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ごあいさつ 

 

本書は、下関市立考古博物館の平成 30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、平成７年 5月 13日に、国指定史跡綾羅木郷遺跡に隣接して建設され、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。とくに本年度は、綾羅木郷遺跡が国史跡に指定されて50周年の節目の年に当たります。

当館は、これを記念いたしまして、あらためて綾羅木郷遺跡の調査成果とその学史的意義を

再評価すべく、『郷台地奇譚』と銘打って連続企画展を開催いたしております。 

昨今の博物館を取り巻く環境は年々厳しさを増し、さらには文化財についても従来の保

存から、よりいっそうの活用が求められている状況です。当館は地域博物館として、生涯学

習及び学術文化の拠点として、ふるさと下関への愛着を育む場として、より魅力ある博物館

となるよう職員一同、創意工夫を凝らし尽力いたしますので、関係各位におかれましては、

引き続き、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。 

 

令和元年（2019年） 

下関市立考古博物館  

館長 沖中 真志  
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１ 管理運営 

(１) 組織 職員 

館長   濱﨑真二 

主査（学芸員）  松永博明 

主任（学芸員）  小林善也 

主任   小田佳代子 

非常勤（学芸員） 奥野正人 

非常勤（学芸員） 安田 豊 

非常勤（学芸員） 平原レイナ 

 

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)  太田雅史 

副主任・ (学芸員) 藤原彰久 

学芸員  阿南翔悟・  

学芸員  中山元智

(平成 31年 3月 31日現在) 

 

(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 11月 9日（金） 10:00~12:00 

出席者・：渡辺一雄、藤丸詔八郎、山内紀嗣、田中晋作、近藤洋平、河波茅子、木原豊美、田

中康夫、岡崎茂邦  ９名 

 

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 元梅光学院大学教授 

下関市文化財保護審議会委員 

学識経験者 藤丸詔八郎 梅光学院大学非常勤講師 

学識経験者 山内紀嗣 関西大学 天理大学非常勤講師 

学識経験者 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 

下関市文化協会副会長 

社会教育関係者 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 
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区分 氏名 役職名 

家庭教育の向上に資する

活動を行う者 

木原豊美 金子みすゞ研究者・  

学校教育関係者 田中康夫 下関市立角倉小学校校長 

下関市教育研究会・小学校社会科部会部長 

学校教育関係者 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 31年 3月 31日現在） 

 

 

(３) 予算 

事業名 平成 30年度予算額 

管理運営業務 37,140 

展示業務 947 

調査研究業務 7,596 

教育普及業務 1,187 

合計 46,870 

（単位：千円） 

 

 

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 

企画展Ⅲ出品予定資料調査 

 山口県埋蔵文化財センター 

 山口県観光スポーツ文化部

県史編さん室 

小林善也 平成 31年 1月 10日(木) 

恐竜卵化石移管事前協議 

 福井県立恐竜博物館 

 福井県立大学 

濱﨑真二 

小林善也 

平成 31年 1月 31日(木) 

～平成 31年 2月 1日(金) 

資料調査及び資料受取 

 九州国立博物館 

濵﨑真二 

小林善也 

平成 31年 2月 22日(金) 
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(２) 研修等 

平成 30年度山口県博物館協会総会 

日時：平成 30年 5月 11日（金） 

会場：山口県立山口博物館（山口市） 

参加職員 濱﨑真二 

 

平成 30年度日本博物館協会中国支部総会 

日時：平成 30年 5月 28日（月）～29日（火） 

会場：白兎会館（鳥取市） 

参加職員 小林善也 

 

平成 30年度山口県博物館協会研修会 

日時：平成 30年 11月 8日（木） 

会場：松陰神社 立志殿（萩市） 

参加職員 小林善也 

 

３ 展示 

(１) 企画展示 

① 企画展Ⅰ「発掘された山口 巡回展」 

会 期：平成 30年４月 14日（土）～６月 17日（日） 

来館者：4,492 名 

内 容・：山口県埋蔵文化財センターが、平成 28年度に県内各地でお

こなった発掘調査の成果を、出土品や写真で分かりやすく

紹介した。 

主な展示資料：出土品 展示パネル 

中ノ浜遺跡出土品、下津令遺跡・（下瑞光寺地区、沖ノ

下地区）出土品ほか 

〈講演会 展示解説会〉 

日 時：平成 30年 4月 14日（土） 13:30～15:00 

講 師：岩崎仁志（山口県埋蔵文化財センター調査第一課長） 

演 題：・『赤間硯の考古学』 

聴講者：18名 

▲企画展Ⅰポスター 
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② 発掘速報展「掘ったほ！下関 2018」 

会 期：平成 30年６月 23日（土）～９月２日（日） 

来館者：4,305 名 

内 容・：下関市教育委員会の平成 29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 展示パネル 

綾羅木郷台地遺跡・（石仏地区、木舩地区）出土品、伊倉遺跡出土品、丸小山

墳墓群出土品、清末藩主毛利家菩提寺高林寺収蔵鬼瓦 

〈展示解説会〉 

第１回：平成 30年６月 23日（土）10:00～、14:00～ 

参加者：31名 

第２回：平成 30年７月 16日（月）10:00～、14:00～ 

参加者：16名 

〈親子で展示解説会〉 

第１回：平成 30年７月 29日（日）10:00～ 

台風により中止 

第 2回：平成 30年 8月 12日（日）10:00～ 

参加者：10名 

〈調査担当者に聞く〉 

第 1回：平成 30年 7月 8日（日）13:30～15:00 

参加者：35名 

第 2回：平成 30年 8月 11日（土）13:30～15:00 

参加者：38名 

〈考古 人類学特別連携講演会「発掘調査と古人骨―お墓から何が分かるのか―」〉 

日 時：平成 30年 8月 25日（土）13:30～15:00 

参加者：51名 

 

③ 企画展Ⅱ「郷台地奇譚 Episode・I・ ―文化財保護の金字塔―」 

会 期：平成 30年９月８日（土）～11月 11日（日） 

来館者：5,432 名 

内 容・：綾羅木郷遺跡は、平成 31年 3月 11日に国史跡指定 50周年を迎えた。これを記念

して、下関市の文化財保護の原点で考古博物館のメインテーマでもある綾羅木郷

遺跡について企画展を開催した。・「郷台地奇譚」と銘打つ連続企画展の第一弾とし

▲発掘速報展ポスター 
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て、遺跡保存のための緊急調査や史跡指定当時の状況を再確認して、その後の調査

成果を含めた資料を展示し、遺跡の再評価と綾羅木郷遺跡が全国の文化財保護活

動や地域に果たした役割について改めて考察した。 

主な展示資料：出土品、展示パネル 

綾羅木郷遺跡出土品、グループ SYS撮影写真、報道資料、冊子 

〈展示解説会〉 

日時 

第１回：平成 30年９月 15日（土）10:00～ 

参加者：2名 

第２回：平成 30年９月 29日（土）10:00～ 

参加者：5名 

第３回：平成 30年 10月 20日（土）10:00～、14:00～ 

参加者：6名 

〈講演会〉 

第１回：平成 30年９月８日（土） 

講 師：伊東照雄（元下関市教育委員会文化課主幹） 

演 題：・『綾羅木郷台地遺跡の保存と緊急調査』 

参加者：44名 

 

第２回・：平成 31年３月９日・（土）13:30～15:00・（台風により平成 30年 10月６日(土)から

延期） 

講 師：吉岡一生（写真家） 

演 題：・『写真で訴えた文化財保存』 

参加者：65名 

 

第３回：平成 30年 10月 27日（土）13:30～15:00 

講 師：野村忠司（下関市文化協会顧問） 

田村 洋（山口県立大学名誉教授） 

演 題：・『考古博物館開館前後』 

参加者：41名 

 

④ 第 20 回「やよい絵画展」 

会期 

全作品展示：平成 30年 11月 17日（土）～平成 31年１月 27日（日） 

受賞作品展示：平成 31年３月１日（金）～平成 31年３月 16日（土） 

▲企画展Ⅱポスター 
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表彰式：平成 31年 3月 16日（土） 

来館者：4,218 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した。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。 

応募総数：48枚 

投票数：2,652 票 

受賞者：6名 

 

 

 

 氏名 作品名 賞品 

優秀作品賞 石川 莉央奈 むかしのおうち 賞状、銅鏡 1枚、和同開珎 2枚 

優秀作品賞 森本 真央 むかしはこんなくらしかな 賞状、銅鏡 1枚、和同開珎 2枚 

優秀作品賞 森山 天音 木をけずるやよい人 賞状、銅鏡 1枚、和同開珎 2枚 

優秀作品賞 東 十貴哉 二千年前の建物 賞状、銅鏡 1枚、和同開珎 2枚 

館長賞 舛井 一真 はくぶつかんのたからもの 賞状、勾玉 1個、石包丁 1個 

ぶえ吉賞 中林 咲良 たて穴住居の風景画 賞状、土笛 1個 

 

⑤ 小企画展「勝山御殿跡の軌跡」 

会 期：平成 31年２月 16日（土）～３月３日（日） 

来館者：800名 

内 容：平成 30 年 11 月 16 日に「勝山御殿跡」が国史跡に答申さ

れたことを記念して臨時開催した。「勝山御殿跡」が国史跡

に至るまでの経緯を広く周知することで、考古学や埋蔵文

化財の愛護 普及や遺跡と地域のかかわりについて知って

もらう機会とした。 

主な展示資料：勝山御殿跡ドローン撮影動画、長府藩勝山御殿周辺

絵図、勝山御殿跡絵本パネル、勝山御殿跡報告書 

 

 

 

 

▲やよい絵画展ポスター 

▲小企画展ポスター 
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⑥ 企画展Ⅲ「郷台地奇譚 Episode・II・ ―綾羅木式土器の世界―」 

会 期：平成 30年３月 16日（土）～令和元年６月９日（日） 

来館者（平成 31年 3月 31日時点）：2,161 名 

内 容・：綾羅木郷遺跡史跡指定記念企画展の第二弾として開催した。綾羅木郷遺跡を中心と

した市内遺跡出土の・「綾羅木式土器」を取り上げ、その資料的な価値から綾羅木郷

遺跡の持つ歴史的な意味を改めて見つめなおした。 

主な展示資料：出土品 展示パネル 

綾羅木郷遺跡出土品、綾羅木郷台地遺跡出土品、土井

ヶ浜遺跡出土品、上原遺跡出土品、下七見遺跡出土品、

川棚条里跡出土品、高野遺跡・（北地区）出土品、絵画、

綾羅木式土器文様拓本、写真、図書 

〈展示解説会〉 

日 時：各回 10:00～、13:30～ 

第１回：平成 31年３月 21日（木） 計・ 7名 

第２回：平成 31年４月 20日（土） 計 11名 

第３回：令和元年６月８日（土）  計 23名 

 

４ 教育普及 

(１) 講座 

① 一般教養講座 

年間テーマ「下関出身の考古学者」 

内容：下関で生まれ故郷を離れて活躍している考古学者による講座を 4回開催した。 

第１回 

日 時：平成 30年５月 19日(土)・13:30~15:00 

会 場：下関市立考古博物館 講堂 

講 師：多田 仁（愛媛県埋蔵文化財センター 調査第二係長） 

演 題：・『後期旧石器時代の文化伝播―四国の事例から―』 

聴講者：59名 

▲企画展Ⅲポスター 

▲一般教養講座(第 1 回) 



 

11 

 

第２回 

日 時：平成 30年７月 14日(土)・13:30~15:00 

会 場：下関市立考古博物館 講堂 

講 師：矢野健一（立命館大学文学部教授） 

演 題：・『ロボットで調査する水深 70mの琵琶湖底遺跡』 

聴講者：76名 

 

第３回 

日 時：平成 30年９月１日(土)・13:30~15:00 

会 場：下関市立考古博物館 講堂 

講 師：河野正訓（東京国立博物館研究員） 

演 題：・『ジーコンボ古墳群と東アジアの積石塚』 

聴講者：69名 

 

第４回 

日 時：平成 30年 11月 10日(土)・13:30~15:00 

会 場：下関市立考古博物館 講堂 

講 師：林 潤也（大野城市教育委員会ふるさと文化財課啓発整

備係長） 

演 題・：・『大野城と北部九州の古代山城 ～長門城所在地論争を考

える～』 

聴講者：83名 

 

② 文化財講座 

内 容・：これまで開催していた考古学に限定した・「考古よもやま話」から対象を広げ、本市

職員が文化財一般について紹介する講座を6回開催した。 

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 30年４月 28日(土) 

講 師：太田雅史 （文化財保護課 主任） 

演 題：・『古代人の顔あれこれ』 

聴講者：49名 

▲一般教養講座(第 2 回) 

▲一般教養講座(第３回) 

▲一般教養講座(第 4 回) 

▲文化財講座(第 1 回) 
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第２回 

日 時：平成 30年６月２日(土) 

講 師：岸本充弘（下関市立大学事務局経営企画グループ長） 

演 題：・『関門鯨産業文化史』 

聴講者：43名 

 

 

 

第３回 

日 時：平成 30年８月 11日(土) 

講 師：安田 豊 （考古博物館 学芸員） 

演 題：・『中世下関市域の塩づくり―長門国正吉郷を中心に―』 

聴講者：38名 

 

 

第４回 

日 時：平成 30年 12月 15日(土) 

講 師：松永博明（考古博物館 主査） 

演 題：・『古墳の被葬者はわかるか②』 

聴講者：65名 

 

 

第５回 

日 時：平成 31年１月 19日(土) 

講 師：濱﨑真二（考古博物館 館長） 

演 題：・『瓦礫の類というけれど…―瓦から見る下関の歴史―』 

聴講者：59名 

 

 

 

第６回 

日 時：平成 31年３月 23日(土) 

講 師：髙月鈴世（文化財保護課 主任） 

演 題・：・『明治・ 大正期の国宝の姿―住吉神社本殿・ 功山寺仏殿―』 

聴講者：57名 

▲文化財講座(第２回) 

▲文化財講座(第 3 回) 

▲文化財講座(第 4 回) 

▲文化財講座(第 5 回) 

▲文化財講座(第 6 回) 
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③ 考古 人類巡回講座 

内 容・：土井ヶ浜遺跡 人類学ミュージアムの連携事業の一環と

して、人気の高い体験講座を出張講座として双方の館で

開催した。 

 

①ほねほねウォッチング 

日 時：平成 30年 11月 11日（日） 13:30～15:30 

場 所：下関市立考古博物館 講堂 

参加者：14名 

 

②勾玉づくり 

日 時：平成 30年 12月 1日（土）・ 13:30～15:30 

場 所：土井ヶ浜遺跡 人類学ミュージアム 

参加者：16名 

 

④ ミュージアム セミナー 

テーマ 「きいて、みて、つくる―綾羅木式土器の世界―」 

内 容・：企画展Ⅲの内容に合わせ、綾羅木式土器を学び、観察して、実際に作ってみるとい

う連続 3回の体験型セミナーを開催した。 

会 場：下関市立考古博物館 講堂 

各 回：13:30～15:00 

第１回：平成 31年２月・９日(土) 受講者：11名 

第２回：平成 31年２月 16日(土) 受講者：11名 

第３回：平成 31年２月 23日(土) 受講者：10名 

 

▲ミュージアム・セミナー(第 1 回) ▲ミュージアム・セミナー(第 2 回) 

▲ほねほねウォッチング 

▲勾玉づくり 
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(２) 体験学習等 

① 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した。 

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 30年 6月 30日（土） 

参加者：57名（製作 41名 同伴 16名） 

第２回：平成 30年 11月 17日(土) 

参加者：18名（製作 15名 同伴 3名） 

 

② 土器づくり教室 

内 容：弥生時代の土器の製作と焼成をした。 

場 所：下関市立考古博物館 郷土学習室 

日時 

第１回：平成 30年７月 21日(土) 13:30～16:00 

参加者：36名（制作 19名 同伴 17名） 

第２回：平成 31年１月 27日(日) ・ 13:30～16:00 

参加者：21名（制作 14名 同伴 7名） 

 

③ 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

および土鈴の製作と焼成をした。 

場 所：下関市立考古博物館 講堂 

日時 

製 作：平成 30年７月 28日(土) 13:30～16:00 

参加者：88名（製作 53名 同伴 33名） 

焼 成：平成 30年 8月 21日（火） 

場 所：下関市立考古博物館 体験広場 

 

▲ 勾玉づくり 

▲ 土器づくり 

▲土笛・土鈴づくり 
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④ 土器焼成 

内容・：体験学習で作成した作品を、弥生時代の土器製作

技法といわれる覆い焼きにて焼成した。 

場 所：下関市立考古博物館 体験広場 

第 1回：平成 30年 8月 21日（火） 

第 2回：平成 31年 3月 16日（土） 

 

 

 

⑤ 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の体験学習を三日間にわたって行った。 

場 所：下関市立考古博物館講堂、弥生の里テラスほか 

日時（各 13:30~16:00） 体験 参加者 

１日目 平成 30年 8月 1日・（水） 火おこし、竪穴住居組み立て 16 名 

２日目 平成 30年 8月 2日・（木） 勾玉づくり 16 名 

３日目 平成 30年 8月 3日・（金） ハニワづくり 16 名 

延 48 名 

 

 

 

 

 

 

 

▲土器焼成 

▲ハニワづくり ▲火おこし 
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⑥ 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を公開した。 

場 所：下関市立考古博物館内 

日 時：平成 30年 8月 18日（土）・ 13:30～15:30 

参加者：26名 

 

 

 

(３) 子育て支援施設「こどもはらっぱ」との協同活動 

考古博物館敷地内にある「弥生の里」に入居している NPO 法人下関子ども・子育ちネ

ット「こどもはらっぱ」とコラボレーション企画を開催した。 

日時 体験 参加者 

平成 30年 5月 16日（水） 17日（木） 19日（土） 考古博物館を探検しよう 42 名 

平成 30年 6月 16日（土） 赤米を植えよう 43 名 

平成 30年 7月 11日（水） 12日（木） 14日（土） 手形プレートを作ろう 100 名 

平成 30年 8月 30日（木） 博物館で遊ぼう！ 15 名 

平成 30年 10月 13日（土） 赤米を収穫しよう 13 名 

平成 30年 11月 14日（水） 15日（木） 17日（土） 古墳の森ウォークラリー 64 名 

延 277名 

 

(４) 考古体験学習 出前講座の受け入れ 

当館の教育普及活動の一環として、利用者の希望に応

じて・「勾玉づくり」「土笛づくり」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。 

 

 

 

 

 

 

▲出前講座(勾玉づくり) 

▲考古博物館探検 
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 日時 団体名 内容 人数 

1 平成 30年４月３日（火） 山口県里親会下関支部 勾玉づくり・（体験） 19 名 

2 平成 30年５月 24日・（木） 下関短期大学付属高校 土笛づくり・（出前） ５名 

3 平成 30年６月 14日・（木） 豊北中学校・ 夢が丘中学校・ 

豊洋中学校 

勾玉づくり・（体験） ５名 

4 平成 30年７月 24日・（火） 長府東公民館 勾玉づくり・（出前） 15 名 

5 平成 30年８月４日（土） 吉見公民館 勾玉づくり・（出前） 20 名 

6 平成 30年８月５日（日） 長府松小田北町自治会 土笛づくり・（出前） 50 名 

7 平成 30年８月７日（火） 関西児童クラブ 勾玉づくり・（出前） 15 名 

8 平成 30年８月９日（木） 本町児童クラブ 土笛づくり・（出前） 20 名 

9 平成 30年８月 17日・（金） 王江児童クラブ 勾玉づくり・（出前） 25 名 

10 平成 30年８月 24日・（金） 山の田第２児童クラブ 勾玉づくり・（出前） 32 名 

11 平成 30年８月 27日・（月） 福江あさがお子供会 勾玉づくり・（出前） 40 名 

12 平成 30年８月 29日・（水） 滝部児童クラブ 土笛づくり・（出前） 35 名 

13 平成 30年 10月９日・（火） 関西小学校 勾玉づくり・（体験） 36 名 

14 平成30年 10月 19日・（金） 下関南総合支援学校 勾玉づくり・（体験） 10 名 

15 平成30年 10月 25日・（木） 川中西小学校 5年 勾玉づくり・（出前） 100 名 

16 平成 30年 11月１日・（木） 下関市教育研究会特別支援

教育部中学校Bグループ 

土笛づくり・（体験） 58 名 

17 平成 30年 12月６日・（木） 熊野小学校 土笛づくり・（出前） 138 名 

延 623名 

 

 

 

(５) 職場体験学習の受け入れ 

 キャリア教育の一環として、市内の学校から職場体

験希望者を受け入れ、考古博物館の事業内容の説明と

見学、実務の実習および指導を行った。 

 

 

 

 

 

 

▲職場体験学習 
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 日時 学校名 人数 

1 平成 30年 5月 24日(木) 25日(金) 垢田中学校 ６名 

2 平成 30年 6月 14日(木) 15日(金) 夢が丘中学校 ２名 

3 平成 30年７月 10日(火) 安岡中学校 １名 

4 平成 30年 8月 1日(水) 2日(木) 彦島中学校 ４名 

5 平成 30年 8月 3日(金) 吉見中学校 １名 

6 平成 30年 11月 8日(木) 9日(金) 勝山中学校 ２名 

7 平成 30年 11月 13日(火) 川中中学校 ６名 

8 平成 31年 2月 12日(火)～15日(金) 下関工科高等学校 ３名 

延 25名 

 

(６) 研修の受け入れ 

市内学校からの申し出に応じ、教諭の研修を行った。 

 日時 受入者 人数 

１ 平成 30年 8月 10日（金） 山口県立下関西高等学校 教諭 １名 

 

５ 特別観覧 

個人（平成 30年９月５日(木)） 

下関市立考古博物館復元竪穴住居の写真データ 

 

個人（平成 30年 12月 17日(月)） 

心光寺古墳出土新羅系土器 須恵器 鉄槌 ６点 

 

九州国立博物館（平成 31年１月 29日(火)） 

綾羅木郷遺跡出土土器 ３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。 
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平成 30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  18 名 

 

(２) 刊行物 

下関市立考古博物館 公式ホームページ上に『年報』『紀要』を公開した。 

 

(３) 広報活動 

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。 

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。 

下関市立考古博物館マスコットぶえ吉 Facebook を公開して、イベント情報などの周知

を行った。  

 

 

 

▲広報活動 ▲ぶえ吉 Facebook 
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７ 入館者状況 

(１) 月別入館者 

月 開館日数 幼児 小中高 大人 合計 1日平均 

4 26 162 582 736 1,480 57  

5 27 125 1,502 1,014 2,641 98  

6 26 152 359 792 1,303 50  

7 27 118 372 787 1,277 47  

8 27 218 961 1,354 2,533 94  

9 28 165 1,226 907 2,298 82  

10 27 411 1,268 943 2,622 97  

11 26 282 284 902 1,468 56  

12 24 91 225 576 892 37  

1 24 105 126 497 728 30  

2 25 97 1,412 3,174 4,683 187  

3 27 295 657 1,808 2,760 102  

合計 314 2,221 8,974 13,490 24,685 79  
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(２) 企画展開催期間中入館者 

企画展Ⅰ「発掘された山口 巡回展」 

期間 開館日数 幼児 小中高 大人 合計 1日平均 

4/14~6/17 57 253 1,706 2,285 4,244 74  

 

発掘速報展「掘ったほ！下関 2018」 

6/23~9/2 63 372 1,448 2,485 4,305 68  

 

企画展Ⅱ「郷台地奇譚 Episode・I・―文化財保護の金字塔―」 

9/8~11/11 59 681 2,634 2,117 5,432 92  

 

第 20 回やよい絵画展 

11/17~1/27（全作品展示） 57 299 454 1,366 2,119 37  

3/1~3/16（受賞作品展示） 14 201 516 1,382 2,099 150  

 

小企画展「勝山御殿跡の軌跡」 

2/16~3/3 14 72 98 630 800 57  

 

企画展Ⅲ「郷台地奇譚 Episode・II・―綾羅木式土器の世界―」 

3/16~3/31 14 230 581 1,350 2,161 154  
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(３) 過去年間入館者数 

年度 開館 個人 団体 有料 無料 １日平均 合計 

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 

平成７年度合計 273 20,296 982 6,081 27,359 4,256 103 1,710 6,069 33,428 15,606 180 49,034 

平成８年度合計 302 9,333 498 3,740 13,571 2,359 109 2,054 4,522 18,093 11,431 98 29,524 

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

平成10年度合計 308 5,219 367 1,876 7,462 1,394 72 3,043 4,509 11,971 15,590 89 27,561 

平成11年度合計 317 4,838 314 2,191 7,343 937 102 4,271 5,310 12,653 16,614 92 29,267 

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

平成13年度合計 317 3,256 469 1,756 5,481 594 36 6,621 7,251 12,732 17,296 95 30,028 

 

平成14年度合計 

開館 個人 団体 有料 無料 一日平均 合計 

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 

 

年度 開館 区分 １日平均 合計 

日数 幼児 小中高 大人 入館者数 

平成 15年度合計 316 1,520 12,422 11,603 81 25,545 

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 

平成 28年度合計 312 2,009 8,616 13,335 77 23,960 

平成 29年度合計 311 1,987 8,706 14,534 81 25,227 

 

※平成 14年度 18 才以下無料 

※平成 15年度以降 完全無料 

 

累計 637,119 人 
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(４) 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     1                   1 

青 森                         0 

岩 手                         0 

宮 城                         0 

秋 田                         0 

山 形                         0 

福 島                         0 

茨 城                         0 

栃 木                         0 

群 馬                         0 

埼 玉                         0 

千 葉                         0 

東 京   28     2               30 

神奈川                         0 

新 潟                         0 

富 山           1             1 

石 川                         0 

福 井                         0 

山 梨                         0 

長 野                         0 

岐 阜                         0 

静 岡                         0 

愛 知                         0 

三 重                         0 

滋 賀                         0 

京 都                         0 

大 阪         1     15     33   49 

兵 庫   1                     1 

奈 良                         0 

和歌山                         0 

鳥 取                         0 

島 根                         0 

岡 山       1                 1 

広 島 1 96 19     918 816         30 1,880 

山 口 469 1,528 510 284 206 637 795 409 115 88 1,388 2 6,431 
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 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 

(うち下関市内） 469 652 395 280 197 235 607 354 107 80 1,366   4,742 

徳 島                         0 

香 川                         0 

愛 媛                         0 

高 知                         0 

福 岡 2 7   6 27   53 46 3 2 78 3 227 

(うち北九州市内） 1     2 24   13 25 3 2 31 1 102 

佐 賀                         0 

長 崎                       1 1 

熊 本                         0 

大 分                   1     1 

宮 崎                 1       1 

鹿児島                         0 

沖 縄         1               1 

外 国                         0 

不 明 1,008 981 773 986 2,296 742 958 998 773 637 3,184   13,336 

合 計 1,480 2,641 1,303 1,277 2,533 2,298 2,622 1,468 892 728 4,683 36 21,961 
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(５) 山口県の内訳 

  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 

下関 469 652 395 280 197 235 607 354 107 80 1,366   4,742 

山口市   16     5 3   1 3 8 21 1 58 

宇部市   24   1       2 3       30 

美祢市           3 1           4 

山陽小野田市               1     1 14 16 

防府市                         0 

周南市   152   1   48     2       203 

柳井市   96 41       79           216 

岩国市   278 74     204 108           664 

萩市       1                 1 

光市               50         50 

長門市   11     4               15 

下松市           62   1         63 

山口県       1               1 2 

阿武郡                         0 

玖珂郡           82             82 

大島郡   67                     67 

熊毛郡   232                     232 

 合 計 469 1,528 510 284 206 637 795 409 115 88 1,388 16 6,429 
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(６) 市内の学校 

  見学日 学校名 人数 

1 4月 11日(水) 下関市立安岡小学校 125 

2 4月 19日(木) 下関市立川中西小学校 75 

3 4月 19日(木) 下関市立山の田小学校 90 

4 4月 27日(金) 下関市立生野小学校 68 

5 5月 1日(火) 下関市立向山小学校 6年 58 

6 5月２日(水) 下関市立勝山小学校 6年 120 

7 5月 2日(水) 下関市立長府小学校 6年 84 

8 5月８日(火) 下関市立名池小学校 6年 42 

9 5月 8日(火) 下関市立王江小学校 6年 16 

10 5月 11日(金) 下関市立誠意小学校 40 

11 5月 29日(火) 下関市立吉見小学校 38 

12 5月 31日(木) 下関市立川中小学校 104 

13 6月 8日(金) 下関市立江浦小学校 64 

14 6月 12日(火) 下関市立大学留学生 28 

15 7月 21日(土) 東亜大学 3 

16 10月 9日(火) 下関市立関西小学校 28 

17 10月 26日(金) 下関市立安岡小学校 129 

18 11月 1日(木) 山口朝鮮中級学校 4 

19 3月 15日(金) 山口県立南総合支援学校  12 

  計 1,086 
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(７) 市外の学校 

  見学日 県名 市町村名 学校名 人数 

1 5月 10日(木) 山口 周防大島町 東和地区小学校連合 21 

2 5月 11日(金) 山口 岩国市 美和町連合小学校 38 

3 5月 11日(金) 山口 周防大島町 久賀 橘地区連合小学校 46 

4 5月 15日(火) 山口 岩国市 岩国市立中洋小学校 29 

5 5月 17日(木) 山口 周南市 周南市立岐山小学校 81 

6 5月 18日(金) 山口 岩国市 錦川地区連合小学校 69 

7 5月 18日(金) 山口 岩国市 岩国市立灘小学校 61 

8 5月 18日(金) 山口 平生町 平生町立平生小学校 81 

9 5月 24日(木) 広島 広島市 広島市立早稲田小学校 70 

10 5月 24日(木) 山口 岩国市 由宇町連合小学校 81 

11 5月 24日(木) 山口 柳井市 柳井市立柳井小学校 96 

12 5月 30日(水) 広島 呉市 蒲刈連合小学校 26 

13 5月 31日(木) 山口 周南市 周南市立遠石小学校 71 

14 6月 1日(金) 山口 柳井市 大畠 伊陸 日積 平群東連合小学校 41 

15 6月 7日(木) 広島 呉市 両城小学校 19 

16 9月 13日(木) 広島 呉市 呉市立坪内小学校 34 

17 9月 19日(水) 広島 呉市 呉市立原小学校 109 

18 9月 19日(水) 広島 呉市 呉市立明立小学校 39 

19 9月 20日(木) 山口 周南市 沼城 須磨連合小学校 48 

20 9月 20日(木) 広島 呉市 呉市立昭和中央小学校 92 

21 9月 20日(木) 広島 呉市 呉市立天応小学校 40 

22 9月 20日(木) 山口 玖珂郡 和木町立和木小学校 82 

23 9月 26日(水) 広島 呉市 呉市立阿賀小学校 101 

24 9月 26日(水) 広島 呉市 呉市立波多見小学校 42 

25 9月 26日(水) 広島 呉市 呉市立郷原小学校 68 

26 9月 27日(木) 広島 呉市 呉市立呉中央小学校 107 

27 9月 27日(木) 山口 下松市 下松市立中村小学校 62 

28 9月 27日(木) 広島 呉市 呉市立本通小学校 33 

29 9月 27日(木) 広島 呉市 呉市立音戸小学校 19 

30 9月 27日(木) 広島 呉市 呉市立昭和北小学校 108 

31 9月 27日(木) 広島 呉市 呉市立仁方小学校 55 

32 9月 27日(木) 山口 岩国市 岩国市立愛宕小学校 103 

33 9月 27日(木) 山口 岩国市 周東町連合小学校 101 

34 9月 27日(木) 広島 呉市 呉市立長迫小学校 24 
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  見学日 県名 市町村名 学校名 人数 

35 9月 28日(金) 広島 呉市 呉市立川尻小学校 47 

36 10月 3日(水) 広島 呉市 呉市立警固屋小学校 16 

37 10月 3日(水) 広島 呉市 呉市立荘山田小学校 73 

38 10月 3日(水) 広島 呉市 呉市立広小学校 117 

39 10月 4日(木) 広島 呉市 呉市立昭和南小学校 45 

40 10月 4日(木) 広島 呉市 呉市立明徳小学校 16 

41 10月 4日(木) 広島 呉市 呉市立白岳小学校 136 

42 10月 4日(木) 広島 呉市 呉市立昭和西小学校 63 

43 10月 4日(木) 広島 呉市 呉市立和庄小学校 33 

44 10月 5日(金) 山口 柳井市 柳井市立柳北小学校 19 

45 10月 5日(金) 広島 呉市 呉市立横路小学校 142 

46 10月 11日(木) 広島 呉市 呉市立広南小学校 21 

47 10月 11日(木) 広島 呉市 呉市立倉橋小学校 18 

48 10月 11日(木) 広島 呉市 呉市立安浦連合小学校 79 

49 10月 12日(金) 山口 岩国市 岩国市立玖珂小学校 108 

50 10月 12日(金) 広島 呉市 呉市立吉浦小学校 57 

51 10月 26日(金) 山口 柳井市 柳井市立新庄 余田連合小学校 60 

52 11月 1日(木) 山口 光市 島田小学校 50 

53 1月 26日(土) 山口 山口市 山口大学人文学科 8 

    計 3,205 

 

(８) 博物館使用団体 

 使用日 使用施設 団体名 人数 

1 4月 3日(火) 学習室 山口県 里親会 下関支部 19 

2 4月 30日(月) 講堂 川中中学校 PTA執行部 10 

3 6月 6日(水) 講堂 下関市教育研究会小学校理科部会 22 

4 10月 23日(火) 講堂 NPO法人子ども子育ちネット 21 

5 2月 3日(日) 講堂 学習室 第６４回下関市駅伝大会 3,678 

6 3月 7日(木) 講堂 食生活改善推進協議会豊浦支部 12 

   計 3,762 
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(９) 任意アンケート 

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 30年度のアンケート協力者は 182名で入館者全体の約 0.69 パーセントであった。 

 

回答者内訳 性別 男性 60 女性 121 無記入 1 

 

年齢 小学生 135 中学生２ 15～19 歳１ 20～29 歳２ 30～39 歳７ 40～49 歳６ 50～59 歳７ 60～

69歳８ 70 歳以上４ 記入なし７ その他３ 

 

市内 133 市外 43 記入なし６ 

 

①来館時に利用した交通機関 

電車 2 バス 9 タクシー2 自家用車 88 自転車 31 徒歩 44 その他 0 記入なし 7 

 

②一緒に来られた方 

一人 6 家族 81 夫婦 8 カップル 2 友人 55 団体旅行 13 その他 12 記入なし10 

 

③来館した回数 

初めて 61 ２回目 27 ３～５回目 24 ６～10回目 15 11 回以上 43 記入なし 11 

 

④館を何で知ったか 

人から聞いて 24 学校で 16 下関市の広報誌 4 新聞・ 雑誌で 2 案内板を見た 2 団体旅行 2 博物館のホ

ームページ 5 市のホームページ 5 通りがかった 7 ポスター パンフレット 2 近くに住んでいる 12 そ

の他 12 記入なし 65 

 

⑤当館に来る前によった場所 

ゆめシティ 友だちの家 川北神社 角島 自宅 唐戸市場 海響館公園 こどもはらっぱ 駄菓子屋 地

蔵 川中地区 親子松 シーモール 上の山古墳 下関めぐり 学校 サファリランド 公民館 友人の家 

たおかしょうてん 川棚温泉交流センター 豊田みのりが丘 人類学ミュージアム マクドナルド 自販機 

トイレ 笑山寺 乃木浜公園 弥生まつり 

 

⑥この後行く予定の場所 

公園 友だちの家 山 萩 スシロー 白かべのまちなみ 図書館 環境みらい館 まだ分からない 店 

綾羅木郷遺跡 ゆめシティ 海響館 プール 片山水族館 外 どこか くろい洋食所 スーパー ヘル

シーランド 塾 ビッグ スイミング ペットショップ 豊北 公衆トイレ みかん狩り 久山園 
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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 

貯蔵用竪穴と人形 109 

タイムトンネル 112 

古墳時代の展示 114 

弥生時代の展示 120 

海からの文化 104 

パソコンのＱ＆Ａ 120 

パズルなどの体験コーナー 136 

復元古墳 118 

復元住居 117 

前田台場跡VR 1 

顔はめ 1 

ドローン空撮 1 

 

よくなかったもの 

貯蔵用竪穴と人形 10 

タイムトンネル 9 

古墳時代の展示 10 

弥生時代の展示 7 

海からの文化 14 

パソコンのＱ＆Ａ 11 

パズルなどの体験コーナー 8 

復元古墳 7 

復元住居 12 

 

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 

ジオラマ 

人形がリアルですごかった・げんだいのせいかつと

やよいじだいのせいかつをくらべられた・人形がよ

かったです、本物みたいだから・現代人と古代人の

人形・人形の復元・にんげんがりあるだった・対の

ものをてんじ・今と昔の違いがわかった 

タイムトンネル 

タイムトンネルの現代と古代のちがいが良く分かっ

た・いろいろな絵がみれてたのしかった・いろんな

歴史がみれる 

常設展示 

たくさん展示していてよく分かったことがたくさん

あった・よくわかる・土器に関する分かりやすい説

明と展示・身近な出土品が多く展示されている点・

こどももわかりやすかった・実物の資料がたくさん

置いてあり、良かった・いっぱい土器があったとこ

ろ・石器・資料が沢山・土器の種類が多い・土器等

の埋蔵物が解かり易く整理されている・全ての展示

は分かり易く、とても興味深いものでした・きれい

に展示されていてわかりやすい・展示品が多い・良

く資料が整理されている 

説明 

説明が分かりやすい・詳しく書かれていること・昔

のことがよく分かった・昔のことが分かりやすい・

時代のことが分かった・とても分かりやすく昔の事

が分かる・歴史が色々わかった 

土器パズル 

パズルやクイズがあったこと・土器パズルが楽しか

った・土器のパズルがよかった・土器のパズルには

まった・パズルのところが２つある場所。・パズル

難しいけれどたのしかった・パズル Q＆A などもあ

り、遊ぶことが出来たのでよかったです・パズルが

あったところ・パズルができたこと・パズルやクイ

ズなどあって楽しめる・土器のパズルが楽しかった

です・土器のパズルやクイズ・パズル。真剣に子ど

もがしました。・土器のパズルがおもしろかった 
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クイズ 

クイズがあった・パソコンの Q＆A・パソコンのパ

ズルが面白かった・クイズにはまってます・ぼたん

があそんだのがたのしかった。 

土笛 

土笛などの体験コーナー・土笛があるところ・土笛

がふけるところ・土笛が吹けるとこ・土器が吹けた

こと 

視聴覚機器 

VR をもっと大きくコーナーにするか売り出してほ

しい・パソコンや色々な機械がある・梶栗浜での埋

葬風景 

体験 

体験ができる・いろんな時代が感じられ、体験もで

きてよかった・いろいろな体験を、自分でできたこ

と・触れる・服を試着する・本物・色々なものがあ

るところ・昔の物があってすごかった・いろんなと

ころが学べる・銅鏡のハンスオンは良いと思います 

 

無料 

無料のところ・無料でみれるところ・お金を取らな

い所。だれでも気軽に立ち寄れるのがいいです・入

場料が無料・無料で、ここまで展示をされている施

設はまれだと思います 

館内 

中が隅々まで掃除されていた所・静か・人が少なか

った為、ゆっくり、思いのまま見学できた・接客・

トイレがきれい・広くて歴史が分かる 

館外 

山の方に休憩所がある・桜・いせき 

その他 

初めて見学にきました、孫も大変喜んでいました・

いま恵まれているとわかったこと・今後ともたくさ

んの方がこられる様に展示を続けて下さい 

 

◎悪かったところ 

人形が怖かった 

リアルじゃない 

トンネルが少しこわい（音が） 

音がびびる 

暗くて音が出て怖い 

静かな音楽が流れてなかったとこ 

全体的に照明が暗く、子供が怖がる 

今いち全体像がわかりにくい（歴史の流れが） 

あまり説明されてない 

解説を聞きたい 

映像は何分なのか？表示があれば嬉しい！！ 

故障中の貼り紙が目立つ事 

故障中が多かった 

故障中がある 

パソコンが動かなかった 

こしょう中のものがあって少しがっかり 

土笛がならなかった 

無料 

冷水器の水が弱い 

バッタ 

 

⑨博物館にどういう物があったらいいと思いますか。 

・体験コーナーをもっと増やしてほしいです。（楽しく学べるから） 

・めくって答えが出るようなクイズやクイズラリーも楽しそう。 

・きょうりゅう。 

・外に水飲み場があったらいい。 

・手持ちのイヤホンがさせる解説。 

・参加型・体験型。 

・いろんな物（はくぶつかんにないもの） 
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８ 購入図書 

 

『月刊考古学ジャーナル』 第 710号～第 720号 

『月刊文化財』 655 号～667号 

『日本歴史』 第 839号～第 847号 

『子どもとミュージアム 学校で使えるミュージアム活用ガイド』 

 

９ 寄贈図書 

 書籍名 寄贈者 

1 千葉の発酵食品 千葉県博図公連携事業実行委員会 

2 千葉の発酵食品 千葉県博図公連携事業実行委員会 

3 橿原考古学研究所紀要 考古學論攷 第 41冊 橿原考古学研究所 

4 

橿原考古学研究所 年報 43 平成 28年度（2016年

度） 

橿原考古学研究所 

5 奈良県遺跡調査概報 （第二分冊） 2016年度 橿原考古学研究所 

6 奈良県遺跡調査概報 （第一分冊） 2017年度 橿原考古学研究所 

7 居伝瓜山瓦窯 橿原考古学研究所 

8 立花遺跡 橿原考古学研究所 

9 藤原京左京八条二坊 九条三坊、紀寺跡 橿原考古学研究所 

10 うつわに隠された物語 －装飾付須恵器の世界－ 和歌山県立紀伊風土記の丘 

11 

高松市内遺跡発掘調査概報 －平成 29年度国庫補

助事業－ 

高松市教育委員会 

12 石清尾山古墳群（稲荷山地区）調査報告書 高松市教育委員会 

13 

特別史跡讃岐国分寺跡Ⅰ －保存整備事業に伴う発

掘調査報告書－ 遺構編 

高松市教育委員会 

14 

市内遺跡 平成 29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 

15 

延岡城三階櫓跡（延岡城跡第 30次調査） 北小曲

輪確認調査概要報告書 

延岡市教育委員会 

16 国立歴史民俗博物館研究報告 第 209集 国立歴史民俗博物館 

17 

わくわくする研究を歴博で！ －国立歴史民俗博物

館の共同研究紹介－ vol.１ 

国立歴史民俗博物館 

18 

資源環境と人類 No.８ 明治大学黒耀石研究センタ

ー紀要 

明治大学黒耀石研究センター 

19 松浦市内遺跡確認調査（５） 松浦市教育委員会 

20 阿弥陀さまと極楽の世界 －四日市の浄土教－ 四日市市立博物館 

21 むかしのくらし読本４ 四日市の昭和の鉄道 四日市市立博物館 

 書籍名 寄贈者 

22 平成 29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 

23 小路遺跡Ⅱ 雲仙市教育委員会 

24 

雲仙市の埋蔵文化財について ～守山大塚古墳の発

掘調査～ 

雲仙市教育委員会 

25 

東京都板橋区 東新町二丁目遺跡発掘調査報告書 

－東新町二丁目 20番 12号地点－ 

共和開発株式会社 

26 

重武屋敷遺跡 山口県下関市大字綾羅木地内重武屋

敷遺跡発掘調査報告書 

下関市教育委員会 

27 

重武屋敷遺跡 山口県下関市大字綾羅木地内重武屋

敷遺跡発掘調査報告書 

下関市教育委員会 

28 小田原市郷土文化館研究報告 No.54 小田原市郷土文化館 

29 史跡上牧久渡古墳群発掘調査報告書Ⅲ 上牧町教育委員会 

30 

近代遺跡調査報告書 －交通 運輸 通信業－ 第一

分冊（鉄道 道路 橋梁 隧道 港湾） 

文化庁文化財部記念物課 

31 研究紀要 36 群馬県埋蔵文化財調査事業団 

32 東宮遺跡（４） 群馬県埋蔵文化財調査事業団 

33 西宮遺跡（１） 群馬県埋蔵文化財調査事業団 

34 塩川砂井戸遺跡（２）池石田遺跡 群馬県埋蔵文化財調査事業団 

35 金井東裏遺跡≪近世 弥生 縄文時代編≫ 群馬県埋蔵文化財調査事業団 

36 上ノ平Ⅰ遺跡(３)  群馬県埋蔵文化財調査事業団 

37 尾坂遺跡（３） 群馬県埋蔵文化財調査事業団 

38 河原湯中原Ⅲ遺跡 群馬県埋蔵文化財調査事業団 

39 石川原遺跡（１） 群馬県埋蔵文化財調査事業団 

40 下湯原遺跡（１） 群馬県埋蔵文化財調査事業団 

41 新屋敷前遺跡 群馬県埋蔵文化財調査事業団 

42 林中原Ⅱ遺跡（２） 群馬県埋蔵文化財調査事業団 

43 弥生時代の吉野ケ里 －ムラからクニへ－ 佐賀県立博物館 

44 六反田南遺跡Ⅵ 新潟県埋蔵文化財調査事業団 
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45 宝田遺跡Ⅲ 新潟県埋蔵文化財調査事業団 

46 

有年考古 第５号 －赤穂市立有年好古館年報（平

成 28年度）－ 

赤穂市教育委員会 

47 

有年考古 第５号 －赤穂市立有年好古館年報（平

成 28年度）－ 

赤穂市教育委員会 

48 発掘された赤穂城下町４ 赤穂市教育委員会 

49 発掘された赤穂城下町４ 赤穂市教育委員会 

50 調査研究書 第 42集 佐賀県立博物館 佐賀県立美術館 

51 平成 29年度 秋田市遺跡確認調査報告書 秋田市教育委員会 

52 史跡烏帽子形城跡整備工事報告書 河内長野市教育委員会 

53 

河内長野市埋蔵文化財調査報告書 38 喜多町遺跡 

高野街道 西高野街道 高向遺跡 上田宿跡 塩谷

遺跡 膳所藩代官所跡 

河内長野市教育委員会 

54 日本の出土米Ⅲ 佐藤敏也コレクションの研究２ 

弘前大学人文社会科学部 北日本

考古学研究センター 

55 島根県江津市 八神上ノ原Ⅱ遺跡発掘調査報告書 江津市教育委員会 

56 島根県江津市 八神上ノ原Ⅱ遺跡発掘調査報告書 江津市教育委員会 

57 

島根県江津市 本町川通り遺跡 山陰道（江津本町

地区）発掘調査報告書 

江津市教育委員会 

58 四条畷市文化財調査年報 第４号 中野遺跡 四条畷市教育委員会 

59 浦幌町立博物館 紀要 第 18号 浦幌町立博物館 

60 浦幌町立博物館 年報 第 18号 浦幌町立博物館 

61 書陵部紀要 第 69号 宮内庁書陵部 

62 書陵部紀要 第 69号（陵墓篇） 宮内庁書陵部 

63 

MUSEUM STUDY 2017年度 明治大学学芸員養

成課程紀要 29 

明治大学学芸員養成課程 

64 

MUSEOLOGIST 2017年度 明治大学学芸員養成

課程年報 33 

明治大学学芸員養成課程 

65 書陵部紀要 第 69号（陵墓篇） 宮内庁書陵部 

66 

国指定史跡高島炭鉱跡高島北渓井坑跡 －史跡整備

事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書－ 

長崎市教育委員会 

67 

出島和蘭商館跡 －出島表門公園整備事業に係る埋

蔵文化財発掘調査報告書－ 

長崎市教育委員会 

68 

桜町遺跡 －長崎市桜町８番 26 27における埋蔵

文化財発掘調査報告書－ 

長崎市教育委員会 

69 山口県史研究 第 26号 山口県県史編さん室 

70 平成 29年度 壺屋焼物博物館年報 那覇市立壺屋焼物博物館 

71 壺屋焼物博物館紀要 第 19号 那覇市立壺屋焼物博物館 

 書籍名 寄贈者 

72 壺屋焼物博物館常設展ガイドブック（中国語） 那覇市立壺屋焼物博物館 

73 

鳥取県西伯郡大山町 町内遺跡発掘調査報告書Ⅹ 

（平成 28年度実施分） 大山僧坊跡 E-24区 34

区 向原第１遺跡 原畑塚田遺跡 下八重谷所在遺

跡 上野第２遺跡 御来屋釈迦谷所在遺跡 

大山町教育委員会 

74 鳥取県西伯郡大山町 退休寺第１遺跡 大山町教育委員会 

75 壺屋焼物博物館紀要 第 19号 那覇市立壺屋焼物博物館 

76 

鳥居龍蔵 日本人の起源に迫る －本山彦一との交

流－ 

徳島県立鳥居龍蔵記念博物館 

77 大園遺跡他の発掘調査概要 高石市教育委員会 

78 

南あわじ市埋蔵文化財調査年報Ⅹ 2013年度 埋蔵

文化財調査 

南あわじ市教育委員会 

79 

南あわじ市 発掘調査速報展 平成 27 28年度調

査 

南あわじ市教育委員会 

80 岡山大学埋蔵文化財調査研究センター 紀要 2016 

岡山大学埋蔵文化財調査研究セン

ター 

81 鹿田遺跡 11 －第 24次調査－ 

岡山大学埋蔵文化財調査研究セン

ター 

82 鹿田遺跡 12 －第 20次 A地点 25次調査－ 

岡山大学埋蔵文化財調査研究セン

ター 

83 

庄 蔵本遺跡３ －ボイラータンク地点（1998年度

立会） 第 22 30次調査地点－ 

徳島大学埋蔵文化財調査室 

84 北佃遺跡発掘調査報告書 小松島市教育委員会 

85 

長野県松本市 殿村遺跡 －第８次発掘調査報告書

－ 虚空蔵山城跡 －第２ ３ ４次発掘調査報告

書－ 

松本市教育委員会 

86 

長野県松本市 長野県史跡小笠原氏城跡 林城跡

（小城）発掘調査報告書  

松本市教育委員会 

87 研究紀要 第 28号 2018 戸田市立郷土博物館 

88 収蔵目録（２） 戸田市立郷土博物館 

89 

日台交流シンポジウム「日本と台湾の＜記憶＞遺

産」記録集 

田川市石炭 歴史博物館 

90 貝塚博物館紀要 第 44号 千葉市立加曽利貝塚博物館 

91 

倉敷埋蔵文化財センター年報 16 －平成 27 28年

度－ 

倉敷埋蔵文化財センター 

92 國學院大學博物館 研究報告 2018 第 34輯 國學院大學博物館 

93 群馬県伊勢崎市 宿南遺跡 伊勢崎市教育委員会 
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94 

平成 29年度 史跡古津八幡山 弥生の丘展示館 

企画展関連講座 講演会 記録集 

新潟市文化財センター 

95 

国指定史跡三木城跡及び付城跡 土塁整備基本計画

書 

三木市教育委員会 

96 金沢大学考古学紀要 第 39号 金沢大学人文学類考古学研究室 

97 紀要 12 日立市郷土博物館 

98 

守山市文化財調査報告書 平成 28年度国庫補助対

象遺跡発掘調査報告書 

守山市立埋蔵文化財センター 

99 伊勢遺跡確認調査総括報告書 守山市立埋蔵文化財センター 

100 古代武器研究 Vol.13 古代武器研究会 

101 古代武器研究 Vol.13 古代武器研究会 

102 

史跡周防鋳銭司跡の研究Ⅰ －第３次発掘調査概要

報告書－ 

山口大学人文学部考古学研究室 

103 

史跡周防鋳銭司跡の研究Ⅰ －第３次発掘調査概要

報告書－ 

山口大学人文学部考古学研究室 

104 山口大学埋蔵文化財資料館年報 －平成 25年度－ 山口大学埋蔵文化財資料館 

105 

愛知県東海市 平成 28年度 畑間遺跡発掘調査報

告 

東海市教育委員会 

106 考古学研究室報告 第 53集 越高遺跡 上御倉古墳 熊本大学文学部考古学研究室 

107 

小竹貝塚出土品（縄文人骨） とやまの旧石器（県

指定文化財） 直坂Ⅰ遺跡出土品 ウワダイラ I遺

跡出土品 立美遺跡出土品 

富山県埋蔵文化財センター 

108 

旧練兵場遺跡 王墓山古墳 岡古墳群 善通寺旧境

内 －善通寺市内文化財整理事業ほかに伴う発掘調

査 整理報告書－ 

善通寺市教育委員会 

109 

史跡 等妙寺旧境内 －平成 24～29年度災害復旧

事業報告書－ 

鬼北町教育委員会 

110 国指定史跡 等妙寺旧境内 鬼北町教育委員会 

111 

ドキドキ土器つくり体験！！ ～国史跡等妙寺旧境

内で見つかった土器を実際につくって、焼いて、復

元しよう～ 

鬼北町教育委員会 

112 

奈良山霊場を歩く 奈良山等妙寺 中世から近世 

等妙寺の現在（いま） 

鬼北町教育委員会 

113 

彦惣岩谷 ～幻の中世山岳霊場「伊予国奈良山」に

遺る山岳修験の行場～ 

鬼北町教育委員会 

114 女布遺跡発掘調査報告書Ⅳ 京丹後市教育委員会 

115 50cm下の桜井 発掘調査速報展 24 桜井市文化財協会 

116 鎌ヶ谷 おふだづくし～信仰の玉手箱～ 鎌ヶ谷市郷土資料館 

 書籍名 寄贈者 

117 

史跡人吉城整備事業報告書 御館跡及び周辺園路整

備 大手門跡南側整備 三の丸南側斜面修理 

人吉市教育委員会 

118 大阪市天王寺区 生野区細工谷遺跡発掘調査報告Ⅲ 大阪文化財研究所 

119 帝塚山大学考古学研究所研究報告 ⅩⅩ 帝塚山大学考古学研究所 

120 帝塚山大学附属博物館報 ⅩⅢ 帝塚山大学考古学研究所 

121 史跡 津山城跡 保存整備事業報告書Ⅳ 津山市教育委員会 

122 年報 津山弥生の里 第 25号（平成 28年度） 津山市教育委員会 

123 鳥取城調査研究年報 第 11号 鳥取市教育委員会 

124 

鳥取市 倭文６号墳出土遺物の研究 出土品再整理

報告書 

鳥取市教育委員会 

125 

平成 29（2017）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 

126 

史跡鳥取城跡附太閤ヶ平発掘調査報告書Ⅳ －第

31 39 40次発掘調査－ 

鳥取市教育委員会 

127 鳥取県鳥取市 福田家住宅調査報告書 鳥取市教育委員会 

128 尾道と塩の文化 尾道市教育委員会 

129 鹿児島（鶴丸）城御厩跡 鹿児島市教育委員会 

130 鹿児島大学総合研究博物館年報 No.16 2016 鹿児島大学総合研究博物館 

131 

史跡 永納山城跡Ⅲ －史跡整備に向けた発掘調査

報告及び整備概要報告書－（平成 27年度～平成 29

年度） 

西条市教育委員会 

132 妻木晩田遺跡発掘調査研究年報 2017 鳥取県立むきばんだ史跡公園 

133 人間文化 44号 滋賀県立大学人間文化学部 

134 

尾道市内遺跡 －尾道遺跡ほか埋蔵文化財調査概要

－ 平成 28年度 

尾道市教育委員会 

135 大坂城跡ⅩⅧ 特別史跡大阪城跡整備事業報告書 大阪文化財研究所 

136 大阪市平野区 喜連西遺跡発掘調査報告Ⅳ 大阪文化財研究所 

137 

神奈川県逗子市 埋蔵文化財緊急調査報告書 12 －

平成 26年度－ 

逗子市教育委員会 

138 

茨木市立文化財資料館館報 第３号（平成 28年

度） 

茨木市立文化財資料館 

139 泉大津市埋蔵文化財発掘調査概報 37 泉大津市教育委員会 

140 中増遺跡Ⅰ 喜界町教育委員会 

141 船橋市西部の今昔 －写真でみる街の遷り変わり－ 船橋市郷土資料館 

142 

耳別氏、若狭に起つ ～若狭の古代豪族、耳別氏を

考える～ 

美浜町教育委員会 

143 糸島市立 伊都国歴史博物館 紀要 第 11号 糸島市立伊都国歴史博物館 
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144 

糸島市立 伊都国歴史博物館 年報 12 －平成 27

年度－ 

糸島市立伊都国歴史博物館 

145 

糸島市立 伊都国歴史博物館 年報 13 －平成 28

年度－ 

糸島市立伊都国歴史博物館 

146 乙訓郡誌の編纂とその時代 向日市文化資料館 

147 乙訓郡誌の編纂とその時代 向日市文化資料館 

148 秋田城跡 秋田城跡歴史資料館年報 2017 秋田市教育委員会 

149 萩前 一本木遺跡Ⅱ 高松市教育委員会 

150 御殿貯水池南遺跡Ⅱ 高松市教育委員会 

151 高松城跡（丸の内地区） 高松市教育委員会 

152 多賀城跡 宮城県多賀城跡調査研究書年報 2017 宮城県多賀城跡調査研究所 

153 多賀城跡 政庁南面地区―城前官衙遺構 遺物編― 宮城県多賀城跡調査研究所 

154 

難波宮址の研究 第二十一 －大極殿院東方の調査

－ 

大阪文化財研究所 

155 平成 29年度 野洲市文化財調査概要報告書 野洲市教育委員会 

156 原遺跡 20 －第 34次調査－ 福岡市教育委員会 

157 

有田 小田部 57 －有田遺跡群第 262次調査の報告

－ 

福岡市教育委員会 

158 飯倉 B遺跡２ －飯倉 B遺跡第３次調査の報告－ 福岡市教育委員会 

159 井尻 B遺跡 27 －井尻 B遺跡第 42次調査の報告－ 福岡市教育委員会 

160 

クエゾノ遺跡２ －クエゾノ遺跡第４次調査の報告

－ 

福岡市教育委員会 

161 山王遺跡８ －山王遺跡第 10次調査報告－ 福岡市教育委員会 

162 下山門遺跡２ －第２次調査報告－ 福岡市教育委員会 

163 住吉神社遺跡２ －住吉神社遺跡第３次調査報告－ 福岡市教育委員会 

164 那珂 76 －那珂遺跡群 156次調査の報告－ 福岡市教育委員会 

165 野方平原遺跡２ －野方平原遺跡第３次調査報告－ 福岡市教育委員会 

166 野多目 C遺跡５ －野多目 C遺跡第６次調査報告－ 福岡市教育委員会 

167 博多 157 －博多遺跡群第 204次調査報告－ 福岡市教育委員会 

168 箱崎 49 －箱崎遺跡第 73次調査報告－ 福岡市教育委員会 

169 箱崎 50 －箱崎遺跡第 74次 75次調査報告－ 福岡市教育委員会 

170 箱崎 51 －箱崎遺跡第 76次調査報告－ 福岡市教育委員会 

171 比恵 76 －比恵遺跡群第 136次調査報告－ 福岡市教育委員会 

172 比恵 77 －比恵遺跡群第 137次調査報告－ 福岡市教育委員会 

173 比恵 78 －比恵遺跡群第 140次調査報告－ 福岡市教育委員会 

174 

福岡城下町遺跡１ －福岡城下町遺跡第１次調査の

報告－ 

福岡市教育委員会 

 書籍名 寄贈者 

175 

麦野 A遺跡９ －麦野 A遺跡第 23次 24次調査報

告－ 

福岡市教育委員会 

176 弥永原８ －弥永原遺跡第 11次調査の報告－ 福岡市教育委員会 

177 

藤崎遺跡 21 千里遺跡２ 千里向川原遺跡１ 藤崎

遺跡第 33次調査 千里遺跡第２次調査 千里向川

原遺跡第２次調査の報告 

福岡市教育委員会 

178 

史跡 鴻臚館跡 鴻臚館跡 23 －北館部分の調査

（２）－ 

福岡市教育委員会 

179 「国史跡 福岡城跡」本丸武具櫓跡 発掘調査報告 福岡市教育委員会 

180 

元岡 桑原遺跡群 28 －第 20次 第 42次 第 53

次 第 57次 第 63次 第 66次調査の報告－ 

福岡市教育委員会 

181 

福岡市埋蔵文化財年報 VOL.30 －平成 27

（2015）年度版－ 

福岡市教育委員会 

182 収蔵資料目録 第２集 博多遺跡群 福岡市教育委員会 

183 

平成 27（2015）年度 福岡市埋蔵文化財センター

年報 第 35号 

福岡市教育委員会 

184 

山口大学ML（Museum Library）連携事業報告 

平成 29年度特別展『やまぐちの大学～University 

College Yamaguchi～』 シンポジウム『あなたの街

の大学博物館 図書館～目的と役割 現状と未来

～』 

山口大学ML連携事業事務所 

185 宮ヶ崎山形遺跡 －第２次調査－ 今治市教育委員会 

186 

市内遺跡試掘確認調査報告書 （平成 28年度 個

人民間開発に伴う調査） 

今治市教育委員会 

187 

市内遺跡試掘調査報告書 （平成 28年度 公共事

業に伴う調査） 

今治市教育委員会 

188 

伊予国府を考える －今治平野の古代遺跡、その分

析と国府発見への試み－ 

今治市教育委員会 

189 威信の舞台 よみがえる大友館 大分市歴史資料館 

190 福井城跡ⅩⅩⅡ 福井市教育委員会 

191 松江城下町遺跡（母衣町 115） 松江市スポーツ 文化振興財団 

192 礫岩古墳 松江市スポーツ 文化振興財団 

193 埋蔵文化財課年報<21> 平成 28年度 松江市スポーツ 文化振興財団 

194 安城の文化財 モノ語り名品展Ⅴ 安城市歴史博物館 

195 穴太遺跡（下飴屋地区）発掘調査報告書 大津市教育委員会 

196 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 

197 穴太野添古墳群発掘調査報告書  大津市教育委員会 

198 真野廃寺発掘調査報告書Ⅲ 大津市教育委員会 
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 書籍名 寄贈者 

199 南滋賀遺跡（豆田地区）発掘調査報告書 大津市教育委員会 

200 

埋蔵文化財発掘調査集報７ －市内遺跡発掘調査事

業－ 

大津市教育委員会 

201 青江遺跡発掘調査報告書 大津市教育委員会 

202 南滋賀遺跡（下浮田地区）発掘調査報告書 大津市教育委員会 

203 

大津市埋蔵文化財調査年報 －平成 28（2016）年

度－ 

大津市教育委員会 

204 名勝及び史跡善法院庭園保存活用計画書 大津市教育委員会 

205 中山路遺跡 徳島県埋蔵文化財センター 

206 柳井市伊保庄地区 明力遺跡 柳井市教育委員会 

207 川崎市市民ミュージアム 紀要 第 30集 川崎市市民ミュージアム 

208 

八郎潟沿岸の亀ヶ岡文化 －中山遺跡 高石野遺

跡 大沢Ⅰ遺跡出土資料の研究－ 

弘前大学人文社会科学部 北日本

考古学研究センター 

209 

特別史跡斎尾廃寺跡 史跡大高野官衙遺跡保存活用

計画 

琴浦町 

210 別所第４遺跡発掘調査報告書 琴浦町教育委員会 

211 

鳥取県東伯郡琴浦町町内遺跡発掘調査報告書（松ヶ

丘第２遺跡 松ヶ丘所在遺跡 槻下所在遺跡） 

琴浦町教育委員会 

212 出光美術館 館報 182 出光美術館 

213 斑鳩大塚古墳発掘調査報告書Ⅳ 奈良大学文学部文化財学科 

214 十日町市博物館 年報 －第４号－ 十日町市博物館 

215 城郭研究室年報 VOL.27 2018 姫路市立城郭研究室 

216 研究紀要 第 23号 愛媛県歴史文化博物館 

217 四国遍路関係資料目録Ⅱ 梅村武氏調査研究資料 愛媛県歴史文化博物館 

218 高虎と嘉明 転換期の伊予と両雄 愛媛県歴史文化博物館 

219 研究最前線 四国遍路と愛媛の霊場 愛媛県歴史文化博物館 

220 

神戸港 150年記念特別展「開国への潮流－開港前夜

の兵庫と神戸－」記念シンポジウム「神戸開港と港

の近代化」－報告書－ 神戸港開港 150年記念プロ

グラム事業 

神戸市立博物館 

221 

明治の錦絵をもとにした同時代の衣装イメージの再

現制作 

神戸市立博物館 

222 明治時代の洋菓子再現 神戸市立博物館 

223 大阪市西成区 長橋遺跡発掘調査報告Ⅱ 大阪文化財研究所 

224 新居見遺跡（Ⅰ）（縄文時代 弥生時代篇） 徳島県埋蔵文化財センター 

225 大畑遺跡 福井県埋蔵文化財調査センター 

226 犬見古墳群 福井県埋蔵文化財調査センター 

227 年報 32 －平成 28年度－ 福井県埋蔵文化財調査センター 

 書籍名 寄贈者 

228 歴博 第 207号 国立歴史民俗博物館 

229 筋違M遺跡 筋違 Q遺跡 松山市教育委員会 

230 

日野江城跡 －平成 25年度から平成 28年度にかけ

ての調査成果－ 

南島原市教育委員会 

231 

日野江城跡 －平成 25年度から平成 28年度にかけ

ての調査成果－ 

南島原市教育委員会 

232 史跡日野江城跡環境整備事業報告書 南島原市教育委員会 

233 史跡日野江城跡環境整備事業報告書 南島原市教育委員会 

234 小樽市総合博物館紀要 第 31号 小樽市総合博物館 

235 

市内遺跡確認調査概要報告書Ⅹ －神埼市内埋蔵文

化財確認調査（平成 28年度）の概要－ 

神埼市教育委員会 

236 前田遺跡 県道倉敷笠岡線道路改築に伴う発掘調査 岡山県古代吉備文化財センター 

237 

岡山城二の丸跡 警察本部庁舎整備事業に伴う発掘

調査 

岡山県古代吉備文化財センター 

238 調査年報 30 平成 29年度 

（公財）北海道埋蔵文化財センタ

ー 

239 垣外遺跡発掘調査報告３ 垣外遺跡第５次調査 周南市教育委員会 

240 中津居館跡  岩国市教育委員会 

241 

玖珂本陣 代官所跡 －岩国市立久我小学校建設に

伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 

岩国市教育委員会 

242 柱島の歴史 岩国市教育委員会 

243 端島と黒島 岩国市教育委員会 

244 宮本常一が見た柱島群島 岩国市教育委員会 

245 山口県文書館研究紀要 第 45号 山口県文書館 

246 

第 20回古代官衙 集落研究会報告書 郡庁域の空

間構成 

奈良文化財研究所 

247 岩谷堂遺跡 南陽市教育委員会 

248 南陽市遺跡分布調査報告書（６） 南陽市教育委員会 

249 夏泊の海女 ～女房海女名人之由～ 鳥取市歴史博物館 

250 館蔵品選集 Ⅲ 鳥取市歴史博物館 

251 

名古屋市見晴台考古資料館 年報 34 2016（平成

28）年度事業報告 

名古屋市見晴台考古資料館 

252 徳島県埋蔵文化財センター年報 Vol.28 2016年度 徳島県埋蔵文化財センター 

253 徳島県埋蔵文化財センター年報 Vol.28 2016年度 徳島県埋蔵文化財センター 

254 西山家文書 （十三） 下関市立豊田文化財資料室 

255 西山家文書 （十三） 下関市立豊田文化財資料室 

256 箱崎遺跡 －HZK1601 1603 1604地点－ 九州大学埋蔵文化財調査室 
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 書籍名 寄贈者 

257 

県内遺跡発掘調査報告書Ⅵ 平成 28年度県内遺跡

試掘 確認調査 

新潟県教育委員会 

258 

太井遺跡（TAI-９）発掘調査概要報告 －美原区太

井所在－ 

堺市教育委員会 

259 

陶邑窯跡群高蔵寺地区第 83号窯跡（TK83）発掘調

査概要報告 －南区宮山台１丁、和田東所在－ 

堺市教育委員会 

260 平成 28年度 国庫補助事業発掘調査報告書 堺市教育委員会 

261 

検証！河内政権論 なぜ、百舌鳥に大王陵が築かれ

たのか 

堺市教育委員会 

262 都城市所在 高樋遺跡 宮崎県埋蔵文化財センター 

263 阪南市の歴史文化遺産 ～指定文化財を中心に～ 阪南市教育委員会 

264 細池寺道上遺跡Ⅳ 第 46次調査 新潟市文化財センター 

265 道上遺跡 第６次調査 下久保遺跡 第３次調査  新潟市文化財センター 

266 笊木遺跡 第３次調査 新潟市文化財センター 

267 大沢谷内遺跡Ⅴ 第 25次調査 新潟市文化財センター 

268 「勝山三山を守る会」創立 20周年の歩み 勝山三山を守る会 

269 

北九州市 下関市 日本遺産 関門“ノスタルジッ

ク”海峡～時の停車場、近代化の記憶～ 公式テキス

ト 

関門海峡日本遺産協議会 

270 

大野城市の文化財 第 48集 大野城市の遺跡 12乙

金地区遺跡群総集編 

大野城市教育委員会 

271 森園遺跡４ ～Ⅵ次 Ⅶ次調査～ 大野城市教育委員会 

272 

乙金地区遺跡群 20 ～薬師の森遺跡第 28次 29 

36次調査～ 

大野城市教育委員会 

273 乙金地区遺跡群 21 ～古野遺跡第４次調査～ 大野城市教育委員会 

274 乙金地区遺跡群 22 ～善一田遺跡第１次調査～ 大野城市教育委員会 

275 乙金地区遺跡群 23 ～善一田遺跡第４次調査～ 大野城市教育委員会 

276 上園遺跡６ ～第 10次調査～ 大野城市教育委員会 

277 村下遺跡５ －M地点調査－ 大野城市教育委員会 

278 牛頸野添遺跡６ ～第１次調査～ 大野城市教育委員会 

279 薬師の森遺跡４ ～第１次調査～ 大野城市教育委員会 

280 石勺遺跡７ －N地点の調査－ 大野城市教育委員会 

281 村下遺跡４ －L地点調査－ 大野城市教育委員会 

282 上園遺跡７ ～第 15次調査～ 大野城市教育委員会 

283 京塚遺跡１ －第１次調査－ 大野城市教育委員会 

284 雑餉隈遺跡 ～第２次調査～ 大野城市教育委員会 

285 

埋蔵文化財調査報告書 77 志段味古墳群Ⅲ －志段

味大塚古墳の副葬品－ 

名古屋市教育委員会 

 書籍名 寄贈者 

286 埋蔵文化財調査報告書 78 幅下遺跡（第５次） 名古屋市教育委員会 

287 

埋蔵文化財調査報告書 79 特別史跡 名古屋城跡 

－本丸御殿跡（第９次）－ 

名古屋市教育委員会 

288 

名古屋城三の丸遺跡第 12次発掘調査報告書（中央

新幹線「名城非常口」地点） 

名古屋市教育委員会 

289 

名古屋市歴史文化基本構想 私たちのまちの文化財

「知る」「伝える」「活かす」 

名古屋市教育委員会 

290 

名古屋市歴史文化基本構想 私たちのまちの文化財

「知る」「伝える」「活かす」資料集１ 

名古屋市教育委員会 

291 

名古屋市歴史文化基本構想 私たちのまちの文化財

「知る」「伝える」「活かす」資料集２ 

名古屋市教育委員会 

292 

名古屋市歴史文化基本構想 私たちのまちの文化財

「知る」「伝える」「活かす」概要版 

名古屋市教育委員会 

293 尾張戸神社調査報告書 －敷瓦 棟札の調査－ 名古屋市教育委員会 

294 愛知県名古屋市 長久寺遺跡発掘調査報告書 名古屋市教育委員会 

295 

名古屋市中区 名古屋城三の丸遺跡第 13次発掘調

査報告書 

名古屋市教育委員会 

296 

名古屋市熱田区 尾張元興寺跡第 16次発掘調査報

告書 

名古屋市教育委員会 

297 名古屋市中区 富士見町遺跡第９次発掘調査報告書 名古屋市教育委員会 

298 日本歴史 第 840号 2018年５月号 吉川弘文館 

299 国立歴史民俗博物館研究報告 第 210集 国立歴史民俗博物館 

300 国立歴史民俗博物館研究報告 第 211集 国立歴史民俗博物館 

301 第 27回 林忠彦賞 周南市文化振興財団 

302 旗指古窯第４－Ⅱ地点 上反方遺跡 島田市教育委員会 

303 弥生時代のくらし 尼崎市立田能資料館 

304 岩脇遺跡発掘調査 岩脇古墳群測量調査報告書 三次市教育委員会 

305 鳥井山第１～３号古墳発掘調査報告書 三次市教育委員会 

306 三次市埋蔵文化財年報 －平成 28年度－ 三次市教育委員会 

307 みよし古墳巡りマップ 三次市教育委員会 

308 枚方市埋蔵文化財発掘調査概要 2017 枚方市教育委員会 

309 西都市所在 潮遺跡 山之後遺跡 宮崎県埋蔵文化財センター 

310 宮崎市所在 橘通東１丁目遺跡 宮崎県埋蔵文化財センター 

311 臼杵の古墳 臼杵市教育委員会 

312 臼杵市のキリシタン遺跡 臼杵市教育委員会 

313 

平成 28年度 流山市市内遺跡発掘調査報告書 Ⅰ 

小谷貝塚 K地点 Ⅱ 上新宿寺前遺跡（２） 上新

宿野馬土手（４） 

流山市教育委員会 
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 書籍名 寄贈者 

314 

歴史民俗研究 第 14輯 第 16回櫻井徳太郎賞受賞

論文 作文集 

板橋区教育委員会 

315 青谷上寺地遺跡発掘調査研究年報 2016 鳥取県埋蔵文化財センター 

316 

シンポジウム 山本遺跡は何を語るのか －邪馬台

国前夜の村上－ 記録集 

村上市教育委員会 

317 早岐瀬戸遺跡 第３次 第６次調査 佐世保市教育委員会 

318 

東京都国分寺市 羽根沢遺跡調査報告書 第９ 10

次調査 

共和開発株式会社 

319 旗本妻木家屋敷跡遺跡発掘調査報告書 株式会社四門 

320 出光美術館研究紀要 第 23号 出光美術館 

321 島内 139号地下式横穴墓 Ⅰ えびの市教育委員会 

322 

ふるさと館ちくしの 筑紫野市歴史博物館 年報 18

（平成 28年度） 

筑紫野市歴史博物館 

323 博物館研究 通巻 599号 日本博物館協会 

324 

野田市郷土博物館 市民会館 年報 紀要 2016年

度 第 10号 

野田市郷土博物館 市民会館 

325 冨地原森Ⅱ 宗像市教育委員会 

326 静岡県富士市 東平遺跡 第 41地区 富士市教育委員会 

327 

埋蔵文化財調査（市内遺跡）報告書 －平成 29年

度－ 

千葉市教育委員会 

328 平成 27年度 川西市発掘調査報告 川西市教育委員会 

329 古作遺跡 南島原市教育委員会 

330 古作遺跡 南島原市教育委員会 

331 東大窪遺跡 南島原市教育委員会 

332 東大窪遺跡 南島原市教育委員会 

333 平成 28年度 橿原市文化財調査年報 橿原市教育委員会 

334 

増山遺跡発掘調査報告 増山城下町における戦国期

集落の調査 

砺波市教育委員会 

335 科研費 NEWS 2017  VOL.４ 日本学術振興会 

336 美祢市歴史民俗資料館調査研究報告 第 32号 美祢市歴史民俗資料館 

337 

港郷土資料館館報 －35－ 平成 28年度版（2016

年度版） 

港区立郷土資料館 

338 

玉名市内遺跡調査報告書Ⅹ ―平成 26 27年度の

調査― 

玉名市教育委員会 

339 築地館跡 玉名市教育委員会 

340 高瀬官軍墓地 玉名市教育委員会 

341 

フミアガリ遺跡 福岡県みやま市瀬高町所在遺跡の

調査 

みやま市教育委員会 

 書籍名 寄贈者 

342 板列遺跡 与謝野町教育委員会 

343 

平成 28年度与謝野町国庫補助事業発掘調査報告書 

梅谷遺跡発掘調査（第１次） 地蔵山遺跡発掘調査

（第７次） 

与謝野町教育委員会 

344 

平成 29年度国庫補助事業発掘調査報告書 梅谷遺

跡発掘調査（第２次） 地蔵山遺跡発掘調査（第８

次） 

与謝野町教育委員会 

345 新堂遺跡Ⅱ 橿原市教育委員会 

346 川西遺跡 徳島県埋蔵文化財センター 

347 

小田原城下 天神下跡第Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ地点 平成

18年度小田原市緊急発掘調査報告書３ 

小田原市教育委員会 

348 

小田原城下 中宿町遺跡第Ⅵ地点 平成 18年度小

田原市緊急発掘調査報告書４ 

小田原市教育委員会 

349 小田原城三の丸 毒榎平北堀第Ⅰ地点 小田原市教育委員会 

350 小田原城三の丸 大久保弥六郎邸跡第Ⅷ地点 小田原市教育委員会 

351 

小田原城三の丸 杉浦平太夫 大久保弥六郎邸跡 

－小田原北条時代と小田原藩政時代屋敷跡の調査－ 

小田原市教育委員会 

352 平成 29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 

353 遺跡講演会 千代寺院跡研究の到達点 資料集 小田原市教育委員会 

354 

曽我遺跡群 －大磯丘陵に営まれた縄文集落と曽我

氏の遺跡－ 

小田原市教育委員会 

355 飯田市美術博物館 研究紀要 第 28号 飯田市美術博物館 

356 小田原城三の丸 元蔵跡第Ⅳ地点 発掘調査報告書 玉川文化財研究所 

357 博物館研究 通巻 598号 日本博物館協会 

358 市内遺跡発掘調査報告書 2016 佐久市教育委員会 

359 

樋村遺跡群 樋村遺跡 長野県佐久市平賀樋村遺跡

発掘調査報告書（遺物編） 

佐久市教育委員会 

360 

岩村田遺跡群 西八日町遺跡Ⅷ 長野県佐久市岩村

田西八日町遺跡Ⅶ発掘調査報告書 

佐久市教育委員会 

361 

長土呂遺跡群 上聖端遺跡Ⅳ 長野県佐久市長土呂

上聖端遺跡Ⅲ発掘調査報告書 

佐久市教育委員会 

362 

家地頭古墳群 家地頭２号墳 長野県佐久市常田家

地頭２号墳発掘調査報告書 

佐久市教育委員会 

363 

西近津遺跡群 西近津遺跡ⅩⅠ 長野県佐久市長土

呂西近津遺跡Ⅷ発掘調査報告書 

佐久市教育委員会 

364 佐久市文化財 年報 26 平成 28年度（2016） 佐久市教育委員会 

365 津和野百景図 津和野町教育委員会 

366 京都大学構内遺跡調査研究年報 2016年 京都大学文化財総合研究センター 



 

40 

 書籍名 寄贈者 

367 

武蔵国府の調査 48 －平成 26年度府中市内遺跡

発掘調査概報－ 

府中市教育委員会 

368 東北大学埋蔵文化財調査室 年次報告 2016 東北大学埋蔵文化財調査室 

369 名古屋市博物館 研究紀要 第 41巻  2018 名古屋市博物館 

370 

平成 29年度 茨木市埋蔵文化財発掘調査概報 －

国庫補助事業に伴う発掘調査－ 

茨木市教育委員会 

371 

神奈川県海老名市 望地遺跡発掘調査報告書 －第

９次調査－ 

海老名市教育委員会 

372 市内遺跡確認調査報告書ⅩⅦ 平戸市教育委員会 

373 

和歌山県海南市 海南市内遺跡発掘調査概報 －平

成 28年度－ 

海南市教育委員会 

374 平成 28年度 国分寺市埋蔵文化財調査概報 国分寺市遺跡調査会 

375 国立歴史民俗博物館研究報告 第 208集 国立歴史民俗博物館 

376 井原久保園遺跡 糸島市教育委員会 

377 

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 28年度試掘

調査報告 

三浦市教育委員会 

378 大阪文化財研究所 研究紀要 第 19号 大阪文化財研究所 

379 本郷１丁目遺跡（４）発掘調査報告書 木更津市教育委員会 

380 #NAME? 木更津市教育委員会 

381 

千葉県木更津市 請西遺跡群発掘調査報告書ⅩⅦ 

－山伏作遺跡－ 

木更津市教育委員会 

382 木更津市文化財調査集報 22 埋蔵文化財の調査報告 木更津市教育委員会 

383 

特別史跡 一乗谷朝倉氏遺跡 47 平成 28年度発掘

調査 環境整備事業概報 

福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 

384 

特別史跡 一乗谷朝倉氏遺跡劣化対応事業報告Ⅰ 

朝倉館跡 西山光照寺跡（名号石碑） 

福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 

385 

特別史跡 一乗谷朝倉氏遺跡発掘調査報告 16 第

127 130 136次調査 

福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 

386 一乗谷朝倉氏遺跡資料館 紀要 2016 福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 

387 半田遺跡群 益田市教育委員会 

388 三宅御土居跡Ⅲ 益田市教育委員会 

389 日暮 松林遺跡 （第 11次調査） 高松市埋蔵文化財センター 

390 

竹部遺跡 保育所建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査

報告書 

高松市埋蔵文化財センター 

391 京都府埋蔵文化財情報 第 133号 

京都府埋蔵文化財調査研究センタ

ー 

 書籍名 寄贈者 

392 

海女文化の歴史調査報告 －素潜り漁に関する基礎

資料報告（原始 古代～中世） 

鳥羽市教育委員会 

393 

はるかなる白鳳のほほえみ 深大寺釈迦如来像と寺

のたから 

調布市郷土博物館 

394 国史跡 勝本城跡 －保存活用計画書－ 壱岐市教育委員会 

395 松山市埋蔵文化財調査年報 29 平成 28年度 松山市埋蔵文化財センター 

396 

木付城 藩主御殿、そして城下町「杵築」のはじま

り 

杵築市教育委員会 

397 水の願い 神への祈り ～御塔山古墳とその時代～ 杵築市教育委員会 

398 

東西交流の窓 小熊山古墳 御塔山古墳 －九州と

瀬戸内海をつなぐ両古墳－ 

杵築市教育委員会 

399 

住民による笠置街道（史跡歴史の道）と笠置峠古墳

の活用 －愛媛県西予市宇和町－ 

杵築市教育委員会 

400 

国指定史跡 小熊山古墳 御塔山古墳 紹介パンフ

レット 

杵築市教育委員会 

401 

海石西遺跡 角落とし遺跡 廻り田遺跡 近世山陰

道跡（馬橋地区） 神出西遺跡 

島根県教育庁埋蔵文化財センター 

402 

海石西遺跡 角落とし遺跡 廻り田遺跡 近世山陰

道跡（馬橋地区） 神出西遺跡 

島根県教育庁埋蔵文化財センター 

403 大阪府豊中市 本町遺跡 第 43次発掘調査報告書 豊中市教育委員会 

404 

豊中市埋蔵文化財発掘調査概要 平成 29年度

（2017年度） 

豊中市教育委員会 

405 

市内遺跡確認調査概要報告書Ⅸ －神埼市内埋蔵文

化財確認調査（平成 27年度）の概要－ 

神埼市教育委員会 

406 神埼宿遺跡Ⅱ 神埼市教育委員会 

407 伊都国人と文字 糸島市教育委員会 

408 篠原東遺跡群Ⅰ（A,B,E,G,K,L,M地区） 糸島市教育委員会 

409 清水山城跡 清水山城跡保存整備事業報告書 対馬市教育委員会 

410 阪南市の歴史文化遺産 ～指定文化財を中心に～ 阪南市教育委員会 

411 豊田ホタルの里ミュージアム 研究報告書 No.10 豊田ホタルの里ミュージアム 

412 

第 15回 全国城跡等石垣整備調査研究会 震災か

らの学び－東日本大震災における石垣復旧の中間報

告－ 【基調講演 報告資料】 

全国城跡等石垣整備調査研究会 

413 第 15回 全国城跡等石垣整備調査研究会 資料集 全国城跡等石垣整備調査研究会 

414 第 15回 全国城跡等石垣整備調査研究会 記録集 全国城跡等石垣整備調査研究会 

415 

『水中遺跡保護の在り方について』(報告) －資料

編２－ 

山口県教育委員会 
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 書籍名 寄贈者 

416 

『水中遺跡保護の在り方について』(報告) －資料

編２－ 

山口県教育委員会 

417 

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 30年２月版 

山口県教育委員会 

418 

『埋蔵文化財の活用と地域研究』 －平成 28年

度 平成 29年度埋蔵文化財担当職員等講習会記録

集－ 

山口県教育委員会 

419 

『埋蔵文化財の活用と地域研究』 －平成 28年

度 平成 29年度埋蔵文化財担当職員等講習会記録

集－ 

山口県教育委員会 

420 

草津市文化財年報 24 －平成 27（2015）年度事業

年報－ 

草津市教育委員会 

421 

草津市文化財年報 25 －平成 28（2016）年度事業

年報－ 

草津市教育委員会 

422 平成 29年度 鎌ヶ谷市内遺跡発掘調査概報 鎌ヶ谷市教育委員会 

423 

日本遺産『尾道水道が紡いだ中世からの箱庭的都

市』 日本遺産ガイドブック～石造物編～ 

尾道市歴史文化まちづくり推進協

議会 

424 寺田遺跡第 233地点 芦屋市教育委員会 

425 

平成９年度国庫補助事業 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－ 冠遺跡（第９ 10地点） 

西山町遺跡（第４地点） 業平遺跡（第 34地点） 

小松原遺跡（第５地点） 

芦屋市教育委員会 

426 

平成 27 28年度国庫補助事業 芦屋市内遺跡発掘

調査報告書 寺田遺跡（第 230地点） 船戸遺跡

（第 14地点） 打出小槌遺跡（第 56地点） 

芦屋市教育委員会 

427 

長野県安曇野市 穂高古墳群 2015年度 F９号墳発

掘調査報告書 

國學院大學文学部考古学研究室 

428 東京都昭島市 西上遺跡Ⅴ －第９次調査－ 共和開発株式会社 

429 小城陣屋跡１区 小城市教育委員会 

430 滝遺跡２区 小城市教育委員会 

431 

小城市内遺跡８ －2011～2013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 

432 

岡山市埋蔵文化財センター年報 17 －2016（平成

28）年度－ 

岡山市教育委員会 

433 岡山市埋蔵文化財センター研究紀要 第 10号 岡山市教育委員会 

434 上伊福（済生会）遺跡４ 岡山市教育委員会 

435 大供本町（鹿田小）遺跡 岡山市教育委員会 

 書籍名 寄贈者 

436 南方遺跡＜第３分冊＞ 岡山市教育委員会 

437 

群馬県伊勢崎市赤堀今井町所在 南原遺跡 13 －古

墳時代中期末の円墳の調査－ 

伊勢崎市教育委員会 

438 

群馬県伊勢崎市安堀町 西太田遺跡６ －河畔に営

まれた古墳時代～奈良 平安時代大規模集落遺跡の

調査－ 

伊勢崎市教育委員会 

439 

市内遺跡試掘確認調査 中近世城館確認調査（５） 

長者屋敷官衙遺跡 市内遺跡発掘調査概報 11 

中津市教育委員会 

440 

鳥取県西伯郡伯耆町 金廻芦谷平遺跡 越敷山古墳

群（金廻地区） 

米子市文化財団 

441 

一般財団法人米子市文化財団 埋蔵文化財調査室年

報５ 平成 29年度 

米子市文化財団 

442 

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７号（平成 29年度版） 

米子市文化財団 

443 

国指定史跡 米子城跡 －八幡台郭、水手御門下郭

の確認調査－ 

米子市教育委員会 

444 国指定史跡 米子城跡２ －雪害対策事業－ 米子市教育委員会 

445 史跡 青木遺跡（５号地）Ⅱ 米子市教育委員会 

446 名勝深田氏庭園保存整備事業報告書 米子市教育委員会 

447 米子市内遺跡発掘調査報告書 米子市教育委員会 

448 宇田川遺跡群発掘調査報告書 富繁渡り上り遺跡 米子市教育委員会 

449 高島市立資料館 館報 年報 紀要 平成 29年度 高島歴史民俗資料館 

450 古墳時代の高島 高島歴史民俗資料館 

451 古代の高島と継体天皇 高島歴史民俗資料館 

452 史跡女堀２ －史跡整備に伴う発掘調査報告書－ 伊勢崎市教育委員会 

453 

三軒屋遺跡６ ～佐位郡衙関連遺跡発掘調査概要報

告書～ 

伊勢崎市教育委員会 

454 古代の輝き－日本考古学と橿考研 80年の軌跡Ⅰ－ 橿原考古学研究所附属博物館 

455 羽根木古屋敷遺跡 行橋市教育委員会 

456 一須賀古墳群を考える 大阪府立近つ飛鳥博物館 

457 大阪府立近つ飛鳥博物館 館報 21 大阪府立近つ飛鳥博物館 

458 薩摩遺跡発掘調査報告書 （第 12次調査） 高取町教育委員会 

459 国指定史跡 市尾宮塚古墳発掘調査報告書 高取町教育委員会 

460 佐田束明神古墳 東明神古墳の横口式石槨 高取町教育委員会 

461 のむら美術館 収蔵品集 『美』を求めて のむら美術館 

462 山崎遺跡Ⅱ 新潟県埋蔵文化財調査事業団 

463 丘江遺跡Ⅲ 新潟県埋蔵文化財調査事業団 

464 丘江遺跡Ⅰ 新潟県埋蔵文化財調査事業団 
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 書籍名 寄贈者 

465 丘江遺跡Ⅱ 新潟県埋蔵文化財調査事業団 

466 蕪木遺跡 新潟県埋蔵文化財調査事業団 

467 境塚遺跡Ⅲ 新潟県埋蔵文化財調査事業団 

468 2017／年報 平成 29年度 

山形県立うきたむ風土記の丘考古

資料館 

469 青山史学 第 36号 青山学院大学文学部史学研究室 

470 常設展示図録 飯能市立博物館展示ガイドブック 飯能市立博物館 

471 北新町遺跡 大東市教育委員会 

472 

再発見！とめやんと巡る 大東の歴史 水がひらい

たまち 古代編 

大東市教育委員会 

473 諸福村東家文書 大東市教育委員会 

474 世界の眼でみる古墳文化 国立歴史民俗博物館 

475 

国指定史蹟「出島和蘭商館跡」 第Ⅲ期建造物復元

工事報告書 十六番蔵 筆者蘭人部屋 十四番蔵 

乙名詰所 組頭部屋 銅蔵 

長崎市文化観光部 

476 国史跡 安徳大塚古墳保存活用計画 那珂川町教育委員会 

477 国史跡 安徳大塚古墳保存活用計画（概要版） 那珂川町教育委員会 

478 黒川古文化研究所紀要 古文化研究 第 17号 黒川古文化研究所 

479 所蔵品選集 刀剣 黒川古文化研究所 

480 

天理市文化財調査年報 平成 28（2016）年度  

ヒエ塚古墳（第３次） 成願寺遺跡（第 22次） 

資料報告 天理市田町本郷所在の木造毘沙門天立像 

天理市教育委員会 

481 

天理市埋蔵文化財調査概報 平成 24～26（2012～

2014）年度 

天理市教育委員会 

482 

角田３ －新潟県柏崎市 角田遺跡第４次発掘調査

報告書－ 

柏崎市教育委員会 

483 

柏崎市の遺跡 27 －新潟県柏崎市内遺跡 平成 28

年度試掘等調査報告書－ 

柏崎市教育委員会 

484 

軽井川南遺跡群Ⅴ －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 

485 研究紀要 第 24集 佐賀県立名護屋城博物館 

486 語り継がれる名護屋城 佐賀県立名護屋城博物館 

487 平成 29年度 年報 滋賀県立安土城考古博物館 

488 制動の鐸と武器 －近江の弥生時代とその周辺－ 滋賀県立安土城考古博物館 

489 

平成 29年度マザーレイク滋賀応援基金活用事業の

ご紹介 

滋賀県立安土城考古博物館 

490 収蔵品で語る城郭と考古－城郭編－ 滋賀県立安土城考古博物館 

491 収蔵品で語る城郭と考古－考古編－ 滋賀県立安土城考古博物館 

 書籍名 寄贈者 

492 一関市博物館研究報告 第 21号 一関市博物館 

493 福山市文化財年報 46 2016年度（平成 28年度） 福山市教育委員会 

494 

福山市内遺跡発掘調査概要ⅩⅡ －2016年度（平成

28年度）－ 

福山市教育委員会 

495 鞆の浦と朝鮮通信使 福山市教育委員会 

496 ＜福山市三之丸町地内＞ 福山城跡 福山市教育委員会 

497 ＜福山市山手町＞湯伝遺跡第２次調査報告書 福山市教育委員会 

498 ＜福山市神辺町＞御領遺跡第 154次調査報告書 福山市教育委員会 

499 

たたら研究 第 56号 特別号（60周年記念論文

集） 

たたら研究会 

500 福山市文化財年報 46 2016年度（平成 28年度） 福山市教育委員会 

501 纏向学研究 第６号 桜井市纏向学研究センター 

502 板山館跡 発掘調査報告書 新発田市教育委員会 

503 神戸市立博物館 研究紀要 第 34号 神戸市立博物館 

504 

神戸市立博物館 館蔵品目録 考古 歴史の部 34 

古文書ⅩⅣ 摂津国八部郡花熊村文書 

神戸市立博物館 

505 松戸市立博物館紀要 第 25号 松戸市立博物館 

506 

学研まんがでよくわかるシリーズ特別編 日本遺産

倉敷市のひみつ 一輪の綿花から始まる倉敷物語～

和と洋が織りなす繊維のまち～ 

学研 凸版印刷 

507 

学研まんがでよくわかるシリーズ特別編 稲むらの

火のひみつ－11月５日は「世界津波の日」 

学研 凸版印刷 

508 

学研まんがでよくわかるシリーズ地域のひみつ編 

埼玉県のひみつ 

学研 凸版印刷 

509 

学研まんがでよくわかるシリーズ地域のひみつ編 

福島県のひみつ 震災のきおくときずな 

学研 凸版印刷 

510 北藤根遺跡（2016年度） 北上市立埋蔵文化財センター 

511 滝ノ沢遺跡（2016年度） 北上市立埋蔵文化財センター 

512 梨子山遺跡（2016年度） 北上市立埋蔵文化財センター 

513 立花南遺跡（2015年度 第２地点） 北上市立埋蔵文化財センター 

514 立花南遺跡（2015年度 第４地点） 北上市立埋蔵文化財センター 

515 唐戸崎遺跡（2016年度） 北上市立埋蔵文化財センター 

516 北上市内試掘調査報告（2016年度） 北上市立埋蔵文化財センター 

517 北上市立埋蔵文化財センター 紀要 第６号 北上市立埋蔵文化財センター 

518 北上市埋蔵文化財年報（2016年度） 北上市立埋蔵文化財センター 

519 平成 21年度 千曲市埋蔵文化財調査報告書 千曲市教育委員会 

520 

長野県千曲市 生仁遺跡６ 更埴条里水田址油田地

点２ 

千曲市教育委員会 
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 書籍名 寄贈者 

521 屋代遺跡群 大境遺跡 10  千曲市教育委員会 

522 武台遺跡 千曲市教育委員会 

523 更埴条里水田址 阿わら地点 千曲市教育委員会 

524 

長野県千曲市 史跡 埴科古墳群 森将軍塚古墳 

－補修事業報告書－ 

千曲市教育委員会 

525 

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 18 岡５号墳 

善通寺市教育委員会 

526 生野鉱山寮馬車道調査報告書Ⅰ 神河町教育委員会 

527 川辺郡猪名川町 観音寺跡 広根遺跡２ 兵庫県立考古博物館 

528 川西市 石道才谷 堂ノ後遺跡 兵庫県立考古博物館 

529 神戸市北区 日下部遺跡２ 兵庫県立考古博物館 

530 豊岡市 西垣古墳群 岩谷古墳群 兵庫県立考古博物館 

531 南あわじ市 井手田遺跡 兵庫県立考古博物館 

532 兵庫県古代官道関連遺跡調査報告書Ⅳ 兵庫県立考古博物館 

533 

国指定史跡 鳥船塚古墳 史跡屋形古墳群整備に伴

う調査 

うきは市教育委員会 

534 

うきは市内遺跡群Ⅱ 賀茂神社境内遺跡 西野遺跡 

畑田遺跡 

うきは市教育委員会 

535 史跡萩城跡（東園）保存整備に伴う発掘調査報告書 萩市観光政策部文化財保護課 

536 

史跡萩反射炉ほか６史跡等整備基本計画「世界遺産 

明治日本の産業革命遺産 製鉄 製鋼、造船、石炭

産業」萩反射炉ほか３構成資産修復 公開活用計画 

萩市観光政策部文化財保護課 

537 町内遺跡 12 西吉見条里遺跡第 21地点 吉見町教育委員会 

538 

神奈川県平塚市 寺尾／竹之内／北金目塚越 平成

26年度市内遺跡緊急調査報告 

平塚市教育委員会 

539 西側遺跡（ⅩⅠ） 眼鏡下池北遺跡（Ⅷ） 豊橋市教育委員会 

540 境松遺跡（Ⅶ） 若宮遺跡（ⅩⅠ） 豊橋市教育委員会 

541 市内遺跡発掘調査 －平成 27年度－ 豊橋市教育委員会 

542 関市市内遺跡発掘調査報告書 平成 27年度 関市文化財保護センター 

543 関市埋蔵文化財発掘調査報告書 平成 24 25年度 関市文化財保護センター 

544 片山林立遺跡 鳥取市文化財団 

545 曳田小寺遺跡 八上古墳群 鳥取市文化財団 

546 山手遺跡群 鳥取市文化財団 

547 山手地ユノ谷上分遺跡 鳥取市文化財団 

548 

田川市石炭 歴史博物館 館報 第 11号（平成 28

年度） 

田川市石炭 歴史博物館 

 書籍名 寄贈者 

549 

太宰府市の絵師調査報告一 齋藤秋圃 梅圃関係資

料 

太宰府市教育委員会 

550 太宰府文化財名選－観世音寺のほとけたち－ 太宰府市教育委員会 

551 

青森県立郷土館報 平成 30（2018）年度版（通巻

45号） 

青森県立郷土館 

552 上東遺跡３ 山口市教育委員会 

553 上東遺跡３ 山口市教育委員会 

554 山口市文化財年報 11 －平成 28（2016）年度－ 山口市教育委員会 

555 山口市文化財年報 11 －平成 28（2016）年度－ 山口市教育委員会 

556 

砂田 総作遺跡（第１分冊） 権現遺跡（第２分

冊） 

多治見市教育委員会 

557 志学台考古 －年代 産地 分析等－ 第 18号 大阪大谷大学歴史文化学科 

558 大阪大谷大学 歴史文化研究 第 18号 大阪大谷大学歴史文化学科 

559 

戦國の山めぐり 武将たちが散った天嶮の古戦場を

往く 

株式会社 G.B. 

560 大手前大学史学研究所紀要 第 12号 大手前大学史学研究所 

561 

新発見 西宮の地下に眠る古代遺跡－浮かびあがる

武庫郡の中心 

大手前大学史学研究所 

562 山口県立美術館年報 平成 27～28年度 山口県立美術館 

563 西村公朝 芸術家の素顔 吹田市立博物館 

564 竪穴住居の世界 富士見市立水子貝塚資料館 

565 山口県中世城館遺跡総合調査報告書 －周防国編－ 山口県教育委員会 

566 山口県立美術館年報 平成 27～28年度 山口県立美術館 

567 

窯構造を考える ～備前焼の生産と画期～ 備前歴

史フォーラム 2017資料集 

備前市教育委員会 

568 

窯構造を考える ～備前焼の生産と画期～ 備前歴

史フォーラム 2017資料集 

備前市教育委員会 

569 佐田谷 佐田谷峠墳墓群発掘調査報告書 研究編 庄原市教育委員会 

570 山口市 幕末維新人物 ガイドブック 山口市交流創生部文化交流課 

571 

紀の川市内遺跡発掘調査概要報告書 －平成 28年

度－ 

紀の川市教育委員会 

572 

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７ 

下仁田町教育委員会 

573 

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７

（別冊） 

下仁田町教育委員会 

574 

世界遺産「富岡製糸場と絹産業遺産群」「荒船風穴

蚕種貯蔵所跡」－貯蔵所と冷風発生の壮大な仕組み

下仁田町教育委員会 
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 書籍名 寄贈者 

と魅力－【普及版】（荒船風穴の冷風と白雲の神秘 

DVD付） 

575 平原池ノ上遺跡 直方市教育委員会 

576 羽高東横穴墓群 五穀神社遺跡 直方市教育委員会 

577 山陰道鎮撫隊－丹波の郷土と幕末維新－ 亀岡市文化資料館 

578 

東京都板橋区 四葉一丁目遺跡第５地点発掘調査報

告書 

株式会社 Acube 

579 播磨町郷土資料館 館報 29 播磨町郷土資料館 

580 大中遺跡まつり 播磨町郷土資料館 

581 博物館研究 通巻 600号 （公財）日本博物館協会 

582 

小松市内遺跡発掘調査報告書ⅩⅢ 矢田新遺跡 五

郎座貝塚 松谷廃寺跡 

小松市埋蔵文化財センター 

583 矢田新遺跡 小松市埋蔵文化財センター 

584 下ヶ戸貝塚Ⅴ 下ヶ戸宮前遺跡発掘調査報告書Ⅴ 我孫子市教育委員会 

585 平成 29年度市内遺跡発掘調査報告書 我孫子市教育委員会 

586 金鈴塚古墳研究 第６号 木更津市郷土博物館金のすず 

587 はるかなる西上総の歴史 木更津市郷土博物館金のすず 

588 縄文土器を巡る大いなる旅路 木更津市郷土博物館金のすず 

589 木更津の中世～真里谷武田氏とその時代～ 木更津市郷土博物館金のすず 

590 関西大学博物館紀要 第 24号 関西大学博物館 

591 

山本竟山の書と学問－湖南 雨山 鉄斎 南岳との

文人交流ネットワーク－ 

関西大学博物館 

592 栃木県立博物館 研究紀要 －人文－ 第 35号 栃木県立博物館 

593 森山遺跡３区 北九州市教育委員会 

594 重住遺跡第４地点 北九州市教育委員会 

595 花尾城跡 －花尾城跡の確認調査報告－ 北九州市教育委員会 

596 村上氏庭園 －村上氏庭園の確認調査報告－ 北九州市教育委員会 

597 横須賀市博物館資料集 第 42号 横須賀市自然 人文博物館 

598 横須賀市博物館研究報告（人文科学） 第 62号 横須賀市自然 人文博物館 

599 横須賀市 博物館報 No.64 横須賀市自然 人文博物館 

600 

熊本大学埋蔵文化財調査センター年報 23 2016

年度 

熊本大学埋蔵文化財調査センター 

601 

熊本大学構内遺跡発掘調査報告ⅩⅢ（2013年度：

1309調査地点） 

熊本大学埋蔵文化財調査センター 

602 筑後市内遺跡群ⅩⅥ 筑後市教育委員会 

603 山ノ井川口遺跡 筑後市教育委員会 

604 蔵数西野屋敷遺跡Ⅱ 筑後市教育委員会 

605 蔵数長原山遺跡 筑後市教育委員会 

 書籍名 寄贈者 

606 若菜北原遺跡Ⅱ 筑後市教育委員会 

607 歴博 第 208号 国立歴史民俗博物館 

608 美濃加茂市民ミュージアム 紀要 第 17集 美濃加茂市民ミュージアム 

609 

中間市寄贈資料報告書 船津常人氏寄贈の考古資料

－石器編－ 

中間市教育委員会 

610 新三木市史研究紀要 市史研究みき No.３ 三木市総務部市史編さん室 

611 新三木市史研究紀要 市史研究みき No.３ 三木市総務部市史編さん室 

612 三木の石造品Ⅱ －細川地区編－ 三木市立みき歴史資料館 

613 内海文化研究紀要 第 46号 

広島大学大学院文学研究科附属内

海文化研究施設 

614 二本松城跡 27 －平成 28年度試掘調査報告書－ 二本松市教育委員会 

615 平成 28年度市内遺跡試掘調査報告書 二本松市教育委員会 

616 二本松城跡 28 －平成 29年度発掘調査報告書－ 二本松市教育委員会 

617 二本松城跡 29 －平成 29年度整備事業報告書－ 二本松市教育委員会 

618 企画展 博物館イキ！ 名古屋市博物館 

619 和歌山市内遺跡発掘調査概報 －平成 28年度－ 和歌山市教育委員会 

620 弥生の美 －土器に宿る造形と意匠－ 兵庫陶芸美術館 

621 陶説 第 780号 兵庫陶芸美術館 

622 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 

623 

新潟県上越市 国指定史跡 春日山城跡確認調査報

告書（土砂崩落復旧事業関連） 

上越市教育委員会 

624 近江八幡市埋蔵文化財発掘調査報告書 57 近江八幡市教育委員会 

625 森ノ前遺跡 10次発掘調査報告書 近江八幡市教育委員会 

626 御館前遺跡９次発掘調査報告書 近江八幡市教育委員会 

627 史跡雪野山古墳保存活用計画報告書 近江八幡市教育委員会 

628 原田遺跡群 三月田遺跡 宮若市教育委員会 

629 井手ヶ浦窯跡群Ⅱ 飯塚市教育委員会 

630 埋蔵文化財ニュース  170 奈良文化財研究所 

631 埋蔵文化財ニュース  171 奈良文化財研究所 

632 埋蔵文化財ニュース  172 奈良文化財研究所 

633 埋蔵文化財ニュース  173 奈良文化財研究所 

634 郷ノ原遺跡２ 飯塚市教育委員会 

635 平成 27年度 神戸市埋蔵文化財年報 神戸市教育委員会 

636 兵庫津遺跡第 69次発掘調査報告書 神戸市教育委員会 

637 北青木遺跡第８次発掘調査報告書 神戸市教育委員会 

638 

深江北町遺跡 第 17次調査 埋蔵文化財発掘調査

報告書 

神戸市教育委員会 

639 神出窯跡群発掘調査報告書 神戸市教育委員会 
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 書籍名 寄贈者 

640 

“もったいない”の文化 リサイクル リユースの考

古学 

神戸市教育委員会 

641 

“大輪田”“兵庫”そして“神戸” ～ミナトコウベの

1300年～ 

神戸市教育委員会 

642 昭和のくらし 昔のくらし 12 神戸市教育委員会 

643 

山にくらし いのり たたかう ～神戸の山の考古

学～ 

神戸市教育委員会 

644 嶋上遺跡群 42 高槻市教育委員会 

645 愛比売 平成 29年度 年報 愛媛県埋蔵文化財センター 

646 紀要愛媛 第 14号 愛媛県埋蔵文化財センター 

647 

平成 28年度新指定重要文化財等調査報告 近代遺

跡 近代化遺産調査概報集Ⅹ 埋蔵文化財発掘調査

概報集ⅩⅩⅣ 

横須賀市教育委員会 

648 森遺跡ⅩⅠ －交野市森北所在－ 交野市教育委員会 

649 森遺跡ⅩⅡ －交野市森北 森南所在－ 交野市教育委員会 

650 平成 29年度 交野市埋蔵文化財発掘調査概要 交野市教育委員会 

651 交野市文化財分布地図（平成 30年改訂版） 交野市教育委員会 

652 

所沢市立埋蔵文化財調査センター 年報 No.23（平

成 28年度） 

所沢市立埋蔵文化財調査センター 

653 山下後遺跡 －第６ ８ ９ 10次調査－ 所沢市立埋蔵文化財調査センター 

654 山口城跡 －第 10次調査－ 所沢市立埋蔵文化財調査センター 

655 

市内遺跡調査報告 24 －平成 29年度 市内遺跡

確認調査－（国庫 県費補助対象分） 

所沢市立埋蔵文化財調査センター 

656 

馬先遺跡 －第１次調査－ 西内手遺跡 －第１次

調査－ 西椿峰遺跡 －第２次調査－ 

所沢市立埋蔵文化財調査センター 

657 世界遺産ラスコー展 九州国立博物館 

658 タイ ～仏の国の輝き～ 九州国立博物館 

659 水の中からよみがえる歴史 －水中考古学最前線－ 九州国立博物館 

660 対馬 －違宝にみる交流の足跡－ 九州国立博物館 

661 大分県国東宇佐 六郷満山展 ～神と仏と鬼の郷～ 九州国立博物館 

662 大航海時代の日本美術 九州国立博物館 

663 白隠さんと仙厓さん 九州国立博物館 

664 王羲之と日本の書 九州国立博物館 

665 東風西声 第 13号 九州国立博物館 

666 

平成 27年度広島県内遺跡発掘調査（詳細分布調

査）報告書 

広島県教育委員会 

667 

平成 28年度広島県内遺跡発掘調査（詳細分布調

査）報告書 

広島県教育委員会 

 書籍名 寄贈者 

668 

草戸千軒町遺跡出土の土師質土器１ －Ⅰ期の椀 

杯 皿類－ 

広島県立歴史博物館 

669 鵜木栗崎遺跡１ 大刀洗町教育委員会 

670 

大刀洗町遺跡等分布地図（2018版） 福岡県三井郡

大刀洗町遺跡等分布調査報告書 

大刀洗町教育委員会 

671 

北九州市立自然史 歴史博物館 研究報告 B類 

歴史 第 15号 

北九州市立自然史 歴史博物館 

672 

最後の戦国武将 小倉藩主 小笠原忠真 －家康に

「鬼孫」と呼ばれた男－ 

北九州市立自然史 歴史博物館 

673 

橘谷遺跡発掘調査報告書 ～弥生時代高地性集落の

発掘調査～ 

和歌山市教育委員会 

674 井辺遺跡 津秦Ⅱ遺跡の発掘調査 和歌山市教育委員会 

675 石川の歴史遺産セミナー講演録 第 27～28回 石川県立歴史博物館 

676 石川県立博物館 紀要 第 27号 石川県立歴史博物館 

677 泉佐野市埋蔵文化財発掘調査概要 第 85号 泉佐野市教育委員会 

678 泉佐野市埋蔵文化財発掘調査概要 第 85号 泉佐野市教育委員会 

679 泉佐野市埋蔵文化財発掘調査概要 第 86号 泉佐野市教育委員会 

680 泉佐野市埋蔵文化財発掘調査概要 第 86号 泉佐野市教育委員会 

681 羽倉崎北遺跡 17－１区の調査 泉佐野市教育委員会 

682 羽倉崎北遺跡 17－１区の調査 泉佐野市教育委員会 

683 泉佐野市 宮ノ前遺跡 泉佐野市教育委員会 

684 泉佐野市 宮ノ前遺跡 泉佐野市教育委員会 

685 泉佐野市埋蔵文化財発掘調査概要 平成 29年度 泉佐野市教育委員会 

686 泉佐野市埋蔵文化財発掘調査概要 平成 29年度 泉佐野市教育委員会 

687 

藤井寺市発掘調査概報 第 40号 野中宮山古墳

（MYY2016－１区） 

藤井寺市教育委員会 

688 石川流域遺跡群発掘調査報告ⅩⅩⅩⅢ 藤井寺市教育委員会 

689 土浦市立博物館年報 第 30号（2016） 土浦市立博物館 

690 土浦市立博物館紀要 第 28号 土浦市立博物館 

691 

2018 全史協会報 平成 29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 

692 

茨城県近代美術館 移動美術館 －茨城ゆかりの洋

画家たち－ 

土浦市立博物館 

693 半田市立博物館 研究紀要 第 26集 半田市立博物館 

694 土井ヶ浜整備事業基本構想 

土井ヶ浜遺跡 人類学ミュージア

ム 

695 土井ヶ浜整備事業基本構想 

土井ヶ浜遺跡 人類学ミュージア

ム 
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 書籍名 寄贈者 

696 土井ヶ浜整備事業基本構想（資料編） 

土井ヶ浜遺跡 人類学ミュージア

ム 

697 土井ヶ浜整備事業基本構想（資料編） 

土井ヶ浜遺跡 人類学ミュージア

ム 

698 柳井市伊保庄地区 明力遺跡 柳井市教育委員会 

699 

長野県松本市 松本城下町跡 念来寺 －第１次発

掘調査報告書－ 

松本市教育委員会 

700 

長野県松本市 県町遺跡 －第 16 17次発掘調査

概要報告書－ 

松本市教育委員会 

701 

史跡信濃国分寺跡 平成 22（2010）年度～平成 24

（2012）年度記念物保存修理事業に伴う史跡信濃国

分寺跡発掘調査報告書 

上田市教育委員会 

702 市内遺跡 平成 25年度市内遺跡発掘調査報告書 上田市教育委員会 

703 上田城跡（中屋敷跡 作事場跡） 上田市教育委員会 

704 上田城跡（上田藩主居館跡） 上田市教育委員会 

705 市内遺跡 平成 26年度市内遺跡発掘調査報告書 上田市教育委員会 

706 市内遺跡 平成 27年度市内遺跡発掘調査報告書 上田市教育委員会 

707 山越古墳 上田市教育委員会 

708 

上田城櫓調査報告書 －平成 25～28年度史跡上田

城跡整備事業に係る櫓調査報告書－ 

上田市教育委員会 

709 西畑道下遺跡 上田市教育委員会 

710 市内遺跡 平成 28年度市内遺跡発掘調査報告書 上田市教育委員会 

711 

史跡上田城跡 平成 24～29年度史跡上田城跡整備

事業に伴う発掘調査報告書 

上田市教育委員会 

712 市内遺跡 平成 29年度市内遺跡発掘調査報告書 上田市教育委員会 

713 

史跡信濃国分寺跡 平成 26（2014）年度～平成 28

（2016）年史跡信濃国分寺跡発掘調査報告書 

上田市教育委員会 

714 常入遺跡群 手筒山遺跡 上田市教育委員会 

715 

第 13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 

716 第 21回 全国高校生創作コンテスト 入賞作品集 國學院大學 

717 成法寺遺跡 第 29次調査 八尾市文化財調査研究会 

718 弓削遺跡 第 17次調査 八尾市文化財調査研究会 

719 平成 29年度 八尾市文化財調査研究会事業報告 八尾市文化財調査研究会 

720 

土井ヶ浜遺跡 人類学ミュージアム 研究紀要 第

13号 

土井ヶ浜遺跡 人類学ミュージア

ム 

721 

平成 28年度市内遺跡確認調査報告書 宮之前遺跡 

南摺ヶ浜遺跡 松尾城後Ⅴ 

指宿市教育委員会 

 書籍名 寄贈者 

722 橋牟礼川遺跡（Ⅵ区 Ⅶ区） 指宿市教育委員会 

723 

平成 29年度市内遺跡確認調査報告書 大園原遺

跡 松尾城跡Ⅵ その他市内遺跡  

指宿市教育委員会 

724 

大阪府歴史博物館 館蔵資料集 14 建築家 中村順

平資料２ 

大阪歴史博物館 

725 

大阪府歴史博物館 館蔵資料集 15 堀田コレクショ

ン 

大阪歴史博物館 

726 大阪歴史博物館 研究紀要 第 16号 大阪歴史博物館 

727 

共同研究成果報告書 12 －中村順平のスケッチブッ

クと図面類の画題 作画時期解明に関する研究－ 

大阪歴史博物館 

728 

丸亀城跡発掘調査報告書 －大手町地区第３次 第

４次調査－ 

丸亀市教育委員会 

729 

京都橘大学 歴史遺産調査報告 2017 山科大塚 

小山石切丁場、二条城東側堀川石垣 

京都橘大学文学部歴史遺産学科 

730 京都橘大学大学院研究論集 文学研究科【第 16号】 京都橘大学文学部歴史遺産学科 

731 紀要 第 37号 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財

センター 

732 埋蔵文化財センター40年のあゆみ 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財

センター 

733 復興発掘調査展 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財

センター 

734 平成 29年度 市内遺跡調査概要報告書 春日井市教育委員会 

735 春日井の中世 －戦乱の世とまじないと祈り－ 春日井市教育委員会 

736 

栗東市埋蔵文化財調査報告 2016（平成 28）年度 

年報 

栗東市体育協会 

737 博物館研究 通巻 601号 日本博物館協会 

738 野尻湖ナウマンゾウ博物館研究報告 第 26号 野尻湖ナウマンゾウ博物館 

739 科研費 NEWS 2018  VOL.１ 日本学術振興会 

740 別冊歴史読本 改訂版岐阜信長  

741 中村屋敷田遺跡 松江炭山遺跡 豊前市教育委員会 

742 岸井井野入遺跡 九路土門田遺跡 付 宇島鉄道軌道敷 豊前市教育委員会 

743 八幡沖遺跡発掘調査報告書 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財

センター 

744 世田米城跡発掘調査報告書 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財

センター 

745 浜川目沢田Ⅱ遺跡発掘調査報告書 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財

センター 
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 書籍名 寄贈者 

746 岩井沢遺跡発掘調査報告書 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財

センター 

747 荷竹日向Ⅰ遺跡発掘調査報告書 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財

センター 

748 乙部野Ⅱ遺跡発掘調査報告書 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財

センター 

749 根井沢穴田Ⅳ遺跡発掘調査報告書 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財

センター 

750 沼里遺跡発掘調査報告書 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財

センター 

751 芦ヶ沢Ⅰ Ⅱ遺跡発掘調査報告書 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財

センター 

752 北鹿糠遺跡発掘調査報告書 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財

センター 

753 サンニヤⅠ遺跡発掘調査報告書 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財

センター 

754 迫田Ⅰ遺跡発掘調査報告書 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財

センター 

755 浜川目沢田Ⅰ遺跡発掘調査報告書 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財

センター 

756 赤浜Ⅱ遺跡発掘調査報告書 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財

センター 

757 高田城跡遺跡発掘調査報告書 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財

センター 

758 

平成 29年度発掘調査報告書 岩洞湖Ⅰ H遺跡 

和野新墾神社遺跡 北野ⅩⅡ遺跡 木戸場遺跡 中

野城内遺跡 沼里遺跡 根井沢穴田Ⅳ遺跡 耳取Ⅰ

遺跡 千厩城遺跡 ほか調査概報(23遺跡) 

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財

センター 

759 

大阪市北区 大深町遺跡発掘調査報告 －梅田墓の

調査－ 

大阪文化財研究所 

760 宮崎市試掘 確認調査報告書 宮崎市教育委員会 

761 城平遺跡 宮崎市教育委員会 

762 木崎遺跡 宮崎市教育委員会 

763 永尾遺跡（１区 ２区 ６区） 宮崎市教育委員会 

764 西田第３遺跡 宮崎市教育委員会 

765 清武上猪ノ原遺跡第５地区 宮崎市教育委員会 

766 大町第２遺跡 宮崎市教育委員会 

767 北中遺跡Ⅳ 宮崎市教育委員会 

 書籍名 寄贈者 

768 

生目古墳群Ⅶ －生目１ ２ 24 25 26号墳発

掘調査報告書－ 

宮崎市教育委員会 

769 東京都江戸東京博物館紀要 第８号 江戸東京博物館 

770 史跡大鹿窪遺跡発掘調査総括報告書 富士宮市教育委員会 

771 小里前遺跡 庵原館跡（第３次） 静岡市教育委員会 

772 小里前遺跡 庵原館跡（第４次） 静岡市教育委員会 

773 町屋遺跡（第２次） 静岡市教育委員会 

774 多肥宮尻遺跡 高松市埋蔵文化財センター 

775 奈良文化財研究所紀要 2018 奈良文化財研究所 

776 

飯能市郷土館館報 郷土館のプロフィール 実績報

告書 第 14号 平成 28年度 

飯能市郷土館 

777 出光美術館 館報 183 出光美術館 

778 萩博物館調査研究報告 第 13号 萩博物館 

779 秋芳町地方文化研究 第 54号 秋芳町地方文化研究会 

780 鞍曲遺跡（南九州市知覧町） 鹿児島県立埋蔵文化財センター 

781 牧野遺跡（南九州市知覧町） 鹿児島県立埋蔵文化財センター 

782 

敷根火薬製造所跡（霧島市国分） 根占原台場跡

（南大隅町根占） 久慈白糖工場跡（瀬戸内町久慈） 

鹿児島県立埋蔵文化財センター 

783 山ノ口遺跡（錦江町馬場） 鹿児島県立埋蔵文化財センター 

784 河内山鉱山跡（指宿市池田） 鹿児島県立埋蔵文化財センター 

785 虎居城跡（薩摩郡さつま町宮之城） 鹿児島県立埋蔵文化財センター 

786 

永吉天神段遺跡 3 第２地点－２ 古代 中世 近

世編（曽於郡大崎町） 

鹿児島県立埋蔵文化財センター 

787 天神段遺跡３ 縄文時代早期編（曽於郡大崎町） 鹿児島県立埋蔵文化財センター 

788 

天神段遺跡４ 旧石器時代～縄文時代草創期編（曽

於郡大崎町） 

鹿児島県立埋蔵文化財センター 

789 町田堀遺跡２ （鹿屋市串良町） 鹿児島県立埋蔵文化財センター 

790 本地大塚古墳 西本地町東遺跡 （公財）瀬戸市文化振興財団 

791 市内遺跡調査報告Ⅸ 瀬戸市文化振興財団 

792 CONTINUE ～“ゲーム”90年の歴史～ 城陽市歴史民俗資料館 

793 宗像市史研究 創刊号 新修宗像市史編集委員会 

794 熊本博物館 館報 No.30（2017年度報告） 熊本市熊本博物館 

795 九州歴史資料館 研究論集 43 福岡県教育委員会 

796 伊良原Ⅶ 下伊良原竹の内遺跡 下伊良原宮久保遺跡 福岡県教育委員会 

797 伊良原Ⅷ 伊良原の石造物と小堂 福岡県教育委員会 

798 彼岸田遺跡Ⅰ 福岡県筑後市島田所在遺跡の調査 福岡県教育委員会 

799 上町遺跡２次調査 福岡県柳川市上町所在遺跡の調査 福岡県教育委員会 

800 本町遺跡 －福岡県柳川市本町所在遺跡の調査－ 福岡県教育委員会 
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 書籍名 寄贈者 

801 山城遺跡群 片島遺跡群 福岡県教育委員会 

802 津島福市遺跡 －筑後市津島所在遺跡の調査－ 福岡県教育委員会 

803 大宰府政庁周辺官衙跡ⅩⅠ －広丸地区 遺物編－ 福岡県教育委員会 

804 宮崎県総合博物館 年報 平成 29年度 第 47号 宮崎県総合博物館 

805 宮崎県総合博物館研究紀要 第 38輯 宮崎県総合博物館 

806 

平成 29年度 芝山町内遺跡発掘調査報告書 山

田 宝馬古墳群（沖田 1179－２地点） 

芝山町立芝山古墳 はにわ博物館 

807 徳島県立博物館研究報告 第 28号 徳島県立博物館 

808 

阿波漁民ものがたり －海を渡り歩いた漁師たちの

５つの話－ 

徳島県立博物館 

809 環太平洋文明研究 第２号 矢野健一 

810 広島大学埋蔵文化財 調査研究紀要 第９号 広島大学総合博物館 

811 広島大学総合博物館研究報告９ 広島大学総合博物館 

812 沼津市博物館紀要 42 沼津市歴史民俗資料館 

813 駿東郡原町誌（原町誌稿） 沼津市歴史民俗資料館 

814 

野洲市歴史民俗博物館（銅鐸博物館）研究紀要 －

第 22号－ 

野洲市歴史民俗博物館 

815 

ニュータウン誕生 千里＆多摩ニュータウンに見る

都市計画と人々 

吹田市立博物館 

816 

平成 29（2017）年度 埋蔵文化財緊急発掘調査概

報 垂水遺跡 高城 B遺跡 吉志部瓦窯跡 

吹田市教育委員会 

817 

垂水南遺跡発掘調査報告書Ⅲ －垂水南遺跡第 58

次発掘調査－ 

吹田市教育委員会 

818 広島大学埋蔵文化財 調査研究紀要９ 広島大学総合博物館 

819 

東山道武蔵路とともに生きる ～路でつながる古代

の国分寺と坂戸～ 

坂戸市教育委員会 

820 

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～ 

坂戸市教育委員会 

821 威儀のもの －王権儀礼の威容を示す器財埴輪－ 高槻市立今城塚古代歴史館 

822 古代の日本海文化 －太邇波の古墳時代－ 高槻市立今城塚古代歴史館 

823 阿部正武と徳川綱吉 行田市郷土博物館 

824 行田市郷土博物館研究報告 第９集 行田市郷土博物館 

825 酒とくらす 行田市郷土博物館 

826 海事レポート 2018 日本海事センター 

827 市内遺跡の調査 東近江市埋蔵文化財センター 

828 斗西遺跡（27次） 鍛冶屋遺跡（４次） 東近江市埋蔵文化財センター 

829 中沢遺跡（28次） 東近江市埋蔵文化財センター 

 書籍名 寄贈者 

830 大和を掘る 36 －2017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 

831 

国指定史跡 武蔵国分寺僧寺跡発掘調査報告書Ⅱ 

－史跡整備事業に伴う事前遺構確認調査－（遺物

編） 

国分寺市教育委員会 

832 

地方における文化行政の状況について（平成 28年

度） 

文化庁 

833 

地方における文化行政の状況について（平成 28年

度） 

文化庁 

834 

地方における文化行政の状況について（平成 28年

度） 

文化庁 

835 水迫遺跡Ⅳ 指宿市教育委員会 

836 

指宿市考古博物館 時遊館 COCCOはしむれ 平成

27 28年度博物館年報 紀要 第 12号 

指宿市考古博物館 

837 研究紀要 第 22集 

（公財）由良大和古代文化研究協

会 

838 市内遺跡 24 藤岡市教育委員会 

839 

E31 神田 三本木古墳群 六反支群 661 660 

654号古墳 

藤岡市教育委員会 

840 柳遺跡第 23次発掘調査報告書 草津市教育委員会 

841 百舌鳥 古市古墳群に学ぶ、古墳と水のマツリ 大阪府立近つ飛鳥博物館 

842 東京都文京区 真砂町遺跡 第 11地点 株式会社イビソク 

843 博物館研究 通巻 602号 日本博物館協会 

844 博物館における多言語化対応の現状と課題 日本博物館協会 

845 

安定化処理（2018増補版） 大津波被災文化財保存

修理技術連携プロジェクト 

日本博物館協会 

846 昭和のくらし研究 NO.16 2018/3 昭和館 

847 昭和館館報 平成 29年度 昭和館 

848 古事 天理大学考古学 民俗学研究室紀要 第 22冊 天理大学考古学 民俗学研究室 

849 市内遺跡４ 伊勢崎市教育委員会 

850 群馬県伊勢崎市北千木町 沼田遺跡３ ４ 伊勢崎市教育委員会 

851 石川県立歴史博物館年報 第 19号 平成 28年度版 石川県立歴史博物館 

852 国立歴史民俗博物館 要覧 平成 30（2018）年度 国立歴史民俗博物館 

853 魚見塚遺跡 朝酌菖蒲谷遺跡 松江市スポーツ 文化振興財団 

854 福浦法田峠２号墳 松江市スポーツ 文化振興財団 

855 歴博 第 209号 国立歴史民俗博物館 

856 史跡甲立古墳保存活用計画 安芸高田市教育委員会 

857 稲山遺跡 ２号墳墓 第７号古墳確認調査報告書 安芸高田市教育委員会 
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 書籍名 寄贈者 

858 

射水市内遺跡発掘調査報告 10 －平成 28年度射水

市内遺跡発掘調査－ 

射水市教育委員会 

859 海峡の幕末維新 下関市立歴史博物館 

860 海峡の幕末維新 下関市立歴史博物館 

861 奈良文化財研究所概要 2018 奈良文化財研究所 

862 静岡県富士市 伝法 東平第１号墳 富士市教育委員会 

863 歴史遺産研究 第 12号 京都橘大学文学部歴史遺産学科 

864 平成 29年度 氷見市立博物館年報 －第 36号－ 氷見市立博物館 

865 横浜市歴史博物館 調査研究報告 VOL.14 横浜市歴史博物館 

866 横浜市歴史博物館 紀要 VOL.22 横浜市歴史博物館 

867 横浜市歴史博物館資料目録 第 26集 横浜市歴史博物館 

868 地図皿にみる世界と日本 関西大学博物館 

869 

鹿児島県大島郡伊仙町面縄 前当り遺跡 カンナテ

遺跡 

伊仙町歴史民俗資料館 

870 

鹿児島大学埋蔵文化財調査センター年報 32 平成

28（2016）年度事業報告 

鹿児島大学埋蔵文化財調査センタ

ー 

871 

鹿児島大学構内遺跡（郡元団地） J K-10 11区

（工学部校舎新営工事） 

鹿児島大学埋蔵文化財調査センタ

ー 

872 

菊池市埋蔵文化財発掘調査報告書 －平成 20年度

～27年度市内遺跡開発事業に伴う埋蔵文化財発掘調

査－ 

菊池市教育委員会 

873 安満遺跡 －平成 26年度確認調査速報－ 高槻市立埋蔵文化財調査センター 

874 安満遺跡 －平成 27年度確認調査速報－ 高槻市立埋蔵文化財調査センター 

875 高槻市文化財年報 平成 27年度 高槻市立埋蔵文化財調査センター 

876 埋蔵文化財調査室年報 34 平成 28年度 北九州市芸術文化振興財団 

877 研究紀要 －第 32号－ 北九州市芸術文化振興財団 

878 森屋敷遺跡第２地点 北九州市芸術文化振興財団 

879 祇園町遺跡第 11地点 北九州市芸術文化振興財団 

880 砥石山遺跡第４地点 北九州市芸術文化振興財団 

881 小倉城三ノ丸跡第 10地点 北九州市芸術文化振興財団 

882 金田遺跡第２地点 北九州市芸術文化振興財団 

883 先ノ下遺跡第３地点 北九州市芸術文化振興財団 

884 京町遺跡第 11地点 北九州市芸術文化振興財団 

885 京町遺跡第９ 12地点 北九州市芸術文化振興財団 

886 北浦廃寺第６次調査 北九州市芸術文化振興財団 

887 則定遺跡 北九州市芸術文化振興財団 

888 上徳力遺跡第 27地点 北九州市芸術文化振興財団 

889 木町遺跡 北九州市芸術文化振興財団 

 書籍名 寄贈者 

890 稗田川遺跡第４地点 北九州市芸術文化振興財団 

891 高槻遺跡第 14地点 北九州市芸術文化振興財団 

892 史跡金剛寺境内中心伽藍石垣整備報告書 宗教法人天野山金剛寺 

893 埼玉県立史跡の博物館紀要 第 11号 埼玉県立さきたま史跡の博物館 

894 有馬記念館年報 第４号 平成 29（2017）年度 （公財）有馬記念館保存会 

895 

桜井市纒向学研究センター年報 第６号（平成 29

年度） 

桜井市纒向学研究センター 

896 赤坂天王山古墳群の研究 －測量調査報告書－ 桜井市纒向学研究センター 

897 ここまで分かった！神明貝塚と縄文人のくらし 春日部市郷土資料館 

898 石垣の名城 完全ガイド 講談社 

899 かつしか学びの玉手箱 葛飾と戦争 葛飾区郷土と天文の博物館 

900 静間城跡 島根県教育庁埋蔵文化財センター 

901 静間城跡 島根県教育庁埋蔵文化財センター 

902 研究連絡誌 第 79号 千葉県教育振興財団 

903 

千葉県教育振興財団文化財センター年報 No.43 

－平成 29年度－ 

千葉県教育振興財団 

904 中国古代の車馬 近江昌司 

905 月間奈良 第 58巻 第８号 現代奈良協会 

906 月間奈良 第 58巻 第８号 現代奈良協会 

907 

柏北部東地区埋蔵文化財発掘調査報告書 12 －柏市

小山台遺跡 A区－ 縄文時代以降編 

千葉県教育振興財団 

908 

柏北部東地区埋蔵文化財発掘調査報告書 13 －柏市

矢船Ⅰ遺跡 矢船Ⅱ遺跡 駒形遺跡 富士見遺跡 

原畑遺跡 花前Ⅰ遺跡 花前Ⅲ遺跡 寺下前遺跡 

大松遺跡 小山台遺跡 八反目台遺跡 館林Ⅱ遺跡

－ 旧石器時代編 

千葉県教育振興財団 

909 

東京外かく環状道路埋蔵文化財調査報告書 13 －市

川市道免き谷津遺跡第３地点（２） （３）、第２

地点（３）－ 

千葉県教育振興財団 

910 

成田国際空港駐機場整備埋蔵文化財調査報告書 －

芝山町香山新田安戸台遺跡（空港 No.９遺跡） 香

山新田新山遺跡（空港 No.10遺跡）－ 

千葉県教育振興財団 

911 羽咋市 四柳白山下遺跡Ⅳ 石川県埋蔵文化財センター 

912 津幡町 加茂遺跡 加茂窯跡群 石川県埋蔵文化財センター 

913 金沢市 南新保 E遺跡 石川県埋蔵文化財センター 

914 野々市市 末松信濃館跡 金沢市 戸水ホコダ遺跡 石川県埋蔵文化財センター 

915 

野々市市 長池ニシタンボ遺跡 長池カチジリ遺跡 

横江古屋敷遺跡 

石川県埋蔵文化財センター 
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 書籍名 寄贈者 

916 小松市 漆町遺跡 －金屋地区Ⅰ－ 石川県埋蔵文化財センター 

917 

公益財団法人石川県埋蔵文化財センター 年報 18 

（平成 27年度） 

石川県埋蔵文化財センター 

918 

公益財団法人石川県埋蔵文化財センター 年報 19 

（平成 28年度） 

石川県埋蔵文化財センター 

919 石川県埋蔵文化財情報 第 37号 石川県埋蔵文化財センター 

920 石川県埋蔵文化財情報 第 38号 石川県埋蔵文化財センター 

921 石川県埋蔵文化財情報 第 39号 石川県埋蔵文化財センター 

922 

松江城下町遺跡 第１ブロック（殿町 198-７外） 

第 13ブロック（南田町 108-１外） 第 14ブロッ

ク（南田町 101-21外） 第 16ブロック（南田町

130-６外 134-１外） 総括編 

松江市スポーツ 文化振興財団 

923 松江城下町遺跡 ～大手前通りの調査成果～ 松江市スポーツ 文化振興財団 

924 

国指定史跡 下総国分寺跡 附北下瓦窯跡 保存活

用計画 

市川市教育委員会 

925 平成 24年度 市川市内遺跡発掘調査報告 市川市教育委員会 

926 平成 29年度 市川市埋蔵文化財発掘調査報告 市川市教育委員会 

927 

千葉県市川市 国府台遺跡 －第 196地点発掘調査

報告書－ 

市川市教育委員会 

928 

千葉県市川市 国分遺跡 －第 136地点発掘調査報

告書－ 

市川市教育委員会 

929 

千葉県市川市 西畑遺跡 －第１地点発掘調査報告

書－ 

市川市教育委員会 

930 

千葉県市川市 法伝西遺跡 －第 15－２地点発掘調

査報告書－ 

市川市教育委員会 

931 日本貨幣カタログ 2018 日本貨幣商協同組合 

932 NKH 長岡市立科学博物館報 No.102 長岡市立科学博物館 

933 長岡市立科学博物館研究報告 第 53号 長岡市立科学博物館 

934 村東遺跡 姫路市埋蔵文化財センター 

935 

姫路城城下町跡 －姫路城跡第 360次発掘調査報告

書－ 

姫路市埋蔵文化財センター 

936 

姫路城城下町跡 －姫路城跡第 363次発掘調査報告

書－ 

姫路市埋蔵文化財センター 

937 市之郷遺跡第 16次発掘調査報告書 姫路市埋蔵文化財センター 

938 市之郷遺跡第 17次発掘調査報告書 姫路市埋蔵文化財センター 

939 

姫路城城下町跡 －姫路城跡第 374次発掘調査報告

書－ 

姫路市埋蔵文化財センター 

 書籍名 寄贈者 

940 

姫路城城下町跡 －姫路城跡第 375次発掘調査報告

書－ 

姫路市埋蔵文化財センター 

941 平野廃寺 発掘調査報告書 姫路市埋蔵文化財センター 

942 石ツミ遺跡第２次発掘調査報告書 姫路市埋蔵文化財センター 

943 山吹遺跡発掘調査報告書 姫路市埋蔵文化財センター 

944 

姫路城城下町跡 －姫路城跡第 376次発掘調査報告

書－ 

姫路市埋蔵文化財センター 

945 別所村前遺跡発掘調査報告書 姫路市埋蔵文化財センター 

946 実法寺遺跡 実法寺廃寺発掘調査報告書 姫路市埋蔵文化財センター 

947 国分寺台地遺跡第１次発掘調査報告書 姫路市埋蔵文化財センター 

948 

姫路城城下町跡 －姫路城跡第 381次発掘調査報告

書－ 

姫路市埋蔵文化財センター 

949 実法寺遺跡 実法寺廃寺発掘調査報告書 姫路市埋蔵文化財センター 

950 姫路市埋蔵文化財調査年報 2018 姫路市埋蔵文化財センター 

951 平塚市博物館年報 第 41号 平塚市博物館 

952 平塚市博物館研究報告 自然と文化 第 41号 平塚市博物館 

953 唐津城跡（Ⅸ） 唐津市教育委員会 

954 唐津市内遺跡確認調査（34） 唐津市教育委員会 

955 岸岳古窯跡群Ⅳ －総括報告書－ 唐津市教育委員会 

956 

唐津城大解剖 ～石垣修理から見えてきた唐津城の

真実～ 

唐津市教育委員会 

957 平成 29年度 船橋市内遺跡発掘調査報告書 船橋市教育委員会 

958 千葉県船橋市 東中山台遺跡群（63） 船橋市教育委員会 

959 千葉県船橋市 東中山台遺跡群（65） 船橋市教育委員会 

960 千葉県船橋市 ついじ台貝塚（１ ２ ３） 船橋市教育委員会 

961 千葉県船橋市 ついじ台貝塚（４ ５） 船橋市教育委員会 

962 千葉県船橋市 中井台遺跡（１ ２ ４） 船橋市教育委員会 

963 千葉県船橋市 前貝塚堀込貝塚（５） 船橋市教育委員会 

964 

平成 29年度 かつやま絵本 ３ かつやまのわら

べ歌 

勝山地区まちづくり協議会 

965 平成 29年度 葛飾区埋蔵文化財調査年報 葛飾区教育委員会 

966 東京都文京区 大塚町遺跡 第８地点 －（ 加藤建設株式会社 

967 大阪市北区 中之島蔵屋敷跡発掘調査報告Ⅲ 大阪文化財研究所 

968 大阪城跡 ⅩⅨ 大阪文化財研究所 

969 博物館研究 通巻 603号 日本博物館協会 

970 諸田遺跡 諸田南遺跡発掘調査報告書（図版編） 中津市教育委員会 

971 諸田遺跡 諸田南遺跡発掘調査報告書（遺物編） 中津市教育委員会 

972 諸田遺跡 諸田南遺跡発掘調査報告書（遺構編） 中津市教育委員会 
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 書籍名 寄贈者 

973 沖代地区条里跡 45次調査 中津市教育委員会 

974 

法垣遺跡 ３次 ４次調査 －本文、遺構 遺物図

版、石製品写真図版 観察表編－ 

中津市教育委員会 

975 三口遺跡 ５次調査 中津市教育委員会 

976 中津城下町遺跡 29 31次調査 中津市教育委員会 

977 定留遺跡 赤松地区 中津市教育委員会 

978 みのかも文化の森 年報 Vol.18 2017年度 みのかも文化の森 

979 

阿弥陀寺 －上坂本東大川防安 通常砂防工事に伴

う埋蔵文化財調査－ 

山口県埋蔵文化財センター 

980 

陶塤 第 31号 山口県埋蔵文化財センター紀要 

－平成 29年度－ 

山口県埋蔵文化財センター 

981 

山口県埋蔵文化財センター年報 －平成 29年度普

及公開事業等の記録－ 

山口県埋蔵文化財センター 

982 大分県立歴史博物館年報 2017 大分県立歴史博物館 

983 収蔵資料目録 10 香川県立ミュージアム 

984 ミュージアム調査研究報告 第９号 香川県立ミュージアム 

985 枚方市文化財年報 39 2017年度 枚方市文化財研究調査会 

986 静岡市内遺跡群発掘調査報告書（平成 29年度） 静岡市教育委員会 

987 

ふちゅ～る No.27 平成 29年度 静岡市文化財年

報 

静岡市教育委員会 

988 

駿府城跡天守台まるごと発掘① 平成 28年度発掘

調査概報 

静岡市教育委員会 

989 

駿府城跡天守台まるごと発掘② 平成 29年度発掘

調査概報 

静岡市教育委員会 

990 

元興寺文化財研究所 研究報告 2017 －元興寺文

化財研究所創立 50年記念論文集－ 

元興寺文化財研究所 

991 鎮物としての武器 武具 －武具埋納祭祀の展開－ 元興寺文化財研究所 

992 文化財の仕事一筋 半世紀 元興寺文化財研究所 

993 原田地区遺跡群４ 筑紫野市教育委員会 

994 

前畑遺跡第 13次発掘調査 土塁状遺構発掘調査概

報 

筑紫野市教育委員会 

995 

柏原市立歴史資料館 館報 第 30号 －2017年度

－ 

柏原市立歴史資料館 

996 今町 －三田家 寺田家からみた柏原村－ 柏原市立歴史資料館 

997 鍛冶の郷 －大県と田辺－ 柏原市立歴史資料館 

998 平成 24年度 明石市埋蔵文化財年報 明石市文化振興課 

999 

八女市岩戸山歴史文化交流館「いわいの郷」 年報

２ －平成 29年度－ 

八女市岩戸山歴史文化交流館 

 書籍名 寄贈者 

1000 我が国の文化政策 平成 30年度 文化庁長官官房政策課 

1001 平成 30年会報 飛天 紀要 第２号 日本文化財保護協会 

1002 文京ふるさと歴史館年報 第 21号 平成 29年度 文京ふるさと歴史館 

1003 

初音８ 公益財団法人古代学協会 年報 平成 29

年度 

（公財）古代学協会 

1004 平安博物館回顧展 －古代学協会と角田文衛－ （公財）古代学協会 

1005 平成 30年会報 飛天 紀要 第２号 日本文化財保護協会 

1006 岐阜県博物館調査研究報告 第 38号 岐阜県博物館 

1007 岐阜県博物館報 第 41号 岐阜県博物館 

1008 古市遺跡群ⅩⅩⅩⅨ 羽曳野市教育委員会 

1009 羽曳野市内遺跡調査報告書 －平成 27年度－ 羽曳野市教育委員会 

1010 瀬戸窯の復興－黎明期の江戸時代窯業－ 瀬戸市文化振興財団 

1011 海たび 尾張 知多の海とひとびと 名古屋市博物館 

1012 尾張 知多の海たび 名古屋市博物館 

1013 薩摩街道松崎宿と旅籠油屋 小郡市埋蔵文化財調査センター 

1014 大阪府立狭山池博物館 研究報告 ９ 大阪府立狭山池博物館 

1015 王者のひつぎ －狭山池に運ばれた古墳石棺－ 大阪府立狭山池博物館 

1016 埋蔵文化財調査要覧 平成 30年度 日本文化財保護協会 

1017 博物館研究 通巻 604号 日本博物館協会 

1018 徳島県立博物館年報 第 27号（平成 29年度） 徳島県立博物館 

1019 

徳島県立鳥居龍蔵記念博物館年報 第８号（平成 29

年度） 

徳島県立博物館 

1020 

徳島県立鳥居龍蔵記念博物館年報 第８号（平成 29

年度） 

徳島県立博物館 

1021 

吹田市立博物館 館報 18 平成 28年度（2016年

度） 

吹田市立博物館 

1022 歴博 第 210号 国立歴史民俗博物館 

1023 

文化財学報 第 36集 塩出貴美子先生退職記念論

集 

奈良大学文学部文化財学科 

1024 高知県立歴史民俗資料館年報 No.27 平成 29年度 高知県立歴史民俗資料館 

1025 出光美術館 館報 184 出光美術館 

1026 

瀬戸物として売られた美濃焼 －江戸時代の焼物生

産と販売－ 

土岐市美濃陶磁歴史館 

1027 宇野古墳群 垂水高木南遺跡 上毛町教育委員会 

1028 

下唐原七社遺跡 －県営担い手育成基盤整備事業

（唐原地区）に伴う埋蔵文化財調査報告書－ 

上毛町教育委員会 

1029 松尾山修験道遺跡 上毛町教育委員会 

1030 千葉県船橋市 本郷台遺跡第５次 船橋市遺跡調査会 
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 書籍名 寄贈者 

1031 千葉県船橋市 印内台遺跡群第 11次 船橋市遺跡調査会 

1032 千葉県船橋市 印内台遺跡群第 13次 船橋市遺跡調査会 

1033 千葉県船橋市 前貝塚堀込貝塚第２次 船橋市遺跡調査会 

1034 太田下 須川遺跡（第４次調査） 高松市教育委員会 

1035 

がっこうの下には何があったの？ ～市内小学校区

の最新調査成果から～ 

桜井市立埋蔵文化財センター 

1036 下高場小隈北遺跡 筑前町教育委員会 

1037 三国手遺跡第２地点 筑前町教育委員会 

1038 品川歴史館紀要 第 33号 品川区立品川歴史館 

1039 明治維新 －そのとき品川は－ 品川区立品川歴史館 

1040 松戸市立博物館年報 第 25号 松戸市立博物館 

1041 ガンダーラ －仏教文化の姿と形－ 松戸市立博物館 

1042 戊辰の横浜 横浜市歴史博物館 

1043 

寄木細工 Art&History －金子皓彦コレクションを

中心に－ 

横浜市歴史博物館 

1044 高砂遺跡（22） 江別市教育委員会 

1045 『語り伝える 戦争の話』記録集 嘉麻市教育委員会 

1046 

駒澤大学禅文化歴史博物館紀要 第２号（平成 28

年度） 

駒澤大学禅文化歴史博物館 

1047 

長野市立博物館民俗文化財報告書２（付長野市立博

物館収蔵資料目録５）上野家資料 

長野市立博物館 

1048 長野市立博物館 紀要 第 19号（人文系） 長野市立博物館 

1049 川中島の戦いと善光寺 長野市立博物館 

1050 川中島合戦 芝居になる 長野市立博物館 

1051 家康を支えた三河石川一族 安城市歴史博物館 

1052 機織りのムラ 馬場上遺跡 十日町市博物館 

1053 日本歴史 第 845号 2018年 10月号 吉川弘文館 

1054 

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Ⅱ－ 

防府市教育委員会 

1055 

周防国府跡発掘調査報告７ －多々良地区 柳ノ本

地区の調査－ 

防府市教育委員会 

1056 下右田遺跡 第 36次発掘調査報告書 防府市教育委員会 

1057 下右田遺跡 第 37次発掘調査報告書 防府市教育委員会 

1058 下右田遺跡 第 38次発掘調査報告書 防府市教育委員会 

1059 平成 28年度 防府市内遺跡発掘調査報告書 防府市教育委員会 

1060 岡山県埋蔵文化財報告 48 岡山県教育委員会 

1061 東京都文京区 小石川四丁目東遺跡 パリノ サーヴェイ株式会社 

1062 年報 平成 29年度 江南市歴史民俗資料館 

 書籍名 寄贈者 

1063 平成 28年度国庫補助事業発掘調査報告書 八幡市教育委員会 

1064 平成 29年度国庫補助事業発掘調査報告書 八幡市教育委員会 

1065 

４世紀のヤマト王権と対外交渉 －東アジア情勢と

古墳の変化－ 

大阪府立近つ飛鳥博物館 

1066 

幕末維新という時代 －厚狭毛利家家臣二歩家の記

録－ 

山陽小野田市歴史民俗資料館 

1067 

幕末維新という時代 －厚狭毛利家家臣二歩家の記

録－ 

山陽小野田市歴史民俗資料館 

1068 旧石器時代とはどのような時代だったのか！ 富山県埋蔵文化財センター 

1069 

苫小牧市美術博物館 紀要 第３号（平成 28年

度） 

苫小牧市美術博物館 

1070 

苫小牧市美術博物館 紀要 第３号（平成 28年

度） 

苫小牧市美術博物館 

1071 大国地頭所遺跡 島根県教育庁埋蔵文化財センター 

1072 大国地頭所遺跡 島根県教育庁埋蔵文化財センター 

1073 霞ケ浦の誕生と貝塚－縄文海進期の人々の暮らし－ 上高津貝塚ふるさと歴史の広場 

1074 

土浦市 上高津貝塚ふるさと歴史の広場年報 第 23

号 －2016（平成 28）年度－ 

上高津貝塚ふるさと歴史の広場 

1075 茨城県土浦市 神立遺跡 上高津貝塚ふるさと歴史の広場 

1076 

古墳時代群馬の渡来文化 －観音塚古墳の被葬者像

を探る－ 

高崎市観音塚考古資料館 

1077 昔を語る多胡の古墳－多胡郡健郡の背景を考える－ 高崎市観音塚考古資料館 

1078 厚田中村遺跡 群馬県埋蔵文化財調査事業団 

1079 下渕名遺跡 群馬県埋蔵文化財調査事業団 

1080 腕輪モノがたり 尼崎市立田能資料館 

1081 浅川扇状地遺跡群 本郷前遺跡（２） 長野市埋蔵文化財センター 

1082 長野遺跡群 県町遺跡（２） 長野市埋蔵文化財センター 

1083 長野市埋蔵文化財センター 所報 No.28 長野市埋蔵文化財センター 

1084 長野市埋蔵文化財センター 所報 No.29 長野市埋蔵文化財センター 

1085 大境洞窟 朝日貝塚 100年 氷見市立博物館 

1086 肥前名護屋城 －幻の巨大都市－ 佐賀県立名護屋城博物館 

1087 野田と大杉様～地域に息づく信仰～ 野田市郷土博物館 市民会館 

1088 平成 29（2017）年度 出雲弥生の森博物館 年報 出雲弥生の森博物館 

1089 

奥田駒蔵とメイゾン鴻之巣 －寺田出身の青年が作

った大正文士のサロン－ 

城陽市歴史民俗資料館 

1090 上秋月遺跡群 福岡県朝倉市上秋月所在遺跡の調査 朝倉市教育委員会 

1091 朝倉市文化財年報（平成 25年度） 朝倉市教育委員会 
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 書籍名 寄贈者 

1092 

知多市歴史民俗博物館年報 第 19号（平成 29年

度） 

知多市歴史民俗博物館 

1093 おほつ研究 Vol.11 泉大津市教育委員会 

1094 

いずみおおつの近代漁業－時代とともに変容する漁

業の記録－ 

泉大津市教育委員会 

1095 東洋一の夢の跡 －吹田操車場遺跡展－ 吹田市立博物館 

1096 古代の輝き－日本考古学と橿考研 80年の軌跡Ⅱ－ 橿原考古学研究所附属博物館 

1097 博物館研究 通巻 605号 日本博物館協会 

1098 岡山市立オリエント美術館研究紀要 31 岡山市立オリエント美術館 

1099 静岡県文化財年報（平成 29年度） 静岡県埋蔵文化財センター 

1100 信濃美術をみつめる 描くこと この地との出会い 茅野市美術館 

1101 大阪市天王寺区 上本町遺跡発掘調査報告Ⅵ 大阪文化財研究所 

1102 平成 28年度松戸市内遺跡発掘調査報告書 松戸市教育委員会 

1103 

千葉県松戸市 小金城跡第２地点発掘調査報告書 

附：工事立会いの記録 

松戸市教育委員会 

1104 殿平賀向堀遺跡 第１－２地点 発掘調査報告書 松戸市教育委員会 

1105 小野遺跡 第 38地点 発掘調査報告書 松戸市教育委員会 

1106 館報 平成 29年度 福井県立若狭歴史博物館 

1107 鷹狩と忍城 行田市郷土博物館 

1108 京都大学 総合博物館年報 平成 29年度 京都大学総合博物館 

1109 海崎古墳群 松江市スポーツ 文化振興財団 

1110 田渕遺跡 島根県教育庁埋蔵文化財センター 

1111 田渕遺跡 島根県教育庁埋蔵文化財センター 

1112 白岸古墳群 松江市スポーツ 文化振興財団 

1113 人間文化 45号 滋賀県立大学人間文化学部 

1114 学芸員 －Bulletin for Curator's Course No.22 学習院大学学芸員課程委員会 

1115 

Ⅰ恩智遺跡（第 45次調査） Ⅱ恩智遺跡（第 46次

調査）Ⅲ東弓削遺跡（第 30次調査） 

八尾市文化財調査研究会 

1116 唐古 鍵遺跡の重要文化財～新指定品の紹介～ 田原本町教育委員会 

1117 古墳時代黎明 －唐古 鍵弥生ムラのその後－ 田原本町教育委員会 

1118 朝酌橋ノ谷遺跡 松江市スポーツ 文化振興財団 

1119 年中行事からみる村山のくらし 武蔵村山市立歴史民俗資料館 

1120 

愛宕下武家屋敷群－陸奥一関藩田村家屋敷跡遺跡－

発掘調査報告書 

大成エンジニアリング株式会社 

1121 天理参考館報 第 31号 天理大学附属天理参考館 

1122 西鉄筑紫駅列車銃撃事件の記録 筑紫野市教育委員会 

1123 平成 29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 

1124 恵原新張遺跡 －１次 ２次 ３次調査－ 松山市埋蔵文化財センター 

 書籍名 寄贈者 

1125 

熊本市埋蔵文化財調査年報 第 20号 －平成 28年

度－ 

熊本市教育委員会 

1126 小塚遺跡１ 熊本市教育委員会 

1127 桑鶴遺跡群２ 熊本市教育委員会 

1128 硯川遺跡群１ 熊本市教育委員会 

1129 硯川遺跡群２ 熊本市教育委員会 

1130 硯川遺跡群３ 熊本市教育委員会 

1131 硯川遺跡群４ 熊本市教育委員会 

1132 硯川遺跡群５ 熊本市教育委員会 

1133 池辺寺関連遺跡 熊本市教育委員会 

1134 山頭遺跡Ⅱ 第 14次調査報告書 熊本市教育委員会 

1135 

上代町遺跡群Ⅰ －上代町遺跡群第５次調査区発掘

調査報告書－ 

熊本市教育委員会 

1136 

熊本市埋蔵文化財発掘調査報告集 －平成 29年度

－ 第１分冊 

熊本市教育委員会 

1137 

熊本市埋蔵文化財発掘調査報告集 －平成 29年度

－ 第２分冊 

熊本市教育委員会 

1138 熊本城炎上の謎に迫る！ 熊本市教育委員会 

1139 

大内氏の興亡と毛利氏の隆盛 －海峡の戦国史 第

１章－ 

下関市立歴史博物館 

1140 

大内氏の興亡と毛利氏の隆盛 －海峡の戦国史 第

１章－ 

下関市立歴史博物館 

1141 キムンカムイとアイヌ －春夏秋冬 アイヌ文化振興 研究推進機構 

1142 石見津和野藩亀井家屋敷跡遺跡発掘調査報告書Ⅳ 国際文化財株式会社 

1143 多摩ニュータウン遺跡  

1144 歴博 第 211号 国立歴史民俗博物館 

1145 平成 29年度 津山郷土博物館 年報 津山郷土博物館 

1146 東京都練馬区 大泉中里遺跡第三次調査 株式会社イビソク 

1147 静岡市立登呂博物館館報 24 －平成 29年度－ 静岡市立登呂博物館 

1148 えとのす ２ 野村忠司 

1149 えとのす ３ 野村忠司 

1150 えとのす ４ 野村忠司 

1151 えとのす ５ 野村忠司 

1152 えとのす ６ 野村忠司 

1153 えとのす ７ 野村忠司 

1154 えとのす ８ 野村忠司 

1155 えとのす 21 野村忠司 

1156 えとのす 23 野村忠司 
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 書籍名 寄贈者 

1157 総持寺 茨木市立文化財資料館 

1158 2017年 伊賀市文化財年報 14 伊賀市教育委員会 

1159 野台城跡 野台古墳群発掘調査報告 伊賀市教育委員会 

1160 幕府崩壊 －幕末維新を生きた地方の証言者－ 安城市歴史博物館 

1161 宮貝戸遺跡 群馬県埋蔵文化財調査事業団 

1162 兵庫県立考古博物館 研究紀要 第 11号 兵庫県立考古博物館 

1163 青銅の鐸と武器 －弥生時代の交流－ 兵庫県立考古博物館 

1164 

兵庫県立考古博物館 館報 vol.９ 平成 29(2017)

年度 

兵庫県立考古博物館 

1165 

ひょうごの遺跡 2009～2018 －調査研究速報－ 

鑑賞の手引き 

兵庫県立考古博物館 

1166 兵庫山城探訪 兵庫県立考古博物館 

1167 装飾大刀と日本刀 兵庫県立考古博物館 

1168 唐王朝の彩り 宮廷の栄華をうつす金銀銅 兵庫県立考古博物館 

1169 古代銭の実像 －和銅から乾元まで－ 黒川古文化研究所 

1170 

平成 27年度紀伊風土記の丘年報第 44号 紀伊風土

記の丘研究紀要第６号 

和歌山県立紀伊風土記の丘 

1171 

黒潮の海に糧をもとめて －古墳時代の海の民とそ

の社会－ 

和歌山県立紀伊風土記の丘 

1172 博物館研究 通巻 606号 日本博物館協会 

1173 京都文化博物館研究紀要 朱雀 第 30集 京都文化博物館 

1174 京都文化博物館 2017（平成 29）年度年報 京都文化博物館 

1175 豊島区文化財年報 2016（平成 28）年度 第 16号 豊島区教育委員会 

1176 年報 第 27号 平成 29年度 安城市歴史博物館 

1177 大阪市北区 中津３丁目遺跡 B地点発掘調査報告 大阪文化財研究所 

1178 立出遺跡 宇佐市教育委員会 

1179 

市内遺跡発掘調査概報 26 －平成 29年度調査の

概要－ 

宇佐市教育委員会 

1180 国指定天然記念物「宇佐神宮社叢」緊急調査報告書 宇佐市教育委員会 

1181 都府楼 第 50号 特集 太宰府史跡発掘 50年 古都太宰府保存協会 

1182 桜井の墨書土器 桜井市立埋蔵文化財センター 

1183 

大阪府豊中市 新免遺跡 第 68 69 70次発掘調

査報告書 

豊中市教育委員会 

1184 大阪歴史博物館年報 平成 29年度 大阪歴史博物館 

1185 塚原遺跡Ⅱ 玉名市教育委員会 

1186 明石の歴史 第１号 明石市文化振興課 

1187 明石の近世Ⅱ －出土品が語る城下のくらし－ 明石市文化振興課 

1188 焼津市歴史民俗資料館年報 32 －平成 29年度－ 焼津市歴史民俗資料館 

 書籍名 寄贈者 

1189 長州ファイブ －幕末 海外留学生の軌跡－ 萩博物館 

1190 

神奈川県茅ヶ崎市 西久保 広町遺跡 第６次調査

報告 

株式会社四門文化財事業部 

1191 出光美術館 館報 185 （公財）出光美術館 

1192 朝霞町へ行楽に －ゴルフ場があったころ－ 朝霞市博物館 

1193 朝霞市博物館研究紀要 第 15号 朝霞市博物館 

1194 朝霞市博物館研究紀要 第 16号 朝霞市博物館 

1195 小さな銅鐸を追って －銅鐸形土石品と小銅鐸－ 朝霞市博物館 

1196 史跡渋野丸山古墳発掘調査報告書Ⅰ 徳島市教育委員会 

1197 三谷遺跡 本編分冊 自然遺物編 徳島市教育委員会 

1198 東京都板橋区 出井南遺跡 発掘調査報告 有限会社アルケーリサーチ 

1199 朝霞市埋蔵文化財発掘調査報告集報８ 朝霞市教育委員会 

1200 ニッポンおみやげ博物誌 国立歴史民俗博物館 

1201 鎌ケ谷市郷土資料館年報 第 31号[平成 29年度] 鎌ケ谷市郷土資料館 

1202 中世等妙寺の具体像に迫る 鬼北町教育委員会 

1203 

國學院大學研究開発推進機構 日本文化研究所年報 

第 11号 

國學院大學研究開発推進機構 

1204 田原本町文化財調査年報 25 2015年度 田原本町教育委員会 

1205 東京都文京区 本郷台遺跡群 第４地点 テイケイトレード株式会社 

1206 土器 金属器の日韓交渉 福岡大学考古学研究室 

1207 

立願寺大塚古墳測量調査報告書 熊本県玉名市立願

寺所在古墳の測量調査 

福岡大学考古学研究室 

1208 柏原歴史の散歩道 福岡大学考古学研究室 

1209 柏崎市立博物館 館報 第 32号 柏崎市立博物館 

1210 

国分寺市重要有形文化財（建造物） 旧本多家住宅

長屋門 倉 －公開記念新規収蔵品展－ 

国分寺市教育委員会 

1211 国分寺の小学校 －明治時代の学校教育－ 国分寺市教育委員会 

1212 八尾市内遺跡平成 29年度発掘調査報告書 八尾市教育委員会 

1213 南山大学人類学博物館紀要 第 37号 南山大学人類学博物館 

1214 博物館研究 通巻 607号 日本博物館協会 

1215 東日本大震災 津波で被災した文化財再生の歩み 日本博物館協会 

1216 

唐古 鍵遺跡 考古資料目録Ⅲ －木器 木製品 

石器 石製品編－ 

田原本町教育委員会 

1217 河伯洞記念誌 あしへい 21 葦平と河伯洞の会 

1218 大庭北原遺跡 東淵寺古墳 大庭植松遺跡 松江市スポーツ 文化振興財団 

1219 宮西 一角遺跡（第７次調査） 高松市埋蔵文化財センター 

1220 三木古墳群確認調査報告書 加賀市教育委員会 
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 書籍名 寄贈者 

1221 

国指定史跡 九谷磁器窯跡（山代再興九谷窯跡） 

確認調査報告書 

加賀市教育委員会 

1222 

仲原池ノ内遺跡 福岡県糟屋郡粕屋町仲原所在遺跡

の調査 

粕屋町教育委員会 

1223 

阿恵遺跡 福岡県糟屋郡粕屋町阿恵所在の官衙遺跡

の調査 

粕屋町教育委員会 

1224 千葉市貝殻畑遺跡 千葉市埋蔵文化財調査センター 

1225 馬の博物館 研究紀要 第 21号 馬の博物館 

1226 天野喜孝展 天馬 馬の博物館 

1227 猪熊弦一郎展 馬と女性たち 馬の博物館 

1228 

平成 28年度 加茂市内遺跡確認調査報告書 石川

遺跡 鬼倉遺跡 舞台遺跡出土漆器の化学分析（平

成８年調査分） 

加茂市教育委員会 

1229 

平成 29年度 加茂市内遺跡確認調査報告書 鬼倉

遺跡 丸山遺跡 中沢遺跡 舞台遺跡出土漆器の化

学分析（平成 11年調査分） 

加茂市教育委員会 

1230 平成 28年度 川西市発掘調査報告 川西市教育委員会 

1231 

下関市埋蔵文化財年報 ９ －平成 28（2016）年

度の記録－ 

下関市教育委員会 

1232 

下関市埋蔵文化財年報 ９ －平成 28（2016）年

度の記録－ 

下関市教育委員会 

1233 国立歴史民俗博物館研究報告 第 212集 国立歴史民俗博物館 

1234 卑弥呼 －その人と時代－ 行橋市歴史資料館 

1235 鹿島 打上遺跡－第 14次調査－ 発掘調査報告書 菊川市教育委員会 

1236 兼定 刀都 関の名工 岐阜県博物館 

1237 

押出遺跡の６次調査と山形県内の縄文前期後半の世

界 

山形県立うきたむ風土記の丘考古

資料館 

1238 木は語る ～古代から近世の木簡と木製品～ 

山形県立うきたむ風土記の丘考古

資料館 

1239 下古毛遺跡 福岡県朝倉市古毛所在遺跡の調査 朝倉市教育委員会 

1240 上須川遺跡 福岡県朝倉市須川所在遺跡の調査 朝倉市教育委員会 

1241 大元古墳群 －発掘調査報告書－ 益田市教育委員会 

1242 香雫遺跡第 1地点 福津市教育委員会 

1243 香雫遺跡第２ ３地点 福津市教育委員会 

1244 全国高等学校 考古名品展 2018 九州国立博物館 

1245 

有田 小田部 58 －有田遺跡群第 263次調査の報告

－ 

福岡市教育委員会 

1246 五十川遺跡８ －五十川遺跡第 20次調査の報告－ 福岡市教育委員会 

 書籍名 寄贈者 

1247 五十川遺跡９ －五十川遺跡第 21次調査の報告－ 福岡市教育委員会 

1248 雀居 11 －雀居遺跡第 19次調査報告－ 福岡市教育委員会 

1249 雑餉隈遺跡９ －雑餉隈遺跡第 21次調査報告－ 福岡市教育委員会 

1250 

千里大久保遺跡１ －千里大久保遺跡第１次調査報

告－ 

福岡市教育委員会 

1251 都地遺跡６ －第９次調査報告－ 福岡市教育委員会 

1252 那珂 77 －那珂遺跡群 161次調査の報告－ 福岡市教育委員会 

1253 那珂 78 －那珂遺跡群 167次調査の報告－ 福岡市教育委員会 

1254 博多 158 －博多遺跡群第 202次調査報告－ 福岡市教育委員会 

1255 博多 159 －博多遺跡群第 205次調査報告－ 福岡市教育委員会 

1256 博多 160 －博多遺跡群第 206次調査報告－ 福岡市教育委員会 

1257 博多 161 －博多遺跡群第 207次調査報告－ 福岡市教育委員会 

1258 箱崎 52 －箱崎遺跡第 70次調査報告－ 福岡市教育委員会 

1259 箱崎 53 －箱崎遺跡第 71次調査報告－ 福岡市教育委員会 

1260 箱崎 54 －箱崎遺跡第 72次調査報告－ 福岡市教育委員会 

1261 箱崎 55 －箱崎遺跡第 43次 77次調査報告－ 福岡市教育委員会 

1262 箱崎 56 －箱崎遺跡第 78次調査報告－ 福岡市教育委員会 

1263 比恵 79 －比恵遺跡群第 139次調査報告－ 福岡市教育委員会 

1264 比恵 80 －比恵遺跡群第 141次調査報告－ 福岡市教育委員会 

1265 比恵 81 －比恵遺跡群第 142次調査報告－ 福岡市教育委員会 

1266 比恵 82 －比恵遺跡群第 143次調査報告－ 福岡市教育委員会 

1267 比恵 83 －比恵遺跡群第 144次調査報告－ 福岡市教育委員会 

1268 比恵 83 －比恵遺跡群第 144次調査報告－ 福岡市教育委員会 

1269 比恵 84 －比恵遺跡群第 145次調査報告－ 福岡市教育委員会 

1270 比恵 85 －比恵遺跡群第 147次 108次調査報告－ 福岡市教育委員会 

1271 

元岡 桑原遺跡群 29 －第 42次（５） 52次調査

の報告－ 

福岡市教育委員会 

1272 

元岡 桑原遺跡群 30 －元岡古墳群 G-6号墳 庚

寅銘大刀の考察－ 

福岡市教育委員会 

1273 

元岡 桑原遺跡群 31 －第 49次 第 51次 第 57

次 第 62次 第 65次調査の報告－ 

福岡市教育委員会 

1274 史跡 鴻臚館跡 鴻臚館跡 24 －総括概要編－ 福岡市教育委員会 

1275 

福岡市埋蔵文化財年報 VOL.31 －平成 28

（2016）年度版－ 

福岡市教育委員会 

1276 

平成 28（2016）年度 福岡市埋蔵文化財センター

年報 第 36号 

福岡市教育委員会 

1277 博物館研究 通巻 608号 日本博物館協会 

1278 天地遺跡（第１～３次調査） 天地第１ ２号古墳 広島県教育事業団 
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 書籍名 寄贈者 

1279 須玖唐梨遺跡２ －３次調査－ 春日市教育委員会 

1280 平成 28年度 春日市文化財年報 春日市教育委員会 

1281 松山市埋蔵文化財調査年報 30 平成 29年度 松山市埋蔵文化財センター 

1282 京都府埋蔵文化財情報 第 134号 

（公財）京都府埋蔵文化財調査研

究センター 

1283 

歴史発掘おおさか 2017－2018 －大阪府発掘調査

最新情報－ 

大阪府立近つ飛鳥博物館 

1284 

ライフヒストリーで綴る都市近郊農村の民俗と近代

史７ 関口晃市さん聞き書き 

葛飾区郷土と天文の博物館 

1285 家内安全、商売繁盛 ～厄除けと招福の縁起物～ 葛飾区郷土と天文の博物館 

1286 江戸の楽しみ―安城の相撲 芝居― 安城市歴史博物館 

1287 たたら研究 第 57号 たたら研究会 

1288 先人からのおくりもの 佐賀県の近代化遺産 佐賀県教育委員会 

1289 先人からのおくりもの 佐賀県の近代化遺産 佐賀県教育委員会 

1290 白石焼皿山窯跡 みやき町教育委員会 

1291 

みやき町内遺跡確認 試掘調査報告書２ －平成

24 25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 

1292 白虎谷古墳群 みやき町教育委員会 

1293 西寒水四本柳遺跡９区 みやき町教育委員会 

1294 西寒水四本柳遺跡 11区 みやき町教育委員会 

1295 

田能遺跡人骨調査レポート Part1 ―第２号 ７号

人骨を中心に― 

尼崎市立田能資料館 

1296 稲荷前 A遺跡－第４地点－ 平塚市教育委員会 

1297 歴博 第 212号 国立歴史民俗博物館 

1298 国立歴史民俗博物館研究報告 第 213集 国立歴史民俗博物館 

1299 

上町遺跡Ⅱ －福岡県柳川市上町所在近世柳川城下

町の第３次調査－ 

柳川市教育委員会 

1300 島根県松江市大草町 古天神古墳の研究 島根大学法文学部考古学研究室 

1301 

菊池市埋蔵文化財発掘調査報告書 －平成 20年度

～27年度市内遺跡開発事業に伴う埋蔵文化財発掘調

査－ 

菊池市教育委員会 

1302 鈴鹿市考古博物館年報 第 19号 平成 28年度版 鈴鹿市考古博物館 

1303 

磐城山遺跡（第７－２ ８ ８－２次）発掘調査報

告書 

鈴鹿市考古博物館 

1304 八野遺跡（第１次） 鈴鹿市考古博物館 

1305 伊勢国府跡 20 鈴鹿市考古博物館 

1306 史跡伊勢国分寺跡 －遺物編－ 鈴鹿市考古博物館 

 書籍名 寄贈者 

1307 特別展 道でつながる古代の役所 鈴鹿市考古博物館 

1308 

企画展 焼きものの硯 石の硯 ～出土品からみる

硯の歴史～ 

鈴鹿市考古博物館 

1309 東城ノ平遺跡 熊本県教育委員会 

1310 西六反割遺跡 熊本県教育委員会 

1311 新南部遺跡群（12次） 熊本県教育委員会 

1312 小池遺跡 秋永遺跡 熊本県教育委員会 

1313 託麻弓削遺跡群２ 熊本県教育委員会 

1314 条里跡 熊本県教育委員会 

1315 揚り畑遺跡 －７次 ８次調査報告書－ 東温市教育委員会 

1316 西臼杵郡日之影町所在 平底第２遺跡 宮崎県埋蔵文化財センター 

1317 

第 21回 古代官衙 集落研究会報告書 地方官衙

政庁域の変遷と特質 報告編 

奈良文化財研究所 

1318 

第 21回 古代官衙 集落研究会報告書 地方官衙

政庁域の変遷と特質 資料編 

奈良文化財研究所 

1319 

弥生時代の高地性集落とは －大阪における特徴と

性質－ 

大阪府立弥生文化博物館 

1320 榎木遺跡 －７区 Bの調査－ 佐賀市教育委員会 

1321 

久池井二本松遺跡 －８区の調査－ 榎木遺跡 －７

区 Aの調査－ 

佐賀市教育委員会 

1322 佐賀市埋蔵文化財確認調査報告書 －2015年度－ 佐賀市教育委員会 

1323 蛎久遺跡 －４区の調査－ 佐賀市教育委員会 

1324 佐賀城跡Ⅴ －東堀の調査 整備－ 佐賀市教育委員会 

1325 灰塚遺跡 －１区の調査－ 佐賀市教育委員会 

1326 尼寺一本松 鍵尼遺跡 －８区の調査－ 佐賀市教育委員会 

1327 尼寺四本松遺跡 －５区の調査－ 佐賀市教育委員会 

1328 今山八幡籠遺跡 －１区の調査－ 佐賀市教育委員会 

1329 

東名遺跡のすべて 歴史をぬりかえた縄文のタイム

カプセル 

佐賀市教育委員会 

1330 

有明海の恵みと縄文文化 －有明海と人との関わ

り その始まりと展開－ 

佐賀市教育委員会 

1331 幕末佐賀藩三重津海軍所跡Ⅴ －21区の調査－ 佐賀市教育委員会 

1332 武蔵野市井の頭池遺跡群 武蔵野市教育委員会 

1333 板橋区 文化財年報 13 （平成 28年度 29年度） 板橋区教育委員会 

1334 平成 29年度 三重県埋蔵文化財年報 三重県埋蔵文化財センター 

1335 山口県立山口博物館研究報告 第 44号 山口県立山口博物館 

1336 館報 40 山口県立山口博物館 

1337 利尻研究 利尻町立博物館年報 第 38号 利尻町立博物館 
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 書籍名 寄贈者 

1338 百間川一の荒手及び背割堤 百間川二の荒手２ 岡山県古代吉備文化財センター 

1339 上ノ城跡 広島県教育事業団 

1340 万葉集に詠まれた「ひみ」 氷見市立博物館 

1341 金鈴塚古墳研究 第７号 木更津市郷土博物館金のすず 

1342 金のすず －10th Anniversary－ 木更津市郷土博物館金のすず 

1343 幕末佐賀藩三重津海軍所跡Ⅴ －21区の調査－ 佐賀市教育委員会 

1344 桑田遺跡 二本杉遺跡 元巣塚 えびの市教育委員会 

1345 

東京都国分寺市 羽根沢遺跡調査報告書 第６ ８

次調査 恋ヶ窪遺跡 発掘調査報告書 第 100次調査 

共和開発株式会社 

1346 

第 19回シンポジウム ８世紀の瓦づくりⅧ －一

本づくり 一枚づくりの展開２－ 発表要旨 

濱﨑真二 

1347 

第 19回シンポジウム ８世紀の瓦づくりⅧ －一

本づくり 一枚づくりの展開２－ 資料集(西日本

編) 

濱﨑真二 

1348 

石川県金沢市 畝田 寺中遺跡ⅩⅡ －木曳野遺跡

群Ⅹ－ 

金沢市埋蔵文化財センター 

1349 石川県金沢市 直江ボンノシロ遺跡Ⅲ 金沢市埋蔵文化財センター 

1350 石川県金沢市 出雲じいさまだ遺跡Ⅳ 金沢市埋蔵文化財センター 

1351 石川県金沢市 出雲じいさまだ遺跡Ⅴ 金沢市埋蔵文化財センター 

1352 

国指定史跡 加越国境城跡群及び道 －切山城跡 

松根城跡 小原越－ 保存計画書 

金沢市埋蔵文化財センター 

1353 

石川県金沢市 金沢城下町遺跡（兼六元町７番地

点） 

金沢市埋蔵文化財センター 

1354 

石川県金沢市 金沢城下町遺跡（大手町３番地点） 

～津田玄蕃邸跡～ 

金沢市埋蔵文化財センター 

1355 

金沢市指定史跡 本多家上屋敷西面門跡及び堀跡附

道跡 調査報告書 

金沢市埋蔵文化財センター 

1356 

石川県金沢市 畝田 寺中遺跡ⅩⅢ －木曳野遺跡

群ⅩⅠ－ 

金沢市埋蔵文化財センター 

1357 

金沢市指定史跡 金沢城 惣構跡 （升形遺構）史

跡整備報告書 

金沢市埋蔵文化財センター 

1358 

国指定史跡 加越国境城跡群及び道 －切山城跡 

松根城跡 小原越－ 整備基本計画書 

金沢市埋蔵文化財センター 

1359 

第 15回 全国藩校サミット金沢大会 未来へつな

ぐ『学都金沢』の礎 

金沢市埋蔵文化財センター 

1360 博物館研究 通巻 609号 （公財）日本博物館協会 

1361 高本古墳群Ⅱ 総社市教育委員会 

1362 狩谷遺跡 狩谷古墳群 総社市教育委員会 

 書籍名 寄贈者 

1363 総社市埋蔵文化財調査年報 27（平成 28年度） 総社市教育委員会 

1364 史跡赤松氏城跡 置塩城跡 保存活用計画 姫路市埋蔵文化財センター 

1365 柳井市伊保庄地区 上峠遺跡 柳井市教育委員会 

1366 本ノ木 田沢遺跡群総括報告書 新潟県教育委員会 

1367 日本の梵鐘 新装版 伊東照雄 

1368 

明治日本の産業革命遺産 製鉄 製鋼、造船、石炭

産業 

山口県教育委員会 

1369 

世界遺産「明治日本の産業革命遺産」ガイドブック 

製鉄 製鋼編 鉄がわかる本 

山口県教育委員会 

1370 世界遺産「神宿る島」宗像 沖ノ島と関連遺産群 宗像市教育委員会 

1371 日本土器辞典 伊東照雄 

1372 

世を開く道しるべとならん ～明治を創った男 大

島圭介～ 

上郡町郷土資料館 

1373 同志社大学歴史資料館 館報 第 21号 同志社大学歴史資料館 

1374 岐阜県関市 寺前遺跡 －第９次発掘調査報告書－ 株式会社イビソク 

1375 國學院大學 研究開発推進機構紀要 第 11号 國學院大學研究開発推進機構 

1376 

長野県安曇野市 穂高古墳群 2016 2017年度 F９

号墳発掘調査報告書 

國學院大學文学部考古学研究室 

1377 上野遺跡Ⅰ 第１次調査 新潟県埋蔵文化財調査事業団 

1378 土橋北遺跡 新潟県埋蔵文化財調査事業団 

1379 

鹿児島国際大学ミュージアム調査研究報告 第 16

集 

鹿児島国際大学ミュージアム 

1380 カメラ毎日 1966 ３月号 伊東輝雄 

1381 

中野遺跡 －倉庫の建設に伴う発掘調査報告

（NN2016-1）－ 

富田林市教育委員会 

1382 平成 29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 

1383 

錦織遺跡 －倉庫建設に伴う発掘調査報告

（NK2016-1）－ 

富田林市教育委員会 

1384 久村鉱山跡 ―選鉱場の調査― 島根県教育庁埋蔵文化財センター 

1385 久村鉱山跡 ―選鉱場の調査― 島根県教育庁埋蔵文化財センター 

1386 垂水遺跡 松林寺遺跡 庵寺石塔群 島根県教育庁埋蔵文化財センター 

1387 垂水遺跡 松林寺遺跡 庵寺石塔群 島根県教育庁埋蔵文化財センター 

1388 亀居城関連遺跡 亀居城跡 広島県教育事業団 

1389 

県内遺跡発掘調査報告書Ⅷ 平成 29 30年度県内

遺跡試掘 確認調査 

新潟県教育委員会 

1390 東京都板橋区 大谷口上町遺跡発掘調査報告書 板橋区教育委員会 

1391 地頭分溝渕遺跡 広島県教育事業団 

1392 夕倉遺跡 広島県教育事業団 
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 書籍名 寄贈者 

1393 國學院大學博物館 研究報告 2019 第 35輯 國學院大學博物館 

1394 四本寺第２号墳 広島市文化財団 

1395 

女子的考古学のススメ きゅーはく女子考古部 

2018＞2019 

九州国立博物館 

1396 

女子的考古学のススメ きゅーはく女子考古部 

2018＞2019 

九州国立博物館 

1397 静岡県富士市 天間沢遺跡 第 45地区 富士市教育委員会 

1398 平成 30年度 野洲市内遺跡発掘調査年報 野洲市教育委員会 

1399 神奈川県横浜市 公田平台遺跡 発掘調査報告書 株式会社パスコ 

1400 國學院大學 院友学芸員 2019 No.12 國學院大學博物館学研究室 

1401 國學院大學 博物館學紀要 第 43輯 國學院大學博物館学研究室 

1402 高浜Ⅰ遺跡（３区） 島根県埋蔵文化財調査センター 

1403 高浜Ⅰ遺跡（３区） 島根県埋蔵文化財調査センター 

1404 西南学院大学博物館年報 第 10号 2017 西南学院大学博物館 

1405 藤井家文書（豊田町 阿座上） 下関市立豊田文化財資料室 

1406 藤井家文書（豊田町 阿座上） 下関市立豊田文化財資料室 

1407 御堂谷遺跡 諸友大師山横山Ⅳ群１号穴 島根県教育庁埋蔵文化財センター 

1408 御堂谷遺跡 諸友大師山横山Ⅳ群１号穴 島根県教育庁埋蔵文化財センター 

1409 市内遺跡発掘調査概要報告書ⅩⅤ 西都原地区遺跡 西都市歴史民俗資料館 

1410 

斎院烏山遺跡３次調査 朝美辻遺跡３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 

1411 

田川市石炭 歴史博物館 館報 第 12号（平成 29

年度） 

田川市石炭 歴史博物館 

1412 筑豊を掘った生徒たちの足跡 田川市教育委員会 

1413 小犬丸遺跡 吉富町教育委員会 

1414 小犬丸遺跡 吉富町教育委員会 

1415 岐阜城跡５ －史跡整備に伴う発掘調査－ 岐阜市教育委員会 

1416 

神奈川県茅ヶ崎市 公共下水道敷設関連調査 平成

14年度発掘調査 

茅ヶ崎市文化 スポーツ振興財団 

1417 

神奈川県茅ヶ崎市 公共下水道敷設関連調査 平成

18年度発掘調査 

茅ヶ崎市文化 スポーツ振興財団 

1418 

神奈川県茅ヶ崎市 公共下水道敷設関連調査 平成

28年度発掘調査 

茅ヶ崎市文化 スポーツ振興財団 

1419 

神奈川県茅ヶ崎市 公共下水道敷設関連調査 平成

29年度発掘調査 

茅ヶ崎市文化 スポーツ振興財団 

1420 

柊野第１遺跡 県営畑地帯総合整備事業白鳥地区に

伴う発掘調査概要報告 

えびの市教育委員会 

1421 平成 29年度（2017年度） 日田市埋蔵文化財年報 日田市教育委員会 

 書籍名 寄贈者 

1422 手崎遺跡３次 日田市教育委員会 

1423 求来里の遺跡Ⅴ 町ノ坪遺跡 A C区の調査 日田市教育委員会 

1424 上井手遺跡４次 日田市教育委員会 

1425 日田条里飛矢地区２次 日田市教育委員会 

1426 柳ノ本遺跡１ ２次 日田市教育委員会 

1427 

重要文化的景観 小鹿田焼の里 保存整備事業報告

書 －池ノ鶴地区棚田整備報告－ 

日田市教育委員会 

1428 大膳寺跡６ 四日市市教育委員会 

1429 尾平宮前遺跡 四日市市教育委員会 

1430 

一般国道１号北勢バイパス埋蔵文化財発掘調査概報 

ⅩⅣ 

四日市市教育委員会 

1431 

名古屋市見晴台考古資料館 年報 35 2017（平成

29）年度事業報告 

名古屋市見晴台考古資料館 

1432 八幡古表神社の乾衣祭 吉富町教育委員会 

1433 八幡古表神社の乾衣祭 吉富町教育委員会 

1434 平成 29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 

1435 鳥取の明治維新 鳥取市歴史博物館やまびこ館 

1436 東京都文京区 後楽一 二丁目遺跡 第２地点 文京区教育委員会 

1437 古川遺跡―第２ ３次―発掘調査報告書 菊川市教育委員会 

1438 坊之谷古墳群 坊之谷横穴発掘調査報告書 菊川市教育委員会 

1439 

博物館学国際セミナー報告書「博物館アーカイヴス

の構築」 

矢島國雄 

1440 岡山城二の丸跡 岡山県古代吉備文化財センター 

1441 新池尻遺跡 岡山県古代吉備文化財センター 

1442 

攻略！おかやまの中世城館 第五巻（備中国南部

編） 

岡山県古代吉備文化財センター 

1443 

遺跡で学ぶ岡山の歴史 岡山の弥生時代１－弥生の

村と暮らし－ 

岡山県古代吉備文化財センター 

1444 

丸小山墳墓群 下関市大字延行字幸子ヶ森４蕃１地

内丸小山墳墓群発掘調査報告書 

下関市教育委員会 

1445 

丸小山墳墓群 下関市大字延行字幸子ヶ森４蕃１地

内丸小山墳墓群発掘調査報告書 

下関市教育委員会 

1446 下原遺跡（３） 群馬県埋蔵文化財調査事業団 

1447 中棚Ⅰ遺跡 群馬県埋蔵文化財調査事業団 

1448 林中原Ⅱ遺跡（３） 群馬県埋蔵文化財調査事業団 

1449 西ノ上跡（２） 群馬県埋蔵文化財調査事業団 

1450 西久保Ⅰ遺跡（２） 西久保Ⅴ遺跡 群馬県埋蔵文化財調査事業団 

1451 年報 37 平成 29年度事業概要 群馬県埋蔵文化財調査事業団 
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 書籍名 寄贈者 

1452 研究紀要 37 群馬県埋蔵文化財調査事業団 

1453 古墳人、現る －金井東裏遺跡の奇跡－ 群馬県埋蔵文化財調査事業団 

1454 

神奈川県平塚市 遠蔵／北金目塚越他 平成 27 28

年度市内遺跡緊急調査報告 

平塚市教育委員会 

1455 岡山県立博物館研究報告 39 岡山県立博物館 

1456 

平成 30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 

1457 皇學館大学研究開発推進センター紀要 第５号 皇學館大学研究開発推進センター 

1458 

平成 29年度 皇學館大学研究開発推進センター年

報 第５号 

皇學館大学研究開発推進センター 

1459 調査年報 31 平成 30年度 北海道埋蔵文化財センター 

1460 千葉市東海道遺跡（第２次） 千葉市教育振興財団 

1461 人間文化 46号 滋賀県立大学人間文化学部 

1462 大村市 市内遺跡発掘調査概報９ 大村市教育委員会 

1463 平間遺跡 発掘調査報告書 淡路市教育委員会 

1464 樋山遺跡 細呂木阪東山遺跡 福井県埋蔵文化財調査センター 

1465 寄安 栗森遺跡 福井県埋蔵文化財調査センター 

1466 犬山遺跡 福井県埋蔵文化財調査センター 

1467 御簾尾 東田中遺跡 福井県埋蔵文化財調査センター 

1468 年報 33 －平成 29年度－ 福井県埋蔵文化財調査センター 

1469 福井城山里口御門復元整備事業報告書 福井県埋蔵文化財調査センター 

1470 国立歴史民俗博物館研究報告 第 215集 国立歴史民俗博物館 

1471 平成 30年度市内遺跡発掘調査報告書 京丹後市教育委員会 

1472 

市内遺跡確認調査概要報告書ⅩⅠ －神埼市内埋蔵

文化財確認調査（平成 29年度）の概要－ 

神埼市教育委員会 

 書籍名 寄贈者 

1473 

余戸中ノ孝遺跡１ ２ ４ ５次調査 余戸柳井田

遺跡１ ２ ３ ６次調査 東垣生八反地遺跡１ 

３ ４次調査 南吉田南代遺跡１次調査 

松山市埋蔵文化財センター 

1474 東諸県郡国富町所在 塚原遺跡Ⅱ 宮崎県埋蔵文化財センター 

1475 都城市所在 平田遺跡 F地点 G地点 宮崎県埋蔵文化財センター 

1476 史跡出雲国府跡 －10－ 島根県埋蔵文化財調査センター 

1477 史跡出雲国府跡 －10－ 島根県埋蔵文化財調査センター 

1478 城郭研究室年報 VOL.28 2019 姫路市立城郭研究室 

1479 

わくわくする研究を歴博で！ －国立歴史民俗博物

館の共同研究紹介－ vol.２ 

国立歴史民俗博物館 

1480 

埋蔵文化財調査（市内遺跡）報告書 －平成 30年

度－ 

千葉市教育委員会 

1481 岡山びと 岡山シティミュージアム紀要 第 12号 岡山シティミュージアム 

1482 一乗谷朝倉氏遺跡資料館 紀要 2017 福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 

1483 戦国の輝き～朝倉市ゆかりの名刀降臨～ 福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 

1484 博物館研究 通巻 610号 日本博物館協会 

1485 

平成 30年度 史跡古津八幡山 弥生の丘展示館 

企画展関連講座 講演会 記録集 

新潟市文化財センター 

1486 武井峯岸Ⅴ遺跡 群馬県埋蔵文化財調査事業団 

1487 

七日市陣屋跡 七日市古墳群 小原遺跡 上佐鳥明

神前遺跡（前橋市 0934遺跡） 

群馬県埋蔵文化財調査事業団 

1488 台遺跡  群馬県埋蔵文化財調査事業団 

1489 前畑 J遺跡 群馬県埋蔵文化財調査事業団 

1490 九州大学総合研究博物館研究報告 第 15-16号 九州大学総合研究博物館 

1491 東京都町田市 本部台遺跡 発掘調査報告書 玉川大学教育博物館 

1492 神明遺跡 刑部遺跡 岡山県古代吉備文化財センター 
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