾙塚の調査 埼⽟考古13･14号別冊 埼⽟考古学会
諏訪⼭⾙塚・諏訪⼭遺跡・桜⼭⾙塚・南遺跡発
掘調査報告書

埼⽟県遺跡調査報告第8集 埼⽟県遺跡調査会

市内遺跡群10 ふじみ野市埋蔵⽂化財調査報告第11集 ふじみ野市教育委員会
⾕津台⾙塚 千葉市遺跡調査会
千葉市荒屋敷⾙塚 ⽇本道路公団東京第⼀建設局
⾼根⽊⼾ 船橋市教育委員会



主要地⽅道成⽥松尾線5 千葉県⼟⽊部
下野⾕遺跡2 早稲⽥⼤学
松本市坪ノ内遺跡 松本市⽂化財調査報告No.80 松本市教育委員会
松本市南中島遺跡 松本市⽂化財調査報告No.90 松本市教育委員会

岐⾩県吉城郡宮川村堂ノ前遺跡発掘調査報告書 岐⾩県・宮川村教育委員会

向原遺跡 神奈川県⽴埋蔵⽂化財センター調査報告1 神奈川県教育委員会

勝坂式⼟器資料図勝坂遺跡
縄⽂⽂化研究会研究紀要第6集(⼤⼭柏博⼠勝坂
遺跡調査60周年)

縄⽂⽂化研究所

勝坂式⼟器資料図勝坂遺跡
縄⽂⽂化研究会研究紀要第6集(⼤⼭柏博⼠勝坂
遺跡調査60周年)

縄⽂⽂化研究所

勝坂 相模原市教育委員会
勝坂式⼟器分布調査概要 相模原市教育委員会
綾瀬町⽂化財調査報告第⼀集 神奈川県綾瀬町教育委員会
綾瀬町⽂化財調査報告第⼆集 神奈川県綾瀬町教育委員会
神奈川県座間市平和坂遺跡 相武考古学研究所
神奈川県座間市栗原中⾕遺跡 相武考古学研究所
⼤和市先⼟器時代遺跡分布調査報告書 ⼤和市⽂化財調査報告書第6集 ⼤和市教育委員会
神成松遺跡発掘調査報告書 学校法⼈産能⼤学
市内遺跡群7 ふじみ野市埋蔵⽂化財調査報告第8集 ふじみ野市教育委員会
市内遺跡群8 ふじみ野市埋蔵⽂化財調査報告第9集 ふじみ野市教育委員会
市内遺跡群9 ふじみ野市埋蔵⽂化財調査報告第10集 ふじみ野市教育委員会
市内遺跡群11 ふじみ野市埋蔵⽂化財調査報告第12集 ふじみ野市教育委員会
市内遺跡群12 ふじみ野市埋蔵⽂化財調査報告第13集 ふじみ野市教育委員会
東台遺跡6 ⼤井遺跡調査会報告第19集 埼⽟県⼤井町遺跡調査会
鶴ヶ岡外遺跡1、鶴ヶ舞遺跡2、江川南遺跡4 ⼤井遺跡調査会報告第20集 埼⽟県⼤井町遺跡調査会

神奈川県⼤和市⽉⾒野遺跡群上野遺跡第6地点 上野遺跡第6地点発掘調査団

東京都墨⽥区⼤雲寺跡・No.18遺跡発掘調査報
告書

墨⽥区教育委員会

⽯⽣前遺跡発掘調査報告書 福島県河沼郡柳津町⽂化財報告書第1集 福島県河沼郡柳津町教育委員会
⼭⼝雷⼟遺跡 千葉県企業庁
下野⾕遺跡3 早稲⽥⼤学
仏向遺跡 仏向遺跡調査団
中⼭⾕遺跡 ⽇本信託銀⾏
⾼根⽊⼾北 船橋市教育委員会
丘の上遺跡 東京都⻄多摩郡⽇の出村⽂化財保護委員会
野川遺跡 調布市No.26遺跡調査会
町⽥市⽊曽中学校遺跡 ⽊曽中学校⽤地内遺跡調査会
那珂川の先史遺跡第2集 那珂川の先史遺跡刊⾏会
⼦和清⽔⾙塚 ⼦和清⽔⾙塚発掘調査団
北野遺跡1 三鷹市埋蔵⽂化財調査報告第14集 三鷹市教育委員会
向ノ原遺跡 Occasional Papers Number 6 国際基督教⼤学考古学研究センター
⽇野吹上遺跡 ⽇野市吹上遺跡調査会
平⼭橋遺跡 東京⻄線及び北⼋王⼦変電所遺跡調査会
新橋遺跡 Occasional Papers Number 4 国際基督教⼤学考古学研究センター
⼀⾊遺跡 神奈川県埋蔵⽂化財調査報告20 神奈川県教育委員会
向上遺跡 東京都町⽥市本町⽥向上遺跡調査報告書 第2次本町⽥向上遺跡調査会
松輪⼤畑遺跡 神奈川県埋蔵⽂化財調査報告22 神奈川県教育委員会

第6回神奈川県遺跡調査・研究発表会発表要旨
第6回神奈川県遺跡調査・研究発表会準備委員
会

三輪南遺跡群発掘調査報告書 三輪南地区遺跡群発掘調査会
⼤蔵東原遺跡発掘調査報告書 寒川町
恋ヶ窪遺跡調査報告4 国分寺市⽂化財調査報告第25集 国分寺市遺跡調査会

東京都多摩市和⽥・百草遺跡群 多摩市埋蔵⽂化財調査報告10
多摩都市計画道路事業1･3･1号線関連遺跡調査
会

三鷹市域の遺跡 三鷹市埋蔵⽂化財調査報告第15集 三鷹市教育委員会



都⽴和⽥堀公園・⼤宮遺跡、下⾼井⼾塚⼭遺跡 ⽂化財シリーズ2 杉並区教育委員会

東京都埋蔵⽂化財センター年報1 財団法⼈東京都埋蔵⽂化財センター
はけうえ遺跡・研究編(1) Occasional Papers Number 5 国際基督教⼤学考古学研究センター
恋ヶ窪遺跡調査報告1 国分寺市教育委員会
⼩⾺背遺跡1989 國學院⼤學⽂学部考古学実習報告第17集 國學院⼤學⽂学部考古学研究室
物⾒処遺跡1989 國學院⼤學⽂学部考古学実習報告第18集 國學院⼤學⽂学部考古学研究室
⼩松城跡調査概報、中屋敷横⽳墓調査報告、横
浜市中屋敷横⽳出⼟⼈⾻について

神奈川県埋蔵⽂化財調査報告21 神奈川県教育委員会

下依知⼤久根遺跡
神奈川県厚⽊市下依知⼤久根遺跡第⼆次調査報
告書

厚⽊市下依知⼤久根遺跡調査団

中筋遺跡 渋川市発掘調査報告書第18集 群⾺県渋川市教育委員会

四之宮下ノ郷調査概報 129号線道路拡幅改良事業に伴う発掘調査No.1 湘南砂丘遺跡研究会

四之宮上郷・下郷調査概報 129号線道路拡幅改良事業に伴う発掘調査No.2 平塚市遺跡調査団

埼葛の遺跡 埼葛地区⽂化財担当者会報告第6集 埼葛地区⽂化財担当者会
⻑原・⽠破遺跡発掘調査報告8 財団法⼈⼤阪市⽂化財協会
⽩丸・⻄の平遺跡発掘調査報告書 ⽩丸・⻄の平遺跡調査会
松本市坪ノ内遺跡 松本市⽂化財調査報告No.80 松本市教育委員会
新堂遺跡 多摩市埋蔵⽂化財調査報告1 多摩市教育委員会
順礼海道古墳 順礼海道古墳調査団
河内郡上三川町上三川⾼校地内遺跡調査報告 栃⽊県埋蔵⽂化財発掘調査報告書第65集 栃⽊県教育委員会
村上遺跡 ⼭梨県教育委員会
⼋⽊遺跡発掘調査報告書 秋⽥県⽂化財調査報告書第181集 秋⽥県埋蔵⽂化財振興会
済美台遺跡 杉並区埋蔵⽂化財報告書第22集 済美台遺跡発掘調査団
帷⼦峯遺跡 横浜新道三ッ沢ジャンクション遺跡調査会
袋低地遺跡 東北新幹線建設に伴う発掘調査 東北新幹線⾚⽻地区遺跡調査会
⽇暮⾥延命院⾙塚 荒川区教育委員会
⻑原・⽠破遺跡発掘調査報告15 財団法⼈⼤阪市⽂化財協会
細⽥遺跡 神奈川県埋蔵⽂化財調査報告23 神奈川県教育委員会
余⼭⾙塚資料図譜 國學院⼤學考古学資料室
⾼⼭・南堀切遺跡 ⽩河市埋蔵⽂化財調査報告書第3集 ⽩河市教育委員会
三春ダム関連遺跡発掘調査報告書2 福島県⽂化財調査報告書第217集 福島県教育委員会
⽴川⽒館跡4 ⽴川市埋蔵⽂化財調査報告第13集 ⽴川市教育委員会
練⾺区北新井遺跡 共和開発株式会社
向出遺跡評価検討委員会報告書 阪南市埋蔵⽂化財報告47 阪南市教育委員会
市内遺跡5 茅野市教育委員会
サルガ⿐洞窟遺跡・権現⼭洞窟遺跡 島根県古代⽂化センター調査研究報告書41 島根県古代⽂化センター
熊ノ免遺跡 清⽔市教育委員会
神奈川県⼩⽥原市⼩⽥原城下上幸⽥跡(No.35遺
跡)第5地点発掘調査報告書

湘南考古学研究所

秋⽥県北秋⽥市⽯倉岱遺跡2012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49集 國學院⼤學⽂学部考古学研究室

多摩蘭坂遺跡 国分寺市教育委員会
栃川遺跡 朝⽇町⽂化財調査報告書第4集 朝⽇町教育委員会
下堀遺跡 ⾦峰町埋蔵⽂化財発掘調査報告書(20) ⾦峰町教育委員会
⻄新井遺跡第4地点 前橋市教育委員会

秋⽥県北秋⽥市⽯倉岱遺跡発掘調査報告
國學院⼤學伝統⽂化リサーチセンター考古学調
査報告

國學院⼤學伝統⽂化リサーチセンター

神奈川県相模原市淵野辺嶽之内遺跡 鎌倉遺跡調査会調査報告書第32集 相模原市No.51遺跡発掘調査団
泉坂下遺跡の研究 鈴⽊素⾏
市内遺跡7 茅野市教育委員会
市内遺跡8 茅野市教育委員会
⼩堂⾒遺跡 茅野市教育委員会
神奈川県藤沢市宮原百⽯原(No.236)遺跡発掘調
査報告書

湘南考古学研究所



新井下遺跡 茅野市教育委員会
⼀本⽊遺跡 茅野市教育委員会
⽂化財年報第14号 三島市教育委員会
⽂化財年報第16号 三島市教育委員会
駒形遺跡 茅野市教育委員会
愛媛県宇和島市津島町池の岡遺跡 宇和島市埋蔵⽂化財報告1 宇和島市教育委員会
寺⼭遺跡、⿅児島県川辺郡川辺町⼤字永多字寺
⼭野ほか

川辺町埋蔵⽂化財発掘調査報告書(13) ⿅児島県川辺町教育委員会

寺⼭遺跡、平成16(2004)年12⽉・調査分 ⿅児島県川辺町教育委員会
愛媛考古学18 愛媛考古学協会
尾崎遺跡 神奈川県埋蔵⽂化財調査報告13 神奈川県教育委員会
東久留⽶市の遺跡 東久留⽶市⽂化財資料集8 東久留⽶市教育委員会
⼤道下遺跡(4次)ほか信濃町内遺跡発掘調査報
告書

信濃町の埋蔵⽂化財 信濃町教育委員会

東邦考古36 東邦考古学研究所
内堀遺跡群8 前橋市教育委員会
柳久保遺跡群8 前橋市埋蔵⽂化財発掘調査団
物⾒処遺跡2003 國學院⼤學⽂学部考古学実習報告第38集 國學院⼤學⽂学部考古学研究所
物⾒処遺跡2004 國學院⼤學⽂学部考古学実習報告第39集 國學院⼤學⽂学部考古学研究所
物⾒処遺跡2005 國學院⼤學⽂学部考古学実習報告第40集 國學院⼤學⽂学部考古学研究所
物⾒処遺跡2006 國學院⼤學⽂学部考古学実習報告第41集 國學院⼤學⽂学部考古学研究所
阿⾖佐和気命神社境内祭祀遺跡 國學院⼤學海洋信仰研究所
内堀遺跡群9 前橋市教育委員会
⻑堀北遺跡 ⼤和市⽂化財調査報告書第39集 ⼤和市教育委員会
⼤平⼭元2遺跡発掘調査報告書 ⻘森県⽴郷⼟館調査報告第8集、考古4 ⻘森県⽴郷⼟館
庚塚遺跡第5地点 平成8年度市川市内遺跡発掘調査報告 市川市教育委員会

外ガイド遺跡 ⼭梨県埋蔵⽂化財センター調査報告書第117集 ⼭梨県教育委員会

埋蔵⽂化財調査報告13、平成9年度(1997年度) 埋蔵⽂化財調査報告13 練⾺区教育委員会

⾼井⼾東(近隣第四)遺跡 ⾼井⼾東(近隣第四)遺跡発掘調査団
⻑野県⽊曽郡南⽊曽町太⽥垣外遺跡 南⽊曽町教育委員会
埋蔵⽂化財調査報告18、平成14年度(2002年
度)

埋蔵⽂化財調査報告18 練⾺区教育委員会

千葉県の⽂化財 財団法⼈千葉県⽂化財センター
⽉⾒野遺跡群上野遺跡第1地点第4次調査 ⼤和市⽂化財調査報告書第35集 ⼤和市教育委員会
相模野第149遺跡 ⼤和市⽂化財調査報告書第34集 ⼤和市教育委員会
徳丸森⽊遺跡 板橋区徳丸森⽊遺跡調査会
東京都杉並区本村原遺跡B地点 本村原遺跡B地点発掘調査団
埋蔵⽂化財調査報告20、平成16年度(2004年
度)

埋蔵⽂化財調査報告20 練⾺区教育委員会

前⼭遺跡 杉並区埋蔵⽂化財報告書第23集 久我⼭⼆丁⽬住宅遺跡発掘調査団
安俵6区5遺跡発掘調査報告書 東和町⽂化財調査報告書第26集 東和町教育委員会
市内遺跡群6 ふじみ野市埋蔵⽂化財調査報告第7集 ふじみ野市教育委員会
落越遺跡 ⼋王⼦市落越遺跡発掘調査団
⻘森県⽴郷⼟館調査研究年報第28号 ⻘森県⽴郷⼟館
神奈川県海⽼名市本郷中⾕津遺跡第14次調査 株式会社盤古堂
鳩ヶ⾕市の歴史 鳩ヶ⾕市教育委員会
鳩ヶ⾕市の歴史 鳩ヶ⾕市教育委員会
清⽔屋敷2遺跡発掘調査報告書 東和町⽂化財調査報告書第35集 東和町教育委員会
寺⾕廃寺・平⾕窯跡1 駒澤⼤学考古学研究室
市内遺跡発掘調査報告書12 和光市埋蔵⽂化財調査報告書第40集 和光市教育委員会
⼋幡前・若宮遺跡(第1次調査) 川越市遺跡調査会調査報告書第31集 川越市教育委員会
町内遺跡発掘調査報告書10 東和町⽂化財調査報告書第28集 東和町教育委員会
町内遺跡発掘調査報告書11 東和町⽂化財調査報告書第29集 東和町教育委員会
安俵6区3遺跡発掘調査報告書 東和町⽂化財調査報告書第19集 東和町教育委員会
町内遺跡発掘調査報告書12 東和町⽂化財調査報告書第32集 東和町教育委員会



町内遺跡発掘調査報告書13 東和町⽂化財調査報告書第33集 東和町教育委員会
安俵6区4遺跡発掘調査報告書 東和町⽂化財調査報告書第20集 東和町教育委員会
埋蔵⽂化財調査報告24、平成20年度(2008年
度)

埋蔵⽂化財調査報告24 練⾺区教育委員会

畑中・下屋敷遺跡発掘調査報告書 東和町⽂化財調査報告書第38集 花巻市教育委員会
宮守村村内遺跡発掘調査報告書2000 宮守村⽂化財調査報告書第5集 宮守村教育委員会
宮守村村内遺跡発掘調査報告書2000 宮守村⽂化財調査報告書第6集 宮守村教育委員会
東和町内遺跡地図 東和町⽂化財調査報告書第31集 東和町教育委員会
町内遺跡詳細分布調査報告書2000 東和町⽂化財調査報告書第30集 東和町教育委員会
東京都練⾺区中島遺跡調査報告書 中島遺跡調査会
⼤⼿町遺跡第11地点 北九州市埋蔵⽂化財調査報告書第536集 公益財団法⼈北九州市芸術⽂化振興財団
久保寺南遺跡 中⾥村⽂化財調査報告書第9輯 中⾥村教育委員会
⼋王⼦市打越⼤畑遺跡2調査報告書 ⼋王⼦市打越⼤畑遺跡発掘調査団
上宿遺跡 ⼋王⼦市上宿遺跡発掘調査団
江⼾駿河台の旗本屋敷跡 明治⼤学考古学博物館
はらやま 調布市原⼭遺跡調査会

陶⾢・伏尾遺跡3A地区
財団法⼈⼤阪府⽂化財調査研究センター調査報
告書第20-1集

⼤阪府教育委員会

⻑原遺跡発掘調査報告7 財団法⼈⼤阪市⽂化財協会
⻑原遺跡東部地区発掘調査報告3 財団法⼈⼤阪市⽂化財協会
⻑原・⽠破遺跡発掘調査報告14 財団法⼈⼤阪市⽂化財協会
新⽻⼤⽵遺跡 神奈川県埋蔵⽂化財調査報告17 神奈川県教育委員会
袖ヶ浦町⼭野⾙塚 東京電⼒株式会社
千葉市荒屋敷⾙塚 財団法⼈千葉県⽂化財センター
千葉市築地台⾙塚・平⼭古墳 財団法⼈千葉県⽂化財センター
埋蔵⽂化財調査報告9 埋蔵⽂化財調査報告第9巻 練⾺区教育委員会
⻑久保遺跡発掘調査報告書 勢多東村誌別冊 勢多郡東村教育委員会

佐倉市上座壱番原遺跡発掘調査報告書
財団法⼈印旛郡市⽂化財センター発掘調査報告
書第70集

財団法⼈印旛郡市⽂化財センター

⼤寺⼭洞⽳ 千葉⼤学⽂学部考古学研究室
先⼟器時代遺跡分布調査報告書 相模考古学研究会
新⼭遺跡 東久留⽶市⽂化財調査報告8 東久留⽶市教育委員会
上浜⽥遺跡 神奈川県埋蔵⽂化財調査報告15 神奈川県教育委員会
千葉市中野僧御堂遺跡 財団法⼈千葉県⽂化財センター
⽥中下遺跡 ⽇本発条株式会社
早川天神森遺跡 神奈川県⽴埋蔵⽂化財センター調査報告2 神奈川県⽴埋蔵⽂化財センター
⼤古⾥遺跡発掘調査報告書 浦和市⼤古⾥遺跡調査会
所沢市⽴埋蔵⽂化財調査センター年報No.14 所沢市⽴埋蔵⽂化財調査センター
⼤⿐遺跡 三重県埋蔵⽂化財調査報告100-5 三重県埋蔵⽂化財センター
上⼭⽥⾙塚 宇ノ気町教育委員会
酒匂川⽂化財総合調査報告書 酒匂川⽂化財調査委員会
祇園原⾙塚3 上総国分寺台発掘調査概要11 上総国分寺台発掘調査団
東関東⾃動⾞道埋蔵⽂化財調査報告書2 ⽇本道路公団東京第⼀建設局
額⽥⼤宮遺跡 那珂川町史編纂委員会
松⼾市⾦楠台遺跡 房総考古資料刊⾏会
茨城県⾕和原村洞坂畑遺跡 ⽇本窯業史研究所報告第7冊 ⽇本窯業史研究所
栃⽊県喜連川町三菱⾃⼯⾃動⾞試験場内遺跡 ⽇本窯業史研究所報告第6冊 ⽇本窯業史研究所
東京都新宿区若葉三丁⽬遺跡3 株式会社リーガル不動産、加藤建設株式会社
塔⽥琵琶⽥遺跡3・5次、塔⽥五反⽥遺跡、塔
⽥キカス遺跡第2次

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

九州歴史資料館

四ッ塚⼭遺跡、鏡迫古墳群、上唐原榎町遺跡
3・4次調査

東九州⾃動⾞道関係埋蔵⽂化財調査報告第28
集

九州歴史資料館

和井⽥遺跡・成恒⼭ノ内遺跡・⼋ツ並下ノ原遺
跡

福岡県⽂化財調査報告書第251集 九州歴史資料館

塔⽥琵琶⽥遺跡第6次 東九州⾃動⾞道関係埋蔵⽂化財調査報告27 九州歴史資料館
⼋ヶ崎遺跡第19地点発掘調査報告書 有限会社勾⽟⼯房Ｍｏｇｉ



幸⾕城跡第2地点・熊ノ脇遺跡第3地点発掘調
査報告書

松⼾市⽂化財調査報告第59集 松⼾市教育委員会

平成26年度松⼾市内遺跡発掘調査報告書 松⼾市⽂化財調査報告第60集 松⼾市教育委員会
上本郷遺跡第8・15・16地点発掘調査出⼟資料
報告書(1)

松⼾市⽂化財調査報告第61集 松⼾市教育委員会

⼋⼾市内遺跡発掘調査報告書33 ⼋⼾市埋蔵⽂化財調査報告書第152集 ⼋⼾市教育委員会
熊野堂遺跡第2地点 ⼋⼾市埋蔵⽂化財調査報告書第153集 ⼋⼾市教育委員会
新井⽥古舘遺跡第30地点 ⼋⼾市埋蔵⽂化財調査報告書第154集 ⼋⼾市教育委員会
上中居宇名室遺跡2 ⾼崎市⽂化財調査報告書第376集 ⾼崎市教育委員会
⾈塚古墳群（七林430-6地点） 芝⼭町埋蔵⽂化財調査報告書第5集 芝⼭町教育委員会
平成27年度 芝⼭町内遺跡発掘調査報告書 芝⼭町埋蔵⽂化財調査報告書 芝⼭町教育委員会
⽤⽥⼤河内遺跡3 神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告書46 株式会社 ⽟川⽂化財研究所
⽇向・東新⽥原遺跡 神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告書45 有限会社 吾妻考古学研究所
岳の上遺跡 東京都⻄多摩郡⽇の出村⽂化財保護委員会
神奈川県埋蔵⽂化財調査報告21 神奈川県教育委員会
安俵6区5遺跡発掘調査報告書 東和町⽂化財調査報告書第27集 東和町教育委員会
群⾺県渋川市⽩井掛岩遺跡 技研コンサル株式会社
東京都渋⾕区富ヶ⾕遺跡第1地点 渋⾕区教育委員会
東京都北区＿⾚⽻上ノ台遺跡 学校法⼈東洋⼤学

⼋王⼦市＿塚場遺跡（⼋王⼦市No.110遺跡） 東京都埋蔵⽂化財センター調査報告第287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

浜松城跡11 浜松市教育委員会

富津市富津第⼆海堡跡調査報告書
国⼟交通省 関東地⽅整備局 東京湾⼝航路事
務所

下野⾕遺跡＿総括報告書1 ⻄東京市教育委員会

築地五丁⽬遺跡 東京都埋蔵⽂化財センター調査報告第299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

三鷹市北野遺跡 東京都埋蔵⽂化財センター調査報告第293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

下野⾕遺跡 ⻄東京市教育委員会
薬師寺 法相宗⼤本⼭ 薬師寺
尾上⽊⾒津遺跡（第2・3地点）・駒詰遺跡
（第2〜7・9地点）

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325集

公益財団法⼈ 印旛郡市⽂化財センター

⼤菅向台遺跡第2地点・名古屋⼩帝⻄遺跡第2
地点

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326集

公益財団法⼈ 印旛郡市⽂化財センター

公益財団法⼈印旛郡市⽂化財センター年報29 公益財団法⼈ 印旛郡市⽂化財センター

松崎名代遺跡
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327集

公益財団法⼈ 印旛郡市⽂化財センター

前原No.2遺跡（E区・F区・G区・H区・I区・J
区、本調査第3地点・第4地点）⽊⼾場遺跡
（本調査第2地点）

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328集

公益財団法⼈ 印旛郡市⽂化財センター

東作遺跡（第5次）
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329集

公益財団法⼈ 印旛郡市⽂化財センター

相ノ⾕遺跡
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330集

公益財団法⼈ 印旛郡市⽂化財センター

⼤作遺跡＿中ノ莖遺跡＿郷辺⽥遺跡（第1次〜
第4次）＿中ノ台遺跡（第1次〜第3次）＿滝台
遺跡（第3次）

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331集

公益財団法⼈ 印旛郡市⽂化財センター

墨⽊⼾遺跡（第3次）＿柳沢牧墨⽊⼾境野⾺⼟
⼿

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332集

公益財団法⼈ 印旛郡市⽂化財センター

北須賀遺跡群（その1〜その4)
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333集

公益財団法⼈ 印旛郡市⽂化財センター

曲輪ノ内遺跡（第11次）
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334集

公益財団法⼈ 印旛郡市⽂化財センター

⾺場No.-1遺跡（第3次）
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335集

公益財団法⼈ 印旛郡市⽂化財センター



飯塚台遺跡（第2地点）
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336集

公益財団法⼈ 印旛郡市⽂化財センター

御館台1遺跡
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337集

公益財団法⼈ 印旛郡市⽂化財センター

郷部南台遺跡
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322集

公益財団法⼈ 印旛郡市⽂化財センター

墨⽊⼾遺跡（第4次）
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324集

公益財団法⼈ 印旛郡市⽂化財センター

呼塚遺跡（第15次）発掘調査報告書 柏市埋蔵⽂化財調査報告書71 株式会社地域⽂化財研究所
船⼾古墳群（37号墳）･⼤井遺跡（第9次）＿
宿ノ後遺跡（第7次）＿追花遺跡・⼤井追花城
跡（第7次）＿⼤井東⼭遺跡（第4次）＿幸⽥
原遺跡（第13次）＿天神台古墳群・天神台遺
跡（第7次）

柏市埋蔵⽂化財調査報告書72 柏市教育委員会

原遺跡（第3〜6次） 柏市埋蔵⽂化財調査報告書74 柏市教育委員会
煤ヶ⾕ニ天王遺跡 神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告書9 株式会社 ⽟川⽂化財研究所

七ノ域遺跡第8地点 神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告書26 株式会社 アーク・フィールドワークシステム

中原D遺跡第4地点 神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告書18 株式会社 ⽟川⽂化財研究所
王禅寺⼝横⽳墓群第2次調査 神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告書22 有限会社 吾妻考古学研究所

河原⼝坊中遺跡第6次調査 神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告書24 株式会社 アーク・フィールドワークシステム

神成松遺跡第3地点 神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告書25 有限会社 吾妻考古学研究所
七ノ域遺跡第7地点発掘調査報告書 神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告書15 株式会社 ⽟川⽂化財研究所
神成松遺跡第4地点 神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告書20 株式会社 ⽟川⽂化財研究所
神成松遺跡第7地点 神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告書30 株式会社 ⽟川⽂化財研究所
切通し横⽳群 神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告書31 株式会社 ⽟川⽂化財研究所
上粕屋・⿃居崎遺跡第2次調査 神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告書33 株式会社 パスコ
⼭王B遺跡第13地点＿発掘調査報告書 神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告書28 株式会社 ⽟川⽂化財研究所
本町⼩学校内遺跡本発掘調査報告 横浜市教育委員会

宮ノ前横⽳墓群確認調査報告
公益財団法⼈横浜市ふるさと歴史財団 埋蔵⽂
化財センター

瀬⼾神社旧境内地内遺跡発掘調査報告

中区No.12遺跡（平台⾙塚）本発掘調査報告
公益財団法⼈横浜市ふるさと歴史財団 埋蔵⽂
化財センター

権⽥原遺跡3
港北ニュータウン地域内埋蔵⽂化財調査報告
47

横浜市教育委員会

恒川遺跡群（総括編） ⻑野県飯⽥市教育委員会
飯⽥古墳群 ⻑野県飯⽥市教育委員会
飯⽥古墳群−論考編− ⻑野県飯⽥市教育委員会
⿃屋平遺跡 ⻑野県飯⽥市教育委員会
溝⼝の塚古墳＿宮垣外遺跡 ⻑野県飯⽥市教育委員会
平成20・21年度市内遺跡緊急発掘調査報告書 ⻑野県飯⽥市教育委員会
南本城城跡 ⻑野県飯⽥市教育委員会
森平遺跡＿寄塚遺跡群＿今井⻄原遺跡＿今井宮
の前遺跡

⻑野県埋蔵⽂化財センター発掘調査報告書107
（⼀財）⻑野県⽂化振興事業団 ⻑野県埋蔵⽂
化財センター

とやま発掘だより とやま発掘だより
公益財団法⼈富⼭県⽂化振興財団 埋蔵⽂化財
調査事務所

城野遺跡1 北九州市埋蔵⽂化財調査報告書第447集
財団法⼈北九州市芸術⽂化振興財団埋蔵⽂化財
調査室

⼩倉城三ノ丸跡第5地点 北九州市埋蔵⽂化財調査報告書第448集
財団法⼈北九州市芸術⽂化振興財団埋蔵⽂化財
調査室

峠遺跡第4次調査 北九州市埋蔵⽂化財調査報告書第449集
財団法⼈北九州市芸術⽂化振興財団埋蔵⽂化財
調査室

千原台ニュータウン 千葉県教育振興財団調査報告第658集 財団法⼈千葉県教育振興財団
成⽥新⾼速鉄道・北千葉道路埋蔵⽂化財発掘調
査報告書

千葉県教育振興財団調査報告第659集 財団法⼈千葉県教育振興財団



柏北部東地区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660集 財団法⼈千葉県教育振興財団
印⻄市曽⾕窪遺跡 千葉県教育振興財団調査報告第661集 財団法⼈千葉県教育振興財団
菱沼・明⼾東2 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団報告書第372集 財団法⼈埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団
川越⽥遺跡2 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団報告書第375集 財団法⼈埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団
野中・ ヶ⾕⼾ 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団報告書第377集 財団法⼈埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団
東原遺跡 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団報告書第378集 財団法⼈埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団
⼤⼭遺跡第13・14次 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団報告書第379集 財団法⼈埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団
中尾遺跡 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団報告書第381集 財団法⼈埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団
新発⽥城跡発掘調査報告書7(第22地点) 新発⽥市埋蔵⽂化財発掘調査報告第40 新発⽥市教育委員会
太齋館跡発掘調査報告書 新発⽥市埋蔵⽂化財発掘調査報告第41 新発⽥市教育委員会
七社遺跡発掘調査報告書 新発⽥市埋蔵⽂化財発掘調査報告第42 新発⽥市教育委員会
岡崎城跡A・城⼭横⽳群 平塚市遺跡調査会
稲荷前A遺跡第1地点 平塚市遺跡調査会
刈⾕の考古資料図録 刈⾕市教育委員会
⼭⼝野中遺跡 新潟県埋蔵⽂化財調査報告書第248集 新潟県教育委員会
清⽔⽥遺跡 新潟県埋蔵⽂化財調査報告書第251集 新潟県教育委員会
⼭⼝野中遺跡2 新潟県埋蔵⽂化財調査報告書第258集 新潟県教育委員会
東沢遺跡 佐渡市世界遺産推進課
平成26年度県内遺跡試掘・確認調査 新潟県埋蔵⽂化財調査報告書第260集 新潟県教育委員会
箕輪遺跡2 新潟県埋蔵⽂化財調査報告書第254集 新潟県教育委員会
銅鉄遺跡・内御堂遺跡 村上市埋蔵⽂化財発掘調査報告書第3集 村上市教育委員会
⽥屋道遺跡 村上市埋蔵⽂化財発掘調査報告書第4集 村上市教育委員会
⼭元遺跡 村上市埋蔵⽂化財発掘調査報告書第5集 村上市教育委員会
移動体通信基地局建設に伴う⾓神D遺跡発掘調
査報告書

阿賀町埋蔵⽂化財調査報告第3集 新潟県東蒲原郡阿賀町教育委員会

国分寺遺跡群 佐渡市教育委員会
篠場⽡窯跡・上海⼟遺跡 静岡県埋蔵⽂化財センター調査報告第27集 静岡県埋蔵⽂化財センター
東野遺跡1、第⼆東名No.143地点・CR35地
点・縄⽂時代以降編・CR35地点編

静岡県埋蔵⽂化財センター調査報告第32集 静岡県埋蔵⽂化財センター

弁慶嵐⽯丁場遺跡 静岡県埋蔵⽂化財センター調査報告第33集 静岡県埋蔵⽂化財センター
御殿場市神⼭・駒⾨の遺跡群 静岡県埋蔵⽂化財センター調査報告第42集 静岡県埋蔵⽂化財センター
寺家前遺跡3、第⼆東名No.81地点、古墳時代
後期編

静岡県埋蔵⽂化財センター調査報告第43集 静岡県埋蔵⽂化財センター

寺家前遺跡4、第⼆東名No.81地点、弥⽣時代
後期〜古墳時代前期・総括編

静岡県埋蔵⽂化財センター調査報告第44集 静岡県埋蔵⽂化財センター

東野遺跡2、第⼆東名No.143地点、旧⽯器時代
〜縄⽂時代草創期編

静岡県埋蔵⽂化財センター調査報告第45集 静岡県埋蔵⽂化財センター

東⽥遺跡 静岡県埋蔵⽂化財センター調査報告第47集 静岡県埋蔵⽂化財センター
⽴道遺跡 静岡県埋蔵⽂化財センター調査報告第48集 静岡県埋蔵⽂化財センター
海⼾⽥遺跡 静岡県埋蔵⽂化財センター調査報告第49集 静岡県埋蔵⽂化財センター
⽊船廃寺跡2次 財団法⼈浜松市⽂化振興財団
浜松城跡5次 財団法⼈浜松市⽂化振興財団
上組遺跡 財団法⼈浜松市⽂化振興財団
平成21年度浜松市試掘調査概要 浜松市教育委員会
平成24年度浜松市⽂化財調査報告 浜松市教育委員会
平成25年度浜松市⽂化財調査報告 浜松市教育委員会
吉名古窯跡郡、1号窯の発掘調査 浜松市教育委員会
都⽥⼭⼗六遺跡 浜松市教育委員会
村上遺跡 浜松市教育委員会
北新屋B古墳群・⼤屋敷古窯跡郡・北新屋遺
跡・譲栄3遺跡確認調査報告書

浜松市教育委員会

狐塚古墳 浜松市教育委員会
梶⼦遺跡16次 浜松市教育委員会
⽯塚遺跡(第1・2次)・⾼樋遺跡(第1・2次)発掘
調査報告

三重県埋蔵⽂化財調査報告334 三重県埋蔵⽂化財センター

舞阪町天⽩遺跡2次 浜松市教育委員会
下郡遺跡、第1〜7次調査 三重県埋蔵⽂化財調査報告335 三重県埋蔵⽂化財センター



平成21〜23年度県営農業基盤整備事業地域(伊
勢管内)埋蔵⽂化財発掘調査報告

三重県埋蔵⽂化財調査報告336 三重県埋蔵⽂化財センター

⼭室遺跡(第2次)発掘調査報告 三重県埋蔵⽂化財調査報告337 三重県埋蔵⽂化財センター
才良吉⽥⾕古墳群・才良⼭ノ⾕古墳群ほか発掘
調査報告

三重県埋蔵⽂化財調査報告338 三重県埋蔵⽂化財センター

野登瀬B遺跡発掘調査報告 三重県埋蔵⽂化財調査報告339 三重県埋蔵⽂化財センター
古屋敷遺跡発掘調査報告書 三重県埋蔵⽂化財調査報告340 三重県埋蔵⽂化財センター
上之越B遺跡発掘調査報告 三重県埋蔵⽂化財調査報告341 三重県埋蔵⽂化財センター
平成24年度県営農業基盤整備事業地域(伊勢管
内)埋蔵⽂化財発掘調査報告

三重県埋蔵⽂化財調査報告343 三重県埋蔵⽂化財センター

円座近世墓郡発掘調査報告 三重県埋蔵⽂化財調査報告344 三重県埋蔵⽂化財センター
奥ノ⽥頭遺跡発掘調査報告 三重県埋蔵⽂化財調査報告345 三重県埋蔵⽂化財センター
上⻑瀬遺跡発掘調査報告 三重県埋蔵⽂化財調査報告346 三重県埋蔵⽂化財センター
南張⾙塚(第4・5次)発掘調査報告 三重県埋蔵⽂化財調査報告347 三重県埋蔵⽂化財センター
上野城跡第13次(藤堂新七郎屋敷跡)発掘調査報
告

三重県埋蔵⽂化財調査報告348 三重県埋蔵⽂化財センター

鰯浦間近世墓郡発掘調査報告書 三重県埋蔵⽂化財調査報告349 三重県埋蔵⽂化財センター
東ノ⾕遺跡発掘調査報告書 三重県埋蔵⽂化財調査報告350 三重県埋蔵⽂化財センター
⼤瀬古遺跡発掘調査報告書 三重県埋蔵⽂化財調査報告354 三重県埋蔵⽂化財センター
上野城下町遺跡(第5次)発掘調査報告書 三重県埋蔵⽂化財調査報告352 三重県埋蔵⽂化財センター
野添⼤辻遺跡(第1次)発掘調査報告書 三重県埋蔵⽂化財調査報告353 三重県埋蔵⽂化財センター
公事出遺跡(第3次)発掘調査報告書 三重県埋蔵⽂化財調査報告356 三重県埋蔵⽂化財センター
才良吉⽥⾕11号墳発掘調査報告書 三重県埋蔵⽂化財調査報告357 三重県埋蔵⽂化財センター
平成25年度⾼度⽔利機能確保基盤整備事業地
域(有⽥地区)埋蔵⽂化財発掘調査報告

三重県埋蔵⽂化財調査報告358 三重県埋蔵⽂化財センター

⾼河原遺跡発掘調査報告 三重県埋蔵⽂化財調査報告359 三重県埋蔵⽂化財センター
⼩ブケ遺跡発掘調査報告 三重県埋蔵⽂化財調査報告361 三重県埋蔵⽂化財センター
野添⼤辻遺跡(第2次)発掘調査報告 三重県埋蔵⽂化財調査報告363 三重県埋蔵⽂化財センター
近畿⾃動⾞道名古屋神⼾線(四⽇市JCT〜⻲⼭
⻄JCT)建設事業に伴う埋蔵⽂化財発掘調査概
報4

近畿⾃動⾞名古屋神⼾線(四⽇市JCT〜⻲⼭⻄
JCT)建設事業に伴う埋蔵⽂化財発掘調査概報4

三重県埋蔵⽂化財センター

⼀般国道23号中勢道路埋蔵⽂化財発掘調査概
報25

⼀般国道23号中勢道路埋蔵⽂化財発掘調査概
報25

三重県埋蔵⽂化財センター

史跡埼⽟古墳群奥の⼭古墳発掘調査・保存整備
事業報告書

埼⽟県教育委員会

前⾕遺跡2埋蔵⽂化財発掘調査報告書 ⼾⽥市⽂化財調査報告19 ⼾⽥市教育委員会
前⾕遺跡4埋蔵⽂化財発掘調査報告書 ⼾⽥市⽂化財調査報告20 ⼾⽥市教育委員会
⼤前遺跡1埋蔵⽂化財発掘調査報告書 ⼾⽥市⽂化財調査報告21 ⼾⽥市教育委員会
南原遺跡13埋蔵⽂化財発掘調査報告書 ⼾⽥市⽂化財調査報告22 ⼾⽥市教育委員会
⻑沖古墳群12―第202号墳の調査―、⼥池遺跡
4―E地点の調査―、⻄富⽥新⽥遺跡2―C地点
の調査―

本庄市埋蔵⽂化財調査報告書第36集 本庄市教育委員会

七⾊塚遺跡3(B2地点)、北堀久下塚遺跡3(C・D
地点)、久下東遺跡7(A2・B2・B3・F2地点)、
宥勝寺北裏遺跡4(C地点)

本庄市埋蔵⽂化財調査報告書第37集 本庄市教育委員会

⽯神境遺跡、天神林2遺跡 本庄市埋蔵⽂化財調査報告書第38集 本庄市教育委員会
⻑沖古墳群13―第194･195･196･197･201号墳
の調査―

本庄市埋蔵⽂化財調査報告書第39集 本庄市教育委員会

⼭王⼭遺跡、A1・A2地点の調査 本庄市埋蔵⽂化財調査報告書第40集 本庄市教育委員会
⾦屋南遺跡3、⻑沖古墳群内：縄⽂A地区・江
ノ浜地区

本庄市埋蔵⽂化財調査報告書第31集 本庄市教育委員会

⾦⼭⽔⾞(轟製錬所)跡
⿅児島県⽴埋蔵⽂化財センター発掘調査報告書
186

⿅児島県⽴埋蔵⽂化財センター

鍛冶園遺跡
⿅児島県⽴埋蔵⽂化財センター発掘調査報告書
187

⿅児島県⽴埋蔵⽂化財センター

⽥原迫ノ上遺跡1(縄⽂時代前期以降編)
公益財団法⼈⿅児島県⽂化振興財団埋蔵⽂化財
調査センター発掘調査報告書5

⿅児島県⽴埋蔵⽂化財センター



天神段遺跡2、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

⿅児島県⽴埋蔵⽂化財センター

町⽥堀遺跡
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7

⿅児島県⽴埋蔵⽂化財センター

永吉天神段遺跡第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8

⿅児島県⽴埋蔵⽂化財センター

⽩⽔B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9集

⿅児島県⽴埋蔵⽂化財センター

中郡遺跡群2、中尾遺跡、前原遺跡
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10集

⿅児島県⽴埋蔵⽂化財センター

久下前遺跡5(F1地点)・久下東遺跡6(G1地点) 本庄市埋蔵⽂化財調査報告書第32集 本庄市教育委員会
本庄2号遺跡、薬師堂東遺跡(第1・2地点)、御
堂坂4号墳

本庄市埋蔵⽂化財調査報告書第33集 本庄市教育委員会

左⼝遺跡2―B地点の調査―、本庄飯⽟遺跡、
北堀新⽥遺跡3―D地点の調査―

本庄市埋蔵⽂化財調査報告書第34集 本庄市教育委員会

南御堂坂遺跡 本庄市埋蔵⽂化財調査報告書第35集 本庄市教育委員会
武蔵国府関連遺跡調査報告 ⼤成エンジニアリング株式会社
⾙沢・島遺跡 ⾼崎市⽂化財調査報告書第331集 ⾼崎市教育委員会
上中居岡⻄遺跡3 ⾼崎市⽂化財調査報告書第332集 ⾼崎市教育委員会
柴崎屋敷遺跡 ⾼崎市⽂化財調査報告書第334集 ⾼崎市教育委員会
⼋幡宮ノ後遺跡 ⾼崎市⽂化財調査報告書第335集 ⾼崎市教育委員会
上佐野⾈橋遺跡5 ⾼崎市⽂化財調査報告書第338集 ⾼崎市教育委員会
宿⼤類村⻄遺跡2 ⾼崎市⽂化財調査報告書第339集 ⾼崎市教育委員会
江⽊北⼟井遺跡 ⾼崎市⽂化財調査報告書第341集 ⾼崎市教育委員会
倉賀野⻑賀寺⼭古墳 ⾼崎市⽂化財調査報告書第350集 ⾼崎市教育委員会
棟⾼南寝暮窪遺跡 ⾼崎市⽂化財調査報告書第351集 ⾼崎市教育委員会
新後閑遺跡3 ⾼崎市⽂化財調査報告書第363集 ⾼崎市教育委員会
江⽊南⼟井遺跡 ⾼崎市⽂化財調査報告書第371集 ⾼崎市教育委員会
連雀町遺跡 ⾼崎市⽂化財調査報告書第372集 ⾼崎市教育委員会
会津縦貫北道路遺跡発掘調査報告14 福島県⽂化財調査報告書第495集 福島県教育委員会
会津縦貫北道路遺跡発掘調査報告15 福島県⽂化財調査報告書第496集 福島県教育委員会
阿武隈川上流河川改修事業トロミ地区遺跡調査
報告3

福島県⽂化財調査報告書第497集 福島県教育委員会

福島県内遺跡分布調査報告21 福島県⽂化財調査報告書第502集 福島県教育委員会
北⽅遺跡第12次調査 北九州市⽂化財調査報告書第130集 北九州市教育委員会
畠⼭遺跡F・G地点 北九州市⽂化財調査報告書第131集 北九州市教育委員会
京町遺跡2 北九州市⽂化財調査報告書第132集 北九州市教育委員会
下原遺跡 北九州市⽂化財調査報告書第133集 北九州市教育委員会
篠崎古墳群 北九州市⽂化財調査報告書第134集 北九州市教育委員会

府中市武蔵国分寺跡関連遺跡 東京都埋蔵⽂化財センター調査報告第295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

桐ヶ丘遺跡 東京都埋蔵⽂化財センター調査報告第296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

氷川遺跡 東京都埋蔵⽂化財センター調査報告第297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

巣鴨遺跡3 東京都埋蔵⽂化財センター調査報告第298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

品川台場(第5)遺跡2 東京都埋蔵⽂化財センター調査報告第301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

寺ノ元遺跡・上平野遺跡 佐賀県⽂化財調査報告書第210集 佐賀県教育委員会
平成26年度四街道市内遺跡発掘調査報告書 四街道市教育委員会
新⼭古墳群3区 坂⼾市教育委員会
宮裏遺跡3 埼⽟県坂⼾市教育委員会

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

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



年報20 公益財団法⼈かながわ考古学財団
東⾼島駅北地区「神奈川台場東取渡り道」確認
調査業務報告

公益財団法⼈横浜市ふるさと歴史財団埋蔵⽂化
財センター

加賀原遺跡・佐江⼾8遺跡
港北ニュータウン地域内埋蔵⽂化財調査報告
45

公益財団法⼈横浜市ふるさと歴史財団埋蔵⽂化
財センター

神奈川県逗⼦市埋蔵⽂化財緊急調査報告書8 逗⼦市教育委員会
神奈川県逗⼦市埋蔵⽂化財緊急調査報告書9 逗⼦市教育委員会
今泉荒井遺跡群、今泉上河原渕遺跡、⽔神遺
跡、今泉荒井遺跡、発掘調査報告書

⽟川⽂化財研究所

神奈川県埋蔵⽂化財調査報告59 神奈川県教育委員会
神奈川県埋蔵⽂化財調査報告60 神奈川県教育委員会
神成松遺跡第2地点 神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告書7 株式会社パスコ
朝⽐奈町やぐら群3 神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告書8 有限会社吾妻考古学研究所
下ノ原遺跡第4地点 神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告書10 株式会社⽟川⽂化財研究所
王禅寺⼝横⽳墓郡 神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告書11 株式会社⽟川⽂化財研究所
上郷町⽯原やぐら 神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告書12 株式会社⽟川⽂化財研究所
桜畑遺跡第10地点 神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告書13 株式会社アーク・フィールドワークシステム
河原⼝坊中遺跡第5次調査 神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告書14 国際⽂化財株式会社
上郷町⽯原やぐら群第2次調査 神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告書16 株式会社⽟川⽂化財研究所
浄業寺跡 神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告書17 ⼤成エンジニアリング株式会社
船久保遺跡 神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告書19 株式会社⽟川⽂化財研究所
上粕屋・⿃居崎遺跡 神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告書21 ⼤成エンジニアリング株式会社
神成松遺跡第5地点 神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告書23 株式会社パスコ
下北原遺跡3 神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告書27 株式会社⽟川⽂化財研究所
上粕屋・秋⼭上遺跡 神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告書29 株式会社パスコ
煤ヶ⾕古在家遺跡 神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告書32 株式会社⽟川⽂化財研究所
諏訪前A遺跡第12地点発掘調査報告書 神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告書34 株式会社⽟川⽂化財研究所
北仲通⼀丁⽬遺跡 神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告書35 株式会社⽟川⽂化財研究所

内野牧根⽊名境野⾺⼟⼿（第2次）
財団法⼈印旛郡市⽂化財センター発掘調査報告
書第305集

財団法⼈印旛郡市⽂化財センター

岩富明代台⻄遺跡(第4次・第5次)
財団法⼈印旛郡市⽂化財センター発掘調査報告
書第306集

財団法⼈印旛郡市⽂化財センター

上別所堀込台遺跡(第2次)
財団法⼈印旛郡市⽂化財センター発掘調査報告
書第307集

財団法⼈印旛郡市⽂化財センター

⾅井屋敷跡遺跡(第2次・第5次-1区・第7次・第
11次)・吉⾒城跡（第2次）

財団法⼈印旛郡市⽂化財センター発掘調査報告
書第308集

財団法⼈印旛郡市⽂化財センター

南囲護台遺跡(第7地点)
財団法⼈印旛郡市⽂化財センター発掘調査報告
書第309集

財団法⼈印旛郡市⽂化財センター

曲輪ノ内遺跡(第8地点)
財団法⼈印旛郡市⽂化財センター発掘調査報告
書第310集

財団法⼈印旛郡市⽂化財センター

梅⽥台遺跡
財団法⼈印旛郡市⽂化財センター発掘調査報告
書第311集

財団法⼈印旛郡市⽂化財センター

獅⼦⽳10遺跡
財団法⼈印旛郡市⽂化財センター発掘調査報告
書第312集

財団法⼈印旛郡市⽂化財センター

荒野前遺跡
財団法⼈印旛郡市⽂化財センター発掘調査報告
書第313集

財団法⼈印旛郡市⽂化財センター

飯塚台遺跡
財団法⼈印旛郡市⽂化財センター発掘調査報告
書第314集

財団法⼈印旛郡市⽂化財センター

尾上平台遺跡・尾上平台南遺跡(第1・2・3・
4・5地点)新込野⾺⼟⼿

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315集

公益財団法⼈印旛郡市⽂化財センター

南⽻⿃遺跡群、南⽻⿃遺跡群(第2次)
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316集

公益財団法⼈印旛郡市⽂化財センター

⾅井城跡(第2・3次)
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317集

公益財団法⼈印旛郡市⽂化財センター

⾺場台No.-1遺跡
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318集

公益財団法⼈印旛郡市⽂化財センター



東作遺跡
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319集

公益財団法⼈印旛郡市⽂化財センター

中⾥原三⾓遺跡
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320集

公益財団法⼈印旛郡市⽂化財センター

⽔神台1遺跡(第1地点・第2地点・第3地点)
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321集

公益財団法⼈印旛郡市⽂化財センター

前原⻄遺跡
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323集

公益財団法⼈印旛郡市⽂化財センター

村⽥城跡
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338集

公益財団法⼈印旛郡市⽂化財センター

宗吾3丁⽬遺跡
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339集

公益財団法⼈印旛郡市⽂化財センター

宮ノ後遺跡
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341集

公益財団法⼈印旛郡市⽂化財センター

岩名町前遺跡(第3次)
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343集

公益財団法⼈印旛郡市⽂化財センター

遠部台遺跡（第7次）
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345集

公益財団法⼈印旛郡市⽂化財センター

神⾨房下遺跡D地点
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342集

公益財団法⼈印旛郡市⽂化財センター

浜松城跡9次 浜松市教育委員会
平成23年度柏市市内発掘調査報告書 柏市教育委員会
平成24年度柏市市内発掘調査報告書 柏市教育委員会
追花遺跡・⼤井追花城跡(第1次)、浅間⼭遺跡
(第3次)、浅間⼭遺跡(第5次)

柏市埋蔵⽂化財調査報告書73 柏市教育委員会

原畑遺跡(第26次) 柏市埋蔵⽂化財調査報告書75 有限会社Mogi
箕輪古墳群・箕輪城跡(第8次) 柏市埋蔵⽂化財調査報告書76 株式会社地域⽂化財研究所
宮後原製鉄遺跡(第2次)、若⽩⽑後原遺跡(第2
次)、後原塚

柏市埋蔵⽂化財調査報告書77 柏市教育委員会

上根郷遺跡(第11次) 柏市埋蔵⽂化財調査報告書78 株式会社地域⽂化財研究所
平成26年度芝⼭町内遺跡発掘調査報告書 芝⼭町教育委員会
浅川⼭遺跡(官並台394-15地点)・五⼗⽯遺跡 芝⼭町埋蔵⽂化財調査報告書第4集 芝⼭町教育委員会

荒船⾵⽳蚕種貯蔵所跡調査報告書3 国指定史跡荒船東⾕⾵⽳蚕種貯蔵所跡報告書3 下仁⽥町教育委員会

井野⾼縄遺跡2 ⾼崎市埋蔵⽂化財調査報告書第366集 ⾼崎市教育委員会

⼭室姫塚古墳の研究
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1冊

早稲⽥⼤学東アジア都城・シルクロード考古学
研究所

綿貫⽜道遺跡
公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団調査
報告書547

公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団

芳賀東部団地遺跡
公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団調査
報告書551

公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団

綿貫原北遺跡
公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団調査
報告書556

公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団

⼗⽇市遺跡、住遺跡、千代開南遺跡、千代開北
遺跡、舞台遺跡

公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団調査
報告書563

公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団

東京都⽂京区_本郷台町遺跡
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

東京都⽂京区_円林寺跡 テイケイトレード株式会社埋蔵⽂化財事業部
上福⽥古墳群・⼤⽵遺跡群3（その1）〜（そ
の6)

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

公益財団法⼈ 印旛郡市⽂化財センター

⼤友府内22 ⼤分市埋蔵⽂化財発掘調査報告書第141集 ⼤分市教育委員会
勢家遺跡1 ⼤分市埋蔵⽂化財発掘調査報告書第139集 ⼤分市教育委員会
横尾遺跡10 ⼤分市埋蔵⽂化財発掘調査報告書第140集 ⼤分市教育委員会
⼤友府内23 ⼤分市埋蔵⽂化財発掘調査報告書第142集 ⼤分市教育委員会
⼤友府内24、中世⼤友府内町第113次調査 ⼤分市埋蔵⽂化財発掘調査報告書第143集 ⼤分市教育委員会
岩⼿県⼤船渡市_⼤洞⾙塚_⻑洞遺跡_平成27年
度緊急発掘調査報告書

⼤船渡市教育委員会（担当：⼤船渡市教育委員
会事務局⽣涯学習課）



岩⼿県⼤船渡市宮野⾙塚_平成23・24年度緊急
発掘調査報告書

⼤船渡市教育委員会（担当：⼤船渡市教育委員
会事務局⽣涯学習課）

新町遺跡 新潟県埋蔵⽂化財調査報告書第263集 公益財団法⼈ 新潟県埋蔵⽂化財調査事業団
本ノ⽊遺跡_第1次・第2次発掘調査報告書 津南町⽂化財調査報告第70輯 津南町教育委員会

ホケノ⼭古墳第1次調査概要報告書
桜井市⽴埋蔵⽂化財センター発掘調査報告書第
17集-2

桜井市教育委員会（桜井市⽴埋蔵⽂化財セン
ター）

桜井市平成8年度国庫補助による発掘調査報告
書

桜井市⽴埋蔵⽂化財センター発掘調査報告書第
18集

桜井市教育委員会（桜井市⽴埋蔵⽂化財セン
ター）

ホケノ⼭古墳第2次調査概要報告書
桜井市⽴埋蔵⽂化財センター発掘調査報告書第
18集-2

桜井市教育委員会（桜井市⽴埋蔵⽂化財セン
ター）

神奈川県川崎市_下⿇⽣古墳群 下⿇⽣古墳群発掘調査団
国指定史跡⼤分元町⽯仏 ⼤分市教育委員会
⼤分市埋蔵⽂化財調査概要報告2015 ⼤分市教育委員会
史跡⼤友⽒遺跡整備基本計画(第1期) ⼤分市教育委員会
東京都⽂京区 後楽⼀・⼆丁⽬遺跡 加藤建設株式会社

⼋⽇市地⽅遺跡2
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

⽯川県⼩松市教育委員会

伝法_中原古墳群 富⼠市埋蔵⽂化財調査報告第59集 富⼠市教育委員会
下溝稲荷林遺跡_第2地点 株式会社 イビソク 神奈川営業所

⽯神遺跡_第3次調査_発掘調査報告書 株式会社⽟川⽂化財研究所・安⻄⼯業株式会社

剣崎稲荷塚遺跡5 ⾼崎市⽂化財調査報告書第374集 有限会社 ⽑野考古学研究所
中泉⼗王堂遺跡 ⾼崎市⽂化財調査報告書第378集 有限会社 ⽑野考古学研究所
剣崎稲荷塚遺跡4 ⾼崎市⽂化財調査報告書第373集 有限会社 ⽑野考古学研究所
⼋⼥市内遺跡群7 ⼋⼥市⽂化財調査報告書第111集 ⼋⼥市教育委員会
⼋⼥市内遺跡群8 ⼋⼥市⽂化財調査報告書第112集 ⼋⼥市教育委員会
⼋⼥市内遺跡群9 ⼋⼥市⽂化財調査報告書第113集 ⼋⼥市教育委員会
中甸遺跡 ⼋⼥市⽂化財調査報告書第114集 ⼋⼥市教育委員会
甲府城跡（屋形曲輪地点） 甲府市⽂化財調査報告書第80集 甲府市・甲府市教育委員会
甲府城下町遺跡17 甲府市⽂化財調査報告書第85集 甲府市・甲府市教育委員会
榎⽥遺跡 甲府市⽂化財調査報告書第84集 甲府市・甲府市教育委員会
津有南部第1地区ほ場整備事業地内発掘調査報
告書5

上越市教育委員会

津有南部第2地区ほ場整備事業地内発掘調査報
告書6

上越市教育委員会

中江北部第2地区ほ場整備事業地内発掘調査報
告書8

上越市教育委員会

新潟県指定史跡＿⾼⽥城跡 上越市教育委員会
史跡_斐太遺跡群_釜蓋遺跡_保存整備事業報告
書1

上越市教育委員会

市内遺跡発掘調査概要報告書 上越市教育委員会

武蔵国府関連遺跡 東京都埋蔵⽂化財センター調査報告第274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

新川⼆丁⽬遺跡 東京都埋蔵⽂化財センター調査報告第275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

尾張徳川家下屋敷跡7 東京都埋蔵⽂化財センター調査報告第276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

府中市_朝⽇町神明台遺跡 東京都埋蔵⽂化財センター調査報告第277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

⽇野市_⼭王上遺跡 東京都埋蔵⽂化財センター調査報告第278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

上野忍岡遺跡群_国際⼦ども図書館地点 東京都埋蔵⽂化財センター調査報告第279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

道合遺跡 東京都埋蔵⽂化財センター調査報告第280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

充仁荘遺跡 東京都埋蔵⽂化財センター調査報告第281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



⻘梅市_裏宿遺跡 東京都埋蔵⽂化財センター調査報告第282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

武蔵台遺跡 東京都埋蔵⽂化財センター調査報告第283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

中⾥峽上遺跡2 東京都埋蔵⽂化財センター調査報告第284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

武蔵国分寺跡 東京都埋蔵⽂化財センター調査報告第285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

愛宕下遺跡3 東京都埋蔵⽂化財センター調査報告第286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

草花遺跡・草花古墳群 東京都埋蔵⽂化財センター調査報告第288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

新⼩川町遺跡2 東京都埋蔵⽂化財センター調査報告第289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

品川台場（第5）遺跡 東京都埋蔵⽂化財センター調査報告第290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

築地5丁⽬遺跡 東京都埋蔵⽂化財センター調査報告第291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

市⾕薬王寺遺跡5_市⾕柳町遺跡2 東京都埋蔵⽂化財センター調査報告第292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

市⾕本村町遺跡 東京都埋蔵⽂化財センター調査報告第294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

武蔵国府関連遺跡 東京都埋蔵⽂化財センター調査報告第300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

江⼾城跡_三の丸地区 東京都埋蔵⽂化財センター調査報告第302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

道合遺跡_⾚⽻上ノ台遺跡 東京都埋蔵⽂化財センター調査報告第303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

北区⽥端⻄台通遺跡 東京都埋蔵⽂化財センター調査報告第304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

落川・⼀の宮遺跡調査略報Ⅱ 落川・⼀の宮遺跡（⽇野3・2・7号線）調査会

⼋王⼦中⽥遺跡3 ⼋王⼦⽂化協会
⼋王⼦中⽥遺跡2 ⼋王⼦⽂化協会
船⽥ ⼋王⼦市船⽥遺跡調査会
平⼭橋遺跡 東京⻄線及び北⼋王⼦変電所遺跡調査会
北⼋王⼦⻄野遺跡 東京⻄線及び北⼋王⼦変電所遺跡調査会
弁天橋遺跡 ⼋王⼦市弁天橋遺跡調査研究会
椚⽥遺跡群 ⼋王⼦市椚⽥遺跡調査会
県指定史跡「武⽥勝頼の墓」出⼟経⽯データ
ベース（CD-ROM）

甲州市教育委員会

史跡勝沼⽒館跡 甲州市⽂化財調査報告書第5集 甲州市教育委員会
⼭梨県指定史跡武⽥勝頼の墓 甲州市⽂化財調査報告書第7集 甲州市教育委員会
史跡勝沼⽒館跡 甲州市⽂化財調査報告書第8集 甲州市教育委員会
平成21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9集 甲州市教育委員会
⾚尾堰⼝堤防 甲州市⽂化財調査報告書第11集 甲州市教育委員会
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 甲州市教育委員会
天神堂遺跡 甲州市⽂化財調査報告書第2集 甲州市教育委員会
史跡勝沼⽒館跡 甲州市⽂化財調査報告書第3集 甲州市教育委員会
物⾒塚遺跡 甲州市⽂化財調査報告書第4集 甲州市教育委員会
梶畑B遺跡 甲州市⽂化財調査報告書第10集 甲州市教育委員会
宇賀屋敷遺跡 甲州市⽂化財調査報告書第13集 甲州市教育委員会
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 甲州市教育委員会
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 甲州市教育委員会
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 甲州市教育委員会
熊野⼋反⽥遺跡 甲州市⽂化財調査報告書第18集 甲州市教育委員会
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 甲州市教育委員会



阿弥⼤寺本郷遺跡
公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団調査
報告書564

公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団

綿貫伊勢遺跡
公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団調査
報告書567

公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団

堤遺跡
公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団調査
報告書568

公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団

笠松遺跡・堀廻遺跡・天良七堂遺跡
公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団調査
報告書569

公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団

天王・東紺屋⾕⼾遺跡
公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団調査
報告書575

公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団

上細井中島遺跡
公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団調査
報告書576

公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団

⻑野原⼀本松遺跡（7）
公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団調査
報告書578

公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団

⻑野原城跡・林中原1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586

公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団

横壁中村遺跡（14）
公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団調査
報告書587

公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団

下沼⽥⻄沢遺跡
公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団調査
報告書590

公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団

新⽥上遺跡
公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団調査
報告書591

公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団

滝沢御所遺跡
公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団調査
報告書592

公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団

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593

公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団

本郷畑内遺跡
公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団調査
報告書594

公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団

世良⽥環濠集落遺跡（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595

公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団

市城塔本遺跡
公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団調査
報告書596

公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団

東上之宮遺跡
公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団調査
報告書597

公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団

⽯神遺跡
公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団調査
報告書598

公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団

塩川砂井⼾遺跡
公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団調査
報告書599

公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団

間之原遺跡・間之原東遺跡
公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団調査
報告書600

公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団

関根細ヶ沢遺跡
公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団調査
報告書601

公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団

引切塚遺跡・⻘柳宿上遺跡
公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団調査
報告書602

公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団

鴨居上ノ台遺跡 上ノ台遺跡調査団
神⾕原2 ⼋王⼦資料刊⾏会
神⾕原3 ⼋王⼦資料刊⾏会
⼋王⼦市元⼋王⼦池の下遺跡発掘調査報告書 元⼋王⼦池の下遺跡調査団
宇津⽊台遺跡群2 ⼋王⼦市宇津⽊台地区遺跡調査会
宇津⽊台遺跡群3 ⼋王⼦市宇津⽊台地区遺跡調査会
⼋王⼦市館町遺跡確認調査報告 館町遺跡確認調査団
東京・⽯川天野遺跡6次調査 先史24 駒沢⼤学考古学研究室
宇津⽊台遺跡群4 ⼋王⼦市宇津⽊台地区遺跡調査会
館町遺跡1 ⼋王⼦市館町遺跡調査団
館町遺跡2 ⼋王⼦市館町遺跡調査団
館町遺跡3 ⼋王⼦市館町遺跡調査団
館町遺跡4 ⼋王⼦市館町遺跡調査団



⼋王⼦市⼦安町⼦安3丁⽬遺跡(集合住宅マド
レーヌ地区)発掘調査報告書

⽟川⽂化財研究所

中野甲の原遺跡 ⼋王⼦市中野甲の原遺跡調査団
⼋王⼦市⼤塚遺跡 ⼋王⼦市⼤塚地区遺跡調査団
東京都⼋王⼦市⾼燥遺跡発掘調査報告書 東京都南多摩⻄部建設事務所
東京都⼋王⼦市中郷遺跡 落越遺跡調査団

東京都⼋王⼦市⾼燥遺跡第2次発掘調査報告書 東京都南多摩⻄部建設事務所

越野遺跡発掘調査報告書 学校法⼈帝京⼤学
東京都⼋王⼦市落越遺跡1 落越遺跡調査団
東京都⼋王⼦市落越遺跡2 落越遺跡調査団
磐余遺跡群発掘調査概報1−⼩⽴古墳・⼋重ヶ
⾕古墳群の調査−

桜井市内2001年度埋蔵⽂化財発掘調査報告書4
桜井市教育委員会（桜井市⽴埋蔵⽂化財セン
ター）

⽩⽶⼭⻄古墳群発掘調査報告書 奈良⼥⼦⼤学考古学研究報告1 奈良⼥⼦⼤学⽂学部
京ヶ峰1号墳・⾕下古墳 豊⽥市埋蔵⽂化財発掘調査報告書第1集 豊⽥市教育委員会
池ノ表古墳 豊⽥市埋蔵⽂化財発掘調査報告書第4集 豊⽥市教育委員会
中⾕内遺跡発掘調査報告書 新津市埋蔵⽂化財発掘調査報告書 新津市教育委員会

桜井市埋蔵⽂化財_1998年度発掘調査報告書2 1998年度発掘調査報告書2
桜井市教育委員会（桜井市⽴埋蔵⽂化財セン
ター）

中川駅周辺区画整理事業に伴う発掘調査報告書
1

嬉野町埋蔵⽂化財調査報告第17集 嬉野町教育委員会

天⽩遺跡5次調査発掘調査概報 松阪市教育委員会 埋蔵⽂化財センター
千原台ニュータウン25 千葉県教育振興財団調査報告第646集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
千原台ニュータウン26 千葉県教育振興財団調査報告第647集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
市原市⻄国吉横⽳群 千葉県教育振興財団調査報告第648集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
流⼭市下花輪荒井前遺跡 千葉県教育振興財団調査報告第649集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
千葉ニュータウン埋蔵⽂化財調査報告書23 千葉県教育振興財団調査報告第650集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
千原台ニュータウン27 千葉県教育振興財団調査報告第651集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
東京外かく環状道路埋蔵⽂化財調査報告書2 千葉県教育振興財団調査報告第652集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
東関東⾃動⾞（⽊更津・富津線）埋蔵⽂化財調
査報告書13

千葉県教育振興財団調査報告第653集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター

⾸都圏中央連絡⾃動⾞道路埋蔵⽂化財調査報告
書11

千葉県教育振興財団調査報告第654集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター

⾸都圏中央連絡⾃動⾞道路埋蔵⽂化財調査報告
書12

千葉県教育振興財団調査報告第655集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター

船橋市⾶ノ台⾙塚 千葉県教育振興財団調査報告第656集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
柏北部中央地区埋蔵⽂化財調査報告書3 千葉県教育振興財団調査報告第657集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
佐倉印⻄線（社会資本整備総合交付⾦）埋蔵⽂
化財調査報告書4

千葉県教育振興財団調査報告第662集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター

⼭武市埴⾕古墳群 千葉県教育振興財団調査報告第663集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
東京外かく環状道路埋蔵⽂化財調査報告書3 千葉県教育振興財団調査報告第664集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
市川市国府台遺跡第13地点（3） 千葉県教育振興財団調査報告第665集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
柏北部東地区埋蔵⽂化財発掘調査報告書4 千葉県教育振興財団調査報告第666集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
四街道市館ノ⼭遺跡 千葉県教育振興財団調査報告第667集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
四街道市新久遺跡 千葉県教育振興財団調査報告第668集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
千葉ニュータウン埋蔵⽂化財調査報告書24 千葉県教育振興財団調査報告第669集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
流⼭新市街地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670集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
千葉ニュータウン埋蔵⽂化財調査報告書25 千葉県教育振興財団調査報告第671集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
⾸都圏中央連絡⾃動⾞道埋蔵⽂化財調査報告書
13

千葉県教育振興財団調査報告第672集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター

千原台ニュータウン29 千葉県教育振興財団調査報告第673集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
四街道市清⽔遺跡・新久遺跡 千葉県教育振興財団調査報告第674集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
四街道市出⼝遺跡 千葉県教育振興財団調査報告第675集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
⾸都圏中央連絡⾃動⾞道埋蔵⽂化財調査報告書
14

千葉県教育振興財団調査報告第676集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター

成⽥国際物流複合基地埋蔵⽂化財調査報告書3 千葉県教育振興財団調査報告第677集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター



神崎町⽻⿊遺跡 千葉県教育振興財団調査報告第678集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
船橋市・⼋千代市桑納川遺跡群 千葉県教育振興財団調査報告第679集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
館⼭市萱野遺跡3 千葉県教育振興財団調査報告第680集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
⾸都圏中央連絡⾃動⾞道埋蔵⽂化財調査報告書
15

千葉県教育振興財団調査報告第681集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター

⾸都圏中央連絡⾃動⾞道埋蔵⽂化財調査報告書
16

千葉県教育振興財団調査報告第682集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター

⾸都圏中央連絡⾃動⾞道埋蔵⽂化財調査報告書
17

千葉県教育振興財団調査報告第683集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター

⾸都圏中央連絡⾃動⾞道埋蔵⽂化財調査報告書
18

千葉県教育振興財団調査報告第684集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター

千葉ニュータウン埋蔵⽂化財調査報告書26 千葉県教育振興財団調査報告第685集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
千葉ニュータウン埋蔵⽂化財調査報告書27 千葉県教育振興財団調査報告第686集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
⾸都圏中央連絡⾃動⾞道埋蔵⽂化財調査報告書
20

千葉県教育振興財団調査報告第687集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター

市川市国府台遺跡第13地点（2） 千葉県教育振興財団調査報告第688集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
⻑柄町⾦堀遺跡 千葉県教育振興財団調査報告第689集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
⻑柄町刑部勝蔵寺裏横⽳群 千葉県教育振興財団調査報告第690集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
柏北部東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691集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
柏北部中央地区埋蔵⽂化財調査報告書4 千葉県教育振興財団調査報告第692集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
⻄⼋千代北部地区埋蔵⽂化財調査報告書2 千葉県教育振興財団調査報告第693集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
成⽥新⾼速鉄道・北千葉道路埋蔵⽂化財発掘調
査報告書6

千葉県教育振興財団調査報告第694集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター

千原台ニュータウン30 千葉県教育振興財団調査報告第695集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
千葉県袖ケ浦市⾓⼭遺跡 千葉県教育振興財団調査報告第696集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
⾸都圏中央連絡⾃動⾞道埋蔵⽂化財調査報告書
19

千葉県教育振興財団調査報告第697集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター

東⾦市⽟崎神社裏横⽳群 千葉県教育振興財団調査報告第698集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
柏北部中央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699集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター

ふさのくに観光道路委託埋蔵⽂化財調査報告書 千葉県教育振興財団調査報告第700集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター

酒々井町飯積上台遺跡1 千葉県教育振興財団調査報告第701集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
市川市国府台遺跡第13地点（4） 千葉県教育振興財団調査報告第702集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
東京外かく環状道路埋蔵⽂化財調査報告書4 千葉県教育振興財団調査報告第703集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
⾸都圏中央連絡⾃動⾞道埋蔵⽂化財調査報告書
21

千葉県教育振興財団調査報告第704集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター

館⼭市萱野遺跡（4） 千葉県教育振興財団調査報告第705集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
流⼭新市街地地区埋蔵⽂化財調査報告書6 千葉県教育振興財団調査報告第706集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
地⽅特定道路整備委託埋蔵⽂化財調査報告書 千葉県教育振興財団調査報告第707集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
富津市⻄⾕古墳 千葉県教育振興財団調査報告第708集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
市原市南名⼭遺跡 千葉県教育振興財団調査報告第709集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
市川市国府台遺跡第13地点（5） 千葉県教育振興財団調査報告第710集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
四街道市北ノ作遺跡 千葉県教育振興財団調査報告第711集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター

成⽥国際物流複合基地埋蔵⽂化財調査報告書4 千葉県教育振興財団調査報告第712集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター

成⽥市天神峰中央所在野⾺⼟⼿ 千葉県教育振興財団調査報告第713集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
⻄⼋千代北部地区埋蔵⽂化財調査報告書3 千葉県教育振興財団調査報告第714集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
横芝光町栗⼭川流域遺跡群・宝⽶遺跡 千葉県教育振興財団調査報告第715集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
千葉ニュータウン埋蔵⽂化財調査報告書28 千葉県教育振興財団調査報告第716集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
四街道市出⼝遺跡 千葉県教育振興財団調査報告第717集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
四街道市館ノ⼭遺跡（2） 千葉県教育振興財団調査報告第718集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
千葉ニュータウン埋蔵⽂化財調査報告書29 千葉県教育振興財団調査報告第719集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
酒々井町飯積原⼭遺跡1 千葉県教育振興財団調査報告第720集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
⾸都圏中央連絡⾃動⾞道埋蔵⽂化財調査報告書
22

千葉県教育振興財団調査報告第721集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター

⾸都圏中央連絡⾃動⾞道埋蔵⽂化財調査報告書
23

千葉県教育振興財団調査報告第722集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター



印⻄市東海道遺跡 千葉県教育振興財団調査報告第723集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
⾸都圏中央連絡⾃動⾞道埋蔵⽂化財調査報告書
24

千葉県教育振興財団調査報告第724集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター

⻄⼋千代北部地区埋蔵⽂化財調査報告書4 千葉県教育振興財団調査報告第725集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
四街道市御⼭遺跡（2） 千葉県教育振興財団調査報告第726集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
⾸都圏中央連絡⾃動⾞道埋蔵⽂化財調査報告書
25

千葉県教育振興財団調査報告第727集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター

柏北部東地区埋蔵⽂化財調査報告書6 千葉県教育振興財団調査報告第728集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
東京外かく環状道路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729集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
東京外かく環状道路埋蔵⽂化財調査報告書6 千葉県教育振興財団調査報告第730集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
酒々井町飯積原⼭遺跡2 千葉県教育振興財団調査報告第731集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
四街道市嶋越遺跡（1）古墳時代以降編 千葉県教育振興財団調査報告第732集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
千葉ニュータウン埋蔵⽂化財調査報告書30 千葉県教育振興財団調査報告第733集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
⾸都圏中央連絡⾃動⾞道埋蔵⽂化財調査報告書
26

千葉県教育振興財団調査報告第734集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター

流⼭新市街地地区埋蔵⽂化財調査報告書7 千葉県教育振興財団調査報告第735集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
柏北部東地区埋蔵⽂化財調査報告書7 千葉県教育振興財団調査報告第736集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
柏北部東地区埋蔵⽂化財調査報告書8 千葉県教育振興財団調査報告第737集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
酒々井町飯積上台遺跡2・飯積原⼭遺跡3・柳
沢牧墨⽊⼾境野⾺⼟⼿

千葉県教育振興財団調査報告第738集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター

東京外かく環状道路埋蔵⽂化財調査報告書7 千葉県教育振興財団調査報告第739集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
東京外かく環状道路埋蔵⽂化財調査報告書8 千葉県教育振興財団調査報告第740集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
南房総市宮ノ台遺跡 千葉県教育振興財団調査報告第741集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
千葉県館⼭市千⼿院やぐら群 千葉県教育委員会
印⻄市⽊橋第2遺跡（2） 千葉県教育委員会埋蔵⽂化財調査報告第1集 千葉県教育委員会
⼋街市柳沢牧⼤⽊境野⾺⼟⼿ 千葉県教育委員会埋蔵⽂化財調査報告第2集 千葉県教育委員会
東⾦市⽟崎神社裏横⽳群（2） 千葉県教育委員会埋蔵⽂化財調査報告第3集 千葉県教育委員会
船橋市中法伝⾙塚・⻄之広遺跡 千葉県教育委員会埋蔵⽂化財調査報告第4集 千葉県教育委員会
館⼭市古茂⼝城跡 千葉県教育委員会埋蔵⽂化財調査報告第5集 千葉県教育委員会
柏北部中央地区埋蔵⽂化財調査報告書6 千葉県教育委員会埋蔵⽂化財調査報告第6集 千葉県教育委員会
⽻⾓⼭古墳群 ⻄尾市埋蔵⽂化財発掘調査報告書第8集 愛知県⻄尾市教育委員会
平成15年度天⽩遺跡調査概要 嬉野町教育委員会 埋蔵⽂化財センター
佐⼟原城跡第6次調査 宮崎市⽂化財調査報告書 第109集 宮崎市教育委員会
⾼浜中原遺跡 宮崎市⽂化財調査報告書 第110集 宮崎市教育委員会
永尾遺跡（2区・3区・5区） 宮崎市⽂化財調査報告書 第111集 宮崎市教育委員会
下北⽅下郷第5遺跡 宮崎市⽂化財調査報告書 第112集 宮崎市教育委員会
⽣⽬古墳群6 宮崎市⽂化財調査報告書 第113集 宮崎市教育委員会
史跡_穆佐城跡2 宮崎市⽂化財調査報告書 第114集 宮崎市教育委員会
横浜市港南区野庭町坂⼝⼗三塚発掘調査概報 坂⼝⼗三塚遺跡調査団
神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告4 神奈川県教育委員会
神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告8 神奈川県教育委員会
宇津⽊台遺跡群1 ⼋王⼦市宇津⽊台地区遺跡調査会
神奈川県⾼座郡寒川町岡⽥遺跡範囲確認調査報
告書

寒川町

秦野下⼤槻 秦野の⽂化財第9・10集 秦野市教育委員会
板敷野遺跡 ⽊曽福島町教育委員会
川合遺跡 ⽊曽福島町教育委員会
島尻遺跡 ⽊曽福島町教育委員会
⽊曽・稲荷沢遺跡（府・⼆本⽊遺跡） ⽇義村の⽂化財17 ⽇義村教育委員会
⻄本遺跡群 広島県⽂化財協会
草⼾千軒町遺跡1968年度発掘調査概報 広島県教育委員会
⼗王免横⽳群発掘調査報告 菅⽥考古第10号 島根⼤学考古学研究会
仲仙寺古墳群発掘調査報告書 島根⼤学考古学研究会
栃⽊県⼩川町三輪仲町遺跡 ⼩川町埋蔵⽂化財調査報告第11冊 ⼩川町教育委員会
埋蔵⽂化財発掘調査概報（1967） 京都府教育委員会
三⽊市⾼⽊古墳群発掘調査報告 三⽊市教育委員会
⾼松弥⽣墳墓発掘調査報告 津市⽂化財保護協会



和歌⼭県橋本市神野々廃寺跡緊急発掘調査報告
書

橋本市教育委員会

⼩牧第2調査区 ⿅児島県指宿市教育委員会
⿃取県⻄伯郡岸本町⼤殿⼤寺廃寺発掘調査報告
書

⿃取県教育委員会

⼤宰府史跡 九州歴史資料館資料普及会
⼭道遺跡発掘調査報告書 ⼭梨県韮崎市発掘調査報告書 韮崎市遺跡調査会・韮崎市教育委員会
⾶⿃・藤原宮発掘調査概報10 奈良国⽴⽂化財研究所
昭和54年度平城宮跡発掘調査部発掘調査概報 奈良国⽴⽂化財研究所
吉⾼家⽼地遺跡 吉⾼家⽼地遺跡調査会
⼭⽥⽔呑遺跡 ⼭⽥遺跡調査会
⼭⽥⽔呑遺跡 ⼭⽥遺跡調査会
史跡新府城跡 韮崎市教育委員会
夏⽬下新⽥⽯積遺跡 韮崎市教育委員会
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

⼭梨県韮崎市発掘調査報告書 韮崎市教育委員会

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

⼭梨県韮崎市発掘調査報告書 韮崎市教育委員会

⼭影遺跡6 ⼭梨県韮崎市発掘調査報告書 韮崎市教育委員会
宿尻遺跡 ⼭梨県韮崎市発掘調査報告書 公益財団法⼈ ⼭梨⽂化財研究所
上横屋遺跡第4地点 ⼭梨県韮崎市発掘調査報告書 韮崎市教育委員会
上⾕地遺跡（第2次） 秋⽥県⽂化財調査報告書第506集 秋⽥県教育委員会
峰吉川中村遺跡 秋⽥県⽂化財調査報告書第505集 秋⽥県教育委員会

北⽃市_館野6遺跡（2）
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

公益財団法⼈ 北海道埋蔵⽂化財センター

豊岡後原遺跡3 ⾼崎市⽂化財調査報告書第377集 国際⽂化財株式会社 群⾺作業所

名⽊不光寺遺跡（第2･3･4）地点
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340集

公益財団法⼈印旛郡市⽂化財センター

平成24年度柏市市内遺跡発掘調査報告書 柏市教育委員会
町内遺跡発掘調査4 杉⼾町⽂化財調査報告書第21集 杉⼾町教育委員会
平成21〜26年度町内遺跡確認調査報告書 杉⼾町⽂化財調査報告書第22集 杉⼾町教育委員会
東京都北区_中⾥峡上遺跡発掘調査報告書 株式会社 CEL
古園遺跡・千々賀遺跡・千⽥島2遺跡 佐賀県⽂化財調査報告書第200集 佐賀県教育委員会
中原遺跡7_11区〜13区の集落跡の調査 佐賀県⽂化財調査報告書第199集 佐賀県教育委員会
特別史跡「名護屋城跡並びに陣跡」_名護屋城
跡-⼭⾥丸1-

佐賀県⽴名護屋城博物館調査報告書第9集 佐賀県⽴名護屋城博物館

出島和蘭商館跡 ⻑崎県埋蔵⽂化財センター調査報告書第11集 ⻑崎県埋蔵⽂化財センター
⻑崎県埋蔵⽂化財調査年報21 ⻑崎県埋蔵⽂化財センター調査報告書第10集 ⻑崎県埋蔵⽂化財センター

下⼤曲⼀丁畑遺跡 神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告書50 株式会社 アーク・フィールドワークシステム

筑波古代地域史の研究 筑波⼤学 歴史・⼈類学系
武者塚古墳 新治村教育委員会
勘⼋2号墳・滝1号墳発掘調査報告書 豊⽥市埋蔵⽂化財発掘調査報告書第22集 豊⽥市教育委員会
千葉市⻄屋敷遺跡 財団法⼈千葉県⽂化財センター
千葉市城の腰遺跡 財団法⼈千葉県⽂化財センター
⼋千代市村上遺跡群 房総考古資料刊⾏会
中原上宿 中原上宿遺跡調査団
武蔵國分寺跡 武蔵国分寺遺跡調査会、国分寺市教育委員会
武蔵国分寺遺跡発掘調査概報3 武蔵国分寺遺跡調査会、国分寺市教育委員会
鈴⽊遺跡1 鈴⽊遺跡刊⾏会
鈴⽊遺跡2 鈴⽊遺跡刊⾏会
鈴⽊遺跡3 鈴⽊遺跡刊⾏会
鈴⽊遺跡4 鈴⽊遺跡刊⾏会
弁天池北遺跡 ⼋王⼦市弁天池北遺跡調査会
⻄富⼠道路（富⼠地区）岳南広域都市計画道路
⽥⼦浦臨港線埋蔵⽂化財調査報告書

富⼠市教育委員会

橋⽖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 ⼗⽇町市教育委員会



上屋敷遺跡・溝遺跡 ⼗⽇町市埋蔵⽂化財発掘調査報告書第51集 ⼗⽇町市教育委員会
⽩⽻⽑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52集 ⼗⽇町市教育委員会
清津宮峯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53集 ⼗⽇町市教育委員会
天尾⼭城跡発掘調査報告書 ⼗⽇町市埋蔵⽂化財発掘調査報告書第54集 ⼗⽇町市教育委員会
笹⼭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55集 ⼗⽇町市教育委員会
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 ⼗⽇町市教育委員会

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 岐⾩県⽂化財保護センター

⼋丁堀⼆丁⽬遺跡2-2 中央区教育委員会

今福遺跡
⻑崎県佐世保⽂化財調査事務所調査報告書第8
集

⻑崎県教育委員会

今福遺跡2 ⻑崎県⽂化財調査報告書第210集 ⻑崎県教育委員会
内⽥⾙塚（3）・若宮遺跡（7） 豊橋市埋蔵⽂化財調査報告書第130集 豊橋市教育委員会
境松遺跡（3）・坂津寺⾙塚 豊橋市埋蔵⽂化財調査報告書第131集 豊橋市教育委員会
若宮遺跡（8）・内⽥⾙塚（4）・境松遺跡
（4）

豊橋市埋蔵⽂化財調査報告書第133集 豊橋市教育委員会

市内埋蔵⽂化財発掘調査2―平成21年度― 豊橋市埋蔵⽂化財調査報告書第134集 豊橋市教育委員会
境松遺跡（5）・若宮遺跡（9） 豊橋市埋蔵⽂化財調査報告書第136集 豊橋市教育委員会
⻄側遺跡（10） 豊橋市埋蔵⽂化財調査報告書第137集 豊橋市教育委員会
市内埋蔵⽂化財発掘調査―平成25年度― 豊橋市埋蔵⽂化財調査報告書第138集 豊橋市教育委員会
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 豊橋市教育委員会
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 豊橋市教育委員会
宮⼭中⾥遺跡3 かながわ考古学財団調査報告317 公益財団法⼈かながわ考古学財団
酒々井町飯積原⼭遺跡4 千葉県教育振興財団調査報告第742集 公益財団法⼈ 千葉県教育振興財団

東京都⽂京区_⼩⽯川三丁⽬東遺跡
⼤成エンジニアリング株式会社 埋蔵⽂化財調
査部⾨

四街道市出⼝・鐘塚（2）・（3）・（4）遺跡 千葉県教育振興財団調査報告第743集
公益財団法⼈ 千葉県教育振興財団 ⽂化財セ
ンター

⾸都圏中央連絡⾃動⾞道埋蔵⽂化財調査報告書
27

千葉県教育振興財団調査報告第744集
公益財団法⼈ 千葉県教育振興財団 ⽂化財セ
ンター

四街道市清⽔遺跡（3） 千葉県教育振興財団調査報告第745集 公益財団法⼈ 千葉県教育振興財団
東京外かく環状道路埋蔵⽂化財調査報告書9 千葉県教育振興財団調査報告第746集 公益財団法⼈ 千葉県教育振興財団

⼋街市楽ヶ⾕Ⅰ遺跡 千葉県教育振興財団調査報告第747集
公益財団法⼈ 千葉県教育振興財団 ⽂化財セ
ンター

流⼭新市街地地区埋蔵⽂化財調査報告書8
公益財団法⼈ 千葉県教育振興財団調査報告第
748集

公益財団法⼈ 千葉県教育振興財団 ⽂化財セ
ンター

四街道市嶋越遺跡（2）旧⽯器時代〜弥⽣時代
編

千葉県教育振興財団調査報告第749集 公益財団法⼈ 千葉県教育振興財団

⾸都圏中央連絡⾃動⾞道埋蔵⽂化財調査報告書
28

千葉県教育振興財団調査報告第750集
公益財団法⼈ 千葉県教育振興財団 ⽂化財セ
ンター

⾸都圏中央連絡⾃動⾞道埋蔵⽂化財調査報告書
29

千葉県教育振興財団調査報告第751集
公益財団法⼈ 千葉県教育振興財団 ⽂化財セ
ンター

四街道市⾼堀遺跡 千葉県教育振興財団調査報告第752集
公益財団法⼈ 千葉県教育振興財団 ⽂化財セ
ンター

東京外かく環状道路埋蔵⽂化財調査報告書10 千葉県教育振興財団調査報告第753集
公益財団法⼈ 千葉県教育振興財団 ⽂化財セ
ンター

柏北部東地区埋蔵⽂化財発掘調査報告書9 千葉県教育振興財団調査報告第754集
公益財団法⼈ 千葉県教育振興財団 ⽂化財セ
ンター

⽩井市印⻄牧野⾺除⼟⼿ 千葉県教育振興財団調査報告第755集
公益財団法⼈ 千葉県教育振興財団 ⽂化財セ
ンター

⾸都圏中央連絡⾃動⾞道埋蔵⽂化財調査報告書
30

千葉県教育振興財団調査報告第756集
公益財団法⼈ 千葉県教育振興財団 ⽂化財セ
ンター

⾸都圏中央連絡⾃動⾞道埋蔵⽂化財調査報告書
31

千葉県教育振興財団調査報告第757集
公益財団法⼈ 千葉県教育振興財団 ⽂化財セ
ンター

千葉県教育振興財団⽂化財センター年報No.41
公益財団法⼈ 千葉県教育振興財団 ⽂化財セ
ンター



東京都⽂京区_護国寺⾨前町遺跡_第2地点 B-129 株式会社パスコ ⽂化財センター
東京都新宿区_尾張徳川家下屋敷跡9 株式会社四⾨ ⽂化財事業部
神奈川県横浜市港南区笹下町⼭⼾ヶ⾕遺跡 株式会社四⾨ ⽂化財事業部
東京都新宿区_信濃町南遺跡7 ⼀般財団法⼈ 真⽣会館・新宿区
⼤久保⼭11 早稲⽥⼤学本庄校地⽂化財調査報告書11 早稲⽥⼤学本庄校地⽂化財調査室
江⼾遺跡研究 江⼾遺跡研究 創刊号2014年 江⼾遺跡研究会 世話⼈代表 古泉 弘
江⼾遺跡研究 江⼾遺跡研究 第2号2015年 江⼾遺跡研究会 世話⼈代表 古泉 弘
江⼾遺跡研究会第28回⼤会_江⼾の町⼈地1 江⼾の町⼈地1 江⼾遺跡研究会 世話⼈代表 古泉 弘
江⼾遺跡研究会第29回⼤会_江⼾の町⼈地2 江⼾の町⼈地2 江⼾遺跡研究会 世話⼈代表 古泉 弘
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‐

共和開発株式会社

上粕屋・和⽥内遺跡第5次調査 神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告書47 株式会社 パスコ
名越坂北やぐら群 神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告書49 株式会社 ⽟川⽂化財研究所
上粕屋・⿃居崎遺跡第3次調査 神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告書48 株式会社 ⽟川⽂化財研究所

東京都北区_志茂遺跡
⼤成エンジニアリング株式会社 埋蔵⽂化財調
査部⾨

藤沢市⽂化財調査報告書 藤沢市⽂化財調査報告書第51集 藤沢市教育委員会

⼭梨県南アルプス市寺部村附第6遺跡_第4地点 南アルプス市埋蔵⽂化財調査報告書第46集 南アルプス市教育委員会

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

南アルプス市埋蔵⽂化財調査報告書第47集 南アルプス市教育委員会

⼭梨県南アルプス市永⾯B遺跡 南アルプス市埋蔵⽂化財調査報告書第48集 南アルプス市教育委員会

⼭梨県南アルプス市野⽜島・⽯橋遺跡_第2地点 南アルプス市埋蔵⽂化財調査報告書第49集 南アルプス市教育委員会

⼭梨県南アルプス市⽂化財年報-平成27年度- 南アルプス市教育委員会 ⽂化財課
千葉県船橋市東中⼭台遺跡群（60） 船橋市教育委員会 埋蔵⽂化財調査事務所

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

千葉県船橋市夏⾒台遺跡（9） 船橋市教育委員会 埋蔵⽂化財調査事務所

平成27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

東京都板橋区⾈渡遺跡第15地点発掘調査報告
書

共和開発株式会社

備後国府関連遺跡1 府中市埋蔵⽂化財調査報告第27冊 府中市教育委員会
神奈川県川崎市_下⿇⽣古墳群 下⿇⽣古墳群発掘調査団
東京都新宿区⻄早稲⽥⼀丁⽬遺跡 株式会社四⾨ ⽂化財事業部
東京都国⽴市円成院跡‐第1地点‐ 共和開発株式会社

東京都板橋区志村遺跡第9地点発掘調査報告書 共和開発株式会社

志村坂上遺跡C地点第2次調査発掘調査報告書 共和開発株式会社

千葉県四街道市_⾺場No.-1遺跡（第6次）
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

公益財団法⼈ 印旛郡市⽂化財センター

東京都墨⽥区_永隆寺跡（墨⽥区No.38遺跡） 株式会社 CEL

東京都墨⽥区_陸奥弘前藩津軽家上屋敷跡2 墨⽥区教育委員会事務局⽣涯学習課⽂化財担当

増善寺遺跡 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団報告書第5集 財団法⼈ 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団
堺窪遺跡2 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団報告書第6集 財団法⼈ 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団
桜⼭窯跡群 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団報告書第7集 財団法⼈ 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団
下南原 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団報告書第8集 財団法⼈ 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団
新ヶ⾕⼾ 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団報告書第9集 財団法⼈ 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団
上南原 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団報告書第10集 財団法⼈ 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団
伴六 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団報告書第11集 財団法⼈ 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団
衆⽣ヶ⾕⼾ 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団報告書第12集 財団法⼈ 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団
中郷 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団報告書第13集 財団法⼈ 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団
⽩幡本宿遺跡（2次） 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団報告書第14集 財団法⼈ 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団
茨城県⼟浦市籾買場遺跡（第2次調査） ⼟浦市教育委員会



下沼・平原・新堀・中⼭・お⾦塚・中井丘・鶴
巻・⽔久保・狢久保遺跡

埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団報告書第16集 財団法⼈ 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団

⼤⼭ 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団報告書第17集 財団法⼈ 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団
下椿 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団報告書第18集 財団法⼈ 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団
緑⼭遺跡 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団報告書第19集 財団法⼈ 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団
篭⽥・鶴⽥ 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団報告書第20集 財団法⼈ 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団
池上⻄ 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団報告書第21集 財団法⼈ 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団
天神林・⾼野⾕⼾ 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団報告書第22集 財団法⼈ 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団
三ヶ尻天王・三ヶ尻林（1） 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団報告書第23集 財団法⼈ 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団
ささら・帆⽴・⾺込新屋敷・⾺込⼤原 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団報告書第24集 財団法⼈ 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団
塚屋・北塚屋 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団報告書第25集 財団法⼈ 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団
台耕地（1） 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団報告書第27集 財団法⼈ 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団
久保⼭遺跡 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団報告書第29集 財団法⼈ 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団
中原前・駒前 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団報告書第30集 財団法⼈ 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団
⾚⽻・伊奈⽒屋敷跡 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団報告書第31集 財団法⼈ 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団
屋⽥・寺ノ台 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団報告書第32集 財団法⼈ 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団
久台 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団報告書第36集 財団法⼈ 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団
古凍根岸裏 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団報告書第37集 財団法⼈ 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団
向⽥・権現塚・村後 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団報告書第38集 財団法⼈ 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団
閏⼾⾜利 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団報告書第40集 財団法⼈ 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団
原・丸⼭ 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団報告書第42集 財団法⼈ 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団
三番耕地・⼗⼋番耕地・⼗⼆番耕地・神⼭ 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団報告書第43集 財団法⼈ 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団
⼤光寺裏 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団報告書第44集 財団法⼈ 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団
鶴ヶ丘（E区） 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団報告書第45集 財団法⼈ 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団
千葉市⻄屋敷遺跡 財団法⼈千葉県⽂化財センター
千葉市城の腰遺跡 財団法⼈千葉県⽂化財センター
⼋千代市村上遺跡群 房総考古資料刊⾏会
中原上宿 中原上宿遺跡調査団
武蔵國分寺跡 武蔵国分寺遺跡調査会、国分寺市教育委員会
弁天池北遺跡 ⼋王⼦市弁天池北遺跡調査会
⻄富⼠道路（富⼠地区）岳南広域都市計画道路
⽥⼦浦臨港線埋蔵⽂化財調査報告書

富⼠市教育委員会

橋⽖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 ⼗⽇町市教育委員会
上屋敷遺跡・溝遺跡 ⼗⽇町市埋蔵⽂化財発掘調査報告書第51集 ⼗⽇町市教育委員会
⽩⽻⽑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52集 ⼗⽇町市教育委員会
清津宮峯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53集 ⼗⽇町市教育委員会
天尾⼭城跡発掘調査報告書 ⼗⽇町市埋蔵⽂化財発掘調査報告書第54集 ⼗⽇町市教育委員会
笹⼭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55集 ⼗⽇町市教育委員会
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 ⼗⽇町市教育委員会

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 岐⾩県⽂化財保護センター

今福遺跡
⻑崎県佐世保⽂化財調査事務所調査報告書第8
集

⻑崎県教育委員会

今福遺跡2 ⻑崎県⽂化財調査報告書第210集 ⻑崎県教育委員会
内⽥⾙塚（3）・若宮遺跡（7） 豊橋市埋蔵⽂化財調査報告書第130集 豊橋市教育委員会
境松遺跡（3）・坂津寺⾙塚 豊橋市埋蔵⽂化財調査報告書第131集 豊橋市教育委員会
若宮遺跡（8）・内⽥⾙塚（4）・境松遺跡
（4）

豊橋市埋蔵⽂化財調査報告書第133集 豊橋市教育委員会

市内埋蔵⽂化財発掘調査2―平成21年度― 豊橋市埋蔵⽂化財調査報告書第134集 豊橋市教育委員会
境松遺跡（5）・若宮遺跡（9） 豊橋市埋蔵⽂化財調査報告書第136集 豊橋市教育委員会
⻄側遺跡（10） 豊橋市埋蔵⽂化財調査報告書第137集 豊橋市教育委員会
市内埋蔵⽂化財発掘調査―平成25年度― 豊橋市埋蔵⽂化財調査報告書第138集 豊橋市教育委員会
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 豊橋市教育委員会
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 豊橋市教育委員会
宮⼭中⾥遺跡3 かながわ考古学財団調査報告317 公益財団法⼈かながわ考古学財団
⽮島南遺跡 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団報告書第149集 財団法⼈埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団



上太寺遺跡 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団報告書第157集 財団法⼈埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団
中妻三丁⽬遺跡 埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団報告書第159集 財団法⼈埼⽟県埋蔵⽂化財調査事業団

新発⽥城跡_発掘調査報告書7（第22地点） 新発⽥市埋蔵⽂化財発掘調査報告第40
新発⽥市教育委員会（教育部 ⽣涯学習課 埋
蔵⽂化財係）

太斎館跡_発掘調査報告書 新発⽥市埋蔵⽂化財発掘調査報告第41
新発⽥市教育委員会（教育部 ⽣涯学習課 埋
蔵⽂化財係）

七社遺跡発掘調査報告書 新発⽥市埋蔵⽂化財発掘調査報告第42
新発⽥市教育委員会（教育部 ⽣涯学習課 埋
蔵⽂化財係）

武蔵国府関連遺跡調査報告 特定⾮営利活動法⼈ 井草⽂化財研究所
如意寺遺跡 北本市埋蔵⽂化財調査報告書第20集 埼⽟県北本市教育委員会
三五郎⼭遺跡 北本市埋蔵⽂化財調査報告書第19集 埼⽟県北本市教育委員会
元屋敷遺跡_第3次調査 北本市埋蔵⽂化財調査報告書第18集 埼⽟県北本市教育委員会
神座B古墳群第5次発掘調査概報 駒澤⼤学考古学研究室

市原市諏訪台古墳群・天神台遺跡2
市原市埋蔵⽂化財調査センター調査報告書第
31集

市原市教育委員会（市原市埋蔵⽂化財調査セン
ター）

平成27年度_市原市内遺跡発掘調査報告
市原市埋蔵⽂化財調査センター調査報告書第
37集

市原市教育委員会（市原市埋蔵⽂化財調査セン
ター）

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

市原市教育委員会（市原市埋蔵⽂化財調査セン
ター）

上総国分僧寺跡2
市原市埋蔵⽂化財調査センター調査報告書第
36集

市原市教育委員会（市原市埋蔵⽂化財調査セン
ター）

史跡古市古墳群峯ヶ塚古墳後円部発掘調査報告
書

⽻曳野市埋蔵⽂化財調査報告書第48号 ⽻曳野市教育委員会

史跡下⾼橋官衙遺跡周辺遺跡6 ⼤⼑洗町⽂化財調査報告書52 ⼤⼑洗町教育委員会

神成松遺跡第9地点 神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告書51 株式会社 アーク・フィールドワークシステム

横浜市⼾塚区_上品濃遺跡群発掘調査報告書 ⽟川⽂化財研究所
東京都井の頭池遺跡群_吉祥寺南町1丁⽬遺跡E
地点

吉祥寺南町1丁⽬遺跡調査会

沼間台遺跡（No.33）−沼間1-186-13,14,5地点
−

逗⼦市埋蔵⽂化財発掘調査報告書2 逗⼦市教育委員会

蟹⽥遺跡（No.114）発掘調査報告 逗⼦市埋蔵⽂化財発掘調査報告書1 逗⼦市教育委員会

市原市⼭⽥橋亥の海道⾙塚
財団法⼈ 市原市⽂化財センター調査報告書第
48集

財団法⼈ 市原市⽂化財センター

横浜市鶴⾒区_梶⼭北遺跡発掘調査報告書 ⽟川⽂化財研究所
三内丸⼭（2）遺跡発掘調査報告書 ⻘森市埋蔵⽂化財調査報告書第28集 ⻘森市教育委員会
景台遺跡 景台遺跡発掘調査報告書2 坂⼾市教育委員会
景台遺跡 景台遺跡発掘調査報告書3 坂⼾市教育委員会

⼗五郎⽳横⽳墓群
（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

ひたちなか市教育委員会 公益財団法⼈ひたち
なか市⽣活・⽂化・スポーツ公社

東京都新宿区三栄町遺跡13 株式会社パスコ
近畿⾃動⾞道名古屋神⼾線（四⽇市JCT〜⻲⼭
⻄JCT）建設事業に伴う埋蔵⽂化財発掘調査概
報6

近畿⾃動⾞道名古屋神⼾線（四⽇市JCT〜⻲⼭
⻄JCT）建設事業に伴う埋蔵⽂化財発掘調査概
報6

三重県埋蔵⽂化財センター

武蔵国分寺跡調査報告 国分寺市教育委員会
恋ヶ窪遺跡調査報告2 国分寺市教育委員会
恋ヶ窪遺跡調査報告3 国分寺市教育委員会
東京都国分寺市恋ヶ窪遺跡調査報告6 国分寺市⽂化財調査報告第40集 国分寺市教育委員会
⾚沢城跡 津南町⽂化財調査報告書第69輯 津南町教育委員会

番場遺跡 岐⾩県⽂化財保護センター調査報告書第138集 岐⾩県⽂化財保護センター

東京都⼤島町下⾼洞遺跡 下⾼洞遺跡調査報告3 ⼤島町教育委員会
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15

善通寺市教育委員会 ⽣涯学習課

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16

善通寺市教育委員会 ⽣涯学習課

栃⽊県壬⽣町桃花原古墳 壬⽣町埋蔵⽂化財調査報告書第21集 壬⽣町教育委員会



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 ⽴命館⼤学⽂学部
埋蔵⽂化財調査報告30 平成26年度（2014年
度）

埋蔵⽂化財調査報告書30 練⾺区地域⽂化部⽂化・⽣涯学習課伝統⽂化係

上⼩岩遺跡第137地点 江⼾川区埋蔵⽂化財調査報告第1集 株式会社コクドリサーチ
平成26年度東⽇本⼤震災復興事業関連遺跡調
査報告3

宮城県⽂化財調査報告書第240集 宮城県教育委員会

六反⽥南遺跡5 新潟県埋蔵⽂化財調査報告書第261集 新潟県教育委員会
⽇野吹上遺跡 ⽇野吹上遺跡調査会
埋蔵⽂化財調査報告9 埋蔵⽂化財調査報告第9巻 練⾺区教育委員会
東京都新宿区若葉三丁⽬遺跡3 株式会社リーガル不動産、加藤建設株式会社
棟⾼南寝暮窪遺跡 ⾼崎市⽂化財調査報告書第351集 ⾼崎市教育委員会
栃川遺跡 朝⽇町⽂化財調査報告書第4集 朝⽇町教育委員会
神奈川県相模原市淵野辺嶽之内遺跡 鎌倉遺跡調査会調査報告書第32集 相模原市No.51遺跡発掘調査団
落越遺跡 ⼋王⼦市落越遺跡発掘調査団
呼塚遺跡（第15次）発掘調査報告書 柏市埋蔵⽂化財調査報告書71 株式会社地域⽂化財研究所
原遺跡（第3〜6次） 柏市埋蔵⽂化財調査報告書74 柏市教育委員会
北新屋B古墳群・⼤屋敷古窯跡郡・北新屋遺
跡・譲栄3遺跡確認調査報告書

浜松市教育委員会

新後閑遺跡3 ⾼崎市⽂化財調査報告書第363集 ⾼崎市教育委員会
新⼭古墳群3区 坂⼾市教育委員会
宮裏遺跡3 埼⽟県坂⼾市教育委員会
朝⽐奈町やぐら群3 神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告書8 有限会社吾妻考古学研究所
王禅寺⼝横⽳墓郡 神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告書11 株式会社⽟川⽂化財研究所
浅川⼭遺跡(官並台394-15地点)・五⼗⽯遺跡 芝⼭町埋蔵⽂化財調査報告書第4集 芝⼭町教育委員会
井野⾼縄遺跡2 ⾼崎市埋蔵⽂化財調査報告書第366集 ⾼崎市教育委員会
弁天橋遺跡 ⼋王⼦市弁天橋遺跡調査研究会
椚⽥遺跡群 ⼋王⼦市椚⽥遺跡調査会
⼋王⼦市館町遺跡確認調査報告 館町遺跡確認調査団
館町遺跡1 ⼋王⼦市館町遺跡調査団
館町遺跡2 ⼋王⼦市館町遺跡調査団
館町遺跡3 ⼋王⼦市館町遺跡調査団
中野甲の原遺跡 ⼋王⼦市中野甲の原遺跡調査団
⼋王⼦市⼤塚遺跡 ⼋王⼦市⼤塚地区遺跡調査団
東京都⼋王⼦市中郷遺跡 落越遺跡調査団
東京都⼋王⼦市落越遺跡1 落越遺跡調査団
東京都⼋王⼦市落越遺跡2 落越遺跡調査団
千原台ニュータウン25 千葉県教育振興財団調査報告第646集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
千原台ニュータウン30 千葉県教育振興財団調査報告第695集 財団法⼈千葉県教育振興財団⽂化財センター
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

⼭梨県韮崎市発掘調査報告書 韮崎市教育委員会

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

⼭梨県韮崎市発掘調査報告書 韮崎市教育委員会

上⾕地遺跡（第2次） 秋⽥県⽂化財調査報告書第506集 秋⽥県教育委員会
峰吉川中村遺跡 秋⽥県⽂化財調査報告書第505集 秋⽥県教育委員会
⻑崎県埋蔵⽂化財調査年報21 ⻑崎県埋蔵⽂化財センター調査報告書第10集 ⻑崎県埋蔵⽂化財センター
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

南アルプス市埋蔵⽂化財調査報告書第47集 南アルプス市教育委員会

三五郎⼭遺跡 北本市埋蔵⽂化財調査報告書第19集 埼⽟県北本市教育委員会
元屋敷遺跡_第3次調査 北本市埋蔵⽂化財調査報告書第18集 埼⽟県北本市教育委員会
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15

善通寺市教育委員会 ⽣涯学習課

吉野屋遺跡 三条市埋蔵⽂化財調査報告書 三条市教育委員会
北浦A遺跡 三条市埋蔵⽂化財調査報告書 三条市教育委員会
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』

三条市

城の⼭古墳発掘調査報告書（4〜9次調査） 胎内市埋蔵⽂化財報告書第26集 胎内市教育委員会
巣鴨8 としま遺跡調査会調査報告16 特定⾮営利活動法⼈ としま遺跡調査会



伝中・上富⼠前8 豊島区埋蔵⽂化財調査報告49 豊島区教育委員会
豊島区埋蔵⽂化財調査概報集11 豊島区埋蔵⽂化財調査報告50 豊島区教育委員会
新屋敷遺跡6 熊本県⽂化財調査報告第317集 熊本県教育委員会
⾶⽥遺跡群2 熊本県⽂化財調査報告第318集 熊本県教育委員会
北中島⻄原遺跡 熊本県⽂化財調査報告第319集 熊本県教育委員会
新南部遺跡群（10次・11次）吉原遺跡 熊本県⽂化財調査報告第320集 熊本県教育委員会
託⿇⼸削遺跡群・中江遺跡 熊本県⽂化財調査報告第321集 熊本県教育委員会
志柿城跡 熊本県⽂化財調査報告第322集 熊本県教育委員会
伝⼤道寺跡遺跡群2 熊本県⽂化財調査報告第323集 熊本県教育委員会
⻑⾕⼩路周辺遺跡発掘調査報告書 株式会社⻫藤建設埋蔵⽂化財調査部
史跡上野国分寺跡第2期発掘調査概報 群⾺県教育委員会事務局⽂化財保護課
神奈川県⼤和市 深⾒要⽯遺跡第1地点 有限会社 ブラフマン
下原・富⼠⾒町遺跡3_後期旧⽯器時代の発掘調
査（1）

明治⼤学校地内遺跡調査団調査研究報告書5 明治⼤学校地内遺跡調査団

下原・富⼠⾒町遺跡3_後期旧⽯器時代の発掘調
査（2）

明治⼤学校地内遺跡調査団調査研究報告書6 明治⼤学校地内遺跡調査団

⾼塚遺跡3
浜松市教育委員会（浜松市市⺠部⽂化財課が補
助執⾏）

熊の作遺跡ほか 宮城県⽂化財調査報告書第243集 宮城県教育委員会
第40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

今宮遺跡
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620集

公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団

東京都新宿区 信濃町南遺跡6 株式会社 東京航業研究所
三⾥塚 財団法⼈ 千葉県北総公社
東名遺跡群4 佐賀市埋蔵⽂化財調査報告書100 佐賀市教育委員会
御駒堂遺跡・堂の沢遺跡 宮城県⽂化財調査報告書第244集 宮城県教育委員会
⼊の沢遺跡 宮城県⽂化財調査報告書第245集 宮城県教育委員会
⽥名半在家遺跡資料調査報告書 相模原市教育委員会
相模原市_⽥名半在家遺跡G地点_発掘調査報告
書

有限会社 吾妻考古学研究所

津久井城跡_不動平地点 相模原市埋蔵⽂化財調査報告50 相模原市教育委員会
重須の⺠俗 神奈川⼤学歴史⺠俗調査報告第18集 神奈川⼤学⼤学院歴史⺠俗資料学研究科
東京都北区_⼗条台遺跡群_南橋遺跡_発掘調査
報告書

株式会社 CEL

茅畑遺跡・鴫上1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621集

公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団

東平
富⼠市教育委員会⽂化振興課 ⻄富⼠道路埋蔵
⽂化財発掘調査事務所

東京都⽂京区 国指定名勝 懐徳館庭園 （旧
加賀藩主前⽥⽒本郷本邸庭園）

⽂京区 B-158 ⽂京区教育委員会

神奈川考古 第3号 神奈川考古第3号 神奈川考古同⼈会
神奈川考古 第7号 神奈川考古第7号 神奈川考古同⼈会
神奈川考古 第9号 神奈川考古第9号 神奈川考古同⼈会
神奈川考古 第11号 神奈川考古第11号 神奈川考古同⼈会
神奈川考古 第12号 神奈川考古第12号 神奈川考古同⼈会
神奈川考古 第15号 神奈川考古第15号 神奈川考古同⼈会
神奈川考古 第18号 神奈川考古第18号 神奈川考古同⼈会
神奈川考古 第19号 神奈川考古第19号 神奈川考古同⼈会
富沢遺跡 仙台市⽂化財調査報告書第453集 仙台市教育委員会

南鍛冶⼭遺跡発掘調査報告書
藤沢都市計画事業北部第⼆（⼆地区）⼟地区画
整理事業に伴う調査第12巻

藤沢市教育委員会

⻘梅市天ヶ瀬遺跡 東京都埋蔵⽂化財センター調査報告第316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

東京都町⽥市⼩⼭⽚所遺跡 株式会社四⾨ ⽂化財事業部
富⼠御師の檀那所と御⼭参詣 ⼭梨県⽴博物館調査・研究報告12 ⼭梨県⽴博物館



東京都⽂京区 本郷台遺跡群 第3地点 B-158
⼤成エンジニアリング株式会社 埋蔵⽂化財調
査部⾨

船久保遺跡第3次調査 神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告書52 株式会社 ⽟川⽂化財研究所
吉野ヶ⾥遺跡 佐賀県⽂化財調査報告書第214集 佐賀県教育委員会

東京都 北区 ⻄ヶ原⾙塚 2016
⼤成エンジニアリング株式会社 埋蔵⽂化財調
査部⾨

武蔵国府関連遺跡調査報告56-⾼倉・美好町地
域の調査11-

府中市埋蔵⽂化財調査報告第60集 府中市教育委員会・府中市遺跡調査会

⼩路⼝遺跡 ⻑崎県⽂化財調査報告書第213集 ⻑崎県教育委員会

⽇輪寺観⾳前遺跡（前橋市0903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622

公益財団法⼈群⾺県埋蔵⽂化財調査事業団

上粕屋・和⽥内遺跡第7次調査 神奈川県埋蔵⽂化財発掘調査報告書53 株式会社 ⽟川⽂化財研究所
元袋遺跡・六反⽥遺跡・⼤野⽥古墳群ほか 仙台市⽂化財調査報告書第455集 仙台市教育委員会
元袋遺跡・六反⽥遺跡・伊古⽥遺跡ほか 仙台市⽂化財調査報告書第456集 仙台市教育委員会
桜林2遺跡 安中市教育委員会
向神⼭遺跡（第2次）・⼗余⼆字鴻ノ巣287-
277地先野除⼟⼿・藤ヶ⾕後原塚・呼塚遺跡
（第11次）・向神⼭遺跡（第6次）

柏市埋蔵⽂化財調査報告書82 柏市教育委員会

呼塚遺跡（第22次） 柏市埋蔵⽂化財調査報告書83 柏市教育委員会
平成26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 ⻲川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332集

公益財団法⼈ 北海道埋蔵⽂化財センター

根室市 幌茂尻1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340集

公益社団法⼈ 北海道埋蔵⽂化財センター

武蔵国府の調査 47 府中市教育委員会・府中市遺跡調査会
本巣市船来⼭古墳群総括報告書 本巣市⽂化財報告書第4集 本巣市教育委員会
遺跡詳細分布調査報告書 秋⽥県⽂化財調査報告書第507集 秋⽥県教育委員会
深⽥遺跡群 宗像市⽂化財調査報告書第72集 宗像市教育委員会
永明寺古墳 ⽻⽣市発掘調査報告書第5集 ⽻⽣市教育委員会
上⼟遺跡・岳美遺跡 静岡県埋蔵⽂化財センター調査報告第54集 静岡県埋蔵⽂化財センター

浅川扇状地遺跡群 本村南沖遺跡 ⻑野県⽴埋蔵⽂化センター発掘調査報告書113
（⼀般財団法⼈）⻑野県⽂化振興事業団 ⻑野
県埋蔵⽂化財センター

⼭中城D遺跡 ⼭中城E遺跡 三島市教育委員会
御殿⼭遺跡・葛⻄城址 葛飾区遺跡調査会調査報告第60集 葛飾区遺跡調査会
平成28年度市内遺跡試掘調査報告 いわき市埋蔵⽂化財発掘調査報告第181冊 いわき市教育委員会
⼭梨県北杜市明野町上神取 諏訪原遺跡発掘調
査概報 2016年度

昭和⼥⼦⼤学⼈間⽂化学部歴史⽂化学科

⼭梨県北杜市明野町上神取 諏訪原遺跡発掘調
査報告書1 2007-2011年度調査地区

昭和⼥⼦⼤学⼈間⽂化学部歴史⽂化学科

⽊古内町 ⼤平4遺跡(3)
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331集

公益財団法⼈ 北海道埋蔵⽂化財センター

下中居3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12集 花巻市教育委員会 ⽂化財課
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13集 花巻市教育委員会 ⽂化財課
花巻城跡 花巻市埋蔵⽂化財発掘調査報告書第14集 花巻市教育委員会 ⽂化財課
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 花巻市教育委員会 ⽂化財課

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18集 花巻市教育委員会 ⽂化財課
⼩瀬川1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 花巻市教育委員会 ⽂化財課
三ノ側遺跡 都留市埋蔵⽂化財調査報告17 都留市・都留市教育委員会
⻄耕地B遺跡 甲府市⽂化財調査報告書第92集 公益財団法⼈⼭梨⽂化財研究所
⽵居古墳群 笛吹市⽂化財調査報告書33 公益財団法⼈⼭梨⽂化財研究所
⾺場遺跡 笛吹市⽂化財調査報告書第32集 公益財団法⼈⼭梨⽂化財研究所
野添⼤辻遺跡(第4次)発掘調査報告 三重県埋蔵⽂化財調査報告373 三重県埋蔵⽂化財センター

⿊部遺跡 ⼆ツ⽯前遺跡 ⻑野県埋蔵⽂化財センター発掘調査報告書116
(⼀財)⻑野県⽂化振興事業団 ⻑野県埋蔵⽂化
財センター

⼆宮加賀次郎遺跡 第⼆次調査 佐渡市世界遺産推進課・佐渡市教育委員会
壇⼭古窯跡群第9地点発掘調査報告書 公益財団法⼈⼭形県埋蔵⽂化財センター



蝉⽥遺跡第1・2次発掘調査報告書 ⼭形県埋蔵⽂化財センター調査報告書第226集 公益財団法⼈⼭形県埋蔵⽂化財センター

天神林2遺跡 本庄市埋蔵⽂化財調査報告書第47集 本庄市教育委員会
元富東古墳―A・B地点の調査― 本庄市埋蔵⽂化財調査報告書第48集 本庄市教育委員会

久下東遺跡9(C2・D2・D3・E2・E3・E4地点) 本庄市埋蔵⽂化財調査報告書第49集 本庄市教育委員会

⻑沖古墳群16 ―久保地区E地点― ⻑沖62・
192・205・206・207・208号墳

本庄市埋蔵⽂化財調査報告書第50集 本庄市教育委員会

馳上遺跡第2〜4・6次発掘調査報告書 ⼭形県埋蔵⽂化財センター調査報告書第225集 公益財団法⼈⼭形県埋蔵⽂化財センター

佐渡市内遺跡発掘調査報告6 佐渡市世界遺産推進課・佐渡市教育委員会
⼤久保遺跡(第3次)発掘調査報告 三重県埋蔵⽂化財調査報告372 三重県埋蔵⽂化財センター
北⼭A遺跡(第2・3・5・6次)発掘調査報告 三重県埋蔵⽂化財調査報告323-5 三重県埋蔵⽂化財センター
国史跡⽥熊⽯畑遺跡整備事業 宗像市教育委員会
請⻄遺跡群発掘調査報告書16 ⽊更津市教育委員会
⽊更津市⽂化財調査集報20 ⽊更津市教育委員会
⽊更津市⽂化財調査集報21 ⽊更津市教育委員会
町原遺跡群発掘調査報告書 ⽊更津市埋蔵⽂化財発掘調査報告書第14集 ⽊更津市教育委員会
井尻遺跡発掘調査報告書 ⽊更津市埋蔵⽂化財発掘調査報告書第15集 ⽊更津市教育委員会
縄⽂時代竪⽳建物跡集成(前期) 秋⽥県埋蔵⽂化財基準資料5 秋⽥県埋蔵⽂化財センター

厚真町 圧幌1遺跡・幌内6遺跡・幌内7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336集

公益社団法⼈ 北海道埋蔵⽂化財センター

⻑沼町 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

(公財)北海道埋蔵⽂化財センター調査報告書
(北埋調報)第337集

公益社団法⼈ 北海道埋蔵⽂化財センター

新得町 屈⾜17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339集

公益社団法⼈ 北海道埋蔵⽂化財センター

⽵之内遺跡第5地点・北⾦⽬塚越遺跡第18地点
発掘調査報告書

タクトホーム株式会社

神奈川県厚⽊市 ⾦⽥伊藤海道遺跡 発掘調査
報告書

国際⽂化財株式会社

平成27年度 浜松市⽂化財調査報告 浜松市教育委員会
ヒラシロ遺跡〜発掘調査と保存整備事業のあら
まし〜

浜松市教育委員会

万斛⻄遺跡 浜松市教育委員会
払⽥柵跡―第150次調査 関連遺跡の調査概要
―

秋⽥県⽂化財調査報告書第508集 秋⽥県教育委員会

⼤北遺跡 千葉市教育委員会
埋蔵⽂化財調査(市内遺跡)報告書 市内遺跡報告書第27冊⽬ 千葉市埋蔵⽂化財調査センター
埋蔵⽂化財調査(市内遺跡)報告書 市内遺跡報告書第29冊⽬ 千葉市埋蔵⽂化財調査センター

⾝洗沢遺跡 ⼭梨県埋蔵⽂化財センター調査報告書第310集 ⼭梨県埋蔵⽂化財センター

藤沢市北部第2（3地区）⼟地区画整理事業区
域内遺跡群 発掘調査報告書 円⾏上河内遺跡
第3次調査

⽟川⽂化財研究所

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 朝倉市教育委員会（朝倉市教育部⽂化課）
朝倉市⽂化財年報（平成23年度） 朝倉市⽂化財調査報告書第18集 朝倉市教育委員会（朝倉市教育部⽂化課）
⿊川院3 朝倉市⽂化財調査報告書第19集 朝倉市教育委員会（朝倉市教育部⽂化課）
渕ヶ沢遺跡2 静岡県埋蔵⽂化財センター調査報告第55集 静岡県埋蔵⽂化財センター
災害公営住宅内遺跡調査報告2 桜⽥4遺跡 広野町⽂化財調査報告第6冊 公益財団法⼈いわき市教育⽂化事業団
藤沢市北部第2（3地区）⼟地区画整理事業区
域内遺跡群 発掘調査報告書 下⼟棚諏訪ノ棚
遺跡第4次調査

⽟川⽂化財研究所

後⽥遺跡・後⽥古墳群 いわき市埋蔵⽂化財調査報告第178冊 いわき市教育委員会
東京都⽂京区 国指定特別史跡及び特別名勝⼩
⽯川後楽園⼤泉⽔護岸修復⼯事に伴う第1次確
認調査

Ｂ-111 ⽂京区教育委員会



⽊古内町 ⼤平遺跡(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329集

公益財団法⼈ 北海道埋蔵⽂化財センター

飯綱町遺跡詳細分布調査報告書 飯綱町教育委員会

あきる野市 ⾨⼝遺跡 東京都埋蔵⽂化財センター調査報告第315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

東野⼟居遺跡 ⾼知県⾹南市発掘調査報告書第9集 ⾼知県⾹南市⽂化財センター
⻄野遺跡ルノ丸地区 2005年度調査 ⾼知県⾹南市発掘調査報告書第10集 ⾼知県⾹南市⽂化財センター
⼤崎⼭古墳 ⾼知県⾹南市発掘調査報告書第11集 ⾼知県⾹南市⽂化財センター
射場屋敷遺跡 ⾼知県⾹南市発掘調査報告書第12集 ⾼知県⾹南市⽂化財センター
岸本⾶⿃神社⻄遺跡 ⾼知県⾹南市発掘調査報告書第13集 ⾼知県⾹南市⽂化財センター
下森⿅島遺跡第2地点 国際⽂化財株式会社

⽮出川遺跡群 ⽮出川第8遺跡 ⻑野県埋蔵⽂化財センター発掘調査報告書115
（⼀財）⻑野県⽂化振興事業団 ⻑野県埋蔵⽂
化財センター

嚮館跡 気仙沼市⽂化財調査報告書8 気仙沼市教育委員会
東京都千代⽥区 千代⽥区No.34遺跡 千代⽥区教育委員会
東京都町⽥市 ⽥端環状積⽯遺構 ⽟川⼤学教育博物館
⽵松遺跡 ⻑野県⽂化財調査報告書第214集 ⻑崎県教育委員会

⽊古内町 泉沢5遺跡
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330集

公益財団法⼈ 北海道埋蔵⽂化財センター

平成27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・⾼野牧 富⾥市⽂化財調査報告書第10集 富⾥市教育委員会
千葉市⽥向遺跡 公益財団法⼈ 千葉市教育振興財団

⾕村城 ⼭梨県埋蔵⽂化財センター調査報告書第311集 ⼭梨県教育委員会

⼤⽉バイパス関連遺跡 ⼭梨県埋蔵⽂化財センター調査報告書第312集 ⼭梨県教育委員会

甲府城跡 ⼭梨県埋蔵⽂化財センター調査報告書第313集 ⼭梨県教育委員会

三ノ側遺跡（県⽴都留興譲館⾼校地点） ⼭梨県埋蔵⽂化財センター調査報告書第314集 ⼭梨県教育委員会

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 ⼭梨県教育委員会

六反⽥遺跡 仙台市⽂化財調査報告書第454集 仙台市教育委員会
堂古遺跡 下割遺跡6 ⼆反割遺跡2 新潟県埋蔵⽂化財調査報告書第269集 新潟県教育委員会

厚真町 オコッコ1遺跡（1）
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338集

公益財団法⼈ 北海道埋蔵⽂化財センター

福島町 館崎遺跡
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333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3遺跡
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335集

公益財団法⼈ 北海道埋蔵⽂化財センター

⼩⾕場⾙塚遺跡 川⼝市教育委員会
東京都⽬⿊区 東⼭⾙塚遺跡 第32次発掘調
査報告書

⽬⿊区埋蔵⽂化財発掘調査報告書第31集
⼤成エンジニアリング株式会社 埋蔵⽂化財調
査部⾨

知内町 湯の⾥2遺跡（2）
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334集

公益財団法⼈ 北海道埋蔵⽂化財センター

⽊古内町 ⼤平遺跡（3） 盛⼟遺構・包含層
編

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328集

公益財団法⼈ 北海道埋蔵⽂化財センター

⾦沢⼤学構内遺跡 ⾦沢⼤学埋蔵⽂化財調査センター
市内遺跡発掘調査 三浦市埋蔵⽂化財調査報告書第30集 三浦市教育委員会
平成26・27年度県内遺跡試掘・確認調査報告
書

新潟県埋蔵⽂化財調査報告書第272集 新潟県教育委員会

道合遺跡 東京都埋蔵⽂化財センター調査報告第317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

常磐⾃動⾞道遺跡調査報告73 福島県⽂化財調査報告書第520集 福島県教育委員会
県道広野⼩⾼線関連遺跡発掘調査報告1 福島県⽂化財調査報告書第517集 福島県教育委員会
県道北泉⼩⾼線関連遺跡発掘調査報告2 福島県⽂化財調査報告書第516集 福島県教育委員会



農⼭漁村地域復興基盤総合整備事業関連遺跡調
査報告2

福島県⽂化財調査報告書第515集 福島県教育委員会

⼀般国道115号相⾺福島道路遺跡発掘調査報告
5

福島県⽂化財調査報告書第514集 福島県教育委員会

会津縦貫南道路遺跡発掘調査報告1 福島県⽂化財調査報告書第513集 福島県教育委員会
福島県内遺跡分布調査報告23 福島県⽂化財調査報告書第512集 福島県教育委員会

史跡妻⽊晩⽥遺跡仙⾕墳丘墓群発掘調査報告書 史跡妻⽊晩⽥遺跡発掘調査報告書第5集 ⿃取県教育委員会

⿓源寺跡 ⻑野県埋蔵⽂化財センター発掘調査報告書114
（⼀財）⻑野県⽂化振興事業団 ⻑野県埋蔵⽂
化財センター

梶⼦遺跡18次 浜松市教育委員会 浜松市市⺠部⽂化財課
⼤峰ヶ台遺跡13次調査・道後今市遺跡12次調
査

松⼭市⽂化財調査報告書第188集 松⼭市教育委員会

姫原遺跡2次調査 松⼭市⽂化財調査報告書第189集 松⼭市教育委員会
君作遺跡 我孫⼦市埋蔵⽂化財報告第57集 我孫⼦市教育委員会


