
ごあいさつ 

  

 本書は、下関市立考古博物館の平成２９年度における活動概要について記録し、その

成果を報告するものです。 

 当館は１９７０年代の我が国における高度経済成長期において、産業開発と遺跡保護

の間で揺れ動き、地域の皆様のご理解とご協力により保存された西日本最大規模を誇る

弥生集落「史跡綾羅木郷遺跡」に隣接して平成７年５月に開館いたしました。開館以来、

綾羅木郷遺跡はもとより、市域の弥生時代・古墳時代を中心とした調査・研究に基づく

展示を行い、地域に密着した教育普及をはじめとする各種の博物館活動を実践してまい

りました。 

 近年の博物館やその活動を取り巻く環境は年ごとに厳しさを増し、現代社会の要請に

応える博物館として、その存在価値を高めることが求められています。 

 これまでの博物館活動を礎に、学校教育との博学連携、その他博物館相互の博博連携

はもとより、さらには超高齢化社会を迎えるにあたり、博福連携を深め、地域の皆様や

来館者に地域ゆかりの歴史・文化を紹介し、学びを深めていただくために、創意工夫を

凝らした積極的かつ魅力的な博物館活動を推進してまいりたいと考えております。 

 引き続き、皆様のご理解とご支援をいただき、当館をご活用いただきますようお願い

申し上げます。 

 

    平成３０年 

                             下関市立考古博物館 

                             館長  濱﨑  真二                               
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1 管理運営 

 

(1)組織・職員 

 

館長 沖吉洋一郎 (文化財保護課長事務取扱) 

 

  

館長補佐  濱﨑真二  

(文化財保護課課長補佐)          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)博物館協議会委員 

  

  下関市立考古博物館協議会は、 

博物館の運営に関し館長の諮問に 

応ずるとともに、館長に対して意 

見を述べる機関。博物館法および 

下関市立考古博物館の設置等に関 

する条例に基づき設置している。 

 

博物館協議会開催 

日  時  平成 30年 3月 27日(火) 

     10:00～12:00 

出席者 渡辺一雄、河波茅子、 

藤丸詔八郎、山内紀嗣、 

近藤洋平、髙山 章、 

岡崎茂邦 

 

下関市教育委員会 

教育部理事：伊藤信彦 

 

沖吉洋一郎、濱﨑真二、 

松永博明、太田雅史、 

小田佳代子、奥野正人、 

吉井康史、安田 豊 

 

主査(学芸員)  松永博明 

主任(学芸員)  太田雅史 

主任(学芸員)  澤下孝信 

主任    小田佳代子 

副担当(文化財保護課) 

主任(学芸員)  藤本有紀 

主任(学芸員)  中原周一 

主任(学芸員)  小林善也 

副主任 (学芸員)  藤原彰久 

学芸員    阿南翔悟 

学芸員   中山元智 

  

協議会委員名簿   （任期 平成 29年 8月１日～平成 31年 7月 31日） 

区

分 
氏 名 役 職 名 

学

識

経

験

者 

渡辺一雄 
梅光学院大学客員教授 

下関市文化財保護審議会委員 

藤丸詔八郎 梅光学院大学非常勤講師 

山内紀嗣 関西大学・天理大学非常勤講師 

田中晋作 山口大学教授 

社
会
教
育 

関 

係 

者 

近藤洋平 
社会福祉法人開成会評議員 

下関市文化協会常任理事 

河波茅子 
田中絹代メモリアル協会事務局長 

田中絹代記念館アドバイザー 

家
庭
教
育
の
向

上
に
資
す
る
活

動
を
行
う
者 

木原豊美 
梅光学院生涯学習センター講師 

金子みすゞ研究者 

学
校
教
育
関
係
者 

髙山 章 

下関市立内日小学校校長 

下関市教育研究会 

小学校社会科部会部長 

岡崎茂邦 

下関市立山の田中学校校長 

下関市教育研究会 

中学校社会科部会部長 

             （平成 30年 3月 31日現在） 

嘱託(学芸員)   奥野正人 

嘱託(学芸員)   吉井康史 

嘱託(学芸員)   安田 豊 

副担当(文化財保護課) 

嘱託      柴田芳之 

 

 

 

 

(平成 30年 3月 31日現在) 
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(3)予算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 調査研究 
 

(1)展示出品資料調査等 

＜派遣先＞              ＜派遣職員＞ ＜派遣日時＞ 

特別展出品予定資料調査        松永博明   平成 29年 7月 19日 

・平生町教育委員会        

・田布施町郷土館  

平成 29年度企画展Ⅱ出品資料調査    中原周一   平成 29年 11月 17日 

・長登銅山文化交流館 

                                                                                                                                 

(2)研修等 

平成 29年度日本博物館協会中国支部総会  日時 平成 29年 5月 31日～6月 1日 

会場 島根県立男女共同参画センターあすてらす     

 参加職員 吉井康史 

平成 29 年度山口県博物館協会研修会   日時 平成 29年 10月 19日 

      会場 防府天満宮歴史館          

 参加職員  松永博明、奥野正人 

       

 

（単位：千円） 

事  業  名 平成 29年度予算額 

管  理  運  営  業  務 33,447 

展 示 業 務 5,085 

調  査  研  究  業  務 7,690 

教  育  普  及  業  務 1,181 

合    計 47,403 
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３ 展示 

 
・特別展「遥かなる音の世界」 

会 期 平成 29年 9月 16日(土)～11月 12日(日) 

 来館者 5,622名 (開館日 53日・1日平均 106名) 

 内 容 日本国内では各地で音を出すことを目的に作られた道具や 

     音を奏でる楽器が多数出土している。 

     下関市では、日本で初めて弥生時代の土笛が綾羅木郷遺跡 

     で発見されたほか、上の山古墳では鈴付の銅鏡なども発見 

     されている。 

     本特別展では、弥生時代から古墳時代にかけての音に関する 

     資料を紹介し、古代人が創出した音の世界について考えた。 

 

主な展示資料 資料 111点 パネル 37点展示 

    銅鐸：敷地 3号銅鐸複製（静岡県）、出土地不詳銅鐸 2点ほか 

       土笛：タテチョウ遺跡（島根県）、光岡長尾遺跡（福岡県） 

       ほか 

         琴 ：角江遺跡（静岡県）、登呂遺跡（静岡県）、四条大田中 

        遺跡（奈良県）青谷上寺地遺跡（鳥取県）、辻田遺跡 

（福岡県）ほか 

      鈴鏡：三方学園内 4号墳、新沢千塚 115号墳ほか 

      杏葉：天ノ宮古墳（群馬県）、二子塚古墳（静岡県）ほか 

      環鈴：二子塚古墳（静岡県）、新沢千塚 109号墳（奈良県）ほか 

      馬鈴：天ノ宮古墳（群馬県）、神明山 4号墳（静岡県）ほか 

      埴輪：忍ヶ岡駅前 1号墳、荒蒔古墳（奈良県）ほか 

 

＜展示解説会＞ 

日 時  

          第 1回 平成 29年 9月 16 日(土) 参加者 11名 

          第 2回 平成 29年 10月 7日(土) 参加者 12名 

          第 3回 平成 28年 10月 28日(土) 参加者 1名 

     (各 13:30～14:30) 

＜ミュージアム・コンサート＞ 

 第 1回   平成 29年 9月 16日（日）  参加者 34名 

       演奏：下関南高等学校筝曲部、梅光学院大学ハンドベルクワイア 

 第 2回   平成 29年 11月 5日（日）  参加者 152名 

       演奏：下関西高等学校吹奏楽部、下関市立大学吹奏楽部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
▲特別展ポスター 
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企画展示 

・企画展Ⅰ「下関の文化財Ⅱ－昔日の関門海峡－」 

会 期 平成 29年 4月 22日(土)～6月 25日(日) 

 来館者 4,244名 (開館日 59日・1日平均 72名) 

 内 容 古来より関門海峡は、国内外を結ぶ交流の十字路であり、 

数々の歴史の舞台ともなってきた。特に幕末の下関戦争は 

関門地域が国際貿易港として発展する契機となり、経済的な 

成長のもと、海峡沿いに数々の近代建築が建設された本企画展 

では、関門海峡周辺の下関市の文化財を紹介する 

ことで関門海峡がこの地域に与えた影響について考察する。 

 

主な展示資料 資料 179点 パネル 28点展示 

    六連島雲母玄武岩、堀尾信夫氏作赤間硯、長州藩下関台場 

    跡出土 無文銀銭・銃弾・円弾・須恵器・丹塗土師器・緑釉 

    陶器・越州窯系青磁・軒瓦、台場鼻灯台煉瓦、旧下関英国 

    領事館部材、旧逓信省下関電信局電話課庁舎保存部材、 

    山口銀行旧本店カーン・バー、旧秋田商会保存部材 

     

＜展示解説会＞ 

日 時  

      第 1回 平成 29年 4月 22日(土) 参加者 12名 

      第 2回 平成 29年 5月 20日(土) 参加者 16名 

          第 3回 平成 29年 6月 10日(土) 参加者 20名 

           (各 13:30～14:30) 

 

・発掘速報展「掘ったほ！下関 2017」 

  会 期 平成 29 年 7月 1 日(土)～9月 3日(日) 

  来館者 4,377名 (開館日 57日・1日平均 77名) 

  内 容 下関市教育委員会による平成 28年度の発掘調査の成果を中心に 

      下関市域の遺跡・遺物について出土品と関係資料を紹介した。 

      

 

主な展示資料 出土品 183点・パネル 82点展示 

      綾羅木郷台地遺跡(宝前地区、木舩地区)出土品、 

      延行条里遺跡（白河内地区）出土品、史跡長州藩 

      下関前田台地跡近接地出土品、長門国府跡（亀の甲地区） 

      出土品、武久川下流域条里遺跡出土品 

 

＜展示解説会＞ 

日 時  

      第 1回 平成 29年 7月 30日(日) 参加者 17名 

          第 2回 平成 29年 8月 26日(土) 参加者 22名 

          (各 10:00～、14:00～ １時間程度) 

 

▲企画展Ⅰポスター 

 

▲発掘速報展ポスター 
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・第 19回「やよい絵画展」 

 会 期 平成 29年 11月 18日(土)～平成 29年 1月 21日(日) 

     投票期間   平成 28年 11月 18日(土)～12月 27日(水)  

     優秀作品発表 平成 30年 1月 5日(金) 

     表彰式    平成 30年 1月 20日(土) 

            13：00～13：30 

 来館者 3,379名 (開館日 50日・1日平均 68名) 

 内 容  遺跡や文化財に親しみ、文化財に対する理解を深め、文化

財保護を普及・啓発することを意図して開催。未就学児、 

小・中学生を対象として、考古博物館の周辺風景や展示を

見ての感想画、原始・古代に関する想像画などの絵画作品

を募集した。応募のあった全作品を展示し、来館者による

投票方式で優秀作品を決定した。 

 応募作品数 52枚 

  投票数   4,080票 

  

優秀作品受賞者 11名 

〈園・校名〉     〈年齢・学年〉  〈氏 名〉 

いちょう幼稚園       5歳     林 蓮翔 

でしまつこども園      6歳     田口 愛華 

一の宮小学校        1年     波佐間 仁 

川中西小学校        1年     藤井 佐和 

一の宮小学校        2年     水浦 光輝 

一の宮小学校        3年     波佐間 匠 

安岡小学校         3年     児玉 奏恵 

安岡小学校         4年     畠山 天希 

勝山小学校         6年     大森 早南子 

川棚小学校         6年     中原 未琴 

熊野小学校         6年     森 香音子    

                           ※敬称略 

 

 

・下関市産恐竜卵化石里帰り展示「発見！恐竜卵化石 

～日本初の恐竜卵化石は下関で発見されていた～」 

  会 期 平成 29年 11月 18日(土)～平成 30年 1月 21日(日) 

 来館者 3,379名 (開館日 50日・1日平均 68名)  

 内 容 50 年ほど前に地元の高校生によって発見された石が、国

内では未発見の種類の恐竜の卵の化石であったことが研

究により明らかになった。さらに、発見された時期におい

て国内では恐竜化石の存在は確認されておらず、これが国

内初の恐竜化石の発見であったこともわかった。 

本展では、恐竜卵化石の実物を公開するとともに、関連す

る下関の地質・古生物に関する事象を紹介し自然史から見

た下関市域の学術的重要性について考えた。 

また、恐竜卵化石の発見の背景にあった、当時の遺跡保存 

運動についても改めて触れた。 

 

▲やよい絵画展ポスター 

▲下関市産恐竜卵化石 

里帰り展示ポスター 
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主な展示資料 資料 73点 パネル 46点展示 

    下関市産恐竜卵化石、下関市豊田町産（豊浦層群西中山層） 

    植物化石、下関市豊田町産（豊浦層群西中山層）動物化石、 

    下関市阿内産（豊浦層群西中山層）植物化石、下関市彦島産 

    （芦屋層群）動物化石クジラ 

 

〈記念講演会・ミニシンポジウム〉 

 日 時  平成 29年 12月 16日（土） 

      13:30～16:30 

 ・記念講演 

   講 師 今井拓哉（福井県立恐竜博物館研究職員） 

   演 題 「下関における恐竜卵化石発見の意義～恐竜卵化石研究の最前線～」 

 ・ミニシンポジウム 

「50年前の新発見！恐竜卵化石発見から考える～下関の過去・現在・未来～」 

 コーディネーター 西村 祐二郎（山口大学名誉教授） 

   パネラー 清水 好晴（卵化石発見者） 

        今井 拓哉（福井県立恐竜博物館研究職員） 

        高橋 文雄（美祢市化石館館長） 

        川野 敬介（豊田ホタルの里ミュージアム主任） 

 場 所 下関市立考古博物館 

聴講者 125名 

 

 

・企画展Ⅱ 明治維新 150年記念「史跡が語る幕末の下関  

つわものどもが夢の跡」 

  会 期 平成 30年 1月 27日(土)～平成 30年 3月 31日(土) 

 来館者 5,837名 (開館日 56日・1日平均 104名)  

 内 容 近年、下関市内では幕末の遺跡に関する調査が相次いで

行われ、本市の幕末維新史を様々な視点から読み取れる

ようになった。本企画展では、明治維新 150 年を記念し

て、これら発掘調査を中心に、勝山御殿跡や県史跡長府

藩主毛利家墓所、市史跡櫻山招魂場の調査成果もまじえ

て紹介した。 

 

主な展示資料 資料 65点 パネル 118点展示 

     前田砲台跡写真・遺物・図面、覚苑寺庫裏鬼瓦、奇兵隊   

陣屋跡写真・遺物・図面、八十斤カノン砲模型、火縄銃、  

ミニエー銃薬包、下関戦争両軍砲弾、銃弾製造用具、西 

南戦争両軍銃弾 

 

＜展示解説会＞ 

日 時  

          第 1回 平成 30年 1月 27日(土) 参加者 43名 

          第 2回 平成 30年 3月 24日(土) 参加者 16名 

       (各 13:30～14:30) 

 

▲企画展Ⅱポスター 
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＜講演会＞ 

 「幕末騒乱を記憶する史跡」（勝山地区まちづくり協議会共同事業） 

 日 時 平成 30年 2月 11日（日）13:30～16:30 

講 師 中原 周一（文化財保護課主任） 

     小林 善也（文化財保護課主任） 

     松田 和也（下関市立歴史博物館学芸員） 

 場 所 勝山公民館 講堂 

 聴講者 240名 



- 8 - 

 

4 教育普及 

 
(1)講座 
・一般教養講座 年間テーマ「自然科学研究と考古学」 

 

第 1回 日 時 平成 29年 5月 13日(土) 

13:30～15:30 

会 場 下関市立考古博物館 講堂 

講 師 奈良教育大学教育学部教授  

金原 正明 氏 

演 題 「環境考古学の方法と成果－日本、 

中国における最近の事例から－」 

      聴講者 54名 

 

 

第 2回 日 時 平成 29年 7月 15日(土)  

13:30～15:30 

会 場 下関市立考古博物館 講堂 

講 師 別府大学文学部 史学文化財学科教授  

渡辺 智恵美 氏 

演 題 「出土金属製品の修理からみえる古代 

の金工技術」 

      聴講者 64名 

 

 

第 3回 日 時 平成 29年 9月 9日(土)  

13:30～15:30 

会 場 下関市立考古博物館 講堂 

講 師 九州大学名誉教授  

中橋 孝博 氏 

演 題 「弥生人―激動を生きた人々」 

      聴講者 89名 

 

 

第 4回 日 時 平成 29年 11月 18日(土) 

13:30～15:30 

会 場 下関市立考古博物館 講堂 

講 師 岡山理科大学生物地球学部教授  

白石 純氏 

演 題 「土器・石器の化学分析から何が 

わかるのか」 

      聴講者 61名 
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・考古よもやま話 

 内 容 当館の職員が、最近の考古学の話題などを紹介する講座。 

 会 場 下関市立考古博物館 講堂 

     各回 13:30～15:00  

 

第 1回 日 時 平成 29年 4月 15日(土) 

講 師 太田雅史 

      演 題 「太古のジュエリーボックス―ちょっとおしゃれな古代下関人」 

        聴講者 68名 

 

第 2回 日 時 平成 29年 6月 3日(土) 

講 師 藤本有紀 

      演 題 「関門“ノスタルジック”海峡 

～時の停車場、近代化の記憶」 

      聴講者 77名 

 

第 3回 日 時 平成 29年 10月 21日(土) 

講  師  阿南翔悟 

      演  題 「生産遺跡の廃棄物から何がわかる     

のか―木製品編―」 

      聴講者 44名 

 

第 4回 日  時  平成 29年 1月 13日(土) 

講  師  澤下孝信 

      演  題 「考古学ではどのようにして年代を決定するのか」 

      聴講者 78名 

 

 第 5回 日 時 平成 30年 3月 3日(土) 

     講 師 中山元智 

     演 題  「下関市の中世墓～海と山における集団墓について～」 

     聴講者 51名 

 

 ・ミュージアム・セミナー 

テーマ 「山口県の考古資料」 

内 容 山口県の考古資料についてテーマ別に概説する全 6回の基礎講座。 

期  間 平成 30年 1月 21日～2月 25日までの毎週日曜日(但し第 3回と第 4回は土曜日に実施)  

時 間 13:30～15:00 

会 場 下関市立考古博物館 講堂 

 

 

 

 

 

 

 

 

延 144名 

 日 時 内 容 講 師 受講者 

第 1回 1月 21日(日) 山口県内の弥生時代青銅器 1 澤下孝信 24名 

第 2回 1月 28日(日) 山口県内の弥生時代青銅器 2 澤下孝信 24名 

第 3回 2月 3日(土) 弥生土器 奥野正人 28名 

第 4回 2月 10日(土) 古墳時代の装身具 太田雅史 22名 

第 5回 2月 18日(日) 古墳時代の金属製品 松永博明 23名 

第 6回 2月 25日(日) 保存処理から見た考古資料 吉井康史 23名 

 

▲考古よもやま話 
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(2)体験学習等 

 

 
・勾玉づくり教室 

 内 容 古代のアクセサリーである勾玉を、加工しやすい滑石を使って製作。 

場 所 下関市立考古博物館 講堂・郷土学習室 

日 時 第 1回 平成 29年 6月 24日(土) 

13:30～16:00 

       参加者 40名(製作者 30名・同伴者 10名) 

 

第 2回 平成 29年 11月 25日(土) 

13:30～16:00 

      参加者 20名(製作者 13名・同伴者 7名) 

 

第 3回 平成 30年 2月 17日(土) 

13:30～16:00 

      参加者 37名(製作者 31名・同伴者 6名) 

 

 

 

 

 
・土器づくり教室 

 内 容 弥生時代の土器の製作と焼成の体験学習。 

場 所 下関市立考古博物館 講堂 
日 時 第 1回 平成 29年 7月 22日(土) 

13:30～16:00 

参加者 38名（製作者 27名・同伴者 11名） 

 

    第 2回 平成 30年 3月 4 日(土) 

13:30～16:00 

参加者 30名（製作者 20名・同伴者 10名） 

 

 ＜焼成＞ 

場 所 下関市立考古博物館 体験広場 

日 時 第 1回 平成 29年 8月 17日(木)  
    第 2回 平成 30年 3月 28日(水) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲土器づくり教室 

 

 

▲勾玉づくり教室 
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・土笛・土鈴づくり教室 

内 容 綾羅木郷遺跡で日本初の出土例となった土笛及び土鈴の製作と、焼成の体験学習。 

＜製作＞  

場 所 下関市立考古博物館 講堂 

日 時 第 1回 平成 29年 7月 29日(土) 

13:30～16:00 

  参加者 58名(製作者 43名・同伴者 15名) 

     

＜焼成＞ 

場 所 下関市立考古博物館 体験広場 

日 時 平成 29年 8月 17日(木)  

 

 
・竪穴住居組み立て体験 

 内 容 実際の 1/2サイズの竪穴住居の組み立てや模型の製作をとおして、住まいについて学 

習する。 

場 所 下関市立考古博物館 講堂・エントランス広場 
日 時 第 1回 平成 29年 5月 27日(土) 

13:30～16:00 

参加者 9名（製作者 6名・同伴者 3名） 

 

    第 2回 平成 29年 11月 11日(土) 

13:30～16:00 

参加者 2名（製作者 1名・同伴者 1名） 

 

第 3回 平成 30年 3月 31日(土) 

13:30～16:00 

参加者 8名（製作者 8名・同伴者なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲竪穴住居組み立て体験 

 

 

▲土笛・土鈴づくり教室 
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 ・考古博物館で古代米１株オーナーになろう 

  内 容 ペットボトルに赤米の苗を植え付け、生育過程の観察や収穫をとおして弥生時代の暮

らしについて学習する。 

 〈赤米栽培〉 

場 所 NPO法人下関子ども・子育ちネット 

「こどもはらっぱ」西テント下 
日 時 平成 29年 6月 10日（土） 

    10：00～10：45 

参加者 34名 

 

 〈稲刈り体験〉 

  場 所 下関市立考古博物館 入り口円形広場 

  日 時 平成 29年 10月 14日（土） 

      13：30～14：30 

  参加者 28名 

 

 

▲考古博物館で 

古代米１株オーナーになろう 
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・夏休み古代こども体験教室 

 内 容 旧石器から古墳時代の人々の生活の一部(火起こし、勾玉づくり等)の体験学習。 

 場 所 下関市立考古博物館講堂、弥生の里テラスほか 

 

 

 

 

 

延 79名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・考古博物館探検 

  内 容 通常の入館では見られない収蔵庫や作業室 

など、博物館活動を支えるバックヤードの 

公開。 

場 所 下関市立考古博物館内 

  日 時 平成 29年 8月 19日(土) 

13:30～15:30 

  参加者 20名 

 

 

 

 

・史跡の道ウォーク 

内 容 考古博物館周辺の史跡探索コース約 6kmを 

学芸員による遺跡の解説を聞き、クイズを 

解きながら歩く。 

場 所 史跡の道(梶栗郷台地駅～延行条里遺跡～ 

仁馬山古墳～綾羅木郷遺跡) 

  日 時 平成 30年 3月 11日(日) 

9:30～12:30 

  参加者 24名 

 

 

日時(各 13:30～16:00) 体験 参加者 

1日目 平成 29年 8月 1日(火) 火起こし、竪穴住居組み立て 25名 

2日目 平成 29年 8月 2日(水) 勾玉づくり 27名 

3日目 平成 29年 8月 3日(木) ハニワづくり 27名 

  

▲火起こし ▲ハニワづくり 

 

 

▲考古博物館探検 

▲史跡の道ウォーク 
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・子育て支援施設「こどもはらっぱ」との協同活動 

 平成 29年度より考古博物館休憩所「弥生の里」で活動を開始したＮＰＯ法人「下関子ども・子育

ちネット」と協同活動を行った。 

  

日時 体験 参加者 

平成 29年 5月 31日(水) 「考古博物館親子たんけん隊」 11名 

平成 29年 6月 10日(土) 
「考古博物館で古代米１株オーナーになろう」 

 （栽培） 
32名 

平成 29年 7月 13日（木）、14日（金） 「手形プレートを作ろう」 30名 

平成 29年 8月 25日(金） 「考古博物館で遊ぼう」 9名 

平成 29年 10月 14日(土) 
「考古博物館で古代米１株オーナーになろう」 

 （稲刈り） 
14名 

平成 29年 11月 7日（火）～11日（土） 「古墳の森ウォークラリー」 78名 

   延 174名 
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・考古体験学習・講義の受け入れ 

  当館の教育普及事業の一環として、利用者の希望に応じて「勾玉づくり」などの考古体験学習を

受け入れるとともに、館外に出向いての「出前講座」を実施した。 

                                        延 491名 

 日時 団体名 内容 人数 

1 平成 29年 5月 12日(木) 教育支援教室「かんせい」 勾玉づくり（館内） 25名 

2 平成 29年 5月 25日(木) 下関市成人保険課 勾玉づくり（出前） 14名 

3 平成 29年 6月  2日（金） 関西小学校 6年 勾玉づくり（館内） 26名 

4 平成 29年 7月 24日（月） 山の田第二児童クラブ 勾玉づくり（出前） 19名 

5 平成 29年 7月 25日（火） 長府東公民館 勾玉づくり（出前） 9名 

6 平成 29年 7月 28日（金） 吉見児童クラブ 勾玉づくり（出前） 33名 

7 平成 29年 7月 31日（月） 川中西児童クラブ 勾玉づくり（出前） 49名 

8 平成 29年 8月  4日（金） 一の宮児童クラブ 勾玉づくり（出前） 46名 

9 平成 29年 8月  6日（日） 長府松小田北町自治会 布づくり（出前） 29名 

10 平成 29年 8月  7日（月） 関西児童クラブ 勾玉づくり（出前） 10名 

11 平成 29年 8月  8日（火） 室津児童クラブ 

下関の考古学 

座学＋土笛・土鈴

演奏 

（出前） 

12名 

12 平成 29年 8月 20日（日） いずみ会下関班 勾玉づくり（館内） 43名 

13 平成 29年 8月 29日（火） 名池児童クラブ 勾玉づくり（出前） 22名 

14 平成 29年 10月 13日（金） 川中西小学校 5年 勾玉づくり（出前） 121名 

15 平成 29年 11 月 1日（水） 市教研特別支援教育部合同学習会 勾玉づくり（館内） 30名 

16 平成 30年 2月 21日（水） 山口県立豊浦総合支援学校 勾玉づくり（館内） 3名 
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(3)博物館実習生の受け入れ 

博物館実習生を受け入れ、実務等の実習及び指導を行った。 

実習生 南九州大学 環境園芸学部 4年 1名 

    国士舘大学 21世紀アジア学部 3年 2名 

                                8月 14日～8月 19日（6日間） 

日 付 実 習 内 容 

平成 29年 8月 14日(月) 

・オリエンテーション 

・館内見学 

・「土器・土笛・土鈴焼成」準備 

平成 29年 8月 15日(火) 
・キャプション制作 

・下関市立歴史博物館見学 

平成 29年 8月 16日(水) 
・借出土器の写真撮影 

・特別観覧土器取り出し 

平成 29年 8月 17日(木) 
・特別観覧土器取り出し 

・「土器・土笛・土鈴焼成」参加 

平成 29年 8月 18日(金) 
・体験講座後片付け 

・課題「考古博物館の見どころ」取組み 

平成 29年 8月 19日(土) 
・「考古博物館探検」手伝い 

・課題「考古博物館の見どころ」取組み 

     

(4)職場体験学習の受け入れ 

博物館実習生を受け入れ、実務等の実習及び指導を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)研修の受け入れ 

  個人からの申し出に応じ、研修を行った。 

 日 時 個 人 名 人数 

1 平成 29年 8月 1日（火）～8月 2日（水） 下関市立生野小学校   教諭 1名 

2 平成 29年 8月 4日（金） 山口県立下関西高等学校 教諭 1名 

 

 日 時 学 校 名 人数 

1 平成 29年 5月 24日(水)～5月 26日(金) 下関市立垢田中学校 2年生 2名 

2 平成 29年 6月 15日(木)～6月 16日(金)  下関市立夢が丘中学校 2年生 4名 

3 平成 29年 8月 2日(火) 下関市立彦島中学校 2年生 4名 

4 平成 29年 10月 4日(水) 山口県立下関中等教育学校 2回生 2名 

5 平成 29年 11月 9日(木)～11月 10日(金) 下関市立勝山中学校 2年生 4名 

6 平成 30年 2月 13日（火）～2月 16日（金） 山口県立下関工科高等学校 1年生 5名 

 

▲職場体験学習（粘土捏ね） 

   延 21 名 
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5 特別観覧 

①兵庫陶芸美術館(平成 29年 5月 10日) 

   綾羅木郷遺跡ほか出土弥生土器 6点  

  ②土井ヶ浜人類学ミュージアム(平成 29年 5月 16日～9月 3日) 

   綾羅木郷遺跡出土アマゾナイト製玉画像データ  

  ③個人(平成 29年 8月 22日) 

   綾羅木郷遺跡出土土器 4点  

  ④個人 (平成 29年 9月 2日) 

      潮待貝塚出土自然遺物・装飾品 21点  

   ⑤個人(平成 30年 2月 23日) 

        綾羅木郷遺跡出土石器 19点 

    

 

6 その他 

（1）考古博物館ボランティア 

          来館者に対するサービスの向上と、市民参加による博物館活動・生涯学習の一環として、平成 

13年度より導入した。今年度は 17名が登録し、各種行事の補助などの活動を行った。 

 

   平成 29年度ボランティア登録者 

    中野 美保子、芝原 信子、松永 守通、田代 重信、成富 輝明、大塚 昭、福田 信弘、 

   永島 洋平、山野 克英、戸曽 健一、堀田 一男、嶺野 宏明、西田 隆、井上 薫、 

   井上 順子、園田 省吾、守田 直巳、中原 彰 

 

（2）刊行物 

刊 行 物 名 発 行 日 体 裁 発行部数 

① 下関市立考古博物館だより No.28 平成 29年 7月 Ａ4判 4項 ※ 

② 下関市立考古博物館 年報 22 平成 29年 8月 Ａ4判 30頁 ※ 

③ 研究紀要 22号 平成 30年 3月 30日 Ａ4判 48頁  1,500部 

 

 ※平成 29年度より『下関市立考古博物館だより No.28』、『下関市立考古博物館 年報 22』は 

  下関市立考古博物館 公式ホームページ上で公開。 
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（3）広報活動  

① 平成 29年度は博物館だより「あやらぎ」№28を下関市立考古博物館の公式ホームページ内

で公開した。 

② その他、当館ホームページ、市報、新聞、広報紙、タウン誌、考古学関係雑誌などへの博物

館行事掲載、テレビ、ＦＭラジオでの取材を通しＰＲ活動を行った。 

  ③ 郷土の文化財を守る会より寄贈いただいた、綾羅木郷遺跡出土の土笛をモチーフとした公式

マスコット「ぶえ吉」を体験学習や史跡の道ウォークなど当館の行事の際や、市内の小学生

団体来館時、下関駅伝大会などの市域のイベントに登場させ、下関市立考古博物館の教育普

及、広報活動を効果的に推進した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

▲出前講座 ▲団体来館 

▲下関駅伝大会 ▲下関駅伝大会 



7  入館者状況

・月別入館者 ・企画展開催期間中入館者数

月 開館日数 幼児 小中高 大人 1日平均 合計 企画展Ⅰ「下関の文化財Ⅱ―昔日の関門海峡―」

4 26 148 515 787 56 1,450 開館日数 幼児 小中高 大人 1日平均 合計

5 27 117 1,163 1,197 91 2,477 4/22～6/25 59 253 1,706 3,901 72 4,244

6 26 99 398 945 55 1,442

7 27 134 536 919 59 1,589 発掘速報展「掘ったほ！下関2017」

8 27 278 1,040 1,307 97 2,625 7/1～9/3 57 430 1,615 2,332 77 4,377

9 27 96 1,224 887 82 2,207

10 27 273 1,571 1,123 110 2,967 特別展「遥かなる音の世界」

11 26 220 456 1,389 79 2,065 9/16～11/12 53 451 2,895 2,276 106 5,622

12 23 115 224 953 56 1,292

1 24 137 187 1,146 61 1,470 第19回「やよい絵画展」

2 24 128 1,167 2,880 174 4,175 11/18～1/21 50 303 563 2,513 68 3,379

3 27 242 225 1,001 54 1,468

合計 311 1,963 8,706 14,534 81 25,227 下関市恐竜卵化石里帰り展示「発見！恐竜卵化石」

11/18～1/21 50 303 563 2,513 68 3,379

企画展Ⅱ明治維新150年記念「史跡が語る幕末の下関」

1/27～3/31 56 384 1,414 4,039 104 5,837

・過去年間入館者数

開館 　　　　個　　　　人 　　   団　　　　体 １日平均

日数 一　般 高大生 小中生 小　計 一　般 高大生 小中生 小　計 入館者数

273 20,296 982 6,081 27,359 4,256 103 1,710 6,069 33,428 15,606 180 49,034

302 9,333 498 3,740 13,571 2,359 109 2,054 4,522 18,093 11,431 98 29,524

311 6,897 356 2,380 9,633 2,298 492 2,636 5,426 15,059 14,424 95 29,483

308 5,219 367 1,876 7,462 1,394 72 3,043 4,509 11,971 15,590 89 27,561

317 4,838 314 2,191 7,343 937 102 4,271 5,310 12,653 16,614 92 29,267

310 3,649 483 1,953 6,085 619 61 6,064 6,744 12,829 16,071 93 28,900

317 3,256 469 1,756 5,481 594 36 6,621 7,251 12,732 17,296 95 30,028

 開館 　   個　　人 　    団　      体 　　　　無　　　    料 １日平均

 日数 一　般 大学生 小　計 一　般 大学生 小　計 小中高 減　免 その他 小　計 入館者数

313 3,063 145 3,208 575 0 575 3,783 14,188 3,963 8,487 26,638 97 30,421

開館 １日平均

日数 幼児 小中高 大人 入館者数 ※平成14年度　18才以下無料
平成15年度合計 316 1,520 12,422 11,603 81 25,545 ※平成15年度以降　完全無料
平成16年度合計 308 1,244 9,241 11,716 72 22,201

平成17年度合計 310 1,934 10,485 14,900 88 27,319

平成18年度合計 307 1,919 9,260 13,634 81 24,813

平成19年度合計 314 1,975 8,665 13,104 76 23,744

平成20年度合計 310 1,855 9,493 12,754 78 24,102

平成21年度合計 314 1,755 9,424 12,821 76 24,000

平成22年度合計 309 1,513 8,807 12,197 73 22,517

平成23年度合計 312 1,317 9,497 12,083 73 22,897

平成24年度合計 307 1,336 9,176 14,084 80 24,596

平成25年度合計 314 1,457 8,591 13,285 74 23,333

平成26年度合計 308 1,563 8,311 12,290 72 22,164   
平成27年度合計 315 1,292 8,202 12,856 71 22,350 累計 人
平成28年度合計 312 2,009 8,616 13,335 77 23,960

612,986

有　料 合　計

年　　度
区　　　分

合　計

 

平成14年度
合計

平成９年度　合計
平成10年度　合計
平成11年度　合計
平成12年度　合計
平成13年度　合計

平成８年度　合計

年　　度 有　料 無　料 合　計

平成７年度　合計
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・都道府県別入館者数

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合計
北海道 0
青森 0
岩手 0
宮城 0
秋田 0
山形 0
福島 0
茨城 1 1
栃木 0
群馬 0
埼玉 0
千葉 0
東京 1 3   4
神奈川  0
新潟 0
富山 0
石川 0
福井 0
山梨 0
長野 0
岐阜 0
静岡 0
愛知  9 8  17
三重 0
滋賀 0
京都 5 5
大阪 2 4  1 7
兵庫 0
奈良  1 1
和歌山 0
鳥取 0
島根 25 25
岡山  0
広島 15 68  1046 767 1 1,897
山口 1,406 2,438 1,297 1,553 2,619 1,147 2,131 1,977 1,288 1,468 4,166 1,468 22,958

(下関市内) 1,403 1,947 1,239 1,537 2,572 995 1,886 1,856 1,286 1,448 4,165 1,467 21,801
徳島 0
香川 0
愛媛 12 12
高知  0
福岡 41 12 28 2 5 4 60 76 2 2 9 241

(北九州市内） 2 11 2 3 4 18 5 1 2 5 53
佐賀  0
長崎 0
熊本  0
大分 23   23
宮崎 0
鹿児島 0
沖縄 1 1

外国 24 11    35

合計 1,450 2,477 1,442 1,589 2,625 2,207 2,967 2,065 1,292 1,470 4,175 1,468 25,227
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・学校団体

市内の学校 市外の学校
　見　学　日 人数 見　学　日 都道府県 市町村 学  校  名 人数
　4月12日（水）  安岡小学校 118 5月11日（木） 山口 周防大島町 東和地区小学校連合 18

4月18日（火） 川中西小学校 62 山口 岩国市 灘小学校 66

4月27日（木） 生野小学校 64 山口 上関町 上関町立上関小学校 12

4月28日（金） 誠意小学校 35 山口 熊毛郡 平生町立佐賀小学校 11

5月 1日（月） 向山小学校 45 5月16日（火） 山口 岩国市 岩国市立東小学校 82

勝山小学校 134 5月18日（木） 山口 周南市 周南市立沼城小学校 38

5月 2日（火） 山の田小学校 88 山口 岩国市 錦川地区連合小学校 60

長府小学校 76 5月19日（金） 山口 玖珂郡和木町 和木町立和木小学校 70

一の宮小学校 73 5月25日（木） 広島 呉市 穂刈連合小学校（穂刈小、下穂刈小） 15

5月12日（金） 王江小学校 20 山口 柳井市 柳井市立柳井小学校 101

5月30日（火） 彦島中学校 25 6月 1日（木） 島根 津和野町 津和野小学校 25

6月 1日（木） 川中小学校 104 山口 柳井市 柳井市立大畠・伊陸・平群連合小学校 29

6月 2日（金） 関西小学校 26 6月 2日（金） 広島 広島市 広島市立本川小学校 68

6月 8日（木） 夢が丘中学校 4 6月 8日（木） 山口 柳井市 小田・柳井南連合小学校 28

6月19日（月） 下関市立大学経済学部2年生 18 9月 3日（日） 愛知 名古屋市 放送大学 9

6月27日（火） 下関市立大学留学生 25 9月14日（木） 広島 呉市 昭和中央小学校 109

7月14日（金） 豊浦総合支援学校 13 広島 呉市 坪内小学校 24

7月28日（金） 東亜大学 4 9月20日（水） 広島 呉市 呉市立原小学校 30

7月31日（月） 川中西小学校 49 9月21日（木） 広島 呉市 呉市立明立小学校 43

8月 2日（水） 彦島中学校 4 9月26日（火） 広島 呉市 呉市立呉中央小学校 101

10月4日（水） 下関中等教育学校 2 広島 呉市 呉市立波多見小学校 33

10月13日（金） 安岡小学校 131 9月27日（水） 広島 呉市 呉市立阿賀小学校 95

川中西小学校 88 広島 呉市 呉市立郷原小学校 72

10月20日（金） 豊浦小学校 167 9月28日（木） 広島 呉市 呉市立荘山田小学校 68

2月21日（水） 豊浦総合支援学校中等部 3 山口 下松市 下松市立中村小学校 53

計 1,378 広島 呉市 呉市立本通小学校 34

広島 呉市 呉市立昭和北小学校 150

広島 呉市 呉市立長迫小学校 16

広島 呉市 呉市立仁方小学校 53

広島 呉市 呉市立音戸小学校 28

広島 呉市 呉市立天応小学校 35

広島 呉市 呉市立昭和西小学校 82

 山口 岩国市 岩国市立愛宕小学校 93

9月29日（金） 広島 呉市 呉市立川尻小学校 73

10月4日（水） 広島 呉市 広小学校 104

10月5日（木） 広島 呉市 呉市立白岳小学校 179

広島 呉市 呉市立両城小学校 23

広島 呉市 呉市立明徳小学校 23

広島 呉市 呉市立昭和南小学校 48

広島 呉市 呉市立豊小学校 20

広島 呉市 呉市立倉橋小学校 20

・博物館施設使用団体 広島 呉市 呉市立和庄小学校 41

山口 柳井市 柳井市立柳北小学校 17

使用日 使用施設 人数 10月 6日（金） 広島 呉市 呉市立横路小学校 139

6月 2日（金） 学習室 26 10月12日（木） 広島 呉市 安浦連合小学校 88

8月20日（日） 学習室 43 広島 呉市 呉市立広南小学校 21

11月1日（水） 学習室 30 10月13日（金） 山口 岩国市 岩国市立久珂小学校 110

2月 4日（日） 講堂・学習室 下関市陸上競技委員会 3,152 10月24日（火） 広島 広島市 広島市立倉掛小学校 46

2月21日（水） 学習室 3 10月25日（水） 広島 呉市 呉市立警固屋小学校 21

3,254 10月26日（木） 山口 光市 光市立室積小学校 62

山口 光市 光市立島田小学校 56

11月 1日（水） 山口 光市 光市立浅江小学校 117

11月 9日（木） 山口 山口市 山口大学 4

計 2,963

山口県豊浦総合支援学校中等部

計

 学  校  名

団体名
下関市立関西小学校

いずみ会下関支部

特別支援学級合同学習会
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・博物館施設使用団体

使用日 使用施設 団体名 人数
9月17日（土） 学習室 下関市立内日中学校 26
9月30日（金） 学習室 ＮＰＯ法人下関子育ちネット 37
10月7日（金） 講堂 ＮＰＯ法人下関子育ちネット 28
11月20日（日） 学習室 下関市立小串小学校 36
2月5日（日） 講堂・学習室 下関市陸上競技協会 1,679
2月18日（土） 学習室 蒲生町子ども会 13

計 1,819
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　　任意アンケート

　　　回答者内訳 ＊性別 男性　74名 女性　79名 無記入 1名

＊年齢 小学生 98名 中学生 7名 15～19歳 4名

20～29歳 3名 30～39歳 7名 40～49歳 5名

50～59歳 8名 60～69歳 5名 70歳以上 9名

記入なし 6名 その他(6歳以下) 2名

＊市内・100名 市外・46名 記入なし・8名

　　　①来館時に利用した交通機関

　　　②一緒に来られた方

　　　③来館した回数

 初めて　 57名 2回目 17名 3～5回目 23名

6～10回目 12名 11回以上 38名 記入なし 6名

　　　④館を何で知ったか(原則初めての来館の方のみだが、そうでない方も回答している）

　　　下関市の広報誌　　　　　3名

　　　団体旅行　　　　　　　 　　1名

　　　通りがかった　　          6名

　　　その他　　　　　　　　　　　12名

　　　⑤当館に来る前によった場所

友人の家 6名 くるまやさん 1名

中央公園 5名 コンビニ 1名

どんぐり 3名 自宅 1名

綾羅木海水浴場 2名 下関市立運動公園 1名

うどん 2名 習字 1名

お墓 2名 瀬戸口医院 1名

ジョイフル 3名 祖母の家 1名

土井ヶ浜遺跡 2名 駄菓子屋 1名

ヒマラヤ 2名 長府庭園 1名

ミスターマックス 2名 バイキング 1名

一貴山古墳 1名 彦島図書館 1名

内田農園 1名 病院 1名

　　　　記入なし　　　　　　　　　　　    0名

　　　　新聞・雑誌で　　　　　　　　  　 3名 　　　案内板を見た　　　　　　1名

　　　　博物館のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　　   　　10名 　　　市のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　　　　　 4名

　　　　ポスター・パンフレット　　　    3名 　　　近くに住んでいる　　　　5名

カップル　　　　　6名

記入なし　　　　6名

　　　　人から聞いて　　　　　　       13名 　　　学校で　　　　　　　　  　8名

友人　　　　41名

家族　　　　　　76名

団体旅行　　　　19名

夫婦　　　　　10名

その他　　　　10名

1人　　　　14名

　郷土学習室と受付横に博物館に関しての質問を載せたアンケート用紙を置き、任意での調査にご協力頂いた。

　平成29年度(平成29年4月～平成30年3月まで）のアンケート協力者は154名で、

  入館者全体の約0.6パーセントであった。

自転車　　　25名

電車　　　　14名 バス　　　　8名

徒歩　　　　21名

タクシー　　 　0名

その他　　　　2名

自家用車　　　85名

　記入なし　　　6名
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海響館 1名 ホテル 1名

お墓 1名 マクドナルド 1名

ガスト 1名 道の駅豊浦 1名

亀山八幡宮 1名 門司港 1名

川棚温泉 1名

   　⑥この後行く予定の場所

自宅 5名 コスモス 1名

　　 友人の家 5名 下関市立美術館 1名

ゆめシティ 5名 塾 1名

川北神社 2名 食事 1名

食事 2名 だがしや 1名

Ｂｉｇ 1名 角島 1名

小月・東行庵 1名 土井ヶ浜遺跡 1名

買い物 1名 図書館 1名

川北神社 1名 プール 1名

川棚温泉 1名 ヘルシーランド 1名

近隣の古墳 1名 門司 1名

くるまやさん 1名 山の上 1名

小倉駅 1名 ゆめマート 1名

　　　⑦常設展示の中でよかったものに○、よくなかったものに×をつけてください。

よかったもの よくなかったもの

パソコンのＱ&Ａ 96名 タイムトンネル 12名

貯蔵用竪穴と人形 90名 古墳時代の展示 8名

弥生時代の展示 90名 パソコンのＱ&Ａ 8名

古墳時代の展示 89名 屋外に復元された古墳 6名

屋外に復元された竪穴住居 86名 海からの文化 3名

屋外に復元された古墳 84名 屋外に復元された竪穴住居 3名

海からの文化 80名 弥生時代の展示 3名

タイムトンネル 80名 貯蔵用竪穴と人形 2名

土器等パズル体験コーナー 72名 土器パズル等体験コーナー 0名

　　　⑧博物館のよかったところ、悪かったところを書いてください。

よかったところ

接客対応　　自主学習に取り入れられる　　Ｑ&Ａが遊び感覚で学習できる　　とても綺麗で清潔

全部よかった　　色々なことが調べられてよい　　大陸との遺物の関連　　発掘再現　　

ひとつひとつの展示や解説がわかりやすい　　土笛体験

古代のゲームや展示されている昔の道具　　弥生時代の事がわかった　　クイズ

体験系（土器パズル、弥生人の服、土笛、再現住居）　　すごくわかりやすかった

人形が細かいところまで作られている　　子供大人も楽しめるところがあって、よかった。　

遊びもあり、こどもにとっても楽しいです。　　土器パズル　　色々な体験ができて楽しかった　　昔の感じ

実物があって面白い　　クイズ　　弥生時代の服　　リアルに展示されているところ　　面白い　　色々知れる

体験コーナー　　色々な歴史があった　　

壺のパズル　　ぶえ吉がかわいい　　土器が豊富　　復元度　　貯蔵庫のジオラマ　　

触れるものがある　　昔の服に触れる　　無料　　展示品がたくさんあってとてもよかった　　館内がきれい

静か　　土器パズル　　おもしろかった　　弥生と古墳の土器がたくさんあるところ　　屋外展示

分かりやすかった　　ゲームができるところ　　楽しめるものが多かった　　土器パズル

問題があったところ　　いろんなことがあって、楽しく、いい勉強になりました　　

土笛　　勾玉づくり　　土器パズル　パソコン　　無料なところ　　気軽に立ち寄ることができる　　
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全体的に静かな空間なので小さい子供もそれに従い、騒がず見たり、体験したりできる

楽器の体験　　むかしのことをたいけんできる　　モデルが多くてわかりやすい

無料なところ　　説明がよい　　雰囲気　　パズル　　ボランティアがやさしかった

ぜんぶ　　土器のパズルが楽しかったです　　なし　　パズルがある　　パズルなどの体験コーナー　　　

たいほう　　たのしい所　　やよいじだいからいまのことがよくわかる

いろいろな体験　　昔がどんなのかわかった　　昔に行ったみたいだった入口

悪かったところ

空腹時、何も買えない　　この遺跡の地形図などがもっと詳しくわかるといいですね

古代の地形とその変遷が知りたかった。大陸や北九州との関係をもう少し分かりやすく

体系的に知りたかった

土笛の吹き方がよくわからない　　もっと色々なところに入りたい　　トイレが展示室周辺にない

静かすぎて映像が集中できない　　解説がわかりにくい　　ほかの時代の展示　　暗い

　　　 音量が大きい　　ミュージアムショップなどで帰った後に友人に見せられるお土産がほしかった

　 土笛が欲しいです　　静かすぎる　　暗い　　普通　　動かないパソコンがたくさんある

人形がリアルで怖い　　土笛の音が怖い

こわれた機材がだめです　　なし　　こわい所

⑨博物館にどういう物があったらいいと思いますか。

楽しみながら勉強できるもの　　紙芝居、ゆるきゃら（ぶえ吉以外）　　洞窟

スタンプラリー　　弥生時代の動物のモデルがあったらいいと思う　　

弥生時代より前の時代のもの　　色々なもの作り体験　　博物館内のスタンプラリー　　

土笛を吹けるコーナー　　人のほね　　地方のいろいろな歴史のもの　　ＶＲ　　ぶえ吉グッズ

スタンプ　　自販機　　遺跡の繋がりの有機的活用　　座って見れる映像コーナー

実物（複製ではないもの）　　遊ぶところ　　きょうりゅうのほね　　展示物がうごくもの

昔ながらの駄菓子屋さん（お菓子屋さん）　　色々体験ができるもの　　地図とボタンを使った位置確認

貴館では綾羅木についての変遷、周囲との関連を含め解説があるといい　　

視点が定まるようなところを重点的に解説してほしい

展示品の音声案内（イヤホンで聞ける装置）　　土笛の説明が書かれている本　　体験コーナー

その時代についてのパンフレット、人物の銅像、暮らしなどの再現

体験コーナー　　小さな子供でも触れるもの　　弥生人のマネキン

どっと物が溢れているので、きちんとした説明文があった方が良いと思う

昔のえんぴつ　　むかしのいえだけじゃなくてほかのそとのどうぐなどのたいけんこーなー

どうくつ　　むかしのもの　　だがしや（たべれる物）やストラップなど

楽しい感じでわくわくするところ

むかしのこと　　トンネルの音が大きい　もっと明るいもの（ミニ模型や絵）
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８、購入図書

書籍名

愛知県稲沢市　尾張国分寺跡発掘調査総括報告書（Ⅱ）　－第15次～第19次調査－

月刊考古学ジャーナル　第697号

月刊考古学ジャーナル　第698号

月刊考古学ジャーナル　第699号

月刊考古学ジャーナル　第700号

月刊考古学ジャーナル　第701号

月刊考古学ジャーナル　第702号

月刊考古学ジャーナル　第703号

月刊考古学ジャーナル　第704号　10月臨時増刊号

月刊考古学ジャーナル　第705号

月刊考古学ジャーナル　第706号

月刊考古学ジャーナル　第707号

月刊考古学ジャーナル　第708号

月刊考古学ジャーナル　第709号

月刊文化財　644号

月刊文化財　645号

月刊文化財　646号

月刊文化財　647号

月刊文化財　648号

月刊文化財　649号

月刊文化財　650号

月刊文化財　651号

月刊文化財　652号

月刊文化財　653号

月刊文化財　654号

千葉県立中央博物館　研究報告　人文科学　第13巻第２号

日本歴史　第828号　2017年５月号

日本歴史　第829号　2017年６月号

日本歴史　第830号　2017年７月号

日本歴史　第831号　2017年８月号

日本歴史　第832号　2017年９月号

日本歴史　第833号　2017年10月号

日本歴史　第834号　2017年11月号

日本歴史　第835号　2017年12月号

日本歴史　第836号　2018年１月号

日本歴史　第837号　2018年２月号

日本歴史　第838号　2018年３月号
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９、寄贈図書

書籍名 寄贈者

1 鵜野讃良皇女　－持統天皇と北河内の飛鳥・奈良時代－
四条畷市立歴史民俗資

料館

2 ～一般国道９号（鳥取西道路）の改築に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書～　乙亥正城跡・乙亥正小川谷遺跡
（公財）鳥取市文化財

団

3 ～一般国道９号（鳥取西道路）の改築に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書～　倉見古墳群　－倉見15・28・31号墳の調査－
（公財）鳥取市文化財

団

4 「伊那郡衙」のとある一日　－桓川官衙遺跡－ 飯田市上郷考古博物館

5 ｢博物館登録制度の在り方に関する調査研究｣報告書
（公財）日本博物館協

会

6 『水中遺跡保護の在り方について』(報告) 山口県教育委員会

7 『埋蔵文化財保護行政におけるデジタル技術の導入について　１』（報告） 山口県教育委員会

8 『埋蔵文化財保護行政におけるデジタル技術の導入について　２』（報告）

9 『魏志』倭人伝に記された一支国の世界 九州国立博物館

10 ＜福山市鞆町＞史跡朝鮮通信使遺跡鞆福禅寺境内第１次発掘調査報告書－史跡整備事業に係る範囲・内容確認調査－ 福山市教育委員会

11 2016／年報　平成28年度
山形県立うたむき風土

記の丘考古資料館

12 2016年　伊賀市文化財年報13 伊賀市教育委員会

13 2017　全史協会報　平成28年度全国史跡整備市町村協議会
全国史跡整備市町村協

議会

14 50cm下の桜井　発掘調査速報展22
桜井市立埋蔵文化財セ

ンター

15
Ⅰ恩智遺跡（第24・29査）　Ⅱ亀井遺跡（第19次調査）　Ⅲ竹渕遺跡（第11次調査）　Ⅳ水越遺跡（第19次調査）　Ⅴ水越遺跡（第22次調査）

Ⅵ水越遺跡（第23次調査）

（公財）八尾市文化財

調査研究会

16
Ⅰ萱振遺跡（第28次調査）　Ⅱ北木の本２丁目遺跡（第１次調査）　Ⅲ成法寺遺跡（第27次調査）　Ⅳ中田遺跡（第55次調査）　Ⅴ西郡廃寺（第６

次調査）　Ⅵ西郡廃寺（第９次調査）

（公財）八尾市文化財

調査研究会

17 Ⅰ植松遺跡（第14次調査）　Ⅱ西郡遺跡（第２次調査）　Ⅲ八尾南遺跡（第40次調査）　Ⅳ矢作遺跡（第11次調査）
（公財）八尾市文化財

調査研究会

18 Ⅰ成法寺遺跡（第28次調査）　Ⅱ太子堂遺跡（第16次調査）
（公財）八尾市文化財

調査研究会

19
Ⅰ跡部遺跡（第43次調査）　Ⅱ恩智遺跡（第42次調査）　Ⅲ田井中遺跡（第23次調査）・木の本遺跡（第30次調査）　下水道工事に伴う埋蔵文化財

発掘調査

（公財）八尾市文化財

調査研究会

20

Ⅰ太田川遺跡（第５次調査）　Ⅱ太田川遺跡（第６次調査）　Ⅲ恩智遺跡（第37次調査）　Ⅳ恩智遺跡（第40次調査）　Ⅴ恩智遺跡（第41次調査）

Ⅵ木の本遺跡（第29次調査）　Ⅶ郡川遺跡（第23次調査）　Ⅷ郡川遺跡（第24次調査）　Ⅸ神宮寺遺跡（第３次調査）　Ⅹ水越遺跡（第21次調査）

ⅩⅠ水越遺跡（第24次調査）　ⅩⅡ水越遺跡（第25次調査）　下水道工事に伴う埋蔵文化財発掘調査

（公財）八尾市文化財

調査研究会

21 A・SA・GOのカントリーロード　～ひとの道・モノの道～ 兵庫県立考古博物館

22 Jomon Art Project+ 茅野市民館10周年記念

23 MUSEOLOGIST　2016年度　明治大学学芸員養成課程年報　32 明治大学学芸員養成課

24 MUSEUM STUDY　2016年度　明治大学学芸員養成課程紀要　28 明治大学学芸員養成課

25 NKH　長岡市立科学博物館報　No.101 長岡市立科学博物館

26 URUSHIふしぎ物語　－人と漆の12000年史－ 国立歴史民俗博物館

27 アクセサリー＊墓 尼崎市立田能資料館

28 あわらの殿様　多賀谷左近
あらわ市郷土歴史資料

館

29 いまなおひかり放ちて 前橋市教育委員会

30 うきは円形劇場 うきは市教育委員会

31 えひめの古墳探訪 愛媛立歴史文化博物館

32 おかやま☆遺跡探訪　高梁川西岸の遺跡 岡山県古代吉備文化財

33 おほつ研究　Vol.10 泉大津市教育委員会

34 お茶と美濃焼 土岐市美濃陶磁歴史館

35 かつしか絵図風土記　－描かれた東京低地－
葛飾区郷土と天文の博

物館

36 かづらき　11　－平成26・27年度－ 葛城市歴史博物館

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

化財センター

38 きらめきで飾る　－螺鈿の美をあつめて－ 九州国立博物館

39 クク井跡発掘調査報告書　防災集団移転促進事業関連遺跡発掘調査 （公財）岩手県文化振

40 ゴーランド・コレクション総合研究の新知見に基づく　日本古墳時代像・研究史の再構築　NewsLetter No.３
京都橘大学文学部歴史

遺産学科

41 こまえの文化ガイド１（普及版）　こまえの遺跡と古墳 狛江市教育委員会

42 しまねの古代文化　第24号
島根県古代文化セン

ター

43 シリーズ千塚②　寺口忍海古墳群
歴史に憩う橿原市博物

館

44 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

45 シンポジウム報告書　きらめく瓦　かがやく城　－金箔瓦と豊臣郡山城－
帝塚山大学考古学研究

所

46 そうだ！旅に出よう～収蔵資料から見る昔の旅行～ 安城市歴史博物館

47 タスケ岩の伝説　大野城物語　紹介冊子 大野城市教育委員会

48 たたら―日本古来の製鉄【増補改訂版】
公益財団法人　JFE21

世紀財団

49 ちょっと昔の暮らしと風景　－城陽町だった頃－　写真編 城陽市歴史民俗資料館

50 デジタルアーカイブ学会誌　2017, Vol. 1, Issue 1 (創刊号)
デジタルアーカイブ学

会

51 デジタルで楽しむ歴史資料 国立歴史民俗博物館

52 ドウ々平遺跡発掘調報告書　県道仙隠岡田線改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査 倉吉市教育委員会
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53 とっとり弥生の王国　2017Spring 特集　倭人の食卓
鳥取県埋蔵文化財セン

ター

54 とっとり弥生の王国・2018　Spring 特集　倭人のデザイン
鳥取県立むきばんだ史

跡公園

55 とよたの　創刊号
豊田のホタル祭り実行

委員会
56 ながはくの雛人形 長野市立博物館

57 ならまちの南玄関　－肘塚・京終の歴史文化－
（公財）元興寺文化財

研究所

58 のの子谷横穴墓群　京田遺跡３区　一般国道９号（出雲湖陵道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書３
島根県教育庁埋蔵文化

財センター

59 ひつぎのヒミツ　～棺から読み解く古墳時代～ 山梨県立考古博物館

60 ひょうごの遺跡2017　－調査研究速報－ 兵庫県立考古博物館

61 ふちゅ～る　No.26　平成28年度　静岡市文化財年報 静岡市教育委員会

62 ふるさと館ちくしの　筑紫野市歴史博物館　年報17（平成27年度） 筑紫野市歴史博物館

63 ほとけの王国　大分の仏像 大分市歴史資料館

64 みのかも文化の森　年報　Vol.16 2015年度 みのかも文化の森

65 みのかも文化の森　年報　Vol.17 2016年度 みのかも文化の森

66 みやき町内遺跡確認・試掘調査報告書１　－平成17～23年度佐賀県みやき町内の確認・試掘調査記録－ みやき町教育委員会

67 ミュージアム調査研究報告　第８号 香川県立ミュージアム

68 みんなのまわりの遺跡をさがそう　～学校の下の遺跡～ 尼崎市立田能資料館

69 むかしのくらし読本３　昭和の四日市のこども 四日市市立博物館

70 むかしの子どものお手伝い 氷見市立博物館

71 よみがえるプラネタリウム 戸田市立郷土博物館

72 わが火焔の世紀　山口合同ガス100年史 山口合同ガス

73 わたしたちの国分寺公園　～遠江国分寺跡整備基本計画のあらまし～ 磐田市教育委員会

74 愛知県稲沢市　稲沢市内遺跡発掘調査概要報告書（Ⅴ）　－史跡尾張国分寺跡第19次調査－ 稲沢市教育委員会

75 愛知県稲沢市　尾張国分寺跡発掘調査総括報告書（Ⅱ）　－第15次～第19次調査－ 稲沢市教育委員会

76 愛知県東海市　平成27年度　畑間遺跡発掘調査報告 東海市教育委員会

77 愛宕下武家屋敷群－旗本大嶋家・旗本水野家屋敷跡遺跡－発掘調査報告書 港区教育委員会

78 愛比売　平成27年度　年報
（公財）愛媛県埋蔵文

化財センター

79 愛比売　平成28年度　年報
（公財）愛媛県埋蔵文

化財センター

80 愛媛の祭りと芸能 愛媛立歴史文化博物館

81 愛媛県西予市宇和町　笠置峠古墳 西予市教育委員会

82 愛媛大学埋蔵文化財調査室年報　－2015年度－
愛媛大学埋蔵文化財調

査室

83 愛媛大学埋蔵文化財調査室年報　－2016年度－
愛媛大学埋蔵文化財調

査室

84 旭ヶ岡遺跡Ⅱ・鹿島城跡Ⅳ　佐賀県立鹿島高等学校普通教室棟新築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査 鹿島市教育委員会

85 綾瀬市試掘調査概報　附編　早川天神森遺跡 綾瀬市教育委員会

86 安城の文化財　モノ語り名品展Ⅳ 安城市歴史博物館

87 安倍山祭祀遺跡　－宅地造成（湯川三丁目）に伴う埋蔵文化財調査報告－
（公財）北九州市芸術

文化振興財団

88 伊勢遺跡確認調査報告書Ⅸ　守山市文化財調査報告書
守山市立埋蔵文化財セ

ンター

89 伊勢国府跡19 鈴鹿市考古博物館

90
伊良原Ⅳ　上伊良原マトコロ遺跡　下伊良原フラノ遺跡　下伊良原東向川原遺跡　下伊良原羽後屋敷遺跡　下伊良原中ノ切遺跡　伊良原ダム関係埋

蔵文化財調査報告－４－
福岡県教育委員会

91
伊良原Ⅴ　下伊良原高木神社跡　下伊良原庄屋屋敷跡　下伊良原宮園遺跡　上伊良原高木神社跡　上伊良原善治遺跡　伊良原ダム関係埋蔵文化財調

査報告－５－
福岡県教育委員会

92 伊良原Ⅵ　下伊良原西の塚遺跡　下伊良原下地ヶ原遺跡　下伊良原平原遺跡　下伊良原中ノ坪遺跡　伊良原ダム関係埋蔵文化財調査報告－６－ 福岡県教育委員会

93 意宇平野の集落遺跡　－島根県教育庁埋蔵文化財センター所蔵資料再整理事業報告書１－
島根県古代文化セン

ター

94 異境に生きて　－文禄・慶長の役と佐賀の被虜人－
佐賀県立名護屋城博物

館

95 遺跡からみた瀬戸焼の歴史
（公財）瀬戸市文化振

興財団

96 遺跡から探る中世の低地集落
葛飾区郷土と天文の博

物館

97 遺跡情報交換標準の研究　第４版 奈良文化財研究所

98 磯部Ⅰ　－新潟県柏崎市　磯部遺跡発掘調査報告書－ 柏崎市教育委員会

99 磯部Ⅱ　－新潟県柏崎市　善根遺跡群第２次発掘調査報告書－ 柏崎市教育委員会

100 一関市博物館研究報告　第20号 一関市博物館

101 一汁三菜　江戸から昭和の食文化 安城市歴史博物館

102 一丁田遺跡（13区）　－湾岸消防署庁舎移転建設に伴う発掘調査報告書－ 静岡市教育委員会

103 一丁田遺跡３次 日田市教育委員会

104 一般国道１号北勢バイパス埋蔵文化財発掘調査概報　ⅩⅡ 四日市市教育委員会

105 一般国道１号北勢バイパス埋蔵文化財発掘調査概報　ⅩⅢ 四日市市教育委員会

106 一般国道49号　阿賀野バイパス関係発掘調査報告書Ⅹ　新町遺跡
（公財）新潟県埋蔵文

化財調査事業団

107 一般国道49号　阿賀野バイパス関係発掘調査報告書ⅩⅡ　柄目木遺跡Ⅲ
（公財）新潟県埋蔵文

化財調査事業団

108 一般財団法人米子市文化財団　埋蔵文化財調査室年報４　平成28年度
（一財）米子市文化財

団

109 稲部遺跡　第２次発掘調査報告書　－市道芹橋彦富線道路改良工事に伴う発掘調査－ 彦根市教育委員会

110 稲部西遺跡　第１次発掘調査報告書　－市道稲部本庄線道路改良工事に伴う発掘調査－ 彦根市教育委員会
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111 茨城県石岡市　北田向遺跡　－市道B6706号線（美野里・八郷線）建設に伴う埋蔵文化財発掘調査－ 石岡市教育委員会

112 茨木市立文化財資料館館報　第２号（平成27年度） 茨木市立文化財資料館

113 因幡の古墳　～王者の墓をめぐる～ 鳥取市教育委員会

114 因幡の山城　～攻防戦の跡をめぐる～　「日本二ツ之御弓矢境」に築かれし城 鳥取市教育委員会

115 陰陽師　安倍晴明 安城市歴史博物館

116 隠岐国分寺埋蔵文化財調査報告書 隠岐の島町教育委員会

117 宇治市歴史資料館　年報　平成27年度 宇治市歴史資料館

118 宇陀市内遺跡発掘調査概要報告書　2015年度 宇陀市教育委員会

119 宇部館跡・北ノ越遺跡発掘調査報告書　三陸沿岸道路建設事業関連遺跡発掘調査

（公財）岩手県文化振

興事業団埋蔵文化財セ

ンター

120 羽曳野市内遺跡調査報告書　－平成24年度－ 羽曳野市教育委員会

121 羽曳野市内遺跡調査報告書　－平成26年度－ 羽曳野市教育委員会

122 羽咋郡志賀町　福井ナカミチ遺跡　地方道改築（主）志賀田鶴浜線に係る埋蔵文化財発掘調査報告書
（公財）石川県埋蔵文

化財センター

123 羽咋市　四柳白山下遺跡Ⅲ　一般国道159号改築（鹿島バイパス）に係る埋蔵文化財発掘調査報告書
（公財）石川県埋蔵文

化財センター

124 羽場獅子塚古墳　－平成24・25年度範囲確認調査報告書－ 飯田市教育委員会

125 浦幌町立博物館　紀要　第17号 浦幌町立博物館

126 浦幌町立博物館　年報　第17号 浦幌町立博物館

127 雲仙市の埋蔵文化財について　～新市指定文化財～ 雲仙市教育委員会

128
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（曽於郡大崎町）　東九州自動車道建設（志布志IC～鹿屋串良JCT）に伴う

埋蔵文化財発掘調査報告書

鹿児島県立埋蔵文化財

センター

129 越谷御殿跡発掘調査報告書Ⅰ　－サンリットタウン越谷A・サンリットタウン越谷B新築工事に係る埋蔵文化財発掘調査報告書－ 越谷市教育委員会

130 越田松長根Ⅰ遺跡発掘調査報告書　宮古市新田平乙部線道路整備事業関連遺跡発掘調査

（公財）岩手県文化振

興事業団埋蔵文化財セ

ンター
131 延岡城三階櫓跡（延岡城跡第27次調査）　延岡城三階櫓跡石垣根石確認調査概要報告書 延岡市教育委員会

132 延岡城内遺跡Ⅳ（延岡城外堀Ⅰ）　－延岡市役所新庁舎建設に伴う延岡城内遺跡（第26次）発掘調査概要報告書－ 延岡市教育委員会

133 猿後遺跡・向井原遺跡（鹿児島県薩摩郡さつま町中津川）　農地整備事業（通作・過疎）中津川北地区に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 さつま町教育委員会

134 奥園遺跡２　－奥園遺跡群第１・６次調査、湯の谷遺跡第１次調査－ 太宰府市教育委員会

135 奥家関係史料調査報告書 泉佐野市教育委員会

136 奥山製鉄遺跡　幹線林道整備事業（比和新庄線）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
（公財）広島県教育事

業団

137 横隈上ノ原上遺跡３　－福岡県小郡市横隈所在遺跡の調査報告－
小郡市埋蔵文化財調査

センター

138 横穴探求　－高井田横穴が見た25年－ 柏原市立歴史資料館

139 横山３遺跡(鹿児島県鹿屋市横山町）　横山排水池整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 鹿屋市教育委員会

140 横須賀市　博物館報　No.63
横須賀市自然・人文博

物館

141 横須賀市博物館研究報告（人文科学）　第61号
横須賀市自然・人文博

物館

142 横須賀市博物館資料集　第41号
横須賀市自然・人文博

物館

143 横田３号遺跡・市地遺跡発掘調査報告書　－龍王小学校新設事業－ 東広島市教育委員会

144 横浜に稲作がやってきた！？ 横浜市歴史博物館

145 横浜のあゆみ　ヒト・モノ・マチ 横浜市歴史博物館

146 横浜市歴史博物館　紀要　VOL.20 横浜市歴史博物館

147 横浜市歴史博物館　紀要　VOL.21 横浜市歴史博物館

148 横浜市歴史博物館　調査研究報告　VOL.13 横浜市歴史博物館

149 横浜市歴史博物館　調査研究報告　横浜市歴史博物館　調査研究報告　VOL.12 横浜市歴史博物館

150 横浜市歴史博物館資料目録　第24集 横浜市歴史博物館

151 横浜市歴史博物館資料目録　第25集 横浜市歴史博物館

152 横峰遺跡２ 大野城市教育委員会

153 王権儀礼に奉仕する人々
高槻市立今城塚古代歴

史館

154 王子ヶ城跡　－九州電力日向幹線鉄塔建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－
臼杵市文化財管理セン

ター

155 黄檗の伝来と江戸の禅宗
駒澤大学禅文化歴史博

物館

156 岡山びと　岡山シティミュージアム紀要　第11号
岡山シティミュージア

ム

157 岡山県埋蔵文化財報告　47 岡山県教育委員会

158 岡山県立博物館　ジュニア学芸員講座　平成28年度報告集 岡山県立博物館

159 岡山県立博物館　ジュニア学芸員講座　平成29年度報告集 岡山県立博物館

160 岡山市埋蔵文化財センター研究紀要　第８号 岡山市教育委員会

161 岡山市埋蔵文化財センター研究紀要　第９号 岡山市教育委員会

162 岡山市埋蔵文化財センター年報15　－2014（平成26）年度－ 岡山市教育委員会

163 岡山市埋蔵文化財センター年報16　－2015（平成27）年度－ 岡山市教育委員会

164 岡山市立オリエント美術館研究紀要　30
岡山市立オリエント美

術館
165 岡山城三之外曲輪跡 －川崎医科大学総合医療ｾﾝﾀｰ建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告－ 岡山市教育委員会

166 岡山大学埋蔵文化財調査研究センター　紀要　2015 岡山大学埋蔵文化財調

167 沖代地区条里跡41次調査　集合住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 中津市教育委員会

168 沖代地区条里跡44次調査　集合住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 中津市教育委員会

169 乙金地区遺跡群14　～薬師の森遺跡第37・39・40次調査～　～雉子ヶ尾遺跡第４・５次調査～ 大野城市教育委員会

170 乙金地区遺跡群15　～王城山遺跡第１・２次調査～ 大野城市教育委員会

171 乙金地区遺跡群16　～古野遺跡第１次調査・第６次調査～　乙金第二土地区画整理事業地内埋蔵文化財調査報告書16 大野城市教育委員会

172 乙金地区遺跡群17　～善一田遺跡第２・３・５次調査～　乙金第二土地区画整理事業地内埋蔵文化財調査報告書17 大野城市教育委員会

173 乙金地区遺跡群18　～薬師の森遺跡第41・42次調査～　乙金第二土地区画整理事業地内埋蔵文化財調査報告書18 大野城市教育委員会
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174 乙金地区遺跡群19　～薬師の森遺跡第43次・善一田遺跡第６・７次・古野遺跡第７次調査～　乙金第二土地区画整理事業地内埋蔵文化財調査報告書 大野城市教育委員会

175 乙訓の西国街道と向日町 向日市文化資料館

176 下ヶ戸貝塚Ⅳ　下ヶ戸宮前遺跡発掘調査報告書Ⅳ 我孫子市教育委員会

177 下印鑰遺跡　－１区の調査－ 佐賀市教育委員会

178 下右田遺跡　第33・34次発掘調査報告書 防府市教育委員会

179 下貫遺跡第３次調査　－宅地造成（下貫四丁目）に伴う埋蔵文化財調査報告－
（公財）北九州市芸術

文化振興財団

180 下関市埋蔵文化財年報　８　－平成27（2015）年度の記録－ 下関市教育委員会

181 下芝宮遺跡Ⅵ　長野県佐久市長土呂下芝宮遺跡　第Ⅵ次調査 佐久市教育委員会

182 下上津役大塚遺跡　－(仮称)町上津役西住宅型老人ホーム新築工事に伴う埋蔵文化財調査報告－
（公財）北九州市芸術

文化振興財団

183 下谷古墳群 伊勢崎市教育委員会

184 下田遺跡(２) 八ツ場ダム建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　第52集
（公財）群馬県埋蔵文

化財調査事業団

185 下東遺跡３ 山口市教育委員会

186 下南部遺跡　－白川河川激甚災害対策特別緊急事業に伴う埋蔵文化財調査報告－ 熊本県教育委員会

187 下之郷遺跡確認調査報告書ⅩⅠ　－第95次調査報告書－
守山市立埋蔵文化財セ

ンター

188 下之郷遺跡関連発掘調査報告書
守山市立埋蔵文化財セ

ンター

189 下之郷遺跡関連発掘調査報告書Ⅱ
守山市立埋蔵文化財セ

ンター

190 下之郷遺跡関連発掘調査報告書Ⅲ　－第23次調査報告書－ 守山市教育委員会

191 下之郷遺跡発掘調査報告書　－総括編－
守山市立埋蔵文化財セ

ンター

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

193 下律令遺跡４（沖ノ下２地区、下瑞光寺地区）
山口県埋蔵文化財セン

ター

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

（公財）岩手県文化振

興事業団埋蔵文化財セ

ンター

195 加悦町史　資料編　第一巻 与謝野町役場

196 加悦町史　資料編　第二巻 与謝野町役場

197 加賀市指定史跡　大聖寺城跡　大聖寺藩主前田家墓所　確認調査報告書 加賀市教育委員会

198 加古川市　大塚遺跡　－（都）尾上小野線都市計画道路事業に伴う発掘調査報告書－ 兵庫県教育委員会

199 加古川市西条古墳群　人塚古墳 加古川市教育委員会

200 加東市文化財年報　－2015年度－ 加東市教育委員会

201 家の上古墳発掘調査報告 真庭市教育委員会

202 家浦遺跡Ⅱ　長野県佐久市下小田切家浦遺跡　第２次調査 佐久市教育委員会

203 家島諸島の考古学
姫路市埋蔵文化財セン

ター

204 科研費NEWS　2016  VOL.４ 日本学術振興会

205 科研費NEWS　2017  VOL.１ 日本学術振興会

206 科研費NEWS　2017  VOL.２ 日本学術振興会

207 科研費NEWS　2017  VOL.３ 日本学術振興会

208 河伯洞記念誌　あしへい　20 葦平と河伯洞の会

209 河伯洞記念誌　あしへい　臨時号 葦平と河伯洞の会

210 火焔型土器と西の縄文 京都大学総合博物館

211 花園遺跡１・仲島本間尺遺跡２ 大野城市教育委員会

212 荷竹日影Ⅱ遺跡発掘調査報告書　三陸沿岸道路関連遺跡発掘調査

（公財）岩手県文化振

興事業団埋蔵文化財セ

ンター

213 会所宮遺跡２次 日田市教育委員会

214 海底から蘇る元寇船の航跡 松浦市教育委員会

215 絵図と写真で見る武蔵村山
武蔵村山市立歴史民俗

資料館

216 開所40年記念特別展　遺跡保護のあゆみ　－富山県40年間の発掘調査で解き明かされてきた歴史の数々－
富山県埋蔵文化財セン

ター

217 貝塚博物館紀要　第43号
千葉市立加曽利貝塚博

物館

218 垣外遺跡発掘調査報告２　垣外遺跡第４次調査　周南市都市計画事業久米中央土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告１ 周南市教育委員会

219 垣生遺跡　遠賀川河道掘削に伴う試掘調査 中間市教育委員会

220 蛎久遺跡　－３区の調査－ 佐賀市教育委員会

221 学芸員　－Bulletin for Curator's Course No.20
学習院大学学芸員課程

委員会

222 学芸員　－Bulletin for Curator's Course No.21
学習院大学学芸員課程

委員会

223 楽しい浮世絵ヒストリー　丹波コレクションの世界 横浜市歴史博物館

224 橿原考古学研究所　年報42　平成27年度（2015年度）
奈良県立橿原考古学研

究所

225 橿原考古学研究所紀要　考古學論攷　第40冊
奈良県立橿原考古学研

究所

226 鎌ヶ谷市郷土資料館年報　第30号 ［平成28年度］ 鎌ヶ谷市教育委員会

227 鎌ヶ谷市史　下巻 鎌ヶ谷市教育委員会

228 鎌ヶ谷市史研究　第30号 鎌ヶ谷市教育委員会

229 瓦塚窯跡発掘調査報告書 石岡市教育委員会

230 官道下遺跡・灘遺跡
島根県埋蔵文化財調査

センター

231 干潟猿山遺跡２　－福岡県小郡市干潟所在遺跡の調査報告－
小郡市埋蔵文化財調査

センター
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232 管窪長屋構Ⅱ・Ⅲ遺跡発掘調査報告書　三陸沿岸道路建設事業関連遺跡発掘調査

（公財）岩手県文化振

興事業団埋蔵文化財セ

ンター

233 観音寺本馬遺跡Ⅲ（観音寺Ⅰ区）　－京奈和自動車道「御所区間」建設に伴う発掘調査報告書（７）－
奈良県立橿原考古学研

究所

234 貫城跡　－貫165号線道路整備工事に伴う埋蔵文化財調査報告－
（公財）北九州市芸術

文化振興財団

235 関市　市内遺跡発掘調査報告書　第１部　市内遺跡発掘調査　平成25～26年度　第２部　国指定史跡　弥勒寺官衙遺跡群　弥勒寺東遺跡Ⅳ
関市文化財保護セン

ター

236 関市市内遺跡発掘調査報告書　平成22～24年度
関市文化財保護セン

ター

237 関市埋蔵文化財発掘調査報告書
関市文化財保護セン

ター

238 関西大学博物館紀要　第23号 関西大学博物館

239 関西窯業の近代Ⅰ 大手前大学史学研究所

240 館Ⅳ遺跡（2010年度）
北上市立埋蔵文化財セ

ンター

241 館岡遺跡発掘調査報告書　一関遊水地事業関連遺跡発掘調査

（公財）岩手県文化振

興事業団埋蔵文化財セ

ンター

242 館報　39 山口県立山口博物館

243 館報　平成26年度
福井県立若狭歴史博物

館

244 館報　平成28年度
福井県立若狭歴史博物

館

245 岩橋千塚とその時代　－紀ノ川流域の古墳文化－
和歌山県立紀伊風土記

の丘

246 岩本城跡・岩本古墳群　－一般国道９号（鳥取西道路）の改築に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－
（公財）鳥取市文化財

団

247 企画展「道教の世界」図録『駒澤大学禅文化歴史博物館所蔵道教関係資料２』
駒澤大学禅文化歴史博

物館

248 寄安・栗森遺跡Ⅱ　森田北東部土地区画整理事業に伴う発掘調査報告書３ 福井市教育委員会

249 岐阜県博物館調査研究報告　第37号 岐阜県博物館

250 岐阜県博物館報　第40号 岐阜県博物館

251 希望を追いかけて　～フロリダ州立大学所蔵写真展～ 昭和館

252 紀の川市内遺跡発掘調査概要報告書　－平成27年度－ 紀の川市教育委員会

253 紀要　第24号
滋賀県立安土城考古博

物館

254 紀要　第35号

（公財）岩手県文化振

興事業団埋蔵文化財セ

ンター

255 紀要 第36号

（公財）岩手県文化振

興事業団埋蔵文化財セ

ンター

256 紀要10 日立市郷土博物館

257 紀要11 日立市郷土博物館

258 紀要愛媛　第12号
（公財）愛媛県埋蔵文

化財センター

259 紀要愛媛　第13号
（公財）愛媛県埋蔵文

化財センター

260 鬼塚確認調査報告書
葛飾区郷土と天文の博

物館

261 亀岡市文化資料館報　第10号 亀岡市文化資料館

262 亀山城 福津市教育委員会

263 祇園原古墳群19　国指定史跡「新田原古墳群」史跡整備にともなう発掘調査概要報告書（19） 新富町教育委員会

264 祇園町遺跡第10地点　－９号線（高野工区）街路事業に伴う埋蔵文化財調査報告－
（公財）北九州市芸術

文化振興財団

265 祇園町遺跡第７地点　－宅地造成（長尾一丁目）に伴う埋蔵文化財調査報告－
（公財）北九州市芸術

文化振興財団

266 祇園町遺跡第８地点　－長行田町線（長尾小学校入口交差点）交通安全事業に伴う埋蔵文化財調査報告－
（公財）北九州市芸術

文化振興財団

267 祇園町遺跡第９地点　－９号線（高野工区）街路事業に伴う埋蔵文化財調査報告２－
（公財）北九州市芸術

文化振興財団

268 菊川市文化財年報　－第10号－　市内遺跡確認調査報告書（平成28年度） 菊川市教育委員会

269 菊川市文化財年報　－第９号－　市内遺跡確認調査報告書（平成27年度） 菊川市教育委員会

270 吉岡下ノ段遺跡第11次・第12次発掘調査報告書 掛川市教育委員会

271 吉野ヶ里遺跡　－弥生時代の墳丘墓－ 佐賀県教育委員会

272 吉野ヶ里遺跡　－弥生時代の墓地－ 佐賀県教育委員会

273 丘江　－新潟県柏崎市　丘江遺跡発掘調査報告書－ 柏崎市教育委員会

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

（公財）岩手県文化振

興事業団埋蔵文化財セ

ンター

275 久保田　－新潟県柏崎市　久保田遺跡発掘調査報告書－ 柏崎市教育委員会

276 久万高原町上黒岩岩陰遺跡出土遺物 愛媛立歴史文化博物館

277 宮の上遺跡群　宮の上遺跡Ⅵ　長野県佐久市三河田宮の上遺跡発掘調査報告書 佐久市教育委員会

278 宮ノ前遺跡（第３次）発掘調査報告書　－宅地造成工事に係る埋蔵文化財の記録保存－ 鈴鹿市考古博物館

279 宮浦遺跡４　－宮浦遺跡13区・14区・15区発掘調査報告書－
坂戸市立歴史民俗資料

館
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280 宮崎県総合博物館　年報　平成28年度　第46号 宮崎県総合博物館

281 宮崎県総合博物館研究紀要　第37輯 宮崎県総合博物館

282 宮前川流域の遺跡Ⅲ　辻遺跡５次調査　辻町遺跡３次調査　朝美辻遺跡１次調査　朝美辻遺跡２次調査 松山市教育委員会

283 宮本常一が見た柱島群島 岩国市教育委員会

284 宮野貝塚発掘調査報告書　警察施設災害復旧事業(大船渡警察署綾里駐在所建設)関連遺跡発掘調査

（公財）岩手県文化振

興事業団埋蔵文化財セ

ンター

285 旧金石城庭園　金石城跡保存整備事業に伴う範囲確認調査報告書（遺物写真編） 対馬市教育委員会

286 旧九州鉄道城山三連橋梁　国・登録有形文化財旧九州鉄道城山三連橋梁の発掘調査 筑紫野市教育委員会

287 牛丸遺跡第２地点　－小規模保育施設設置工事（昭和町）に伴う埋蔵文化財調査報告－
（公財）北九州市芸術

文化振興財団

288 牛塚古墳群　スズキ株式会社岡山総社納整センター建設に伴う発掘調査（１） 総社市教育委員会

289 京町遺跡　京町遺跡４区埋蔵文化財発掘調査報告書 鳥栖市教育委員会

290 京都橘大学　歴史遺産調査報告　2016
京都橘大学文学部歴史

遺産学科

291 京都橘大学大学院研究論集　文学研究科　【第15号】
京都橘大学文学部歴史

遺産学科

292 京都高山寺と明恵上人　－特別公開　鳥獣戯画－ 九州国立博物館

293 京都大学　総合博物館年報　平成28年度 京都大学総合博物館

294 京都大学構内遺跡調査研究年報　2015年 京都大学文化財総合研

295 京都大学総合博物館収蔵資料目録　第３号　考古目録 京都大学総合博物館

296 京都大学総合博物館収蔵資料目録第２号　第三高等学校鉱物標本目録 京都大学総合博物館

297 京都府埋蔵文化財情報　第132号
（公財）京都府埋蔵文

化財調査研究センター

298 京都文化博物館　2015（平成27）年度年報 京都文化博物館

299 京都文化博物館　2016（平成28）年度年報 京都文化博物館

300 京都文化博物館研究紀要　朱雀　第28集 京都文化博物館

301 京都文化博物館研究紀要　朱雀　第29集 京都文化博物館

302 共同研究成果報告書11 大阪歴史博物館

303 橋本市郷土資料館報　第31号　「葛城凍豆腐製造工業組合　沿革史　明治四十年十月日」翻刻 橋本市郷土資料館

304 興道寺廃寺 美浜町教育委員会

305 玉丘古墳Ⅱ　－主体部盗掘坑及び長持形石棺の調査－ 加西市教育委員会

306 玉泉寺遺跡（Ⅵ区・Ⅶ区）　久景川遺跡（Ⅴ区）　一般国道９号（出雲湖陵道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書２
島根県教育庁埋蔵文化

財センター

307 玉虫遺跡　三牟田西田遺跡　福岡県朝倉郡筑前町曽根田・三牟田所在の遺蹟調査報告 筑前町教育委員会

308 玉名市内遺跡調査報告書Ⅸ　―平成24・25年度の調査― 玉名市教育委員会

309 近江の城を掘る
滋賀県立安土城考古博

物館

310 近江国府跡・管池遺跡発掘調査報告書 大津市教育委員会

311 近世・近代の石見焼の研究
島根県古代文化セン

ター

312 近世絵図にみる播州三木　別所氏が築いた三木の城・三木の町・そして三木合戦 三木市教育委員会

313 金光山最勝寺墓石調査報告書 厚木市教育委員会

314 金石城跡　保存整備事業報告書 対馬市教育委員会

315 金沢坂遺跡　－一般国道９号（鳥取西道路）の改築に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－
（公財）鳥取市文化財

団

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

化財センター

317
金沢市　畝田・寺中遺跡、畝田遺跡、畝田大徳川遺跡、畝田B遺跡、畝田C遺跡、畝田・無量寺遺跡　国道改築一般国道305号（海側幹線）に係る埋

蔵文化財発掘調査報告書

（公財）石川県埋蔵文

化財センター

318 金沢大学構内遺跡－角間遺跡、宝町・鶴間遺跡－
金沢大学埋蔵文化財調

査センター

319 金沢大学考古学紀要　第37号
金沢大学人文学類考古

学研究室

320 金沢大学考古学紀要　第38号
金沢大学人文学類考古

学研究室

321 金比羅山古墳　－福岡県嘉穂郡桂川町大字寿命所在前方後円墳の調査－ 王塚装飾古墳館

322 金鈴塚古墳研究　第５号 木更津市教育委員会

323 九州大学総合研究博物館年報　第６号
九州大学総合研究博物

館

324 九州歴史資料館　研究論集　42 福岡県教育委員会

325 駒澤大学禅文化歴史博物館紀要　創刊号（平成27年度）
駒澤大学禅文化歴史博

物館

326 熊本市埋蔵文化財調査年報　第19号　－平成27年度－ 熊本市教育委員会

327 熊本市埋蔵文化財発掘調査報告集　－平成28年度－　第１分冊 熊本市教育委員会

328 熊本市埋蔵文化財発掘調査報告集　－平成28年度－　第２分冊 熊本市教育委員会

329 熊本大学構内遺跡発掘調査報告ⅩⅡ（2004、2008、2012、2015年度）
熊本大学埋蔵文化財調

査センター

330 熊本大学埋蔵文化財調査センター年報　22　2015年度
熊本大学埋蔵文化財調

査センター

331 熊本博物館　館報　No.29（2016年度報告） 熊本市熊本博物館

332 栗山コレクション目録Ⅱ 富山市考古資料館

333 栗山遺跡・下栗山遺跡　－八斗木地区県営基盤整備事業に伴う発掘調査報告－ 雲仙市教育委員会

334 栗東市埋蔵文化財調査報告　2015（平成27）年度　年報
（公財）栗東市体育協

会

335 君の名は？　万葉の考古学 奈良県立橿原考古学研

336 君作遺跡　第15次調査 我孫子市教育委員会

337 群馬県伊勢崎市下触町（赤堀地区）所在　石山南古墳群　－多数の人物埴輪を出土した大型円墳と群集墳の調査－　倉庫建設及び土地造成に伴う埋 山下工業株式会社

338 群馬県甘楽郡下仁田町　国指定史跡荒船・東谷風穴蚕種貯蔵所跡　荒船風穴蚕種貯蔵所跡調査報告書６ 下仁田町教育委員会

339 群馬県甘楽郡下仁田町　国指定史跡荒船・東谷風穴蚕種貯蔵所跡　荒船風穴蚕種貯蔵所跡調査報告書６（別冊） 下仁田町教育委員会
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340 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

341 郡山台遺跡ⅩⅠ　－集合住宅建設工事に伴う発掘調査－ 二本松市教育委員会

342 軽井川南遺跡群Ⅳ　－新潟県柏崎市軽井川南遺跡群発掘調査報告書－ 柏崎市教育委員会

343 芸南地域の戦国時代と山城 東広島市教育委員会

344 穴太遺跡（南山田地区）発掘調査報告書 大津市教育委員会

345 穴太遺跡・穴太飼込古墳群発掘調査報告書　－穴太廃寺跡の寺域範囲確認調査－ 大津市教育委員会

346 月刊考古学ジャーナル　第697号

347 月刊考古学ジャーナル　第698号

348 月刊考古学ジャーナル　第699号

349 月刊考古学ジャーナル　第700号

350 月刊考古学ジャーナル　第701号

351 月刊考古学ジャーナル　第702号

352 月刊考古学ジャーナル　第703号

353 月刊考古学ジャーナル　第704号　10月臨時増刊号

354 月刊考古学ジャーナル　第705号

355 月刊考古学ジャーナル　第706号

356 月刊考古学ジャーナル　第707号

357 月刊考古学ジャーナル　第708号

358 月刊考古学ジャーナル　第709号

359 月刊文化財　644号

360 月刊文化財　645号

361 月刊文化財　646号

362 月刊文化財　647号

363 月刊文化財　648号

364 月刊文化財　649号

365 月刊文化財　650号

366 月刊文化財　651号

367 月刊文化財　652号

368 月刊文化財　653号

369 月刊文化財　654号

370 権ヶ迫遺跡第２地点　－共同住宅（八重洲）建設に伴う埋蔵文化財調査報告－
（公財）北九州市芸術

文化振興財団

371 研究紀要　35
（公財）群馬県埋蔵文

化財調査事業団

372 研究紀要　第20号

373 研究紀要　第21号

374 研究紀要　第21集
（公財）由良大和古代

文化研究協会

375 研究紀要　第22号 愛媛立歴史文化博物館

376 研究紀要　第23集 佐賀県立名護屋城博物

377 研究紀要　第27号　2017 戸田市立郷土博物館

378 研究紀要　－第30号－
（公財）北九州市芸術

文化振興財団

379 研究紀要　－第31号－
（公財）北九州市芸術

文化振興財団

380 研究紀要　第９号
（公財）新潟県埋蔵文

化財調査事業団

381 研究紀要19　平成28年度 港区立郷土資料館

382 研究報告　37 岡山県立博物館

383 研究報告　38 岡山県立博物館

384 研究連絡誌　第78号
（公財）千葉県教育振

興財団

385 県内遺跡発掘調査報告書Ⅴ　平成26・27年度県内遺跡試掘・確認調査 新潟県教育委員会

386 見晴台遺跡ガイドブック（第２版） 名古屋市見晴台考古資

387 見島ジーコンボ古墳群第123号墳・第152号墳（再）・西部域　出土資料調査報告 山口大学埋蔵文化財資

388 元宮遺跡５次 日田市教育委員会

389 元興寺文化財研究所　研究報告　2016 （公財）元興寺文化財

390 元総社蒼海遺跡群（100）・（101）　前橋都市計画事業元総社蒼海土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 前橋市教育委員会

391 元総社蒼海遺跡群（103）　前橋都市計画事業元総社蒼海土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 前橋市教育委員会

392 元総社蒼海遺跡群（117）元総社蒼海遺跡群（118）　前橋都市計画事業元総社蒼海土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 前橋市教育委員会

393 元総社蒼海遺跡群（120）　前橋都市計画事業元総社蒼海土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 前橋市教育委員会

394 元総社蒼海遺跡群（121）　前橋都市計画事業元総社蒼海土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 前橋市教育委員会

395 元総社蒼海遺跡群（122）　前橋都市計画事業元総社蒼海土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 前橋市教育委員会

396 元総社蒼海遺跡群（124）　前橋都市計画事業元総社蒼海土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 前橋市教育委員会

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

398 元総社蒼海遺跡群（62）　元総社蒼海遺跡群（63）　元総社蒼海遺跡群（64）　前橋都市計画事業元総社蒼海土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発 前橋市教育委員会

399 元総社蒼海遺跡群（65）　前橋都市計画事業元総社蒼海土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 前橋市教育委員会

400 元総社蒼海遺跡群（74）～(80)・(92)～(94)　前橋都市計画事業元総社蒼海土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 前橋市教育委員会

401 元総社蒼海遺跡群（75街区）　集合住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 前橋市教育委員会

402 元総社蒼海遺跡群（81）　元総社蒼海遺跡群（82）　元総社蒼海遺跡群（83）　元総社蒼海遺跡群（84）　前橋都市計画事業元総社蒼海土地区画整 前橋市教育委員会

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

404 元総社中学校遺跡　元総社中学校体育館改築建築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 前橋市教育委員会

405 原口遺跡　第２次・第３次調査 筑紫野市教育委員会

406 原田遺跡１ 大野城市教育委員会

407 原田遺跡第14次発掘調査報告書 豊中市教育委員会

408 現れよ。森羅の生命－　木彫家　藤戸竹喜の世界
（公財）アイヌ文化振

興・研究推進機構
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409 古屋敷遺跡（A・E区）　一般国道９号（静間仁摩道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書１
島根県埋蔵文化財調査

センター

410 古屋敷遺跡（Ｂ区）　一般国道９号（静間仁摩道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書５
島根県教育庁埋蔵文化

財センター

411 古屋敷遺跡（C・F・H・I区）　一般国道９号（静間仁摩道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書３
島根県埋蔵文化財調査

センター

412 古屋敷遺跡（D区）　一般国道９号（静間仁摩道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書２
島根県埋蔵文化財調査

センター

413 古屋敷遺跡（Ｇ区）　一般国道９号（静間仁摩道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書４
島根県教育庁埋蔵文化

財センター

414 古河歴史博物館年報　Vol.25　平成27年度 古河歴史博物館

415 古賀遺跡　～第１次調査～ 大野城市教育委員会

416 古閑天神平遺跡　旧町道余内古閑線道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 熊本市教育委員会

417 古今やきもの饗宴　館蔵陶磁器コレクション 四日市市立博物館

418 古市遺跡群ⅩⅩⅩⅧ 羽曳野市教育委員会

419 古事　天理大学考古学・民俗学研究室紀要　第21冊 天理大学考古学・民俗

420 古代、若狭海道　～潟湖、港湾、水上交通から考える～ 美浜町教育委員会

421 古代の港か？　祭場か？　－五反島遺跡の謎に迫る－ 吹田市立博物館

422 古代の役所　国指定史跡　上野国佐位郡正倉跡 伊勢崎市教育委員会

423 古代への扉を開く～行田発掘物語～ 行田市郷土博物館

424 古代山城　屋嶋城　667 高松市教育委員会

425 古代出雲ゼミナールⅣ　－古代文化連続講座記録集－
島根県古代文化セン

ター

426 古代上野の記憶－前橋・高崎の寺院と役所－ 前橋市教育委員会

427 古代文化研究　第25号
島根県古代文化セン

ター

428 古墳とは何か　－葬送儀礼からみた古墳－ 大阪府立近つ飛鳥博物

429 古墳時代～奈良時代の西日本集落遺跡における倉庫遺構に関する研究
佐賀大学芸術地域デザ

イン学部

430 古墳時代から中世の考古資料
山形県立うきたむ風土

記の丘考古資料館

431 古墳終焉　「福井市の古墳」シリーズ～最終章～　激動の古墳時代を探る！！　－後期古墳編－ 福井市教育委員会

432 古墳終焉　「福井市の古墳」シリーズ～最終章～　激動の古墳時代を探る！！　－後期古墳編－
福井市文化財保護セン

ター

433 古墳出現期の筑紫・吉備・畿内　－２・３世紀の社会と経済－ 大阪府立近つ飛鳥博物

434 古文書（17）　足保区有文書目録 沼津市歴史民俗資料館

435 戸原寺田遺跡　福岡県糟屋郡粕屋町大字戸原字寺田所在遺跡の調査 粕屋町教育委員会

436 五ヶ山Ⅲ　五ヶ山倉谷地区（尼寺跡遺跡群３・４・６～８区）　福岡県営五ヶ山ダム関係文化財調査報告Ⅳ 福岡県教育委員会

437 五箇川入り堤外遺跡・小合地西遺跡　国道354号板倉北川辺バイパス社会資本総合整備（広域・埼玉）（活力・重点）事業に伴う埋蔵文化財発掘調 （公財）群馬県埋蔵文

438 五十公野館跡発掘調査報告書　新発田市立東小学校建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 新発田市教育委員会

439 五代東田遺跡　五代南部工業団地（拡張）土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 前橋市教育委員会

440 後原遺跡４　－第23次調査－ 大野城市教育委員会

441 御笠の森遺跡６　～第11・12・13・15・16・17次調査～ 大野城市教育委員会

442 御笠の森遺跡７　－第18次調査－ 大野城市教育委員会

443 御供田遺跡３　～第５次調査～ 大野城市教育委員会

444 御供田遺跡４　～第２次・第１次調査補足調査～ 大野城市教育委員会

445 御幸町遺跡第４次発掘調査報告書 沼津市教育委員会

446 御所野　弥生っこ村通信 秋田市教育委員会

447 御殿山遺跡・葛西城址　葛飾区青戸７丁目31番地第２地点発掘調査報告書 葛飾区教育委員会

448 光泉寺遺跡　（仮称）アークタウン山代造成工事に伴う発掘調査報告書
（公財）松江市スポー

ツ・文化振興財団

449 公益財団法人瀬戸市文化振興財団埋蔵文化財センター　研究紀要　第20輯
（公財）瀬戸市文化振

興財団

450 公益財団法人石川県埋蔵文化財センター　年報17　（平成26年度）
（公財）石川県埋蔵文

化財センター

451 向新田Ⅲ遺跡発掘調査報告書　三陸沿岸道路建設事業関連遺跡発掘調査

（公財）岩手県文化振

興事業団埋蔵文化財セ

ンター

452 向島文庫（雑項Ⅱ）目録 氷見市立博物館

453 広垣遺跡　市道古浦西長江線道路整備事業に伴う発掘調査報告書２ （公財）松江市スポー

454 広島大学所蔵標本・資料１ 広島大学総合博物館

455 広島大学総合博物館研究報告８ 広島大学総合博物館

456 広島大学大学院文学研究科　考古学研究室紀要　第９号 広島大学大学院文学研

457 広島大学埋蔵文化財　調査研究紀要　第８号 広島大学総合博物館

458 攻略！おかやまの中世城館　第一巻（備前国東部編） 岡山県古代吉備文化財

459 攻略！おかやまの中世城館　第四巻（美作国西部編） 岡山県古代吉備文化財

460 江戸時代の三浦半島をゆく 横浜市歴史博物館

461 江戸時代の兵庫津 兵庫県立考古博物館

462 江戸幕府と徳島藩　－幕藩制改革からみる江戸時代－ 徳島県立博物館

463 江戸湾沿岸警備と忍藩 行田市郷土博物館

464 江口五本松北遺跡　－県道神埼北茂安線建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ みやき町教育委員会

465 江釣子古墳群（2016年度）五条丸支群第24・25次
北上市立埋蔵文化財セ

ンター

466 港郷土資料館館報　－33－ 港区立郷土資料館

467 港区埋蔵文化財調査年報14　－平成27年度の調査－ 港区教育委員会

468 甲府城下町遺跡ⅩⅥ　－甲府駅周辺土地区画整理事業（41・42街区）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－
（公財）山梨文化財研

究所

469 甲府城跡（清水曲輪地点他）－甲府駅周辺土地区画整理事業（交付城跡清水曲輪地点他）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－
（公財）山梨文化財研

究所
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470 皇學館大学研究開発推進センター紀要　第４号
皇學館大学研究開発推

進センター

471 考古学研究室報告　第52集　越高遺跡　B地点
熊本大学文学部考古学

研究室

472 荒園遺跡１　第１地点　（曽於郡大崎町）　東九州自動車道建設（志布志IC～鹿屋串良JCT）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
鹿児島県立埋蔵文化財

センター

473 行合遺跡 豊橋市教育委員会

474 行田の足袋 行田市郷土博物館

475 行田市郷土博物館研究報告　第８集 行田市郷土博物館

476 行田市郷土博物館報　第19号 行田市郷土博物館

477 香川県三豊市　宗吉かわらの里展示館　年報　５（平成26年度） 三豊市教育委員会

478 香川県三豊市　宗吉かわらの里展示館　年報　６（平成28年度） 三豊市教育委員会

479 香川県立ミュージアム　年報　第９号（平成28年度） 香川県立ミュージアム

480 高岡原遺跡　玉名市山田における店舗新築工事に伴う文化財調査報告書 玉名市教育委員会

481 高橋佐夜ノ谷Ⅱ遺跡　－第３次調査－　－平成27年度　個人住宅建設工事等に伴う発掘調査報告書－ 今治市教育委員会

482 高原遺跡（３区）・中尾H遺跡（４区）・門遺跡（２区）
島根県教育庁埋蔵文化

財センター

483 高住宮ノ谷古墳群　高住宮ノ谷遺跡　一般国道９号（鳥取西道路）改築事業に伴う高住宮ノ谷１・６号墳、高住宮ノ谷遺跡の調査
（公財）鳥取市文化財

団

484 高松市内遺跡発掘調査概報　－平成28年度国庫補助事業－ 高松市教育委員会

485 高松市内遺跡発掘調査報告書 西植田町所在　神内城跡 高松市教育委員会

486 高松松平家歴史資料目録Ⅴ　刀剣・刀装具 香川県立ミュージアム

487 高松城跡（寿町一丁目地区）　寿町一丁目マンション建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 高松市教育委員会

488 高城跡　平成29年度災害関連緊急急傾斜地崩壊対策埋蔵文化財調査委託（高城地区）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 垂水市教育委員会

489 高杉城堀跡試掘調査・高杉段遺跡発掘調査報告書 三次市教育委員会

490 高杉晋作の決意　明治維新への助走 萩博物館

491 高杉晋作の恋文（ラブレター） 萩博物館

492 高知県立歴史民俗資料館年報　No.26　平成28年度 高知県立歴史民俗資料

493 高島市立資料館　館報　年報・紀要　平成28年度 高島歴史民俗資料館

494 高樋辻遺跡（総括・考察編）　福岡県三井郡大刀洗町大字高樋所在遺跡の発掘調査報告書 大刀洗町教育委員会

495 高樋辻遺跡２・３　福岡県三井郡大刀洗町大字高樋所在遺跡の発掘調査報告書 大刀洗町教育委員会

496 高樋辻遺跡４（墳墓編）　福岡県三井郡大刀洗町大字高樋所在遺跡の発掘調査報告書 大刀洗町教育委員会

497 高樋辻遺跡５（第５次調査土壙墓･木棺墓･土坑編）　福岡県三井郡大刀洗町大字高樋所在遺跡の発掘調査報告書 大刀洗町教育委員会

498 高樋辻遺跡５（第５次調査甕棺墓編）　福岡県三井郡大刀洗町大字高樋所在遺跡の発掘調査報告書 大刀洗町教育委員会

499 高樋辻遺跡６・７　福岡県三井郡大刀洗町大字高樋所在遺跡の発掘調査報告書 大刀洗町教育委員会

500 高付遺跡（南九州市川辺町）　主要地方道頴娃川辺線（知覧道路）道路改築事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書（Ⅱ） 鹿児島県立埋蔵文化財

501 高野山田遺跡（第１・第２地点）　－高野地区ほ場整備工事に伴う埋蔵文化財調査報告－ 北九州市教育委員会

502 轟貝塚Ⅱ　－平成23～28年度（第９～13次）発掘調査概要報告書－ 宇土市教育委員会

503 国際避暑地中禅寺湖畔の記録
栃木県環境森林部自然

環境課

504 国史跡 唐津松浦墳墓群 唐津市教育委員会

505 国史跡　等妙寺旧境内発掘調査現地説明会　～「ホンジガナロ」平坦部A調査報告～ 鬼北町教育委員会

506 国史跡　琵琶塚古墳　発掘調査概報Ⅱ 小山市教育委員会

507 国指定史跡　九谷磁器窯跡　確認調査報告書３ 加賀市教育委員会

508 国指定史跡　相島積石塚群保存整備事業報告書Ⅱ　福岡県糟屋郡新宮町大字相島所在遺跡の保存整備事業報告書 新宮町教育委員会

509 国指定史跡　池辺寺跡　保存整備工事報告書 熊本市教育委員会

510 国分寺市遺跡地図（平成28年３月） 国分寺市教育委員会

511 国宝桜ヶ丘銅鐸の総合診断調査と今後の保存活用　－発見50年目を迎えるにあたって－
福岡県立アジア文化交

流センター

512 国立大学法人徳島大学埋蔵文化財調査室　紀要３ 徳島大学埋蔵文化財調

513 国立歴史民俗博物館　要覧　平成28（2016）年度 国立歴史民俗博物館

514 国立歴史民俗博物館　要覧　平成29（2017）年度 国立歴史民俗博物館

515 国立歴史民俗博物館研究報告　第188集 国立歴史民俗博物館

516 国立歴史民俗博物館研究報告　第202集 国立歴史民俗博物館

517 国立歴史民俗博物館研究報告　第204集 国立歴史民俗博物館

518 国立歴史民俗博物館研究報告　第205集 国立歴史民俗博物館

519 国立歴史民俗博物館研究報告　第206集 国立歴史民俗博物館

520 国立歴史民俗博物館研究報告　第207集 国立歴史民俗博物館

521 黒川院Ⅳ　福岡県朝倉市黒川所在中世黒川院関連遺跡群の調査 朝倉市教育委員会

522 黒川古文化研究所紀要　古文化研究　第16号
（公財）黒川古文化研

究所

523 黒塚古墳のすべて
奈良県立橿原考古学研

究所附属博物館

524 今屋敷家老屋敷跡　－対馬市観光情報館ふれあい処つしま建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 対馬市教育委員会

525 今宿遺跡　市営山本団地建替えに伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 熊本市教育委員会

526 今北山古墳の謎に迫る　－地域首長墳の実像と将来的な活用について－ 鯖江市教育委員会

527 佐賀市埋蔵文化財確認調査報告書　－2014年度－ 佐賀市教育委員会

528 佐久市文化財　年報25 平成27年度（2015） 佐久市教育委員会

529 佐山東山窯跡群第６次発掘調査概報 岡山理科大学地理・考

530 佐田谷・佐田谷峠墳墓群発掘調査報告書　調査編（２） 庄原市教育委員会

531 妻木晩田遺跡発掘調査研究年報　2016
鳥取県立むきばんだ史

跡公園

532 才免遺跡発掘調査報告書　－東広島市寺家土地開発事業に係る発掘調査－ 東広島市教育委員会

533 細工町遺跡・新町遺跡　都市計画街路三橋筑紫橋線道路改良事業に係る埋蔵文化財の調査報告書　福岡県柳川市細工町及び新町所在遺跡の調査 柳川市教育委員会

534 坂根平遺跡発掘調報告書　市道八屋福庭線改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査 倉吉市教育委員会

535 坂上北原遺跡（東プレ地区）Ⅱ 上三川町教育委員会
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536 埼玉県立史跡の博物館紀要　第10号
埼玉県立さきたま史跡

の博物館

537 桜井の歴史を作った七人の人々
（公財）桜井市文化財

協会

538 桜井市纒向学研究センター年報　第４号（平成27年度）
桜井市纒向学研究セン

ター

539 桜井市纒向学研究センター年報　第５号（平成28年度）
桜井市纒向学研究セン

ター

540 薩摩藩主島津家墓所（福昌寺跡）調査報告書 鹿児島市教育委員会

541 三井田川鉱業所伊田坑跡 福岡県田川市所在炭鉱遺跡発掘調査報告 田川市教育委員会

542 三国小学校遺跡５　－福岡県小郡市力武所在遺跡の調査報告－
小郡市埋蔵文化財調査

センター

543 三条の国境石　－北九州市八幡東区高見所在国境石の調査報告－
（公財）北九州市芸術

文化振興財団

544 三木市の文化財図録 三木市教育委員会

545 三木市立みき歴史資料館常設展示図録 三木市教育委員会

546 三郎丸遺跡第４地点　－城野駅北土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財調査報告５－
（公財）北九州市芸術

文化振興財団

547 三郎丸遺跡第５地点　－(仮称)三郎丸賃貸ビル新築工事に伴う埋蔵文化財調査報告５－
（公財）北九州市芸術

文化振興財団

548 山とともにくらす　～森・川・いかだ～ 亀岡市文化資料館

549 山ノ口遺跡（志布志市有明町）　主要地方道志布志福山線（有明道路）道路改築に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
鹿児島県立埋蔵文化財

センター

550 山芦屋古墳発掘調査概要報告書　－兵庫県下有数の大型横穴式石室墳－ 芦屋市教育委員会

551 山王遺跡第１地点　－社屋建替え工事に伴う埋蔵文化財調査報告－
（公財）北九州市芸術

文化振興財団

552 山王遺跡第２地点　－仮称マルショク山王店建物新築工事に伴う埋蔵文化財調査報告－
（公財）北九州市芸術

文化振興財団

553 山形県立うたむき風土記の丘考古資料館　常設展示ガイド
山形県立うたむき風土

記の丘考古資料館

554 山口県域における古墳時代の港　－装飾付大刀をもとにして－ 吉松優希

555 山口県史研究　第25号 山口県県史編さん室

556 山口県中世城館遺跡総合調査報告書　－長門国編－ 山口県教育委員会

557 山口県文書館研究紀要　第44号 山口県文書館

558 山口県埋蔵文化財センター年報　－平成28年度普及公開事業等の記録－
山口県埋蔵文化財セン

ター

559 山口県立山口博物館研究報告　第43号 山口県立山口博物館

560 山口市文化財年報　10　－平成27（2015）年度－ 山口市教育委員会

561 山口大学構内遺跡調査研究年報ⅩⅩ
山口大学埋蔵文化財資

料館

562 山口大学埋蔵文化財資料館年報　－平成24年度－
山口大学埋蔵文化財資

料館

563 山田遺跡　－個人住宅建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ みやき町教育委員会

564 山辺田遺跡　－国指定史跡山辺田窯跡に関わる陶磁器生産工房跡の発掘調査報告書－ 有田町教育委員会

565 史跡　向山古墳群 米子市教育委員会

566 史跡　上淀廃寺跡 米子市教育委員会

567 史跡　津山城跡　保存整備事業報告書Ⅲ 津山市教育委員会

568 史跡　等妙寺旧境内　保存整備活用基本計画書 鬼北町教育委員会

569 史跡　能島城跡　平成27年度城内通路（第２次）調査報告書 今治市教育委員会

570 史跡　備中松山城跡　小松山城跡　保存整備・災害復旧工事報告書 高梁市教育委員会

571 史跡ガランドヤ古墳保存整備事業報告書Ⅰ　－１号墳の保存整備報告－ 日田市教育委員会

572 史跡伊勢国分寺跡　－遺構編－ 鈴鹿市考古博物館

573 史跡桓川官衙遺跡保存活用計画 飯田市教育委員会

574 史跡岩清水八幡宮境内保存活用計画書 八幡市教育委員会

575 史跡旧崇広堂保存修理事業報告 伊賀市教育委員会

576 史跡恵美須ヶ鼻造船所跡保存管理計画
萩市まちじゅう博物館

推進部文化財保護課

577 史跡妻木晩田遺跡仙谷墳丘墓群発掘調査報告書　－第25・26・27・29・30・31次調査－
鳥取県立むきばんだ史

跡公園

578 史跡讃岐国分尼寺跡　－第７～14次確認調査－ 高松市教育委員会

579 史跡松下村塾・史跡吉田松陰幽囚ノ旧宅保存管理計画
萩市まちじゅう博物館

推進部文化財保護課

580 史跡上牧久渡古墳群発掘調査報告書Ⅱ 上牧町教育委員会

581 史跡上野国佐位郡正倉跡保存活用計画 伊勢崎市教育委員会

582 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

583 史跡西条古墳群　～保存整備事業の概要～ 加古川市教育委員会

584 史跡西条古墳群　保存整備事業報告書 加古川市教育委員会

585 史跡大内氏遺跡附凌雲寺跡「館跡」第１期整備事業報告書 山口市教育委員会

586 史跡大板山たたら製鉄遺跡保存管理計画
萩市まちじゅう博物館

推進部文化財保護課

587 史跡池上曽根遺跡　発掘調査報告書　2011～2013　－史跡整備に伴う第３期発掘調査－ 和泉市教育委員会

588 史跡朝鮮通信使遺跡鞆福禅寺境内保存活用計画 福山市教育委員会

589 史跡鳥取城跡附太閤ヶ平発掘調査報告書Ⅲ　－第34次発掘調査－ 鳥取市教育委員会

590 史跡唐招提寺旧境内　－緊急防災施設改修事業に伴う発掘調査報告書－ 奈良県立橿原考古学研

591 史跡萩城、史跡萩城城下町、史跡木戸孝允旧宅保存管理計画
萩市まちじゅう博物館

推進部文化財保護課

592 史跡萩反射炉保存管理計画
萩市まちじゅう博物館

推進部文化財保護課

593 史跡尾張国分寺跡保存管理計画書 稲沢市教育委員会
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594 史跡富田城跡発掘調査報告書　千畳平地区２ 安来市教育委員会

595 史跡片山廃寺跡発掘調査報告書（主要遺構調査編） 静岡市教育委員会

596 史跡陸奥国分寺跡　－整備事業報告書－ 仙台市教育委員会

597 史跡咸宜園跡保存整備事業報告書 日田市教育委員会

598 四街道市館ノ山遺跡（３）　－物井地区埋蔵文化財発掘調査報告書ⅩⅩⅡ－
（公財）千葉県教育振

興財団

599 四街道市古屋城跡　－物井地区埋蔵文化財発掘調査報告書ⅩⅩⅢ－
（公財）千葉県教育振

興財団

600 四街道市出口遺跡（３）・小屋ノ内遺跡（４）　－物井地区埋蔵文化財発掘調査報告書ⅩⅩⅤ－
（公財）千葉県教育振

興財団

601 四街道市棒山・呼戸遺跡　－物井地区埋蔵文化財発掘調査報告書ⅩⅩⅣ－
（公財）千葉県教育振

興財団

602 四拾貫小原第16号古墳・下山南遺跡発掘調査報告書 三次市教育委員会

603 四条畷市文化財調査年報　第４号 四条畷市教育委員会

604 子ヶ崎遺跡－第２次調査－　鹿島・打上遺跡－第13次調査－　発掘調査報告書　（耐震性貯水槽設置工事に伴う発掘調査）　平成28年度 菊川市教育委員会

605 市史跡カラカミ遺跡５次（カラカミⅨ区）・西福寺古墳・串山ミルメ浦遺跡・人羅古墳　―市内遺跡発掘調査事業に伴う発掘調査― 壱岐市教育委員会

606 市内遺跡　平成25年度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 延岡市教育委員会

607 市内遺跡　平成26年度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 延岡市教育委員会

608 市内遺跡　平成27年度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 延岡市教育委員会

609 市内遺跡　平成28年度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 延岡市教育委員会

610 市内遺跡23 藤岡市教育委員会

611 市内遺跡３ 伊勢崎市教育委員会

612 市内遺跡確認調査等に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　桑幡氏館跡３－第７・８次調査－　弥勒院跡３－第８次調査－　大隅国府跡２－第３次調査 霧島市教育委員会

613 市内遺跡確認調査報告書ⅩⅥ 平戸市教育委員会

614 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）　市内遺跡発掘調査概報10 中津市教育委員会

615 市内遺跡試掘確認調査報告書　（平成27年度　個人民間開発に伴う調査） 今治市教育委員会

616 市内遺跡試掘調査報告書　（平成27年度　公共事業に伴う調査） 今治市教育委員会

617 市内遺跡調査報告　23　－下安松遺跡第10次調査－　－附篇　平成28年度　市内遺跡確認調査－（国庫・県費補助対象分） 所沢市教育委員会

618 市内遺跡調査報告書　第11集 石岡市教育委員会

619 市内遺跡発掘調査　－平成26年度－ 豊橋市教育委員会

620 市内遺跡発掘調査概報　25　－平成28年度調査の概要－ 宇佐市教育委員会

621 市内遺跡発掘調査報告書　城山古墳　駒形２号墳 島田市教育委員会

622 市内遺跡発掘調査報告書2015 佐久市教育委員会

623 市内遺跡発掘調査報告書Ⅴ　平成26年度 狛江市教育委員会

624 市内発掘調査　Ⅰ　国指定史跡「赤坂遺跡」史跡整備事業に伴う確認調査報告　Ⅱ　平成26・27年度試掘調査報告 三浦市教育委員会

625 志賀町　二所宮サンマイダ遺跡　地方道改築（一）羽咋田鶴浜線に係る埋蔵文化財発掘調査報告書
（公財）石川県埋蔵文

化財センター

626 志学台考古　－年代・産地・分析等－　第17号
大阪大谷大学歴史文化

学科

627 志谷奥遺跡出土青銅器群の研究
島根県古代文化セン

ター

628 資源環境と人類　No.7
明治大学黒耀石研究セ

ンター

629 滋賀里遺跡（小嶋田地区）発掘調査報告書 大津市教育委員会

630 鹿児島県南さつま市　市内遺跡２ 南さつま市教育委員会

631 鹿児島国際大学ミュージアム調査研究報告　第15集 鹿児島国際大学ミュー

632 鹿児島市埋蔵文化財確認発掘調査報告書ⅩⅠ　－平成28年度市内遺跡埋蔵文化財確認発掘調査事業に伴う埋蔵文化財調査報告書－ 大滝遺跡K地点 鹿児島市教育委員会

633 鹿児島大学構内遺跡（郡元団地H・I-８区）理学部２号館増築工事（釘田第８地点）【弥生時代～古墳時代河川跡：木製品編】
鹿児島大学埋蔵文化財

調査センター

634 鹿児島大学総合研究博物館年報　No.14　2014
鹿児島大学総合研究博

物館

635 鹿児島大学総合研究博物館年報　No.15　2015
鹿児島大学総合研究博

物館

636 鹿児島大学埋蔵文化財調査センター年報29　平成25（2013）年度事業報告
鹿児島大学埋蔵文化財

調査センター

637 鹿児島大学埋蔵文化財調査センター年報30　平成26（2014）年度事業報告
鹿児島大学埋蔵文化財

調査センター

638 鹿児島大学埋蔵文化財調査センター年報31　平成27（2015）年度事業報告
鹿児島大学埋蔵文化財

調査センター

639 鹿田遺跡10　－第９・11次調査－　（岡山大学病院病棟新営に伴う発掘調査）
岡山大学埋蔵文化財調

査研究センター

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

化財センター

641 室町遺跡第12地点　－(仮称)西日本シティ銀行室町支店新築工事に伴う埋蔵文化財調査報告－
（公財）北九州市芸術

文化振興財団

642 実相寺古墳群　－別府の大型横穴式石室墳に関する総括調査報告書－ 別府市教育委員会

643 篠山市　西岡屋遺跡・ヤケヤノ坪遺跡・芝崎遺跡　－長安寺西岡屋線道路改良事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 兵庫県教育委員会

644 篠木第二号墳 －篠木第２号墳第１次～第２次発掘調査報告書－ 春日井市教育委員会

645 柴宮前遺跡３ 伊勢崎市教育委員会

646 芝宮遺跡群　下曽根遺跡Ⅹ　長野県佐久市小田井下曽根遺跡Ⅹ発掘調査報告書 佐久市教育委員会

647 写真で見る戸田市の移り変わり 戸田市立郷土博物館

648 写真展　よみがえる明治の日本 宇治市歴史資料館

649 射水市内遺跡発掘調査報告９　－平成27年度高島A遺跡本発掘調査他－ 射水市教育委員会

650 邪馬台国時代の豊 行橋市歴史資料館

651 若宮遺跡　－若宮町３丁目130番地点の調査－
（公財）瀬戸市文化振

興財団

652 若宮遺跡（Ⅹ）・境松遺跡（Ⅵ）・内田貝塚（Ⅴ）　－豊橋牟呂坂津土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財調査報告書－ 豊橋市教育委員会

653 若狭　向山１号墳 花園大学考古学研究室
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654 若菜北原遺跡　福岡県筑後市大字若菜所在遺跡の調査 筑後市教育委員会

655 守恒遺跡第14地点　－守恒本町団地第２工区市営住宅建設工事に伴う埋蔵文化財調査報告－
（公財）北九州市芸術

文化振興財団

656 守山市文化財調査報告書　平成27年度国庫補助対象遺跡発掘調査報告書 守山市教育委員会

657 趣味の模型　竪穴住居をつくるの記 山本俊廣

658 首都圏中央連絡自動車道埋蔵文化財調査報告書32　－東金市養安寺遺跡・大網白里市養安寺遺跡－
（公財）千葉県教育振

興財団

659 首都圏中央連絡自動車道埋蔵文化財調査報告書33　－東金市鉢ヶ谷遺跡（１）・（２），大網白里市若司谷遺跡－
（公財）千葉県教育振

興財団

660 収蔵資料調査報告書19　宇治茶の民具 宇治市歴史資料館

661 収蔵資料目録９ 香川県立ミュージアム

662 収蔵品目録　32 福岡市博物館

663 収蔵目録（１） 戸田市立郷土博物館

664 周防国府跡　－都市計画道路新橋牟礼線道路改良工事に伴う発掘調査概要Ⅰ－ 防府市教育委員会

665 周防国府跡第183次発掘調査報告書 防府市教育委員会

666 周防国府跡発掘調査報告６　－国府西北部の調査－ 防府市教育委員会

667 周防畑遺跡群　南近津遺跡Ⅲ　若宮遺跡Ⅳ　宮の前遺跡Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 佐久市教育委員会

668 周防畑遺跡群　南上北原遺跡Ⅱ　長野県佐久市長土呂南上北原遺跡発掘調査報告書 佐久市教育委員会

669 宗像・沖ノ島と大和朝廷 九州国立博物館

670 秋田城跡　秋田城跡調査事務所年報2016 秋田市教育委員会

671 秋芳町地方文化研究　第52号 秋芳町地方文化研究会

672 秋芳町地方文化研究　第53号 秋芳町地方文化研究会

673 十園遺跡Ⅲ・伊古遺跡Ⅳ　－市内圃場整備事業に伴う発掘調査報告－ 雲仙市教育委員会

674 十日町市博物館　年報　－第３号－ 十日町市博物館

675 重山墳墓群　一般国道９号（鳥取西道路）の改築事業に伴う重山17～19・35号墓、重山１号墓の調査
（公財）鳥取市文化財

団

676 重住遺跡　宅地造成工事
（公財）北九州市芸術

文化振興財団

677 重住遺跡第５地点　－戸建て住宅建築（重住三丁目）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告－
（公財）北九州市芸術

文化振興財団

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

（公財）岩手県文化振

興事業団埋蔵文化財セ

ンター

679 重要有形民俗文化財「蒲江の漁撈用具」保存修理報告書 佐伯市教育委員会

680 宿久庄西遺跡２ 茨木市教育委員会

681 宿尻遺跡　－市道（穴山）22号線道路改良工事に伴う発掘調査報告書－ （公財）山梨文化財研

682 出光美術館　館報179 （公財）出光美術館

683 出光美術館　館報180 （公財）出光美術館

684 出光美術館　館報181 （公財）出光美術館

685 出光美術館研究紀要　第22号 （公財）出光美術館

686 出口遺跡　－県営中山間地域総合整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 日田市教育委員会

687 出土した動物たち　－人がおそれ愛したケモノの世界－ 前橋市教育委員会

688 出来町遺跡　－福岡県柳川市出来町所在近世柳川城下町の調査－ 柳川市教育委員会

689 春日井の終末期古墳　－横穴式石室にみるマツリと思想－ 春日井市教育委員会

690 春日町遺跡H地点 －個人住宅建築工事計画に伴う埋蔵文化財調査報告書－ 鹿児島市教育委員会

691 春日部・糟ヶ辺・糟壁・粕壁　～戦国から泰平へ～ 春日部市郷土資料館

692 初音６　公益財団法人古代学協会　年報　平成27年度 （公財）古代学協会

693 初音７　公益財団法人古代学協会　年報　平成28年度 （公財）古代学協会

694 初音遺跡　－マンション建設（初音町）に伴う埋蔵文化財調査報告－ （公財）北九州市芸術

695 初代直木賞選考委員　三上於菟吉を知っていますか？ 春日部市郷土資料館

696 所沢市立埋蔵文化財調査センター　年報No.22　（平成27年度） 所沢市教育委員会

697 書陵部紀要　第68号 宮内庁書陵部

698 書陵部紀要　第68号（陵墓篇） 宮内庁書陵部

699 女子的考古学のススメ３ 九州国立博物館

700 女神台場跡－第１、第２次発掘調査報告書－ 長崎市教育委員会

701 女布遺跡発掘調査報告書Ⅲ 京丹後市教育委員会

702 勝尾城筑紫氏遺跡　勝尾城筑紫氏遺跡確認調査報告書（３） 鳥栖市教育委員会

703 勝呂廃寺の瓦と武蔵国分寺　～瓦でつながる古代の国分寺と坂戸～ 国分寺市教育委員会

704 小さな古墳の物語　～群馬の群集墳を考える～
高崎市観音塚考古資料

館

705 小鴨道祖神遺跡発掘調査報告書　国道313号（倉吉道路）改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査 倉吉市教育委員会

706 小山添遺跡Ⅲ　民間開発に伴う発掘調査 小山市教育委員会

707 小松市内遺跡発掘調査報告書ⅩⅡ　二ツ梨豆岡向山窯跡群 小松市教育委員会

708 小松城跡発掘調査報告書Ⅱ　分譲宅地造成に係る埋蔵文化財発掘調査報告書 小松市教育委員会

709 小城市内遺跡７　－2008～2010年度における佐賀県小城市内の確認・試掘調査記録－ 小城市教育委員会

710 小樽市総合博物館紀要　第30号 小樽市総合博物館

711 小田原市郷土文化館研究報告　No.53 小田原市郷土文化館

712 小田原城天守模型等調査研究報告書 小田原市教育委員会

713 小里前遺跡・庵原館跡（第２次）　－清水富士宮線建設に伴う発掘調査報告書－ 静岡市教育委員会

714 小林市所在　山ノ口原遺跡　平成27年度西諸（二期）農業水利事業山之口原ファームポンド工事に係る埋蔵文化財発掘調査報告書
宮崎県埋蔵文化財セン

ター

715 庄山中ノ尾遺跡　－玉名市岱明町庄山における店舗新築工事に伴う文化財発掘調査報告書－ 玉名市教育委員会

716 昭和のくらし・昔のくらし11　みなと街神戸ノスタルジー 神戸市教育委員会

717 昭和のくらし研究　NO.14　2015/12 昭和館

718 昭和のくらし研究　NO.15　2017/3 昭和館

719 昭和館情報　平成27年度 昭和館

720 昭和館情報　平成28年度 昭和館
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721 松磯遺跡発掘調査報告書　三陸沿岸道路建設事業関連遺跡発掘調査

（公財）岩手県文化振

興事業団埋蔵文化財セ

ンター

722 松延遺跡　福岡県みやま市瀬高町所在遺跡の調査　県営圃場整備事業関係埋蔵文化財調査報告 みやま市教育委員会

723 松原遺跡　－５区の調査－ 佐賀市教育委員会

724 松戸市立博物館紀要　第24号 松戸市立博物館

725 松戸市立博物館年報　第24号 松戸市立博物館

726
松江城三之丸跡・松江城下町遺跡（殿町２）・松江城三之丸ノ内跡　－島根県庁庭園エノキ伐採外業務、県庁第二分庁舎非常用発電機設置、県庁第

二分庁舎長寿命化及び原子力防災センター非常用発電機更新工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－

島根県教育庁埋蔵文化

財センター

727 松山市埋蔵文化財調査年報　28　平成27年度 松山市教育委員会

728 松長６号墳遺跡発掘調査報告書 沼津市教育委員会

729 松本原遺跡　－上ノ原台地編－ 西都市教育委員会

730 松本城三の丸跡を掘る 松本市教育委員会

731 沼津市博物館紀要　41 沼津市歴史民俗資料館

732 焼山遺跡発掘調査報告書　船越地区防災集団移転促進事業関連遺跡発掘調査

（公財）岩手県文化振

興事業団埋蔵文化財セ

ンター

733 焼津市歴史民俗資料館年報30 －平成27年度－ 焼津市歴史民俗資料館

734 焼津市歴史民俗資料館年報31 －平成28年度－ 焼津市歴史民俗資料館

735 上ノ平Ⅰ遺跡(２) 八ツ場ダム建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　第49集
（公財）群馬県埋蔵文

化財調査事業団

736 上伊福（済生会）遺跡２　岡山済生会総合病院管理棟・立体駐車場建設に伴う発掘調査　弥生時代編 岡山市教育委員会

737 上伊福（済生会）遺跡３　岡山済生会総合病院管理棟・立体駐車場建設に伴う発掘調査　古墳時代以降編 岡山市教育委員会

738 上岡遺跡　交通安全施設整備事業（市道大野上岡線視距改良工事）に伴う発掘調査報告書
（公財）松江市スポー

ツ振興財団

739 上郡の歌人たち 上郡町郷土資料館

740 上原Ⅲ遺跡(２）・久々戸遺跡（３） 八ツ場ダム建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　第50集
（公財）群馬県埋蔵文

化財調査事業団

741 上山遺跡群 飯田市教育委員会

742 上障子遺跡発掘調査報告書 沼津市教育委員会

743 上西郷ヲヲモリ・ババガタニ遺跡33・34号墳 福津市教育委員会

744 上泉沢遺跡発掘調査報告書　三陸沿岸道路建設事業関連遺跡発掘調査

（公財）岩手県文化振

興事業団埋蔵文化財セ

ンター

745 上蔵垣内遺跡　－県営かんがい排水事業　東江地区に伴う調査－
福井県埋蔵文化財調査

センター

746 上大利小水城跡 大野城市教育委員会

747 上南部遺跡　白川河川激甚災害対策特別緊急事業に伴う埋蔵文化財調査報告（４） 熊本県教育委員会

748 上浜田古墳群第２号墳発掘調査報告書 海老名市教育委員会

749 上野遺跡３・上野１号墳 四日市市教育委員会

750 上和泉遺跡10区　第２分冊　－佐賀市久保泉工業団地関係埋蔵文化財発掘調査報告書32－ 佐賀市教育委員会

751 城下町遺跡 日田市教育委員会

752 城郭研究室年報　VOL.26　2017 姫路市立城郭研究室

753 城久遺跡　－発掘調査開始15周年記念資料集－ 喜界町教育委員会

754 城陽のお茶 城陽市歴史民俗資料館

755 城陽市埋蔵文化財調査報告書　第70集 城陽市教育委員会

756 城陽市埋蔵文化財調査報告書　第71集 城陽市教育委員会

757 城陽市埋蔵文化財調査報告書　第72集 城陽市教育委員会

758 城陽市埋蔵文化財調査報告書　第73集 城陽市教育委員会

759 常三島遺跡３－地域連携プラザ地点・フロンティア研究センター地点－ 徳島大学埋蔵文化財調

760 信長のプロフィール
滋賀県立安土城考古博

物館

761 新・日韓交渉の考古学－弥生時代－ 福岡大学考古学研究室

762 新たな百舌鳥古墳群像をめぐって 堺市教育委員会

763 新潟県上越市　市内遺跡発掘調査概要報告書 上越市教育委員会

764 新潟市文化財センター年報　第４号　－平成27（2015）年度版－ 新潟市文化財センター

765 新作発見！　弥生絵画－人・動物・風景－
奈良県立橿原考古学研

究所附属博物館

766 新三木市史研究紀要　市史研究みき　No.２ 三木市教育委員会

767 新修　福岡市史　資料編　考古１　遺跡からみた福岡の歴史－西部編－ 福岡市博物館

768 新出遺跡(第２次調査) 上三川町教育委員会

769 新堂遺跡　－京奈和自動車道「御所区画」建設に伴う発掘調査報告書－ 橿原市教育委員会

770 森と暮らせば　～縄文人の植物利用～
山形県立うたむき風土

記の丘考古資料館

771 榛名山東南麓の古墳 前橋市教育委員会

772 真夏のトピック展示　全国高等学校　考古名品展　2016 九州国立博物館

773 真福寺遺跡（SPJ-４）発掘調査概要報告　－美原区真福寺所在－ 堺市教育委員会

774 真野廃寺発掘調査報告書Ⅱ　－都市計画道路３・４・21号道路改良事業に伴う－ 大津市教育委員会

775 神戸の古墳Ⅱ 神戸市教育委員会

776 神戸市立博物館　館蔵品目録　考古・歴史の部33　考古資料Ⅲ 神戸市立博物館

777 神戸市立博物館　研究紀要　第33号 神戸市立博物館

778 神戸発掘ニュース　最新号 神戸市教育委員会

779 神崎遺跡範囲確認発掘調査報告書　－平成25年度の調査－ 綾瀬市教育委員会

780 神奈川県海老名市　河原口坊中遺跡第７次調査　－公共下水道雨水管立杭に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－
株式会社　イビソク

神奈川営業所
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781 神奈川県海老名市　国分尼寺北方遺跡　第51次調査　－国分排水区排水路敷設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－
株式会社　イビソク

神奈川営業所

782 神奈川県海老名市　中野桜野遺跡第５次調査　－集合住宅建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 国際文化財株式会社

783 神奈川県茅ヶ崎市　市内遺跡試掘・確認調査報告ⅩⅤ　－平成27（2015）年度実施の埋蔵文化財試掘・確認調査報告－ 茅ヶ崎市教育委員会

784 神奈川県茅ヶ崎市　西久保大町B遺跡　西久保大町B遺跡第４次調査報告
株式会社四門文化財事

業部

785 神奈川県茅ヶ崎市　浜之郷　石原B遺跡　第10次調査報告 株式会社　四門

786 神奈川県茅ヶ崎市　矢畑　金山遺跡　矢畑金山遺跡第22次調査報告 株式会社　四門

787 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

788 神奈川県逗子市　五霊神社南台地遺跡　－発掘調査報告書－
有限会社　吾妻考古学

研究所

789 神奈川県逗子市　埋蔵文化財緊急調査報告書10　－平成24年度－ 逗子市教育委員会

790 神奈川県逗子市　埋蔵文化財緊急調査報告書11　－平成25年度－ 逗子市教育委員会

791 神奈川県平塚市　竹之内遺跡第５地点・北金目塚越遺跡第18地点　～宅地造成工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書～
大成エンジニアリング

株式会社

792 神奈川県平塚市　東中原G／小熊原／北金目塚越　平成25年度市内遺跡緊急調査報告 平塚市教育委員会

793 神奈川県平塚市　六ノ域遺跡　第17地点　発掘調査報告書 株式会社アーキジオ

794 人間文化　42号
滋賀県立大学人間文化

部

795 人間文化　43号
滋賀県立大学人間文化

学部

796 人生のはじまりからおわりまで 戸田市立郷土博物館

797 仁井令条里跡第１・２次発掘調査報告書 防府市教育委員会

798 諏訪原遺跡 熊本市教育委員会

799 須玖タカウタ遺跡３－５次調査－　福岡県春日市須玖南所在遺跡の調査 春日市教育委員会

800 吹田市内本町三丁目所在　弘誓寺太鼓楼　建築調査報告書 吹田市教育委員会

801 吹田市立博物館　館報　16 吹田市立博物館

802 吹田市立博物館　館報　17 吹田市立博物館

803 垂井町遺跡詳細分布調査報告書（１） 垂井町教育委員会

804 推定　上野国府　～平成26年度調査報告～　上野国府等範囲内容確認調査報告書Ⅳ 前橋市教育委員会

805 推定　上野国府　～平成27年度調査報告～　上野国府等範囲内容確認調査報告書Ⅴ 前橋市教育委員会

806 水町遺跡第４地点　－宅地造成（蜷田若園三丁目）に伴う埋蔵文化財調査報告－
（公財）北九州市芸術

文化振興財団

807 瑞浪市陶磁資料館　研究紀要　第15号 瑞浪市陶磁資料館

808 瑞浪市陶磁資料館　研究紀要　第16号 瑞浪市陶磁資料館

809 瑞浪市歴史資料集　第３集 瑞浪市陶磁資料館

810 瑞浪市歴史資料集　第４集 瑞浪市陶磁資料館

811 杉原千畝と命のビザ　－シベリアを越えて－ 横浜市歴史博物館

812 菅原神社遺跡２（２区～４区の調査）　－折尾地区土地区画整理事業（堀川町地区）に伴う埋蔵文化財調査報告－
（公財）北九州市芸術

文化振興財団

813 菅原神社遺跡３（６－１区の調査）　－折尾地区土地区画整理事業（堀川町地区）に伴う埋蔵文化財調査報告－
（公財）北九州市芸術

文化振興財団

814 菅原神社遺跡４（５区、６-２・３区、７区～８区の調査）　－折尾地区土地区画整理事業（堀川町地区）に伴う埋蔵文化財調査報告－
（公財）北九州市芸術

文化振興財団

815 成川式土器ってなんだ？－鹿大キャンパスの遺跡から出土する土器－ 鹿児島大学総合研究博

816 星を伝え歩いた男　朝野北水　～江戸時代の星への興味～ 長野市立博物館

817 清水町遺跡　－八代公共職業安定所建て替えに係る埋蔵文化財発掘調査報告－ 熊本県教育委員会

818 清水廃寺瓦窯跡 岡山市教育委員会

819 清成遺跡　徳島県立農林水産総合技術支援センター整備運営事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書
（公財）徳島県埋蔵文

化財センター

820 生葉北遺跡３　－生葉地区遺跡Ⅰ北側調査区の報告－ うきは市教育委員会

821 西ヶ浦遺跡　福岡県春日市若葉台所在遺跡の調査 春日市教育委員会

822 西寒水四本柳遺跡７・８区　－老人福祉施設建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ みやき町教育委員会

823 西吉見条里遺跡Ⅲ　県営ほ場整備事業西吉見南部地区に伴う発掘調査報告 吉見町教育委員会

824 西畦野下ノ段・井戸遺跡　－県道川西インター線建設工事・新名神高速道路　箕面～神戸間（兵庫県域）建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 兵庫県教育委員会

825 西山遺跡 春日井市教育委員会

826 西山家文書（八道村庄屋文書）（十二） 下関市立豊田文化財資

827 西谷経塚古墓　－福岡県行橋市大字西谷所在の中世墓の調査－ 行橋市教育委員会

828 西通北遺跡発掘調査報告書 沼津市教育委員会

829 西平内Ⅰ遺跡発掘調査報告書　三陸沿岸道路建設事業関連遺跡発掘調査

（公財）岩手県文化振

興事業団埋蔵文化財セ

ンター

830 西和野Ⅰ遺跡発掘調査報告書　土地区画整理事業高台Ⅳ関連遺跡発掘調査

（公財）岩手県文化振

興事業団埋蔵文化財セ

ンター

831 西脇市　大門畑瀬遺跡・大伏北山遺跡　－175号西脇北バイパス事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書－ 兵庫県立考古博物館

832 青山史学　第35号
青山学院大学文学部史

学研究室

833 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

学研究室

834 青森県立郷土館報　平成29（2017）年度版（通巻44号） 青森県立郷土館

835 青野滝北Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ遺跡発掘調査報告書　三陸沿岸道路建設事業関連遺跡発掘調査

（公財）岩手県文化振

興事業団埋蔵文化財セ

ンター

836 静岡県　富士市　富士市内遺跡発掘調査報告書　－平成26･27年度－ 富士市教育委員会

837 静岡県　富士市　富士市内遺跡発掘調査報告書　－平成28年度－ 富士市教育委員会

838 静岡県富士市　東平遺跡　第20地区 富士市教育委員会

839 静岡県文化財年報（平成28年度）
静岡県埋蔵文化財セン

ター

840 静岡市内遺跡群発掘調査報告書（平成27年度） 静岡市教育委員会

- 40 -



841 静岡市内遺跡群発掘調査報告書（平成28年度） 静岡市教育委員会

842 静岡市立登呂博物館館報　23　－平成28年度－ 静岡市立登呂博物館

843 石見津和野藩亀井家屋敷跡遺跡発掘調査報告書Ⅲ 港区教育委員会

844 石見路の言伝　益田道路・浜田三隅道路発掘調査だより　～特別号～④　2010年３月
島根県埋蔵文化財調査

センター

845 石光山古墳群と忍海 葛城市歴史博物館

846 石行遺跡　小十文字遺跡　経営体育成基盤整備事業荻ノ窪地区に伴う緊急発掘調査
奥州市埋蔵文化財調査

センター

847 石川の歴史遺産セミナー講演録　第24～26回 石川県立歴史博物館

848 石川県埋蔵文化財情報　第36号
（公財）石川県埋蔵文

化財センター

849 石川県立博物館　紀要　第26号 石川県立歴史博物館

850 石川県立歴史博物館　年報　第17号　平成25・26年度版 石川県立歴史博物館

851 石川県立歴史博物館　年報　第18号　平成27年度版 石川県立歴史博物館

852 石川古墳群　第二東名No.34地点　第二東名建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　沼津市－１ 沼津市教育委員会

853 石川流域遺跡群発掘調査報告ⅩⅩⅩⅡ 藤井寺市教育委員会

854 石田・岡屋敷遺跡第３地点　－長屋新築（上石田二丁目）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告－ （公財）北九州市芸術

855 石田遺跡第２・４地点　－個人住宅建築に伴う埋蔵文化財発掘調査報告－ 北九州市教育委員会

856 石田遺跡第３・４・５地点　－個人住宅建築に伴う埋蔵文化財発掘調査報告－ 北九州市教育委員会

857 赤城山南麓の旧石器 前橋市教育委員会

858 赤城山南麓の中世　史跡　女堀 前橋市教育委員会

859 赤城山南麓の縄文　Part１ 前橋市教育委員会

860 赤前Ⅲ遺跡発掘調査報告書　市道赤前上下線道路整備事業関連遺跡発掘調査

（公財）岩手県文化振

興事業団埋蔵文化財セ

ンター

861 赤前Ⅲ遺跡発掘調査報告書　防災集団移転促進事業(赤前・津軽石地区)関連遺跡発掘調査

（公財）岩手県文化振

興事業団埋蔵文化財セ

ンター

862 赤道遺跡・西下原遺跡　県営中山間地域総合整備事業（宮之城地区）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 さつま町教育委員会

863 赤迫遺跡　－B～F区の報告－ 日田市教育委員会

864 仙台城跡二の丸第18地点 東北大学埋蔵文化財調

865 千苅遺跡発掘調査報告書　北上川中流部緊急治水対策事業(二子地区)関連遺跡発掘調査

（公財）岩手県文化振

興事業団埋蔵文化財セ

ンター

866 千石コレクション　－鏡鑑編－ 兵庫県立考古博物館

867 千代寺院跡文化財調査報告書 小田原市教育委員会

868 千代仲ノ町遺跡第Ⅹ地点　平成17年度小田原市緊急発掘調査報告書９ 小田原市教育委員会

869 千田家寄贈品展Ⅱ　－明治・大正期の古写真を中心として－ 行橋市教育委員会

870 千年地区遺跡群　千年小森遺跡　－吉井地区基盤整備事業に伴う発掘調査－ うきは市教育委員会

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

興財団

872 千葉県市川市　国府台遺跡　－第13－９地点発掘調査報告書－ 市川市教育委員会

873 千葉県市川市　曽谷遺跡　－第55地点発掘調査報告書－ 市川市教育委員会

874 千葉県市川市　東新山遺跡　－第R-2地点発掘調査報告書－ 市川市教育委員会

875 千葉県松戸市　下水遺跡　第13地点発掘調査報告書 松戸市教育委員会

876 千葉県松戸市　紙敷地区遺跡群発掘調査報告書　－坂之台遺跡第２・４地点　中内遺跡第１地点－ 松戸市教育委員会

877 千葉県松戸市　秋山向山遺跡　第７地点発掘調査報告書 松戸市教育委員会

878 千葉県松戸市　小野遺跡　第34地点発掘調査報告書 松戸市教育委員会

879 千葉県松戸市　小野遺跡　第36地点発掘調査報告書 松戸市教育委員会

880 千葉県松戸市　上本郷遺跡　第８・15・16地点　発掘調査出土資料報告書（２） 松戸市教育委員会

881 千葉県松戸市　八ヶ崎遺跡　－第21地点発掘調査報告書－ 松戸市教育委員会

882 千葉県船橋市　印内台遺跡群（66） 船橋市教育委員会

883 千葉県船橋市　印内台遺跡群（67） 船橋市教育委員会

884 千葉県船橋市　夏見台西遺跡（２） 船橋市教育委員会

885 千葉県船橋市　海老ヶ作北遺跡（５） 船橋市教育委員会

886 千葉県船橋市　宮本台遺跡群（61） 船橋市教育委員会

887 千葉県船橋市　中野木台遺跡（18） 船橋市教育委員会

888 千葉県船橋市　東中山台遺跡群（62） 船橋市教育委員会

889 千葉県博図公連携事業実施報告書　博物館・図書館・公民館が手をつないだら、何ができるだろう
千葉県博図公連携事業

実行委員会

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

891 千葉県立中央博物館　研究報告　人文科学　第13巻第２号 千葉県立中央博物館

892 千葉県流山市　加村台遺跡K地点発掘調査報告書 流山市教育委員会

893 千葉市古山遺跡（第３次）　－宅地造成に伴う埋蔵文化財調査報告書－
（公財）千葉市教育振

興財団

894 千葉市台畑古墳群　－治山事業に伴う埋蔵文化財調査報告書－
（公財）千葉県教育振

興財団

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

896 川曲地蔵前遺跡 No.４　認定こども園建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 前橋市教育委員会

897 川原遺跡４ ～第２次調査～ 大野城市教育委員会

898 川崎市市民ミュージアム　紀要　第29集
川崎市市民ミュージア

ム

899 川崎町内遺跡群　－川崎町内所在の埋蔵文化財発掘調査－ 川崎町教育委員会

900 川端根岸遺跡 　一般国道17号（上武道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査（その３）報告書
（公財）群馬県埋蔵文

化財調査事業団

901 川端山下遺跡 　一般国道17号（上武道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査（その３）報告書
（公財）群馬県埋蔵文

化財調査事業団

902 川中島の戦いと真田 長野市立博物館

903 川島本町遺跡　川島本町葬祭会館建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 高松市教育委員会
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904 川半貝塚発掘調査報告書　町営災害公営住宅建設事業関連遺跡発掘調査

（公財）岩手県文化振

興事業団埋蔵文化財セ

ンター

905 川辺郡猪名川町　広根遺跡　　－新名神高速道路　箕面～神戸間（兵庫県域）建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 兵庫県立考古博物館

906 川辺郡猪名川町　猪渕谷坑道群間歩ヶ谷支群他　　－新名神高速道路　箕面～神戸間（兵庫県域）建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 兵庫県立考古博物館

907 泉佐野市埋蔵文化財発掘調査概要　第79号 泉佐野市教育委員会

908 泉佐野市埋蔵文化財発掘調査概要　第80号 泉佐野市教育委員会

909 泉佐野市埋蔵文化財発掘調査概要　第81号 泉佐野市教育委員会

910 泉佐野市埋蔵文化財発掘調査概要　第82号 泉佐野市教育委員会

911 泉佐野市埋蔵文化財発掘調査概要　第83号 泉佐野市教育委員会

912 泉佐野市埋蔵文化財発掘調査概要　第84号 泉佐野市教育委員会

913 泉佐野市埋蔵文化財発掘調査概要　平成27年度 泉佐野市教育委員会

914 泉佐野市埋蔵文化財発掘調査概要　平成28年度 泉佐野市教育委員会

915 泉山一丁目遺跡・中樽一丁目遺跡　－泉山大谷線街路整備交付金事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 有田町教育委員会

916 泉大津市埋蔵文化財発掘調査概報36 泉大津市教育委員会

917 浅川城跡　－（仮称）浅川住宅造成計画に伴う埋蔵文化財調査報告－
（公財）北九州市芸術

文化振興財団

918 浅川扇状地遺跡群　桐原牧野遺跡　－桐原一丁目分譲地造成工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 長野市教育委員会

919 浅川扇状地遺跡群　桐原牧野遺跡（２）・桐原要害（高野氏館跡）　－桐原二丁目分譲地造成工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 長野市教育委員会

920 浅川扇状地遺跡群　中越遺跡　中越二丁目分譲地造成工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 長野市教育委員会

921
浅川扇状地遺跡群　中越遺跡（２）　徳間番場遺跡（２）　中越一丁目ブレインマンション新築工事および東邦ピュアタウン徳間３号地駐車場等造

成工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

長野市埋蔵文化財セン

ター

922 浅川扇状地遺跡群　徳間中南遺跡　徳間番場遺跡　徳間分譲地造成工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 長野市教育委員会

923 浅柄Ⅲ遺跡　一般国道９号（出雲湖陵道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書４
島根県教育庁埋蔵文化

財センター

924 染井31　東京都豊島区・染井遺跡（アルナス駒込六義園地区）の発掘調査 としま遺跡調査会

925 船ヶ谷遺跡　－５次調査－
松山市埋蔵文化財セン

ター

926 船岡山古墳（遺構編）　高松市教育委員会・徳島文理大学文学部連携協定調査報告書第１集 高松市教育委員会

927 銭神第Ⅱ遺跡・茗荷沢遺跡 沼津市教育委員会

928 銭湯と横浜 横浜市歴史博物館

929 銭渕遺跡 日田市教育委員会

930 前近代ユーラシア西部における貨幣と流通のシステムの構造と展開（Ⅰ）　ポスト・ローマ，イングランド，イタリア，ドイツ 櫻木晋一

931 前近代ユーラシア西部における貨幣と流通のシステムの構造と展開（Ⅱ）　ユーラシアにおける中世貨幣　予稿集 櫻木晋一

932 前方後円墳の型式学的研究
（公財）由良大和古代

文化研究協会

933 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　五条遺跡　夫婦岩２号墳 善通寺市教育委員会

934 倉吉市内遺跡分布調査報告書19 倉吉市教育委員会

935 倉敷埋蔵文化財センター年報15　－平成25・26年度－
倉敷埋蔵文化財セン

ター

936 巣鴨Ⅷ 東京都豊島区・巣鴨遺跡（メゾンブランシュ地区／ライジングプレイス巣鴨地区）の発掘調査 豊島区教育委員会

937 巣鴨ⅩⅩⅠ 東京都豊島区・巣鴨遺跡（セザール巣鴨Ⅱ地区）の発掘調査 豊島区教育委員会

938 相作馬塚古墳Ⅱ 高松市教育委員会

939 相生町遺跡発掘調査報告書 沼津市教育委員会

940 総社市埋蔵文化財調査年報　26　（平成27年度） 総社市教育委員会

941 草津宿場町遺跡第14次発掘調査報告書 草津市教育委員会

942 装飾壺からみた弥生時代の朝霞 朝霞市博物館

943 増田聡子展　色彩と形象の交響詩 日立市郷土博物館

944 束本遺跡５次調査 松山市教育委員会

945 続明日香村史　下巻 明日香村教育委員会

946 続明日香村史　上巻 明日香村教育委員会

947 続明日香村史　中巻 明日香村教育委員会

948 村下遺跡３　－K地点調査－ 大野城市教育委員会

949 村前遺跡 日田市教育委員会

950 多可郡多可町　勝浦鉱山跡　－県単独緊急防災事業事業に伴う発掘調査報告書－ 兵庫県立考古博物館

951 多賀城跡　外郭後Ⅰ―南門地区― 宮城県教育委員会

952 多賀城跡　宮城県多賀城跡調査研究書年報2016 宮城県多賀城跡調査研

953 多肥平塚遺跡　都市計画道路旭町仏生山線整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　第１冊 高松市教育委員会

954 太井遺跡（TAI-８）発掘調査概要報告　－TAI-8・美原区黒山所在－ 堺市教育委員会

955 太宰府・国分地区遺跡群４　－国分千足町遺跡第１・２・３・７次調査－ 太宰府市教育委員会

956 太宰府市民遺産 2017 太宰府市教育委員会

957 太田遺跡　第７次調査発掘調査報告書
奈良県立橿原考古学研

究所

958 太田茶臼山古墳の時代　－王権の進出と三島－
高槻市立今城塚古代歴

史館

959 帯屋町遺跡　－高知県自治会館新庁舎建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 高知市教育委員会

960 大塩城跡　－県道月瀬三ヶ谷線拡幅工事に伴う発掘調査報告書－
奈良県立橿原考古学研

究所

961 大垣城跡・城下町　－大垣市立興文小学校屋内運動場建て替え工事に伴う発掘調査報告－ 大垣市教育委員会

962 大学の扉を開く2017　関西圏大学ミュージアム連携活性化事業／交流する大学ミュージアムを目指して　事業実施報告書
かんさい・大学ミュー

ジアム連携実行委員会

963 大隈大崎神領10号墳の研究　Ⅰ
鹿児島大学総合研究博

物館

964 大湖南展　－栗太・野洲郡の風土と遺宝－
滋賀県立安土城考古博

物館

965 大江遺跡群13　－大江遺跡群第149次調査区発掘調査報告書－　消防本部施設機能強化事業にともなう埋蔵文化財発掘調査報告 熊本市教育委員会

966 大宰府条坊跡47　－第34・53・54・74・173・305・308次調査－ 太宰府市教育委員会

967 大宰府政庁周辺官衙跡Ⅸ　－大楠地区　総括・図版編－ 福岡県教育委員会

968 大宰府政庁周辺官衙跡Ⅹ　－広丸地区　遺構編－ 福岡県教育委員会

- 42 -



969 大阪大学埋蔵文化財調査室　年報４
大阪大学埋蔵文化財調

査室

970 大阪大谷大学　歴史文化研究　第17号
大阪大谷大学歴史文化

学科

971 大阪府枚方市枚方宿遺跡調査報告書　―平成28年度淀川左岸水防事務組合庁舎新築に係る三矢町地区(HKM16-63)発掘調査― 枚方市教育委員会

972 大阪府立近つ飛鳥博物館　館報　19
大阪府立近つ飛鳥博物

館

973 大阪府立近つ飛鳥博物館　館報　20
大阪府立近つ飛鳥博物

館

974 大阪文化財研究所研究紀要　第18号 大阪文化財研究所

975 大阪歴史博物館　館蔵資料集13　羽間文庫：器具篇－付、重要文化財指定品目録－ 大阪歴史博物館

976 大阪歴史博物館　研究紀要　第15号 大阪歴史博物館

977 大阪歴史博物館年報　平成27年度 大阪歴史博物館

978 大阪歴史博物館年報　平成28年度 大阪歴史博物館

979 大崎・五反田　－徳川幕府直轄領の村々－ 品川区立品川歴史館

980 大崎小園遺跡４　－福岡県小郡市大崎所在遺跡の調査報告－
小郡市埋蔵文化財調査

センター

981 大室古墳の教室　考古学講演会・講座の記録２ 前橋市教育委員会

982 大柴山遺跡　－共同住宅（上葛原一丁目）建設に伴う埋蔵文化財調査報告－
（公財）北九州市芸術

文化振興財団

983 大手前大学史学研究所紀要　第11号 大手前大学史学研究所

984 大手町遺跡第12地点　－(株)九電工北九州支店（仮）大手町独身寮建設に伴う埋蔵文化財調査報告－
（公財）北九州市芸術

文化振興財団

985 大手町遺跡第13地点　小倉城西曲輪の篠崎武家屋敷跡の調査　－擁壁設置工事(大手町)及び店舗新築工事に伴う埋蔵文化財調査報告－
（公財）北九州市芸術

文化振興財団

986 大手町遺跡第14地点　－分譲マンション建設（大手町）に伴う埋蔵文化財調査報告－
（公財）北九州市芸術

文化振興財団

987 大将軍遺跡第31次発掘調査報告書 草津市教育委員会

988 大針15号窯発掘調査報告書 多治見市教育委員会

989 大西大師山遺跡　一般国道９号（朝山大田道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書７
島根県埋蔵文化財調査

センター

990 大西大師山遺跡（18・19号横穴墓）　城ヶ谷遺跡（２区）
島根県教育庁埋蔵文化

財センター

991 大昔のくらしをさぐる 横浜市歴史博物館

992 大村市 市内遺跡発掘調査概報８ 大村市教育委員会

993 大中遺跡「再」発見！　－東播磨の弥生遺跡－ 播磨町郷土資料館

994 大中遺跡「再」発見！　－東播磨の弥生遺跡－ 兵庫県立考古博物館

995 大津市埋蔵文化財調査年報　－平成27（2015）年度－ 大津市教育委員会

996 大塚遺跡２区　－個人住宅建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ みやき町教育委員会

997 大坪西遺跡
（公財）瀬戸市文化振

興財団

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

999 大内氏関連町並遺跡10　－第９・29次発掘調査－ 山口市教育委員会

1000 大分県立歴史博物館　研究紀要　18 大分県立歴史博物館

1001 大分県立歴史博物館年報　2016 大分県立歴史博物館

1002 大平窯跡・大平縄文遺跡
（公財）瀬戸市文化振

興財団

1003 大峰ヶ台遺跡13次調査　道後今市遺跡12次調査　国庫補助市内遺跡発掘調査報告書 松山市教育委員会

1004 大北遺跡－平成25年度発掘調査報告書－ 千葉市教育委員会

1005 大牟田古墳群　中島窯跡群　測量調査概報
福岡大学人文学部考古

学研究室

1006 大門遺跡第８地点　－室町大門線道路改築工事に伴う埋蔵文化財調査報告－
（公財）北九州市芸術

文化振興財団

1007 大野遺跡Ⅰ　－基盤整備事業（八幡地区２－２工区）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 南あわじ市教育委員会

1008 大野小学校のセンダンの木と旌表旗 大野城市教育委員会

1009 大野城市の文化財　第46集　大野ジョーと行く！　古代山城　大野城跡 大野城市教育委員会

1010 大有各石器展　－弥生時代の「謎」の石器－
（公財）千葉市教育振

興財団

1011 大和を掘る34　－2015年度発掘調査速報展－
奈良県立橿原考古学研

究所附属博物館

1012 大和を掘る35　－2016年度発掘調査速報展－
奈良県立橿原考古学研

究所附属博物館

1013 第12回「地域の伝承文化に学ぶ」コンテスト入賞作品集 國學院大學

1014 第19回古代官衙・集落研究会報告書　官衙・集落と土器２－宮都・官衙・集落と土器－ 奈良文化財研究所

1015 第20回　全国高校生創作コンテスト　入賞作品集 國學院大學

1016 第26回　林忠彦賞 周南市文化振興財団

1017 第51回全国史跡整備市町村協議会　大会議事録

第51回全国史跡整備市

町村協議会大会実行委

員会

1018 拓かれた扉～桜井の郷土史研究はいかにして始まったか～ 桜井市立埋蔵文化財セ

1019 拓南遺跡発掘調査報告書 沼津市教育委員会

1020 沢田遺跡 南陽市教育委員会

1021 樽味四反地遺跡23次調査 松山市教育委員会

1022 丹波市　山田大山古墳群　－（砂）大山谷川通常砂防事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 兵庫県立考古博物館

1023 淡路市　飯田遺跡　－（二）船場川水系船場川流域治水対策河川事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 兵庫県立考古博物館

1024 淡路市　姫路城城下町跡　－（都）船場川線街路整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 兵庫県立考古博物館

1025 端島と黒島 岩国市教育委員会

1026 鍛冶荒井遺跡　－平成26年度発掘調査報告書－ 知立市教育委員会
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1027 知恩寺跡　－福岡県田川郡添田町所在遺跡の調査－　県道英彦山添田線改良事業関係埋蔵文化財調査報告 福岡県教育委員会

1028 知多市歴史民俗博物館年報　第18号（平成28年度） 知多市歴史民俗博物館

1029 知覧飛行場跡　（南九州市知覧町）　主要地方道頴娃川辺線（知覧道路・霜出道路）道路改築事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書（Ⅳ）
鹿児島県立埋蔵文化財

センター

1030 地域の持続可能性　－下関からの発信－ 髙月鈴世

1031 地鶏Ⅳ遺跡発掘調査報告書　地域連携道路建設事業地方道重茂半島線関連遺跡発掘調査

（公財）岩手県文化振

興事業団埋蔵文化財セ

ンター

1032 地元青年が主役！　国分寺の素人演芸 国分寺市教育委員会

1033 地蔵坂遺跡　－第５次調査の記録－ 綾瀬市教育委員会

1034 地蔵坂遺跡の調査 綾瀬市教育委員会

1035 地方における文化行政の状況について（平成27年度） 文化庁

1036 池田市埋蔵文化財発掘調査概報　2015年度 池田市教育委員会

1037 池田市埋蔵文化財発掘調査概報　2016年度 池田市教育委員会

1038 竹原井頓宮 柏原市立歴史資料館

1039 竹松遺跡　株式会社コスモス薬品宮小路店建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 大村市教育委員会

1040 竹林寺天文台遺跡２　国立大学法人京都大学（浅口）高度天体観測研究施設建築に伴う発掘調査 浅口市教育委員会

1041 着物が語る日本の心 北九州市立自然史・歴

1042 中ノ浜遺跡
山口県埋蔵文化財セン

ター

1043 中見代第Ⅰ遺跡発掘調査報告書（２）　第二東名No.６地点　第二東名建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　沼津市－４ 沼津市教育委員会

1044 中原遺跡発掘調査報告書 沼津市教育委員会

1045 中須遺跡・古田遺跡・佐間殿遺跡　県営圃場整備に伴う発掘調査 中津市教育委員会

1046 中水野遺跡発掘調査報告書
（公財）瀬戸市文化振

興財団

1047 中世のみち　鎌倉街道
上高津貝塚ふるさと歴

史の広場

1048 中世の備前焼を再現する　プロジェクトの記録－2017－ 備前市教育委員会

1049 中世の氷見を訪ねる　－暮らしと祈りの世界－ 氷見市立博物館

1050 中世真言律宗系寺院浄光寺跡　南大門遺跡　蓮華院誕生寺南大門再建に伴う発掘調査 玉名市教育委員会

1051 中西遺跡Ⅰ　－今奈和自動車道「御所区間」建設に伴う調査報告書（８）－
奈良県立橿原考古学研

究所

1052 中村ヒバル遺跡　県営ほ場整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書ⅩⅩⅠ　県営経営体育成基盤整備事業角田中部地区土地改良事業に伴う埋蔵文 豊前市教育委員会

1053 中村遺跡発掘調査報告書　北上川中流部緊急治水対策事業（二子地区）関連遺跡発掘調査

（公財）岩手県文化振

興事業団埋蔵文化財セ

ンター

1054 中村家文書目録　行田市郷土博物館収蔵資料目録 行田市郷土博物館

1055 中沢遺跡発掘調査報告書　防災集団移転促進事業泊地区関連遺跡発掘調査 陸前高田市教育委員会

1056 中津城下町遺跡25・26次調査　市道丸山町公園地線拡幅・市道丸山町大江神社西通り線新設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 中津市教育委員会

1057 中田下川原　－新潟県柏崎市　中田下川原遺跡発掘調査報告書－ 柏崎市教育委員会

1058 中島城跡　住宅市街地総合整備事業に関わる埋蔵文化財の調査報告書　福岡県柳川市大和町中島字二重所在遺跡の調査 柳川市教育委員会

1059 中尾遺跡第２次発掘調報告書　大谷工業団地再整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査 倉吉市教育委員会

1060 中野北遺跡　－正受寺本堂建替えに伴う発掘調査報告（NNN2014-1）－ 富田林市教育委員会

1061 中里遺跡　－東日本最大・最古級の弥生集落－ 小田原市教育委員会

1062 中林遺跡 林町事務所新築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 高松市教育委員会

1063 仲島遺跡13　55街区１・３区の調査 大野城市教育委員会

1064 柱島の歴史 岩国市教育委員会

1065 猪渕遺跡　　－新名神高速道路　箕面～神戸間（兵庫県域）建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 兵庫県教育委員会

1066 丁・柳ヶ瀬遺跡発掘調査報告書
姫路市埋蔵文化財セン

ター

1067 丁田遺跡Ⅲ　－宅地造成工事に伴う発掘調査－ 彦根市教育委員会

1068 朝霞市埋蔵文化財発掘調査報告集報７ 朝霞市教育委員会

1069 朝気遺跡（朝気一丁目21-17地点）　－店舗建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－
（公財）山梨文化財研

究所

1070 朝鮮人陶工来琉四〇〇年記念　一六一六年　琉球陶始四〇〇年
那覇市立壺屋焼物博物

館

1071 朝倉伊勢西No.３遺跡　店舗建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 前橋市教育委員会

1072 朝倉下岡遺跡 今治市教育委員会

1073 朝倉古窯跡群　古隈窯跡・山隈窯跡・八並窯跡　福岡県朝倉郡筑前町下高場・山隈・三並所在の初期須恵器窯跡調査報告 筑前町教育委員会

1074 朝倉市文化財年報（平成24年度） 朝倉市教育委員会

1075 朝日の遺跡Ⅳ　君迫遺跡・山ノ神（二串）遺跡の調査　－県営経営体育成基盤整備事業朝日地区に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書（４）－ 日田市教育委員会

1076 朝日遺跡第23次発掘調査報告書　－公共下水道雨水管整備工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 名古屋市教育委員会

1077 朝来市　生野代官所跡関連遺跡　－一般国道429号電線共同溝・歩道整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 兵庫県教育委員会

1078 町屋遺跡　－清水富士宮線建設に伴う発掘調査報告書－ 静岡市教育委員会

1079 町原遺跡群発掘調査報告書　打越遺跡・町原古墳群・町原塚群・田丸古墳群・末崎遺跡 木更津市教育委員会

1080 町田市文化財年報　2014年度 町田市教育委員会

1081 町田市文化財年報　2015年度 町田市教育委員会

1082 町田市文化財年報　2016年度 町田市教育委員会

1083 町内遺跡10　田甲原古墳群第13地点 吉見町教育委員会

1084 町内遺跡11　下遺跡第２地点 吉見町教育委員会

1085 町南遺跡12区　－希望の家建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ みやき町教育委員会

1086 町南遺跡13区　－個人経営アパート建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ みやき町教育委員会

1087 調査研究書　第41集
佐賀県立博物館・佐賀

県立美術館

1088 調査年報　29　平成28年度
（公財）北海道埋蔵文

化財センター

1089 長岡市立科学博物館研究報告　第52号 長岡市立科学博物館

1090 長崎並木Ⅲ　豊島区地域別調査報告・長崎一丁目周辺遺跡における発掘調査 豊島区教育委員会
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1091 長福寺墓石調査報告書 厚木市教育委員会

1092 長野遺跡群　県町遺跡　(仮称)サーパス県町新築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
長野市埋蔵文化財セン

ター

1093 長野遺跡群　善光寺門前町跡（４）　－八幡屋蟻五郎大門町店増築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 長野市教育委員会

1094 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

学研究室

1095 長野県千曲市　重要無形民俗文化財「雨宮の神事芸能」雨宮坐日吉神社御神事民俗文化財調査報告書 千曲市教育委員会

1096 長野市埋蔵文化財センター　所報　No.27
長野市埋蔵文化財セン

ター

1097 長野市立博物館　収蔵資料目録　民俗４　講関係資料 長野市立博物館

1098 長嶺前田　－新潟県柏崎市　長嶺前田遺跡発掘調査報告書－ 柏崎市教育委員会

1099 鳥見山遺跡群 遠賀町教育委員会

1100 鳥取県西伯郡大山町　町内遺跡発掘調査報告書Ⅸ　（平成27年度実施分）　大山僧坊跡E-58区　門前３号墳　門前４号墳 大山町教育委員会

1101 鳥取県西伯郡南部町　浅井11号墳発掘調査概要報告書Ⅰ　－第1次調査－
島根大学法文学部考古

学研究室

1102
鳥取県西伯郡伯耆町　金廻家ノ上ノ内遺跡・金廻家ノ上遺跡・越敷山古墳群（金廻地区）　一般国道181号（岸本バイパス）道路改良工事に伴う埋

蔵文化財発掘調査報告書

（一財）米子市文化財

団

1103
鳥取県西伯郡伯耆町　坂長越城ノ原遺跡・越敷山古墳群（坂長地区）　一般国道181号（岸本バイパス）道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報

告書

（一財）米子市文化財

団

1104 鳥取県鳥取市青谷町　青谷上寺地遺跡14　第15次・第16次発掘調査報告書
鳥取県埋蔵文化財セン

ター

1105 鳥取県東伯郡琴浦町 別所22号墳発掘調査報告書 一般国道９号交差点改良事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 琴浦町教育委員会

1106 鳥取県東伯郡琴浦町町内遺跡発掘調査報告書（笠見第３遺跡、別所22号墳） 琴浦町教育委員会

1107 鳥取県東伯郡琴浦町町内遺跡発掘調査報告書（別所第４遺跡） 琴浦町教育委員会

1108 鳥取城調査研究年報　第10号 鳥取市教育委員会

1109 鳥取城調査研究年報　第９号 鳥取市教育委員会

1110 鳥栖市文化財年報　2014年度版 鳥栖市教育委員会

1111 鳥栖市文化財年報　2015年度版 鳥栖市教育委員会

1112 鳥沢遺跡第２次発掘調査報告書 沼津市教育委員会

1113 津市文化財年報10　－平成26年度－ 津市教育委員会

1114 津市文化財年報10　－平成27年度－ 津市教育委員会

1115 津田神社遺跡第２地点　－個人住宅建築に伴う埋蔵文化財発掘調査報告－ 北九州市教育委員会

1116 津島江道遺跡　－岡山市立岡北中学校校舎改築に伴う発掘調査－ 岡山市教育委員会

1117 津幡町　加賀爪B遺跡　地方道改築（一）莇谷津幡線に係る埋蔵文化財発掘調査報告書
（公財）石川県埋蔵文

化財センター

1118 塚原遺跡Ⅰ　市道岱明玉名線道路改良事業に伴う埋蔵文化財調査報告書 玉名市教育委員会

1119 塚段古墳・坂口古墳　－銀層ガラス玉を出土した後期古墳の発掘調査報告－ 岡山市教育委員会

1120 坪井清足著作目録 奈良文化財研究所

1121 鶴と暮らす山里の「野鶴監視員」の物語 山口県教育委員会

1122 帝京大学文化財研究所研究報告　第16集
（公財）山梨文化財研

究所

1123 帝塚山大学考古学研究所研究報告　ⅩⅨ
帝塚山大学考古学研究

所

1124 帝塚山大学附属博物館常設展示図録　瓦の来た道　～東アジアの瓦の歴史～
帝塚山大学考古学研究

所

1125 帝塚山大学附属博物館報　ⅩⅡ
帝塚山大学考古学研究

所

1126 鉄道と野田　～変わりゆくまちと人々の暮らし～
野田市郷土博物館・市

民会館

1127 天井川と洪水 柏原市立歴史資料館

1128 天王山古墳 －天王山古墳第１次～第４次発掘調査報告書－ 春日井市教育委員会

1129 天神遺跡　発掘調査報告書【古墳時代編】　－阪神・淡路大震災の復旧・復興事業に伴う発掘調査－ 淡路市教育委員会

1130 天神遺跡　発掘調査報告書【弥生時代編】　－阪神・淡路大震災の復旧・復興事業に伴う発掘調査－ 淡路市教育委員会

1131 天神田遺跡１ 大野城市教育委員会

1132 天白元屋敷遺跡　平成26年度・第７次発掘調査報告書 名古屋市教育委員会

1133 天理参考館報　第30号
天理大学附属天理参考

館

1134 天理市文化財調査年報　平成27（2015）年度 天理市教育委員会

1135 天理市埋蔵文化財調査概報　平成21～23（2009～2011）年度 天理市教育委員会

1136 伝中･上富士前Ⅷ　豊島区地域別調査報告・駒込一丁目遺跡における発掘調査 豊島区教育委員会

1137 田原遺跡７次調査　－川崎町大字田原所在の埋蔵文化財発掘調査－ 川崎町教育委員会

1138 田原迫ノ上遺跡２　（鹿屋市串良町）　縄文時代早期編　東九州道車道建設（志布志IC～鹿屋串良JCT間）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
鹿児島県立埋蔵文化財

センター

1139 田口下田尻遺跡 　一般国道17号（上武道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査（その３）報告書
（公財）群馬県埋蔵文

化財調査事業団

1140 田川市石炭・歴史博物館　館報　第10号
田川市石炭・歴史博物

館

1141 田川市石炭・歴史博物館　館報　第７号
田川市石炭・歴史博物

館

1142 田中信行の茶室　流れる水　ふれる水
山口県立萩美術館・浦

上記念館

1143 田能村竹田展　吹田・なにわを愛した文人画家 吹田市立博物館

1144 都城市所在　大窪第１遺跡　西久保地区河川改修事業に伴う発掘調査報告書
宮崎県埋蔵文化財セン

ター

1145 都府楼　第49号
（公財）古都太宰府保

存協会

1146 土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム　研究紀要　第12号
土井ヶ浜遺跡・人類学

ミュージアム

1147 土浦市　上高津貝塚ふるさと歴史の広場年報　第22号　－2015（平成27）年度－
上高津貝塚ふるさと歴

史の広場
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1148 土浦市立博物館紀要　第26号 土浦市立博物館

1149 土浦市立博物館紀要　第27号 土浦市立博物館

1150 土浦市立博物館年報　第28号（2014） 土浦市立博物館

1151 土浦市立博物館年報　第29号（2015） 土浦市立博物館

1152 唐越遺跡 南陽市教育委員会

1153 唐古・鍵遺跡　考古資料目録Ⅱ　－土器編２（弥生・搬入・特殊）－ 田原本町教育委員会

1154 唐仁古墳群３　町内遺跡発掘調査等事業に伴う測量等調査報告書 東串良町教育委員会

1155 唐津市内遺跡確認調査（33）　－土地開発に伴う市内遺跡確認調査報告－ 唐津市教育委員会

1156 唐堀B遺跡　上信自動車道吾妻西バイパス建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
（公財）群馬県埋蔵文

化財調査事業団

1157 島根大学研究・学術情報機構ミュージアム年報　平成27・28年度
島根大学研究・学術情

報機構ミュージアム

1158 島内地下式横穴墓群Ⅴ　灰塚地下式横穴墓群 えびの市教育委員会

1159 嶋原一揆談話　朝倉市内所在近世文書の調査 朝倉市教育委員会

1160 嶋上遺跡群41 高槻市教育委員会

1161 東アジアにおける石材利用技術の地域性と伝播・展開に関する基礎的研究
（公財）元興寺文化財

研究所

1162 東の雄　総社古墳群 前橋市教育委員会

1163 東海土器五十三次展　弥生土器　東へ　西へ 静岡市立登呂博物館

1164 東宮遺跡（３） 八ツ場ダム建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　第51集
（公財）群馬県埋蔵文

化財調査事業団

1165 東京外かく環状道路埋蔵文化財調査報告書11　－市川市北下遺跡(14)・菅野遺跡（１）～（５）－
（公財）千葉県教育振

興財団

1166 東京外かく環状道路埋蔵文化財調査報告書12　－市川市雷下遺跡(５)・雷下遺跡（６）・松戸市上矢切南台遺跡（９）－
（公財）千葉県教育振

興財団

1167 東京大学構内遺跡調査研究年報10　2013・2014年度
東京大学埋蔵文化財調

査室

1168 東京都江戸東京博物館紀要　第６号 江戸東京博物館

1169 東京都江戸東京博物館紀要　第７号 江戸東京博物館

1170 東京都港区No.105遺跡　（仮称）西新橋二丁目計画に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 株式会社　四門

1171 東京都国分寺市 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

1172 東京都狛江市　久保・前原遺跡　－第８次発掘調査報告書－ 狛江市教育委員会

1173 東京都狛江市　箕和田遺跡・北久保遺跡　－第18地点発掘調査報告書－ 狛江市教育委員会

1174 東京都多摩市　上っ原遺跡（第３次）　－（仮称）帝京大学八王子キャンパス新校舎棟新築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－
（公財）山梨文化財研

究所

1175 東京都町田市　椙山神社北遺跡第四地点　発掘調査報告書 町田市教育委員会

1176 東京都町田市　鶴間公園遺跡（町田市No.999遺跡）　－町田市南町田駅周辺整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 町田市教育委員会

1177 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

1178 東京都府中市　武蔵国府関連遺跡調査報告　－シティハウス東府中ステーションコート新築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査（1728次）－
大成エンジニアリング

株式会社

1179 東京都府中市　武蔵国府関連遺跡調査報告　－高倉・美好町地域の調査－　「（仮称）美好町３丁目計画」新築工事に伴う発掘調査（１７５５次） 府中市教育委員会

1180 東京都府中市　武蔵国府関連遺跡調査報告　－国府地域の調査－　アンタレス府中新築工事埋蔵文化財発掘調査報告 共和開発株式会社

1181 東京都府中市　武蔵国府関連遺跡調査報告　－西府・本宿町地域の調査－　「（仮称）セイガステージ分倍川原Ⅲ」新築工事に伴う発掘調査（１７ 府中市教育委員会

1182 東京都府中市（1733次調査）武蔵国府関連遺跡調査報告－国府地域の調査－　－（仮称）府中市八幡町一丁目計画新築工事地区－ 府中市教育委員会

1183 東京都文京区　円林寺跡　－文京区本駒込3-1-5地内（オープンハウス地点）の新築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－

テイケイトレード株式

会社　埋蔵文化財事業

部

1184 東京都文京区　弓町遺跡第12地点　－（仮称）文京区本郷１丁目計画新築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 株式会社パスコ

1185 東京都文京区　護国寺門前町遺跡第２地点　－集合住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－
（株）パスコ　文化財

センター

1186 東京都文京区　国指定名勝及び史跡小石川植物園（御薬園跡及び養生所跡）第2地点　－小石川植物園遺跡西側道路整備工事に伴う埋蔵文化財確認調 文京区教育委員会

1187 東京都文京区　春日二丁目南遺跡　－春日二丁目特別養護老人ホームの建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－

テイケイトレード株式

会社　埋蔵文化財事業

部

1188 東京都文京区　小石川三丁目東遺跡　－集合住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－
大成エンジニアリング

株式会社

1189 東京都文京区　祥雲寺跡・浄福寺跡　－（仮称）ALERO白山Ⅱ新築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－

テイケイトレード株式

会社　埋蔵文化財事業

部

1190
東京都文京区　切支丹屋敷跡　［遺構・遺物・自然化学分析（１）・考察編］　－文京区小日向一丁目東遺跡・集合住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘

調査報告書－

テイケイトレード株式

会社　埋蔵文化財事業

部

1191
東京都文京区　切支丹屋敷跡　［保存処理・自然化学分析（２）編］　－文京区小日向一丁目東遺跡・集合住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告

書－

テイケイトレード株式

会社　埋蔵文化財事業

部

1192 東京都文京区　本郷台町遺跡　－集合住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－

テイケイトレード株式

会社　埋蔵文化財事業

部

1193 東京都文京区　無量院跡　－小石川三丁目38番地内の開発事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－

テイケイトレード株式

会社　埋蔵文化財事業

部

1194 東京都文京区　目白台一丁目遺跡　－学校法人日本女子大学図書館建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－
大成エンジニアリング

株式会社

1195 東京都目黒区　東山貝塚遺跡　－第29・30次発掘調査報告書－ 目黒区教育委員会

1196 東京都目黒区　東山貝塚遺跡　第32次発掘調査報告書
大成エンジニアリング

株式会社

1197 東京都目黒区　南遺跡　－第６次発掘調査報告書－ 目黒区教育委員会

1198 東京都練馬区　八ヶ谷戸遺跡第五次調査　－陽和病院内における調査－ 共和開発株式会社

1199 東近江市埋蔵文化財調査報告書　第30集　市内遺跡の調査 東近江市埋蔵文化財セ

1200 東近江市埋蔵文化財調査報告書　第31集　中沢遺跡（25次）　小脇壽遺跡 東近江市教育委員会
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1201 東原遺跡　－第１次調査－　遺物編 所沢市教育委員会

1202 東光寺・熊野寺資料調査報告書 厚木市教育委員会

1203 東広島市内遺跡発掘調査報告書１　－湯谷迫３号遺跡－　－鷺田遺跡－ 東広島市教育委員会

1204 東国尾張とヤマト王権　－考古学からみた狗奴国と尾張連氏－
大阪府立近つ飛鳥博物

館

1205 東皐心越と水戸光圀～黄門様が招いた異国の禅僧～
駒澤大学禅文化歴史博

物館

1206 東山72号窯発掘調査報告書
名古屋大学考古学研究

室

1207 東山魁夷　―自然と人、そして町 九州国立博物館

1208 東山道武蔵路とともに生きる　路でつながる古代の国分寺と板戸 国分寺市教育委員会

1209 東山道武蔵路発掘調査概報Ⅱ　－保存管理計画に基づく学術調査－ 国分寺市教育委員会

1210 東小田峯遺跡Ⅰ　－昭和62年度の調査－ 筑前町教育委員会

1211 東日本大震災の復興と埋蔵文化財保護の取組（報告）　－行政対応編－ 山口県教育委員会

1212 東日本大震災の復興と埋蔵文化財保護の取組（報告）　－発掘調査の実施と活用への取組－ 山口県教育委員会

1213 東播磨の弥生遺跡　遺跡・展示施設ガイドブック 兵庫県立考古博物館

1214 東伯耆の古代 倉吉市教育委員会

1215 東風西声　第12号 九州国立博物館

1216 東北大学埋蔵文化財調査室　年次報告2015 東北大学埋蔵文化財調

1217 湯伝遺跡　山手赤坂線街路事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告（１） （公財）広島県教育事

1218 藤井寺市発掘調査概報　第34号　林遺跡（HY2011-６・７区） 藤井寺市教育委員会

1219 藤井寺市発掘調査概報　第35号　野中宮山古墳（MYY2015－１区） 藤井寺市教育委員会

1220 藤井寺市発掘調査概報　第36号　はざみ山遺跡（HM2015-５区） 藤井寺市教育委員会

1221 藤井寺市発掘調査概報　第37号　北岡遺跡（KT2015-５区） 藤井寺市教育委員会

1222 藤井寺市発掘調査概報　第38号　葛井寺遺跡（FJ2015-５区） 藤井寺市教育委員会

1223 藤井寺市発掘調査概報　第39号　国府遺跡（KO2016－１区） 藤井寺市教育委員会

1224 藤丸遺跡Ⅳ　－集合住宅建設工事に伴う発掘調査－ 彦根市教育委員会

1225 藤原京右京十一条一坊・左京十一条一坊　－県道橿原神宮東口停車場飛鳥線建設事業に伴う発掘調査報告書Ⅳ－
奈良県立橿原考古学研

究所

1226 藤原京右京十一条三坊・四坊　－県道橿原神宮東口停車場飛鳥線建設事業に伴う発掘調査報告書Ⅴ－
奈良県立橿原考古学研

究所

1227 藤原京跡Ⅴ　－右京十一条三坊、右京十一条三・四坊－ 橿原市教育委員会

1228 藤原京跡Ⅵ　－右京四条三坊－ 橿原市教育委員会

1229 藤沢市文化財調査報告書　第51集 藤沢市教育委員会

1230 藤沢市文化財調査報告書　第52集 藤沢市教育委員会

1231 豆田遺跡　－荒川小学校プール移転工事に伴う発掘調査報告書－
姫路市埋蔵文化財セン

ター

1232 豆田遺跡発掘調査報告書
姫路市埋蔵文化財セン

ター

1233 陶ケン　第30号　山口県埋蔵文化財センター紀要　－平成28年度－
山口県埋蔵文化財セン

ター

1234 陶祖公園内窯跡発掘調査報告書
（公財）瀬戸市文化振

興財団

1235 動物の意匠　－人と生き物のかかわり－ 十日町市博物館

1236 同志社大学歴史資料館　館報　第19号 同志社大学歴史資料館

1237 同志社大学歴史資料館　館報　第20号 同志社大学歴史資料館

1238 道が織りなす旅と文化
和歌山県立紀伊風土記

の丘

1239 道後湯之町遺跡２次調査
松山市埋蔵文化財セン

ター

1240 銅鐸をつくった人々　－東奈良遺跡の工人集団－ 茨木市立文化財資料館

1241 徳島県の文化の創造的再発見事業 実施報告書 徳島県立博物館

1242 徳島県立鳥居龍蔵記念博物館　研究報告　第３号 徳島県立博物館

1243 徳島県立鳥居龍蔵記念博物館年報　第６号（平成27年度） 徳島県立博物館

1244 徳島県立鳥居龍蔵記念博物館年報　第７号（平成28年度） 徳島県立博物館

1245 徳島県立博物館研究報告　第27号 徳島県立博物館

1246 徳島県立博物館年報　第25号（平成27年度） 徳島県立博物館

1247 徳島県立博物館年報　第26号（平成28年度） 徳島県立博物館

1248 特別史跡　遠江国分寺跡　－本編補遺・遺物資料編－ 磐田市教育委員会

1249 特別史跡　遠江国分寺跡整備基本計画　わたしたちの国分寺公園 磐田市教育委員会

1250 特別史跡名古屋城跡発掘調査報告書（名古屋城西之丸発掘調査） 名古屋市教育委員会

1251 特別展　とやまの弥生王権　－神通川と日本海交流－ 富山市考古資料館

1252 特別展　伊勢の瓦　大和の瓦 鈴鹿市考古博物館

1253 特別展示　古代ひたち人のくらし 日立市郷土博物館

1254 栃木県立博物館　研究紀要　－人文－　第34号 栃木県立博物館

1255 頓田立野遺跡Ⅱ 朝倉市教育委員会

1256 奈良県遺跡調査概報　（第一分冊）　2016年度
奈良県立橿原考古学研

究所

1257 奈良県遺跡調査概報　（第二分冊）　2015年度
奈良県立橿原考古学研

究所

1258 奈良県御所市　茅原中ノ坊遺跡　－第５次発掘調査報告－　京名和自動車道建設に係る発掘調査成果 御所市教育委員会

1259 奈良県御所市　中西遺跡　－第12次発掘調査報告－　京名和自動車道建設に係る発掘調査成果 御所市教育委員会

1260 奈良県御所市　朝妻廃寺　－第４次発掘調査報告－ 御所市教育委員会

1261 奈良県桜井市多武峯町石調査報告書　－県道桜井吉野線拡幅工事に伴う町石実測調査－
（公財）元興寺文化財

研究所

1262 奈良県三郷町持聖院所蔵伝解脱上人貞慶五輪塔及び五輪塔地下出土蔵骨器調査報告書
（公財）元興寺文化財

研究所
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1263 奈良県指定文化財　指定記念　片岡家文書から見た地域の寺社 宇陀市教育委員会

1264 奈良女子大学構内遺跡　発掘調査概報Ⅸ　－東紀寺遺跡の調査－ 奈良女子大学

1265 奈良文化財研究所概要　2016 奈良文化財研究所

1266 奈良文化財研究所概要　2017 奈良文化財研究所

1267 奈良文化財研究所紀要　2017 奈良文化財研究所

1268 那谷金比羅山古墳　那谷金比羅山窯跡群
（公財）石川県埋蔵文

化財センター

1269 内海文化研究紀要　第45号

広島大学大学院文学研

究科附属内海文化研究

施設

1270 内橋鏡遺跡２次調査・内橋カラヤ遺跡　福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋字鏡、字カラヤ所在遺跡の調査 粕屋町教育委員会

1271 内畑遺跡 鳥栖市教育委員会

1272 鍋山城跡・鍋山古墳群　－一般国道９号（鳥取西道路）の改築に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－
（公財）鳥取市文化財

団

1273 縄文の奇跡！東名遺跡　－有明海に沈んだまぼろしの縄文文化－　国史跡指定記念シンポジウム記録集 佐賀市教育委員会

1274 縄文の奇跡！東名遺跡　－有明海に沈んだまぼろしの縄文文化－　国史跡指定記念シンポジウム資料集 佐賀市教育委員会

1275 縄文人の一生　－西ヶ原貝塚に生きた人々－ 北区飛鳥山博物館

1276 縄文体験　～たのしく体験　縄文時代～ 澤下孝信

1277 縄文大躍進　～竪穴住居252＋α～ 山本俊廣

1278 南あわじ市埋蔵文化財調査年報Ⅸ　2012年度　埋蔵文化財調査 南あわじ市教育委員会

1279 南割・西久保遺跡第６地点発掘調査報告書 朝霞市教育委員会

1280 南山大学人類学博物館紀要　第36号 南山大学人類学博物館

1281 南滋賀遺跡（砂子田地区）発掘調査報告書 大津市教育委員会

1282 南滋賀遺跡（北浮田地区）発掘調査報告書 大津市教育委員会

1283 南宿遺跡　野々中遺跡　下和泉一本楠遺跡　－主要地方道佐賀外環状線地方特定道路整備事業に伴う発掘調査－ 佐賀市教育委員会

1284 南森測量調査報告書（古墳推定値に関する調査） 南陽市教育委員会

1285 南比企窯跡群の須惠器と武蔵国分寺 国分寺市教育委員会

1286 南方遺跡　－岡山済生会総合病院新病院建設に伴う発掘調査－　＜第１分冊＞ 岡山市教育委員会

1287 南方遺跡　－岡山済生会総合病院新病院建設に伴う発掘調査－　＜第２分冊＞ 岡山市教育委員会

1288 南陽市遺跡分布調査報告書（５） 南陽市教育委員会

1289 楠町遺跡第２次発掘調査報告書 名古屋市教育委員会

1290 難波宮址の研究　第二十二　－後期朝堂院西方の調査－ 大阪文化財研究所

1291 二ツ洞南遺跡・植出北Ⅱ遺跡　第二東名No.４・５地点　第二東名建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　沼津市－６ 沼津市教育委員会

1292 二本松城跡25　－平成28年度発掘調査報告書１－ 二本松市教育委員会

1293 二本松城跡26　－平成28年度発掘調査報告書２－ 二本松市教育委員会

1294 日吉神宮寺遺跡発掘調査報告書 大津市教育委員会

1295 日光長谷遺跡　－一般国道９号（鳥取西道路）の改築に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－
（公財）鳥取市文化財

団

1296 日光道西遺跡Ⅴ　－民間開発に伴う発掘調査報告書－ 小山市教育委員会

1297 日向国府跡　平成28年度発掘調査概要報告書 西都市教育委員会

1298 日本の博物館総合調査報告書 （財）日本博物館協会

1299 日本遺産がもっと詳しくわかる本　壱岐島編 壱岐市教育委員会

1300 日本遺産構成文化ガイドブック　「国境の島　壱岐・対馬・五島」　壱岐島編 壱岐市教育委員会

1301 日本工学の父　山尾庸三 萩博物館

1302 日本残像　－写真で見る幕末・明治－　放送大学附属図書館所蔵古写真展 藤川修二

1303 日本誕生の女神　伊邪那美が眠る比婆の山 庄原市教育委員会

1304 日本歴史　第828号　2017年５月号 吉川弘文館

1305 日本歴史　第828号　2017年５月号

1306 日本歴史　第829号　2017年６月号

1307 日本歴史　第830号　2017年７月号

1308 日本歴史　第831号　2017年８月号

1309 日本歴史　第832号　2017年９月号

1310 日本歴史　第833号　2017年10月号 吉川弘文館

1311 日本歴史　第833号　2017年10月号

1312 日本歴史　第834号　2017年11月号

1313 日本歴史　第835号　2017年12月号

1314 日本歴史　第836号　2018年１月号

1315 日本歴史　第837号　2018年２月号

1316 日本歴史　第838号　2018年３月号

1317 年報  第25号 安城市歴史博物館

1318 年報　36　平成28年度事業概要
（公財）群馬県埋蔵文

化財調査事業団

1319 年報　第26号　平成28年度 安城市歴史博物館

1320 年報　第32号　－平成25・26年度－
広島県立歴史民俗資料

館

1321 年報　第32号　－平成27・28年度－
広島県立歴史民俗資料

館

1322 年報　津山弥生の里　第24号（平成27年度） 津山市教育委員会

1323 年報　平成28年度 江南市歴史民俗資料館

1324 年報31　－平成27年度－
福井県埋蔵文化財調査

センター

1325 播磨国分寺跡発掘調査報告書
姫路市埋蔵文化財セン

ター

1326 播磨町郷土資料館　館報28 播磨町郷土資料館

1327 馬の博物館　研究紀要　第20号 馬の博物館

1328 馬の博物館所蔵品図録〔日本画・木版画編〕 馬の博物館

1329 馬借遺跡　－共同住宅兼調剤薬局建設に伴う埋蔵文化財調査報告－
（公財）北九州市芸術

文化振興財団
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1330 馬借遺跡第２地点　－自宅併用事務所新築工事（馬借二丁目）に伴う埋蔵文化財調査報告－ 北九州市教育委員会

1331 馬場遺跡（第６次）発掘調査報告書 八幡市教育委員会

1332 梅光学院　下関100年史 梅光学院

1333 萩前・一本木遺跡Ⅰ　新病院整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 高松市教育委員会

1334 萩博物館調査研究報告　第11号 萩博物館

1335 萩博物館調査研究報告　第12号 萩博物館

1336 博物館研究　通巻586号 （公財）日本博物館協

1337 博物館研究　通巻587号 （公財）日本博物館協

1338 博物館研究　通巻588号 （公財）日本博物館協

1339 博物館研究　通巻589号 （公財）日本博物館協

1340 博物館研究　通巻590号 （公財）日本博物館協

1341 博物館研究　通巻591号 （公財）日本博物館協

1342 博物館研究　通巻592号 （公財）日本博物館協

1343 博物館研究　通巻593号 （公財）日本博物館協

1344 博物館研究　通巻594号 （公財）日本博物館協

1345 博物館研究　通巻595号 （公財）日本博物館協

1346 博物館研究　通巻596号 （公財）日本博物館協

1347 博物館研究　通巻597号 （公財）日本博物館協

1348 柏原市立歴史資料館　館報　第29号　－2016年度－ 柏原市立歴史資料館

1349 柏崎市の遺跡25　－新潟県柏崎市内遺跡　平成25年度後半期・平成26年度前半期試掘等調査報告書－ 柏崎市教育委員会

1350 柏崎市の遺跡26　－新潟県柏崎市内遺跡　平成26年度後半期・平成27年度試掘調査等報告書－ 柏崎市教育委員会

1351 柏崎市立博物館　館報　第30号 柏崎市立博物館

1352 柏北部東地区埋蔵文化財発掘調査報告書10　－柏市小山台遺跡－　旧石器時代編
（公財）千葉県教育振

興財団

1353
柏北部東地区埋蔵文化財発掘調査報告書11　－柏市花前Ⅱ遺跡・花前Ⅲ遺跡・矢船Ⅰ遺跡・矢船Ⅱ遺跡・館林Ⅱ遺跡・寺下前遺跡・八反目台遺跡－

縄文時代以降編

（公財）千葉県教育振

興財団

1354 柏木遺跡　アークタウン西持田敷地造成工事に伴う発掘調査報告書
（公財）松江市スポー

ツ・文化振興財団

1355 白坂原遺跡・住吉遺跡・伊敷遺跡　国営肝属中部農業水利発掘調査事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 鹿屋市教育委員会

1356 白山市　徳光聖興寺遺跡　徳光ヨノキヤマ遺跡　小川B遺跡　地方道改築事業（主）金沢美川小松線に係る埋蔵文化財発掘調査報告書
（公財）石川県埋蔵文

化財センター

1357 白石焼皿山窯跡　－みやき町皿山窯跡における重要遺跡確認調査報告書－ みやき町教育委員会

1358 八女市岩戸山歴史文化交流館「いわいの郷」　年報１　－平成27・28年度－
八女市岩戸山歴史文化

交流館

1359 八尾市内遺跡平成28年度発掘調査報告書 八尾市教育委員会

1360 八兵衛洞遺跡（第３次）　第二東名No.９・10・11・12地点　第二東名建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　沼津市－５ 沼津市教育委員会

1361 発掘！古代のお役所 神戸市教育委員会

1362 発掘された古代の葛飾　－柴又地区の集落－
葛飾区郷土と天文の博

物館

1363 発掘された赤穂城下町３　－民間開発に伴う赤穂城下町跡発掘調査報告書１－ 赤穂市教育委員会

1364 発掘速報展　2017 福井市教育委員会

1365 発掘速報展　2017
福井市文化財保護セン

ター

1366 発見！遺跡のどうぶつたち 神戸市教育委員会

1367 半田山地理考古　第５号
岡山理科大学地理・考

古学研究室

1368 半田市立博物館　年報　平成28年度 半田市立博物館

1369 斑鳩大塚古墳発掘調査報告書Ⅲ
奈良大学文学部文化財

学科

1370 板橋区　文化財年報12　（平成26年度・27年度） 板橋区教育委員会

1371 板橋宿の歴史と史料　－宿場の町並と文化財－ 板橋区教育委員会

1372 飯田は古墳の博物館　古墳ガイドブック 飯田市上郷考古博物館

1373 飯田古墳群範囲確認調査・緊急発掘調査報告書　－平成22年度～26年度－ 飯田市教育委員会

1374 飯田市美術博物館　研究紀要　第27号 飯田市美術博物館

1375 飯田市美術博物館　飯田市上郷考古博物館　年報　第25号　平成26年度 飯田市美術博物館

1376 飯田市美術博物館　飯田市上郷考古博物館　年報　第27号　平成28年度 飯田市美術博物館

1377 飯田城下町遺跡 飯田市教育委員会

1378 飯田城下町遺跡　－菱田春草生誕地公園整備事業に先立つ発掘調査報告書－ 飯田市教育委員会

1379 飯能市郷土館館報　郷土館のプロフィール　第12号 飯能市郷土館

1380 飯能市郷土館館報　郷土館のプロフィール　第13号 飯能市郷土館

1381 飯能市郷土館研究紀要　第８号 飯能市郷土館

1382 肥後熊本藩細川家屋敷跡第２遺跡発掘調査報告書 港区教育委員会

1383 肥前佐賀藩鍋島家屋敷跡遺跡発掘調査報告書 港区教育委員会

1384 備前焼をサイエンスする　～科学と歴史の対話～　備前歴史フォーラム2016資料集 備前市教育委員会

1385 尾壱遺跡　第二東名建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　沼津市－３ 沼津市教育委員会

1386 尾上第１遺跡　第二東名No.３地点　第二東名建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書　沼津市－２ 沼津市教育委員会

1387 尾道の歴史と遺跡－尾道近世遺跡－北前船と港町尾道 尾道市教育委員会

1388 尾道市内遺跡　－尾道遺跡ほか埋蔵文化財調査概要－　平成27年度 尾道市教育委員会

1389 枇杷坂遺跡群　上久保田向遺跡Ⅷ　長野県佐久市岩村田上久保田向遺跡Ⅷ発掘調査報告書 佐久市教育委員会

1390 美濃加茂市民ミュージアム　紀要　第16集
美濃加茂市民ミュージ

アム

1391 美方郡新温泉町　タルガ山遺跡・対田清水谷古墳群・小坂谷古墳群・浅谷下山古墳群　－（国）178号浜坂道路地域連携推進（道路改築）に伴う埋 兵庫県立考古博物館

1392 稗田川遺跡第３地点　－個人住宅建築に伴う埋蔵文化財発掘調査報告－ 北九州市教育委員会

1393 彦根市文化財年報　平成26年度 彦根市教育委員会

1394 彦根市文化財年報　平成27年度 彦根市教育委員会

1395 姫原遺跡２次調査　国庫補助市内遺跡発掘調査報告書 松山市教育委員会

1396 姫方遺跡 鳥栖市教育委員会

1397 姫路城城下町跡　－姫路城跡第338次発掘調査報告書－
姫路市埋蔵文化財セン

ター
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1398 姫路城城下町跡　－姫路城跡第343次発掘調査報告書－
姫路市埋蔵文化財セン

ター

1399 姫路城城下町跡　－姫路城跡第349次発掘調査報告書－
姫路市埋蔵文化財セン

ター

1400 姫路城城下町跡　－姫路城跡第351次発掘調査報告書－
姫路市埋蔵文化財セン

ター

1401 姫路城城下町跡　－姫路城跡第353次発掘調査報告書－
姫路市埋蔵文化財セン

ター

1402 姫路城城下町跡　－姫路城跡第354次発掘調査報告書－
姫路市埋蔵文化財セン

ター

1403 姫路城城下町跡　－姫路城跡第356次発掘調査報告書－
姫路市埋蔵文化財セン

ター

1404 姫路城城下町跡　－姫路城跡第366次発掘調査報告書－
姫路市埋蔵文化財セン

ター

1405 百舌鳥古墳群の調査10 堺市教育委員会

1406 百舌鳥古墳群の調査９ 堺市教育委員会

1407 氷見灘浦の生活誌　－半農半漁の村々－ 氷見市立博物館

1408 品川産業事始　－日本を支えた近代産業群－ 品川区立品川歴史館

1409 品川歴史館紀要　第31号 品川区立品川歴史館

1410 品川歴史館紀要　第32号 品川区立品川歴史館

1411 浜岩泉Ⅲ遺跡発掘調査報告書　三陸沿岸道路建設事業関連遺跡発掘調査

（公財）岩手県文化振

興事業団埋蔵文化財セ

ンター

1412 富山市考古資料館紀要　第35号 富山市考古資料館

1413 富山市考古資料館紀要　第36号 富山市考古資料館

1414 富山市考古資料館紀要　第37号 富山市考古資料館

1415 富士宮市の遺跡Ⅵ　箕輪A遺跡　大室遺跡　柚野辻遺跡 富士宮市教育委員会

1416 府中遺跡　16－90地点の発掘調査 和泉市教育委員会

1417 武士が描いた絵画
（公財）黒川古文化研

究所

1418 武蔵国府の調査　47　－平成25年度府中市内遺跡発掘調査概報－ 府中市教育委員会

1419 武蔵国府関連遺跡調査報告　57　－西府・本宿町地域の調査４－　府中市立府中第五小学校教室増築に伴う事前調査 府中市教育委員会

1420 武蔵国府関連遺跡調査報告　58　－西府・本宿町地域の調査５－　府中市立府中第十中学校プール改築等に伴う事前調査 府中市教育委員会

1421 武蔵野市井の頭池遺跡群　武蔵野市埋蔵文化財　調査報告書10 武蔵野市教育委員会

1422 復元・竪穴住居写真集　地面が語る家 山本俊廣

1423 福井城跡ⅩⅦ　中央公園周辺再整備事業に伴う福井城跡発掘調査報告書 福井市教育委員会

1424 福井城跡ⅩⅧ　福井駅西口中央地区第一種市街地再開発事業に伴う福井城跡発掘調査報告書２ 福井市教育委員会

1425 福井城跡ⅩⅩⅠ　平成11年度・12年度における福井城跡発掘調査報告書 福井市教育委員会

1426 福井城発掘物語　～土の章～ 福井市教育委員会

1427 福井城発掘物語　～土の章～
福井市文化財保護セン

ター

1428 福岡県の中近世城館跡Ⅳ　－筑後地域・総括編－　附.福岡県の近世台場・遠見番所・烽火台跡　福岡県中近世城館遺跡等詳細分布調査報告書４ 福岡県教育委員会

1429 福岡市博物館　研究紀要　第26号 福岡市博物館

1430 福岡市博物館　年報22 福岡市博物館

1431 福山市内遺跡発掘調査概要ⅩⅠ　－2015年度（平成27年度）－ 福山市教育委員会

1432 福山市文化財年報　45　（付編・芸術文化活動）　2015年度（平成27年度） 福山市教育委員会

1433 福満遺跡　第12次発掘調査報告書　－宅地造成工事に伴う発掘調査－ 彦根市教育委員会

1434 文化財学報　第35集　東野治之先生退職記念論集 奈良大学文学部文化財

1435 文化財担当者研究のすすめ　～よりよい文化財行政のために　平成29年１月版 山口県教育委員会

1436 文化財保存　明日への文化遺産 新泉社

1437 文京遺跡Ⅷ　－文京遺跡60次調査－
愛媛大学埋蔵文化財調

査室

1438 兵庫の古鏡 兵庫県立考古博物館

1439 兵庫県芦屋市　八十塚古墳群岩ヶ平支群第61号墳出土　双龍環頭大刀　調査・分析報告書 芦屋市教育委員会

1440 兵庫県古代官道関連遺跡調査報告書Ⅲ 兵庫県立考古博物館

1441 兵庫県立考古博物館　館報　vol.８　平成28(2016)年度 兵庫県立考古博物館

1442 兵庫県立考古博物館　研究紀要　第10号 兵庫県立考古博物館

1443 兵庫津遺跡第62次発掘調査報告書 神戸市教育委員会

1444 平安京左京六条二坊十四坪　烏丸綾小路遺跡
（公財）元興寺文化財

研究所

1445 平成18年度　市川市内遺跡発掘調査報告　－国分遺跡　第70－３地点－ 市川市教育委員会

1446 平成18年度試掘調査　Ⅰ小田原城とその城下関連遺跡　Ⅱ小田原市域の遺跡　平成18年度小田原市緊急発掘調査報告書２ 小田原市教育委員会

1447 平成22～26年度　市内遺跡緊急発掘調査報告書 飯田市教育委員会

1448 平成22年度埋蔵文化財発掘調査報告書 上牧町教育委員会

1449 平成25・26年度　市内遺跡確認調査報告書 伊勢崎市教育委員会

1450 平成26・27年度　流山市市内遺跡発掘調査報告書 Ⅰ　小谷貝塚I地点　Ⅱ　小谷貝塚J地点　Ⅲ　野々下金クソ遺跡 流山市教育委員会

1451 平成26年度　芦屋市内遺跡発掘調査報告書　八十塚古墳群第153地点　城山・三条古墳群第118地点 芦屋市教育委員会

1452 平成26年度　神戸市埋蔵文化財年報 神戸市教育委員会

1453 平成26年度　川西市発掘調査報告 川西市教育委員会

1454 平成26年度　池上曽根史跡公園協会要覧 泉大津市教育委員会

1455 平成26年度　年報 松阪市教育委員会

1456 平成26年度　彦根市内遺跡発掘調査報告書１ 彦根市教育委員会

1457 平成26年度・27年度新指定重要文化財等調査報告　近代化遺産・近代遺跡調査概報集Ⅸ　埋蔵文化財発掘調査概報集ⅩⅩⅢ 横須賀市教育委員会

1458 平成27（2015）年度　鳥取市内遺跡発掘調査概要報告書 鳥取市教育委員会

1459 平成27年度　（公財）八尾市文化財調査研究会事業報告
（公財）八尾市文化財

調査研究会

1460 平成27年度　「学校内歴史資料室を活用した博物館デビュー支援事業」　年報 横浜市歴史博物館

1461 平成27年度　橿原市文化財調査年報 橿原市教育委員会

1462 平成27年度　葛飾区埋蔵文化財調査年報 葛飾区教育委員会
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1463 平成27年度　館報　No.35
岡山市立オリエント美

術館

1464 平成27年度　岐阜市市内遺跡発掘調査報告書 岐阜市教育委員会

1465 平成27年度　皇學館大学研究開発推進センター年報　第３号
皇學館大学研究開発推

進センター

1466 平成27年度　国庫補助事業発掘調査報告書 堺市教育委員会

1467 平成27年度　国分寺市埋蔵文化財調査概報 国分寺市遺跡調査会

1468 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

1469 平成27年度　市内遺跡確認調査報告書 伊勢崎市教育委員会

1470 平成27年度　春日市文化財年報 春日市教育委員会

1471 平成27年度　鳥取市歴史博物館　やまびこ館　年報 鳥取市歴史博物館

1472 平成27年度　年報 福井市教育委員会

1473 平成27年度　年報
福井市文化財保護セン

ター

1474 平成27年度　氷見市立博物館年報　－第34号－ 氷見市立博物館

1475 平成27年度　防府市内遺跡発掘調査報告書 防府市教育委員会

1476 平成27年度（2015年度）　日田市埋蔵文化財年報 日田市教育委員会

1477 平成27年度紀伊風土記の丘年報第43号　紀伊風土記の丘研究紀要第５号
和歌山県立紀伊風土記

の丘

1478 平成27年度松戸市内遺跡発掘調査報告書 松戸市教育委員会

1479 平成27年度発掘調査報告書　サンニヤ遺跡　房の沢Ⅳ遺跡　白石遺跡　ほか調査概報(33遺跡)

（公財）岩手県文化振

興事業団埋蔵文化財セ

ンター

1480 平成28（2016）年度　出雲弥生の森博物館　年報 出雲弥生の森博物館

1481 平成28（2016）年度　鳥取市内遺跡発掘調査概要報告書 鳥取市教育委員会

1482 平成28（2016）年度　埋蔵文化財緊急発掘調査概報　浜の堂遺跡　吹田須恵器窯跡NO.２　吉志部２号墳・３号墳　高城遺跡　垂水遺跡 吹田市教育委員会

1483 平成28－29年度　日本博物館協会中国支部会報　No.43 日本博物館協会中国支

1484 平成28年熊本地震による古墳の被災状況について 山口県教育委員会

1485 平成28年度　（公財）八尾市文化財調査研究会事業報告
（公財）八尾市文化財

調査研究会

1486 平成28年度　茨木市埋蔵文化財発掘調査概報９　－国庫補助事業に伴う発掘調査－ 茨木市教育委員会

1487 平成28年度　学校・地域・博物館をつなぐ博物館デビュー支援発展事業　年報 横浜市歴史博物館

1488 平成28年度　活動報告書
山口大学文化会考古学

部

1489 平成28年度　葛飾区埋蔵文化財調査年報 葛飾区教育委員会

1490 平成28年度　鎌ヶ谷市内遺跡発掘調査概報 鎌ヶ谷市教育委員会

1491 平成28年度　吉備の国　ジュニア歴史スクール　報告集 岡山県立博物館

1492 平成28年度　交野市埋蔵文化財発掘調査概要 交野市教育委員会

1493 平成28年度　皇學館大学研究開発推進センター年報　第４号
皇學館大学研究開発推

進センター

1494 平成28年度　薩摩川内市川内歴史資料館　年報
薩摩川内市川内歴史資

料館

1495 平成28年度　三重県埋蔵文化財年報
三重県埋蔵文化財セン

ター

1496 平成28年度　史跡古津八幡山　弥生の丘展示館　企画展関連講演会　記録集 新潟市文化財センター

1497 平成28年度　市川市埋蔵文化財発掘調査報告 市川市教育委員会

1498 平成28年度　市内遺跡調査概要報告書 春日井市教育委員会

1499 平成28年度　芝山町内遺跡発掘調査報告書　山田・宝馬古墳群（宝馬93－124地点） 芝山町教育委員会

1500 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

1501 平成28年度　小田原市遺跡調査発表会　発表要旨 小田原市教育委員会

1502 平成28年度　西都原古墳研究所・年報　第31号 西都市教育委員会

1503 平成28年度　－千葉県－　富津市内遺跡発掘調査報告書　狐塚遺跡Ⅲ　白姫塚古墳　飛附遺跡　植ノ台遺跡８　飯野陣屋二の丸跡　神明原遺跡４ 富津市教育委員会

1504 平成28年度　－千葉県富津市－　青木亀塚古墳・亀塚遺跡発掘調査報告書 富津市教育委員会

1505 平成28年度　池上曽根史跡公園協会要覧 泉大津市教育委員会

1506 平成28年度　鳥取市歴史博物館　やまびこ館　年報
鳥取市歴史博物館やま

びこ館

1507 平成28年度　日中韓文化遺産フォーラム報告書 山口県教育委員会

1508 平成28年度　年報
滋賀県立安土城考古博

物館

1509 平成28年度　氷見市立博物館年報　－第35号－ 氷見市立博物館

1510 平成28年度　浜田市内遺跡発掘調査報告書 浜田市教育委員会

1511 平成28年度　富田林市内遺跡群発掘調査報告書 富田林市教育委員会

1512 平成28年度　野洲市文化財調査概要報告書 野洲市教育委員会

1513 平成28年度　野洲市埋蔵文化財調査概要報告書 野洲市教育委員会

1514 平成28年度　壺屋焼物博物館年報 那覇市立壺屋焼物博物

1515 平成28年度（2016年度）　日田市埋蔵文化財年報 日田市教育委員会

1516 平成28年度市内遺跡発掘調査報告書 我孫子市教育委員会

1517 平成28年度市内遺跡発掘調査報告書 京丹後市教育委員会

1518 平成28年度発掘調査報告書　岩洞湖Ⅰ遺跡　栃洞Ⅳ遺跡　八森遺跡　ほか調査概報(28遺跡)

（公財）岩手県文化振

興事業団埋蔵文化財セ

ンター

1519 平成28年度文化庁委託事業　美術工芸品の公開活用の現状調査事業報告書 文化庁

1520 平成29(2017)年度　亀井茲矩墓調査報告書 鳥取市教育委員会

1521 平成29年会報 飛天・紀要　第１号 日本文化財保護協会

1522 平成29年度　吉備の国　ジュニア歴史スクール　報告集 岡山県立博物館

1523 平成29年度　野洲市内遺跡発掘調査年報 野洲市教育委員会

1524 平成６～10年度　植木町内遺跡発掘調査報告書 熊本市教育委員会

1525 平成８年度国庫補助事業（４）　芦屋市内遺跡発掘調査概要報告書　－阪神・淡路大震災復旧・復興事業に伴う埋蔵文化財発掘調査－　寺田遺跡 芦屋市教育委員会

1526 平塚市博物館研究報告　自然と文化　第40号 平塚市博物館
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1527 平塚市博物館年報　第40号 平塚市博物館

1528 平畑ヶ遺跡第２次発掘調報告書　県道倉吉由良線改良工事（上神工区）に伴う埋蔵文化財発掘調査 倉吉市教育委員会

1529 平野屋会所文書Ⅳ 大東市教育委員会

1530 平良上C遺跡　（曽於郡大崎町）　東九州自動車道建設（志布志IC～鹿屋串良JCT）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
鹿児島県立埋蔵文化財

センター

1531 平林城跡Ⅱ　史跡整備事業に伴う発掘調査報告書 村上市教育委員会

1532 米づくりへの挑戦　－並河成資と農林１号－ 亀岡市文化資料館

1533 米子市内遺跡発掘調査報告書 米子市教育委員会

1534 米子市埋蔵文化財センター　米子市福市考古資料館年報　第６号（平成28年度版）
（一財）米子市文化財

団

1535 別所遺跡５区／花影遺跡24区
坂戸市立歴史民俗資料

館

1536 別府市　市内遺跡確認調査報告書　－平成27年度調査の記録－　市内遺跡発掘調査に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書８ 別府市教育委員会

1537 崩り遺跡Ⅰ　－畑地帯総合整備事業（担い手育成型）手久津久地区に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 喜界町教育委員会

1538 法垣遺跡　３次・４次調査　－遺構・遺物（土器・鉄製品）写真図版、観察表編－　事務所建設・地域振興施設（道の駅）建設に伴う埋蔵文化財発 中津市教育委員会

1539 法貴寺斎宮前遺跡・小阪榎木遺跡
奈良県立橿原考古学研

究所

1540 豊岡市　上佐野１号墳　－一般国道483号北近畿豊岡自動車道八鹿豊岡南道路に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 兵庫県教育委員会

1541 豊前小倉小笠原家屋敷跡遺跡・港区nO.170遺跡発掘調査報告書 港区教育委員会

1542 豊中市埋蔵文化財発掘調査概要　平成28年度（2016年度） 豊中市教育委員会

1543 豊田ホタルの里ミュージアム　研究報告書　No.９
豊田ホタルの里ミュー

ジアム

1544 豊島区文化財年報　2014（平成26）年度　第14号 豊島区教育委員会

1545 豊島区文化財年報　2015（平成27）年度　第15号　《付・雑司が谷旧宣教師館外壁その他改修工事監理報告書（平成27年度）》 豊島区教育委員会

1546 豊北の歴史文化誌　和海藻　第33号 豊北郷土文化友の会

1547 北割・西原遺跡第10・11地点発掘調査報告書 朝霞市教育委員会

1548 北九州市の民俗芸能 北九州市教育委員会

1549 北九州市立自然史・歴史博物館　研究報告　B類　歴史　第14号
北九州市立自然史・歴

史博物館

1550 北九州市立自然史・歴史博物館　年報　平成27年度
北九州市立自然史・歴

史博物館

1551 北口遺跡　大野地区統合保育所用地埋蔵文化財発掘調査報告書 高松市教育委員会

1552 北上市内試掘調査報告（2015年度）
北上市立埋蔵文化財セ

ンター

1553 北上市埋蔵文化財年報（2015年度）
北上市立埋蔵文化財セ

ンター

1554 北信濃の真宗門徒と武田信玄・上杉謙信 長野市立博物館

1555 北方遺跡第14次調査　－マンション建設（北方一丁目）に伴う埋蔵文化財調査報告－
（公財）北九州市芸術

文化振興財団

1556 北方西の原遺跡 飯田市教育委員会

1557 北麓遺跡　－サービス付高齢者向け住宅建設に伴う発掘調査報告書－ 鹿児島市教育委員会

1558 牧ノ内Ⅲ　民間開発に伴う発掘調査報告書　－Ⅲ－ 小山市教育委員会

1559 牧山遺跡１　A地点　弥生時代以降編　（鹿屋市串良町）　東九州自動車道建設（志布志IC～鹿屋串良JCT）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
鹿児島県立埋蔵文化財

センター

1560 堀川文化財総合調査報告　福岡県北九州市・中間市・遠賀郡水巻町所在堀川の調査 水巻町教育委員会

1561 堀池遺跡　第３・４・５次調査 筑紫野市教育委員会

1562 本原遺跡　宅地造成・共同住宅建設に伴う埋蔵文化財調査報告書 鳥栖市教育委員会

1563 本庄蓮花寺構居跡 播磨町郷土資料館

1564 本町袋町遺跡・南長柄町遺跡　都市計画街路三橋筑紫橋線道路改良事業に係る埋蔵文化財の調査報告書　福岡県柳川市袋町及び南長柄町所在遺跡の 柳川市教育委員会

1565 本堂漆橋遺跡　－県営かんがい排水事業　河合春近用水東地区に伴う調査－
福井県埋蔵文化財調査

センター

1566 盆花遺跡発掘調査報告書　宮古盛岡横断道路区界道路整備事業関連遺跡発掘調査

（公財）岩手県文化振

興事業団埋蔵文化財セ

ンター

1567 埋蔵文化財ニュース  167 奈良文化財研究所

1568 埋蔵文化財ニュース  168 奈良文化財研究所

1569 埋蔵文化財ニュース  169 奈良文化財研究所

1570 埋蔵文化財ニュース　162 奈良文化財研究所

1571 埋蔵文化財ニュース　163 奈良文化財研究所

1572 埋蔵文化財ニュース　164 奈良文化財研究所

1573 埋蔵文化財ニュース　165 奈良文化財研究所

1574 埋蔵文化財ニュース　166 奈良文化財研究所

1575 埋蔵文化財課年報<20>　平成27年度
（公財）松江市スポー

ツ・文化振興財団

1576 埋蔵文化財関係統計資料　－平成28年度－ 山口県教育委員会

1577 埋蔵文化財調査（市内遺跡）報告書　－平成26年度－ 千葉市教育委員会

1578 埋蔵文化財調査（市内遺跡）報告書　－平成28年度－ 千葉市教育委員会

1579 埋蔵文化財調査センター年報26　－平成24年度－ 千葉市教育委員会

1580 埋蔵文化財調査室年報32　平成26年度
（公財）北九州市芸術

文化振興財団

1581 埋蔵文化財調査室年報33　平成27年度
（公財）北九州市芸術

文化振興財団

1582 埋蔵文化財調査報告31　平成27年度（2015年度）
練馬区文化・生涯学習

課

1583 埋蔵文化財調査報告32　平成28年度（2016年度）
練馬区文化・生涯学習

課

1584 埋蔵文化財調査報告書75　朝日遺跡（第22次） 名古屋市教育委員会

1585 埋蔵文化財調査報告書９　－平成26・27年度　国庫補助事業　市内遺跡調査報告書－　小郡若山遺跡８　福童町遺跡13　大保西小路遺跡７ 小郡市埋蔵文化財調査

1586 埋蔵文化財調査要覧　平成29年度 日本文化財保護協会
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1587 枚方市文化財年報36　2014年度
（公財）枚方市文化財

研究調査会

1588 枚方市文化財年報37　2015年度
（公財）枚方市文化財

研究調査会

1589 枚方市文化財年報38　2016年度
（公財）枚方市文化財

研究調査会

1590 枚方市埋蔵文化財発掘調査概要　2016 枚方市教育委員会

1591 幕末維新がわかる本　山口市版 山口市

1592 末洞遺跡
関市文化財保護セン

ター

1593 万年筆の生活史　－筆記の近代－ 国立歴史民俗博物館

1594 未来につなぐ人類の技17　煉瓦造建造物の保存と修復 東京文化財研究所

1595 妙福寺遺跡発掘調査報告書　－八本松飯田宅地開発事業－ 東広島市教育委員会

1596 名古屋市見晴台考古資料館　研究紀要　第16号
名古屋市見晴台考古資

料館

1597 名古屋市見晴台考古資料館　年報　31　2013（平成25）年度事業報告
名古屋市見晴台考古資

料館

1598 名古屋市見晴台考古資料館　年報　32　2014（平成26）年度事業報告
名古屋市見晴台考古資

料館

1599 名古屋市見晴台考古資料館　年報　33　2015（平成27）年度事業報告
名古屋市見晴台考古資

料館

1600 名古屋市千種区鹿子町一丁目所在　H-G-18号窯　発掘調査報告書 名古屋市教育委員会

1601 名古屋市熱田区　玉ノ井遺跡第13次発掘調査報告書 名古屋市教育委員会

1602 名古屋市博物館　研究紀要　第40巻 名古屋市博物館

1603 名古屋市北区　若葉通遺跡第４次発掘調査報告書 名古屋市教育委員会

1604 名古屋大学文学部　研究論集188　史学63（考古学抜刷第32集）
名古屋大学考古学研究

室

1605 名勝　奈良公園・興福寺跡　－興福寺子院観禅院跡の調査－
奈良県立橿原考古学研

究所

1606 名勝名古屋城二之丸庭園発掘調査報告書　第１次(2013)～第３次(2015) 名古屋城総合事務所

1607 明治大学博物館研究報告　第22号 明治大学博物館

1608 明石市　林崎三本松瓦窯跡群　発掘調査報告書 明石市文化振興課

1609 鳴滝山鉛鉱山古道　御大師山古道　一般国道９号（静間・仁摩道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書６
島根県教育庁埋蔵文化

財センター

1610 木と生きる　～弥生・古墳時代の木製品～
山形県立うきたむ風土

記の丘考古資料館

1611 木戸井内Ⅵ遺跡・磯鶏石崎遺跡発掘調査報告書　宮古西道路建設関連遺跡発掘調査

（公財）岩手県文化振

興事業団埋蔵文化財セ

ンター

1612 木更津市文化財調査集報20　木更津市指定文化財調査報告（灰釉双耳壺）祇園貝塚出土土器について 木更津市教育委員会

1613 木更津市文化財調査集報21　埋蔵文化財の調査報告　宮脇遺跡出土の押型紋土器　四留作第二古墳群・塚群出土の蔵骨器（補遺） 木更津市教育委員会

1614 木船西遺跡　一級市道岱明玉名線道路改良事業に伴う埋蔵文化財発掘調査 玉名市教育委員会

1615 木津川・淀川流域における弥生～古墳時代集落・墳墓の動態に関する研究 同志社大学歴史資料館

1616 門田敦盛第２・３・４号古墳発掘調査報告書 三次市教育委員会

1617 野首遺跡出土品のすべて 十日町市博物館

1618 野洲市歴史民俗博物館（銅鐸博物館）研究紀要　－第20号－ 野洲市歴史民俗博物館

1619 野洲市歴史民俗博物館（銅鐸博物館）研究紀要　－第21号－ 野洲市歴史民俗博物館

1620 野尻湖ナウマンゾウ博物館研究報告　第25号
野尻湖ナウマンゾウ博

物館

1621 野添遺跡５　～第９次調査～ 大野城市教育委員会

1622 野田市郷土博物館・市民会館　年報・紀要　2014年度　第８号
野田市郷土博物館・市

民会館

1623 野田市郷土博物館・市民会館　年報・紀要　2015年度　第９号
野田市郷土博物館・市

民会館

1624 弥生の港湾集落　青谷上寺地遺跡
鳥取県埋蔵文化財セン

ター

1625 弥生遺産Ⅳ　～唐古・鍵遺跡の土製品・ガラスetc.～ 田原本町教育委員会

1626 弥生遺産Ⅴ　唐古・鍵遺跡初期調査の遺物～補遺～ 田原本町教育委員会

1627 弥生時代のくらし 尼崎市立田能資料館

1628 弥生時代の船と交易品 東広島市教育委員会

1629 弥生文化博物館　要覧　平成26年度
大阪府立弥生文化博物

館

1630 薬師の森遺跡３～第33次調査３・第38次～　御手洗遺跡～第１・２次調査～ 大野城市教育委員会

1631 薬師寺東塔基壇　国宝薬師寺東塔保存修理事業にともなう発掘調査概報
奈良県立橿原考古学研

究所

1632 柳井市日積地区　南大原遺跡　鳥屋尾遺跡　国営緊急農地再編整備事業に伴う発掘調査報告 柳井市教育委員会

1633 柳川駅東部土地区画整理事業関係埋蔵文化財調査報告　第２集　下百町遺跡群Ⅱ　－福岡県柳川市蒲船津所在遺跡の調査－ 柳川市教育委員会

1634 悠久の時のながれ　－湖南の縄文１万年－
（公財）栗東市体育協

会

1635 有田焼創業400年記念　古伊万里　旧家の暮らしを彩った器 九州国立博物館

1636 有東遺跡　第28次発掘調査報告書 静岡市教育委員会

1637 有年考古　第４号　－赤穂市立有年好古館年報（平成27年度）－ 赤穂市教育委員会

1638 有年地区埋蔵文化財詳細分布調査報告書　－有年原地区・有年牟礼地区－ 赤穂市教育委員会

1639 有馬記念館年報　第３号　平成28（2016）年度
（公財）有馬記念館保

存会

1640 有馬西田遺跡　(主)高崎渋川線バイパス（３期工区）社会資本総合整備（広域連携・新潟長野）事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
（公財）群馬県埋蔵文

化財調査事業団

1641 湧田山１号墳発掘調査概報Ⅱ 京丹後市教育委員会

1642 雄町遺跡　－弥生時代の拠点的集落遺跡の発掘調査報告－ 岡山市教育委員会

1643 利尻研究　利尻町立博物館年報　第37号 利尻町立博物館
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1644 里仁墳墓群　一般国道９号（鳥取西道路）の改築事業に伴う里仁１～３号墓、里仁55・56・60～62号墳の調査
（公財）鳥取市文化財

団

1645 里町遺跡（伊佐市大口）　国道267号（木ノ氏バイパス）道路改築事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
鹿児島県立埋蔵文化財

センター

1646 陸軍板橋火薬製造所跡調査報告書 板橋区教育委員会

1647 立花南遺跡（2015年度　第１・３地点） 北上市立埋蔵文化財セ

1648 立小野堀遺跡　（鹿屋市串良町）　東九州自動車道建設（志布志IC～鹿屋串良JCT）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 鹿児島県立埋蔵文化財

1649
流山新市街地地区埋蔵文化財調査報告書10　－流山市市野谷芋久保遺跡・市野谷中島遺跡・市野谷向山遺跡・市野谷立野遺跡・大久保遺跡（下

層）・西初石五丁目遺跡・十太夫第Ⅲ遺跡－

（公財）千葉県教育振

興財団

1650 流山新市街地地区埋蔵文化財調査報告書９　－流山市十太夫野馬土手、流山市・柏市市野谷野馬土手、流山市駒木野馬土手－
（公財）千葉県教育振

興財団

1651 龍馬がみた下関 下関市立歴史博物館

1652 両宮山古墳２　史跡両宮山古墳墳丘裾保存整備工事に伴う確認調査 赤磐市教育委員会

1653 林・坊城遺跡 アパート建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 高松市教育委員会

1654 林山腰遺跡Ⅱ　－発掘調査報告書－ 松本市教育委員会

1655 林北遺跡　第４地点 厚木市教育委員会

1656 鈴見B遺跡（３区）　一般国道９号（朝山大田道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書８
島根県埋蔵文化財調査

センター

1657 鈴鹿市考古博物館年報　第18号 鈴鹿市考古博物館

1658 霊峰立山　－立山信仰を探る－
富山県埋蔵文化財セン

ター

1659 歴史×妖×芳年　－“最後の浮世絵師"が描いた江戸文化－ 横浜市歴史博物館

1660 歴史遺産研究　No.10／2015
東北芸術工科大学歴史

遺産学科

1661 歴史遺産研究　第11号
東北芸術工科大学歴史

遺産学科

1662 歴史発掘おおさか2016　－大阪府発掘調査最新情報－
大阪府立近つ飛鳥博物

館

1663 歴史民俗研究　第15回櫻井徳太郎賞受賞作文集 板橋区教育委員会

1664 歴博　第198号 国立歴史民俗博物館

1665 歴博　第201号 国立歴史民俗博物館

1666 歴博　第202号 国立歴史民俗博物館

1667 歴博　第203号 国立歴史民俗博物館

1668 歴博　第204号 国立歴史民俗博物館

1669 歴博　第205号 国立歴史民俗博物館

1670 歴博　第206号 国立歴史民俗博物館

1671 蓮華の花咲く風景　－仏教伝来期の河内と大和－ 大阪府立狭山池博物館

1672 六条上青木遺跡 保育園新築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 高松市教育委員会

1673 麓Ⅱ遺跡　坂本谷遺跡　京田遺跡（１区）　一般国道９号（出雲湖陵道路）改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書１
島根県教育庁埋蔵文化

財センター

1674 論集　他界観
大阪大谷大学歴史文化

学科

1675 和歌山県海南市　海南市内遺跡発掘調査概報　－平成27年度－ 海南市教育委員会

1676 和泉市いずみの国歴史館要覧　平成28年度 和泉市教育委員会

1677 和泉市考古学調査報告書Ⅱ　和泉市域の須恵器研究－調査と編年－ 和泉市教育委員会

1678 和泉市埋蔵文化財発掘調査概報27 和泉市教育委員会

1679 和船と海運　－江戸時代横浜の船路と和船のしくみ－ 横浜市歴史博物館

1680 脇田亀ヶ原遺跡　桜ヶ丘団地Ｅ-８・９区（95-６医学部付属病院MRI-CT装置棟増築他）
鹿児島大学埋蔵文化財

調査センター

1681 國學院大學　院友学芸員　2018　No.11
國學院大學博物館学研

究室

1682 國學院大學　研究開発推進機構紀要　第10号
國學院大學研究開発推

進機構

1683 國學院大學　博物館學紀要　第42輯
國學院大學博物館学研

究室

1684 國學院大學研究開発推進機構　日本文化研究所年報　第10号
國學院大學研究開発推

進機構

1685 壺屋焼物博物館紀要　第18号
那覇市立壺屋焼物博物

館

1686 屏賀坂遺跡第３地点　－個人住宅建築に伴う埋蔵文化財発掘調査報告－ 北九州市教育委員会

1687 屏賀坂遺跡第５地点　－宅地分譲に伴う埋蔵文化財調査報告－
（公財）北九州市芸術

文化振興財団

1688 枦ヶ丸遺跡　－郡山都市計画事業郡山中央地区土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財緊急発掘調査報告書－ 鹿児島市教育委員会

1689 渕ヶ沢遺跡・長坂遺跡・小坂上北遺跡・土橋第Ⅱ遺跡・土橋第Ⅲ遺跡・井戸川遺跡・井戸川西遺跡・赤野西遺跡　第二東名No.27－２・No.36・ 沼津市教育委員会

1690 纒向学研究センター研究紀要　纒向学研究　－第５号－
桜井市纒向学研究セン

ター

1691 袰帯遺跡発掘調査報告書　地域連携道路建設事業一般国道340号和井内関連遺跡発掘調査

（公財）岩手県文化振

興事業団埋蔵文化財セ

ンター

1692 雉子ヶ尾遺跡２　～第１次調査～ 大野城市教育委員会

1693 遙かなるマチュピチュ－鳥居龍蔵、南アメリカを行く－
徳島県立鳥居龍蔵記念
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ご利用案内 

 

開 館 時 間  午前9時30分から午後5時 

(入館は午後4時30分まで) 

 

休  館  日  毎週月曜日(祝日の場合､開館) 

12月28日～1月4日 

 

観  覧  料  無料(特別展を除く) 

 

駐  車  場  87台(うちバス５台) 

 

駐 車 料 金  無料 

 

 

 

 

下関市立考古博物館年報23 

－平成29年度－ 

発 行 日  2018年7月  

編集発行  下関市立考古博物館  

〒751-0866  

山口県下関市大字綾羅木字岡454番地  

TEL  083-254-3061 

FAX  083-254-3062 

E-mail:main@koukohaku.shimonoseki.yamaguchi.jp 

http://www.koukohaku.shimonoseki.yamaguchi.jp/ 
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