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ごあいさつ 

 

本書は、下関市立考古博物館の令和元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(1995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。開館から 25 年目を迎え、開館以来の入館者数は 3 月末日までの累計で

655,187 人となりました。年度ごとの入館者数につきましては、入館料を無料化した平成

15年度以降、22,000人から 25,000人台の確実な入館者を維持しております。 

館の運営につきましては施設の適切な維持管理はもとより、資料の収集、保管、展示、

調査研究、教育普及といった博物館の主要な業務を確実に行い、知的満足度の高い生涯学

習施設としての機能を一層充実し、より多くの方々にご利用いただけるよう、努力してい

るところです。特に今年度は企画展示の内容に沿った講演会や体験講座を意識的に開催し、

新規メニューを複数取り入れるなど積極的な教育普及活動を展開するとともに、新たな取

り組みとして、新潟大学災害・復興科学研究所や福井県立恐竜博物館などの外部研究組織

と調査研究について相互に連携し、複合的博物館活動についても実践してまいりました。 

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、尽力して

まいる所存です。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 2年（2020年）3月 

 

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   沖中真志 

主 任（学芸員） 小林善也 

主 任（学芸員） 松永博明 

主 任（学芸員）    太田雅史（兼務） 

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） 巽 優貴 

非常勤（受 付）  山本孝男 

非常勤（受 付）  和氣理花 

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）     藤原彰久 

学芸員      阿南翔悟  

学芸員      中山元智 

 

 

(令和 2年(2020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：令和 2年(2020年) 2月 21日（金） 13:30～15:30 

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：令和元年(2019 年) 8 月 1 日～令和 3 年(2021 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 

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 

田中絹代記念館サポーター 
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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 

社会福祉法人きずな理事 

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 

（令和 2年(2020年) 3月 31日現在） 

 

(３) 予算 

事業名 令和元年度予算額 

管理運営業務 34,214 

展示業務 6,848 

調査研究業務 7,821 

教育普及業務 288 

合計 49,171 

（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 

令和元年度特別展資料調査 

・山口県庁 

・山口県埋蔵文化財センター 

小林 善也 令和元年(2019年) 6月 13日(木) 

中ノ浜遺跡出土品等の資料調査 

・筑波大学 
小林 善也 

令和 2年(2020年)  

2月 4日(火)・2月 5日(水) 

 

(２) 研修等 

派遣先 派遣職員 派遣日時 

令和元年度山口県博物館協会総会 

・山口県立山口博物館 
沖中 真志 令和元年(2019年) 5月 13日(月) 
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令和元年度山口県博物館協会研修会 

・美祢市 秋吉台エコミュージアムほか 
小林 善也 令和元年(2019年) 12月 4日(水) 

 

(３) 綾羅木郷遺跡ほか館蔵資料の整理 

企画展「郷台地奇譚 EpisodeⅢ―郷台地の弥生石器とその石材―」開催に伴う資料調査 

 

(４) その他 

下関市産恐竜卵化石寄贈（令和元年(2019年) 12月 23日寄贈）に係る関連資料の調査 

 

(５) 新潟大学災害・復興科学研究所との共同研究 

新潟大学災害・復興科学研究所（教授 卜部 厚志氏）との共同研究として、響灘沿岸地

域における海岸低地の古地理復元、縄文時代の海進、津波堆積物の有無、弥生時代の水田

立地と自然災害の影響等についての基礎的な調査研究を行うため、昨年度に引き続き地質

ボーリング調査を実施した。なお、調査は考古博物館ボランティアの協力のもと行った。 

内   容：綾羅木地区及び吉母地区の低地で、打撃式簡易機械ボーリングを使って、地

表から地下に筒状の穴を掘り堆積物を採取した。試料は考古博物館にて剥ぎ

取りを行い、標本を製作した。 

現 地 調 査：令和元年(2019年) 12月 17日（火）～令和元年(2019年) 12月 20日（金） 

調査対象地：綾羅木地区（中山神社境内）、吉母地区（若宮神社周辺） 

参 加 者：ボランティア 延べ 11名 

 

 

３ 展示 

(１) 常設展示 

①下関市産恐竜卵化石の展示を開始。 

今から約 60年前の昭和 35年(1960年)に下関市で発見され、昭和 40年(1965年)

に採集された化石は、当時高校生であった採集者が長い間大切に保管していた。

平成 29年(2017年)、この化石の存在を知った研究者が調べたところ、国内未発

見の種類の恐竜の卵化石であるということが明らかになった。さらに、発見さ

れた当時、国内で恐竜化石は確認されておらず、下関市産恐竜卵化石が日本初

の恐竜化石の発見となった。 
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このたび、所有者から下関市にこの化石の寄贈を受け、下関市立考古博物館で

常設展示することとした。下関市内では植物化石が多数産出しているほか、恐

竜の足跡化石も発見されていることから、市域での地質や古生物調査の進展に

よって、自然史研究がさらに深まることが期待される。 

展示公開開始：令和 2年(2020年) 3月 14日～ 

主な展示資料：下関市産恐竜卵化石 

（ムルティフィス・ウーリトゥス・シモノセキエンシス） 

※展示開始時は実物を展示するが、その後は資料保護や研究等

のため複製品を展示する場合がある。 

恐竜卵化石復元模型 

恐竜卵化石採集当時の記録ほか 

協 力（監修）：福井県立大学恐竜学研究所、福井県立恐竜博物館 

そ の 他：本展示は令和元年度ふるさとしものせき応援基金事業として 

実施し、下記物品等の製作を行った。 

・恐竜卵化石レプリカ（卵化石破片 7点、卵化石復元模型） 

・吉母産恐竜足跡化石レプリカ 

（北九市立自然史・歴史博物館蔵 2点） 

・展示ケース（2台） 

・LEDスポット照明（4台） 

・展示ブース 

・映像装置 

〈式典・講演会〉 

日 時：令和 2年(2020年) 3月 14日（土） 

9：30～ 式典 

10：30～ 講演会 

演 題：「恐竜卵化石の研究からわかる、恐竜時代の下関」 

講 師：今井拓哉氏（福井県立大学恐竜学研究所 助教） 

→コロナウイルス感染症対策に伴い中止。 

②パネルボードで市内遺跡や出土品の紹介を行う。 

→日本遺産及び博物館実習生作成パネル展示実施中。 

 

 

 

 

▲恐竜卵化石チラシ 
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(２) 企画展示 

① 企画展「郷台地奇譚 EpisodeⅡ―綾羅木式土器の世界―」 

（※事業年度は平成 30 年度であるが、年度をまたいでの企画であるため、今年度内の実施 

内容について記載） 

会 期：平成 31年(2019年) 3月 16日（土）～令和元年(2019年) 6月 9日（日） 

来館者：4,128名（開館日数 60日、1日平均 69人） 

    ※令和元年度以降の来館者数 

内 容：綾羅木郷遺跡史跡指定 50周年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。 

展 示 構 成：①弥生土器をめぐって 

       ・弥生土器を調べるということ 

       ・研究小史 

       ・下関市最古の弥生土器 

       ・土器をみる、調べる 

       ②綾羅木式土器の世界 

       ・綾羅木式土器 

       ・山形重弧文をほどこした壺 

       ・文様をほどこす～その道具と方法～ 

       ③綾羅木式土器の広がりと終えん 

       ・その広がり～響灘から山陰～ 

       ・その終えん～内折口縁土器と城ノ越式土器～ 

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、早川和子氏原画、綾羅木式土器文様拓本、写真、図書 

 

〈展示解説会〉 

時 間：各回 10:00～、13:30～ 

第 2 回：平成 31 年(2019年) 4 月 20 日（土） 計 11名 

第 3 回：令和 元 年(2019年) 6月  8日（土） 計 23名 

※第 1回は平成 30年度開催のため記載していない。 

 

▲企画展ポスター 
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② 巡回展「発掘された山口―山口県埋蔵文化財センター巡回展―」 

会 期：令和元年(2019年) 6月 29日（土）～ 8月 25日（日） 

来館者：3,161名（開館日数 50日、1日平均 63人） 

内 容：山口県埋蔵文化財センターが過去に県内各地で実施し

た旧石器時代から江戸時代の県内各地の出土品を解説

パネルとともに展示し、山口県の歴史や文化財を通史

的に紹介し、市民の文化財に対する理解と地域の歴史

に対する愛着と誇りを醸成するもの。山口県埋蔵文化

財センターの行う巡回展の一環として実施する。 

主な展示資料：旧石器時代：高野遺跡（下関市）ほか－石器類、

縄文時代：田ノ浦遺跡（上関町）ほか－縄文土器・

石器類・土偶、弥生時代：高野遺跡（下関市）ほか－弥生土器・石器類・金

属製品・装飾品、古墳時代：高野遺跡（下関市）ほか－円筒埴輪・土器類・

鉄製品・陶棺・装身具、古代：新宮山経塚（山口市）ほか－土器類・経塚埋

納品・土坑墓副葬品・瓦類、中世：東禅寺・黒山遺跡（山口市）ほか－土器

類・金属製品・土坑墓副葬品、近世：萩城跡（萩市）ほか－陶磁器類・金属

製品・銭貨 

 

〈講演会〉 

日 時：令和元年(2019年) 7月 13日（土） 13：30～16：10 

講 師：上山佳彦氏（山口県埋蔵文化財センター調査第二課長） 

演 題：「埋蔵文化財から学ぶ自然災害と人びとの営み」 

参加者：51名 

※講演会後、講師による展示解説を実施。 

 

〈おやこで展示解説会〉 

日 時：令和元年(2019年) 8月 18日（日） 10:00～、14：00～ 

参加者：8名 

 

 

 

 

 

▲巡回展ポスター 
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③ 発掘速報展「掘ったほ！下関 2019」 

会 期：令和元年(2019年) 12月 7日（土）～令和 2年(2020年) 2月 23日（日） 

来館者：3,535名（開館日数 61日、1日平均 58人） 

内 容：平成 30 年度に下関市教育委員会が実施した発掘調査

成果を中心に、下関市域の遺跡・遺物について紹介。 

主な展示資料：長門国府跡（宮の内地区）－土師器・須恵器・

陶磁器・製塩土器・鋳銭関連遺物・軒瓦、延行

条理遺跡（松ノ木地区）－土師器・輸入磁器、

川棚条里跡－土師器・輸入磁器、高山古谷遺跡

－耳環、坂磯遺跡－陶磁器・銭貨、保存処理品

－丸小山墳墓群出土鉄鏃・延行条里遺跡出土鞘

付短刀、勝山御殿跡－史跡指定関連資料 

 

〈展示解説会〉 

時 間：各回 10:00～、13:30～ 

第 1 回：令和元年(2019年) 12月 14日（土）  計 25名 

第 2 回：令和 2年(2020年) 1 月 25日（土）  計  8名 

第 3 回：令和 2年(2020年) 2 月 15日（土）  計  5名 

 

④ 企画展「郷台地奇譚 EpisodeⅢ―郷台地の弥生石器とその石材―」 

会 期：令和 2年(2020年) 3月 21日（土）～6月 28日（日） 

来館者：コロナウイルス感染症対策に伴う臨時休館により来館者なし 

（令和 2 年(2020 年) 3 月 31 日現在） 

内 容：綾羅木郷遺跡の保存運動で揺れた昭和 40 年(1965 年) から昭和 47 年(1972 年)に

かけての発掘調査では、約 1,000 基の貯蔵穴とそれを取り囲む環濠が検出され、

多種多様な遺物が出土した。このうち石器類は 8,000 点以上が確認されているも

のの、そのほとんどは未成品や破損品で、完形品はごく一部である。郷台地の地

質的特徴として、その地表地質は中～細砂の均質な砂層であるため、遺構から出

土する岩石類は、大小にかかわらず外部から人為的に持ち込まれた可能性が高い。 

本展では、このような郷台地出土の弥生石器について特に石材に注目し、どのよ

うな器種がどのような石材で製作されているか、また、どこから入手したのかを

考察することによって、常設展示では知ることのできない、郷台地の弥生人の行

動範囲や地域間交流の一端とその課題について考えた。 

 

▲発掘速報展ポスター 
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主な展示資料：綾羅木郷遺跡出土石器 

砂岩、赤色頁岩、安山岩玢岩、ホルンフェルス、

黒色頁岩、結晶片岩、玉髄・瑪瑙、黒曜石（姫島

産）に分類し展示 

※本展開催に伴い、関連イベントを予定していたが、コロナウイ

ルス感染症対策に伴い中止となった。 

 

 

(３) 特別展示 

「至宝しものせき―梶栗浜遺跡と弥生の墓制―」 

会 期：令和元年(2019年) 9月 14日（土）～11月 17日（日） 

来館者：5,053名（開館日数 56日、1日平均 90人） 

内 容：梶栗浜遺跡は、響灘に面する海岸の砂浜の砂堆に営まれ

た弥生時代の墓地遺跡として古くから知られ、綾羅木郷

遺跡を集落とした郷台地の弥生人の墓地と目されてきた

遺跡でもある。 

この梶栗浜遺跡の出土品の中でもとりわけ注目されて

きた遺物に、大正 2年(1913年)の長州鉄道（現・ＪＲ山

陰本線の一部）敷設工事の際に発見された多鈕細文鏡と細形銅剣という朝鮮半島

系青銅器がある。このような弥生時代前期末から中期初頭の複数の青銅器副葬は

県内唯一の事例で、当時の先進地として間近な九州北部地域において、地域にお

ける有力集団が浮かび上がる時期と重なる。 

今回の展示では、発見当時の時代背景から東京国立博物館所蔵品となった多鈕細

文鏡と細形銅剣の現品を展示し、梶栗浜遺跡を中心として本市を代表する響灘沿

岸部の弥生時代墓地を取り上げることで、下関における弥生文化の多様性とその

意味を考えた。 

展 示 構 成：①梶栗浜遺跡をめぐって 

       ②海浜砂丘に抱かれた弥生墓地 

       ③王墓出現 

       ④梶栗浜遺跡と弥生の墓制 

主な展示資料：梶栗浜遺跡－多鈕細文鏡・細形銅剣・弥生土器・石製品、中ノ浜遺跡－細

形銅剣・貝製腕輪・石製品・土器棺・弥生土器、武久浜遺跡－半両銭、石

製品・ガラス製品・弥生土器、土井ヶ浜遺跡－貝製腕輪・貝製指輪・異形

貝製品・石製装身具・人骨・弥生土器、吉母浜遺跡－骨製品・弥生土器、

稗田地蔵堂遺跡－蓋弓帽・前漢鏡（レプリカ） 

▲企画展ポスター 

▲特別展ポスター 
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〈展示解説会〉 

時 間：各回 10:00～、13:30～ 

第 1 回：令和元年(2019年) 9月 15日（日）  計 20名 

第 2 回：令和元年(2019年) 10月 13日（日）  計 17名 

第 3 回：令和元年(2019年) 11月 10日（日）  計 14名 

 

 

４ 教育普及 

(１) 講演会 

① 一般教養講座（全 3 回） 

内 容：今年度から企画展・特別展の内容に沿った講師を招聘し、展覧会の内容理解を深

めることを目的に開催した。 

会 場：下関市立考古博物館 講堂 

時 間：各回 13:30～15:00 

 

《第 1 回》 

日 付：令和元年(2019年) 5月 26日（日） 

※平成 30年度企画展「綾羅木式土器の世界」期間中 

講 師：田畑直彦氏（山口大学埋蔵文化財資料館 助教） 

演 題：「綾羅木式土器とは何か―その世界と特質に迫る―」 

聴講者：67名 

 

《第 2 回》 

日 付：令和元年(2019年) 9月 28日（土） 

※特別展「至宝しものせき―梶栗浜遺跡と弥生の墓制―」期間中 

講 師：吉田広氏（愛媛大学ミュージアム 准教授） 

演 題：「日本列島の初期青銅器文化―梶栗浜遺跡出土の朝鮮 

半島系青銅器を読み解く―」 

聴講者：51名 

 

 

 

▲一般教養講座(第 2 回) 

▲一般教養講座(第 1 回) 
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《第 3 回》 

日 付：令和元年(2019年) 11月 2日（土）  

※特別展「至宝しものせき―梶栗浜遺跡と弥生の墓制―」期間中 

講 師：山田康弘氏（国立歴史民俗博物館 教授） 

演 題：「墓制からみた本州最西端の弥生社会―墓から読み 

解く社会構造―」 

聴講者：66名 

 

 

② 文化財講座（全 6 回） 

 考古学に関連した話題に限らず、当館をはじめとした本市専門職員が日頃の研究成果や

話題等について市民に対して周知するもの。 

会 場：下関市立考古博物館 講堂 

時 間：各回 13:30～15:00 

 

《第 1 回》 

日 付：令和元年(2019年) 6月 16日（日) 

講 師：阿南翔悟（文化財保護課 学芸員） 

演 題：「丸小山墳墓群発掘調査成果報告」 

聴講者：57名 

 

《第 2 回》 

日 付：令和元年(2019年) 9月 8日（土） 

講 師：安田 豊（考古博物館 非常勤学芸員） 

演 題：「海を渡る神―賀茂島御神幸祭」 

聴講者：60名 

 

《第 3 回》 

日 付：令和元年(2019年) 10月 20日（日） 

※特別展「至宝しものせき―梶栗浜遺跡と弥生の 

墓制―」期間中 

講 師：大藪由美子 

（土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム 係長） 

演 題：「古病理学からみた土井ヶ浜弥生人」 

聴講者：52名 

▲一般教養講座(第 3 回) 

▲文化財講座(第 1 回) 

▲文化財講座(第 3 回) 

▲文化財講座(第 2 回) 
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《第 4 回》 

日 付：令和元年(2019年) 12月 15日（日） 

講 師：吉留 徹（豊北歴史民俗資料館 館長） 

演 題：「蓋井島・山ノ神神事の伝承と祭事」 

聴講者：54名 

 

《第 5 回》 

日 付：令和 2年(2020年) 1月 19日（日） 

※発掘速報展「掘ったほ！下関 2019」期間中 

講 師：藤原彰久（文化財保護課 主任） 

演 題：「長門国府―最近の調査成果から―」 

聴講者：56名 

 

《第 6 回》 

日 付：令和 2年(2020年) 2月 23日（日）  

※発掘速報展「掘ったほ！下関 2019」期間中 

講 師：中原周一（文化財保護課 主任） 

演 題：「勝山御殿跡を語る―史跡指定 1周年を記念して―」 

聴講者：77名 

 

 

(２) 体験学習等 

① 令和木簡づくり（新規） 

内 容：令和への改元を記念して、長門鋳銭所跡から大量に出土した木簡を知っ

てもらい、考古資料への見方や考え方への理解を深めるために、受付前

に体験コーナーを設置した。 

国書に基づいて考案された元号を墨書することで、新元号に親しんでも

らうもの。 

場 所：下関市立考古博物館 エントランス（受付前） 

（1）祝改元記念 令和元年木簡を作ろう！ 

※国際博物館の日 期間中 

期 間：令和元年(2019年) 5月 1日（水）～5月 31日（金） 

参加者：452名 

 

▲文化財講座(第 4 回) 

▲文化財講座(第 6 回) 

▲文化財講座(第 5 回) 
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（2）木簡づくり体験 

※ウォームシェアスタンプラリー 期間中 

期 間：令和元年(2019年) 12月 1日（日）～令和 2年(2020年) 1月 31日（金） 

参加者：170名 

 

 

② 土器文様アクセサリーをつくろう！（新規） 

内 容：綾羅木式土器の文様をモチーフに造形粘

土を素材としたアクセサリーを製作する。 

企画展「郷台地奇譚 EpisodeⅡ―綾羅木

式土器の世界―」に関連する体験モニタ

リングとして実施したもの。 

実施日：令和元年(2019年)  

5月 12日（日）・6月 2日（日） 

時 間：各回 13：30～16：00 

参加者：15名 

 

 

③ 土笛・土鈴づくり教室 

内 容：日本で初めて綾羅木郷遺跡で発見された 

土笛（塤形土製品）と縄文時代の土鈴を 

実際に成形・焼成する。 

場 所：下関市立考古博物館 郷土学習室 

実施日：制作 令和元年(2019年) 7月 21日（日） 

焼成 令和元年(2019 年) 8 月 21 日（水） 

※土器づくり教室の作品と同時に実施 

参加者：66名 

 

 

 

 

 

 

▲ 土笛・土鈴づくり 

▲土器文様アクセサリーづくり 
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④ 土器づくり教室 

内 容：綾羅木郷遺跡から出土した弥生土器の製

作技法を紹介し、実際に成形・焼成する。 

場 所：下関市立考古博物館 講堂 

実施日：制作 令和元年(2019 年) 7月 28日（土） 

焼成 令和元年(2019年) 8 月 21 日（水） 

※土笛・土鈴づくり教室の作品と同時に 

実施 

参加者：66名 

 

 

⑤ 勾玉づくり教室 

内 容：滑石を加工して、弥生～古墳時代の代表

的な装身具である勾玉を制作する。 

実施日：令和元年(2019年) 8月 14日（水） 

参加者：62名 

 

 

⑥ 竪穴住居模型づくり教室 

内 容：日本民家の原型とされる竪穴住居を知っ

てもらうため、市内から発見された竪穴

住居をモデルとした模型を制作する。制

作にあたっては、1/2 サイズの竪穴住居

組み立てキットを実際に組み立て、当時

の暮らしぶりなどを体感してもらう。 

実施日：令和元年(2019年) 8月 23日（金）、8月 28日（水） 

参加者：39名 

 

 

 

 

▲ 土器づくり 

▲ 勾玉づくり 

▲ 竪穴住居模型づくり 
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⑦ 弥生の銅鏡づくりにチャレンジ！（新規） 

内 容：弥生時代の銅鏡のミニチュアを、低融解

合金を使って製作する。 

特別展「至宝しものせき―梶栗浜遺跡と

弥生の墓制―」に関連する体験モニタリ

ングとして実施したもの。 

実施日：令和元年(2019年) 10月 27日（日） 

参加者：17名 

 

 

⑧ 拓本づくりに挑戦しよう！（新規） 

内 容：土器や瓦文様等を紙に写し取って考古学の調

査研究に用いる伝統的な技法を体験。 

発掘速報展「掘ったほ！下関 2019」に関連す 

る体験モニタリングとして実施。 

実施日：令和 2年(2020年) 1月 26日（日） 

参加者：20名 

 

 

⑨ 地層標本づくりを体験しよう！ 

内 容：考古博物館に収蔵されている綾羅木や吉

母の海岸低地で採取された地層資料の標

本づくりを体験するもの。 

発掘速報展「掘ったほ！下関 2019」に関

連する体験モニタリングとして実施。 

実施日：令和 2年(2020年) 2月 9日（日） 

参加者：14名 

 

 

 

 

▲ 弥生の銅鏡づくり 

▲ 拓本づくり 

▲ 地層標本づくり 
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⑩ おとなの土器づくり教室 

内 容：18 歳以上を対象に、当地域を代表する綾羅木式土器について説明を行い、

壺と甕の 2個を制作することによって、地域の歴史への関心を深め考古学

や埋蔵文化財への理解を促す。 

焼成は、川中まちづくり協議会「川まち弥生まつり」開催日とする。 

場 所：下関市立考古博物館 体験広場 

実施日：制作 令和 2年(2020 年) 3 月 1日（日） 

焼成 令和 2 年(2020 年) 3月 21日（土） 

→コロナウイルス感染症対策に伴い中止。 

 

 

(３) その他事業 

①令和元年度こども文化パスポート事業（参加実績） 

主  催：北九州市教育委員会、下関市教育委員会、長門市、北九州都市圏広域行政推

進協議会 

内  容：子どもたちが、地域の文化・歴史・自然に接することにより、豊かな心を育

むとともに親子のふれあう機会を増やすことを目的として、夏休み期間を中

心に、文化施設をはじめとする様々な施設に無料または一部割引で入場でき

るなど施設で特典を受けられるスタンプラリー形式のパスポートを子どもた

ちに配布するもの。当館は平成 17年度から対象館となっている。 

期  間：令和元年(2019年) 7月 20日（土）～9月 1日（日）44日間 

特  典：ぶえ吉ファイル進呈（パスポート利用者先着 200名） 

入館者数：2,870人 

パスポート利用者数：427人 

 

②ウォームシェア事業（参加実績） 

主  催：下関市役所環境部環境政策課 

内  容：しものせき COOLCHOICE活性プロジェクトの一環として、冬場の電力需要が高

まる時間帯に、各家庭でエアコン等の暖房器具を使用して過ごすのではなく、

街中のショッピングセンターやカフェ等の店舗などに出かけてもらうことで、

まちなかのにぎわいづくりを進めるとともに「ウォームシェア」として家庭

の省エネ・節電等を図ることを目的とする事業。ウォームシェア期間中に、

ウォームシェア参加施設をまわる特典付きスタンプラリーを開催するもの。

対象館として参加。 
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期  間：令和元年(2019年) 12月 1日（日）～令和 2年(2020年) 1月 31日（金） 

特  典：来館記念木簡づくり無料体験（先着 500名） 

入館者数：1,079人 

スタンプラリー参加者数：135人 

木簡づくり体験者数：170名 

 

 

(４) 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・子育てネッ

ト「こどもはらっぱ」とコラボレーション企画を開催した。 

開催日 体験 参加者 

令和元年(2019年) 6月 8日（土） 赤米を植えよう 28名 

令和元年(2019年) 

7月 10日（水）・11日（木）・13日（土） 
手形プレートを作ろう 81名 

令和元年(2019年) 8月 28日（水） 考古博物館を探検しよう 14名 

令和元年(2019年) 10月 10日（木） 古墳の森ウォークラリー 44名 

令和元年(2019年) 10月 12日（土） 赤米を収穫しよう 10名 

合計 177名 

    

 

(５) 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。 

 日付 団体名 内容 人数 

1 令和元年(2019 年) 6 月 14 日（金） 関西小学校 6 年 勾玉づくり（体験） 15 名 

2 令和元年(2019 年) 6 月 21 日（金） 一の宮小学校 5 年 勾玉づくり（体験） 90 名 

3 令和元年(2019 年) 7 月 25 日（木） 長府東公民館 勾玉づくり（出前） 12 名 

4 令和元年(2019 年) 7 月 26 日（金） きくがわ児童クラブ 土笛づくり（体験） 34 名 

5 令和元年(2019 年) 7 月 30 日（火） 黒井村公民館 勾玉づくり（出前） 32 名 

6 令和元年(2019 年) 8 月 1 日（木） 文関児童クラブ 勾玉づくり（出前） 36 名 

7 令和元年(2019 年) 8 月 6 日（火） 安岡児童クラブ 土笛づくり（出前） 57 名 

8 令和元年(2019 年) 8 月 7 日（水） 山の田第 2 児童クラブ 勾玉づくり（出前） 22 名 

9 令和元年(2019 年) 8 月 9 日（金） 王司公民館 勾玉づくり（出前） 30 名 

10 令和元年(2019 年) 8 月 20 日（火） 吉見児童クラブ 勾玉づくり（出前） 29 名 
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 日付 団体名 内容 人数 

11 令和元年(2019 年) 8 月 21 日（水） 第 2 グリーンファーム蓮 勾玉づくり（体験） 19 名 

12 令和元年(2019 年) 10 月 11 日（金） 川中西小学校 5 年 勾玉づくり（出前） 126 名 

合計 502名 

 

 

(６) 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。 

 日付 学校名 人数 

1 令和元年(2019年) 6月 18日（火)・19日（水） 夢が丘中学校 4名 

2 令和元年(2019年) 7月 12日（金） 安岡中学校 1名 

3 令和元年(2019年) 8月 2 日（金） 吉見中学校 1名 

4 令和元年(2019年) 8月 7 日（水）・ 8日（木） 彦島中学校 5名 

5 令和元年(2019年) 8月 7 日（水）・ 8日（木） 勝山中学校 5名 

6 令和元年(2019年) 10月 2 日（水）・ 3日（木） 下関中等教育学校 3名 

7 令和元年(2019年) 11月 6 日（水）・ 7日（木） 垢田中学校 3名 

8 令和元年(2019年) 11月 8 日（金） 川中中学校 5名 

9 令和 2年(2020年) 2月 12日（水）～14日（金） 下関工科高等学校 2名 

合計 24名 

 

 

 

 

 

▲職場体験学習 ▲出前講座(勾玉づくり) 



23 

(７) 博物館実習生の受け入れ 

学芸員資格取得希望者を受け入れ、博物館における実務等について指導を行った。 

 日付 学校名 人数 

1 
令和元年(2019年)  

9月 10日（火）～14日（土） 
梅光学院大学 １名 

 

 

(８) 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。 

 日付 受入者 人数 

1 令和元年(2019年) 7月 26日（金） 下関総合支援学校 教諭 1名 

2 令和元年(2019年) 8月 8日（木） 下関西高等学校 教諭 1名 

3 
令和元年(2019年)  

8月 20日（火）～22日（木） 
安岡小学校 教頭 1名 

 

 

(９) 講師の引き受け 

各種団体からの依頼に応じ、講師を引き受けた。 

 

 

(１０) 川中まちづくり協議会との協同活動 

昨年度から川中まちづくり協議会主催事業として「川まち弥生まつり」を考古博物館及

び史跡綾羅木郷遺跡公園を会場として、下記のとおり開催を予定していたが、コロナウイ

ルス感染症対策に伴い中止となった。 

日 時：令和 2年(2020年) 3月 21日（土） 10：45～15：30 

場 所：史跡綾羅木郷遺跡公園、下関市立考古博物館一帯 

主 催：川中まちづくり協議会（弥生まつり実行委員会） 

・飲食店 

・フリーマーケット 

 日付 団体名 人数 

1 令和元年(2019年) 6月 5日（水） 
下関市小学校教育研究会社会

科部会研修会 
36名 
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・史跡ウォークラリー 

・ステージイベント 

・体験学習（勾玉づくり、火起こし）考古博物館職員指導、協議会補佐 

・シャトルバス運行（川中公民館⇔考古博物館） 

考古博物館主催 

・土器焼成（野焼きの実演）、ボランティア活動紹介展示 

 

 

５ 特別観覧・資料利用並びに貸出 

 

 

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 16名が登録し、各種行事の補助などの活動を行った。 

活動報告：月 1回の定例会開催、ボランティア活動紹介展示コーナーの製作 

【令和元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 大塚 昭 福田信弘 

永島洋平 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 吉岡 蔚 合計 16名 

 日付 申請者 資料名 

1 
令和元年(2019年) 

 6月 27日(木) 
山口放送下関支社 吉母浜遺跡出土アワビオコシ 

2 
令和元年(2019年) 

 9月 3日(火) 
個人 綾羅木郷遺跡出土土笛 

3 
令和元年(2019年) 

 11月 7日(木)・8日(金) 
個人 綾羅木郷遺跡出土土笛 

4 
令和 2年(2020年) 

2月 18日(火)～21日(金) 
個人 綾羅木郷遺跡出土遠賀川式土器 

5 
令和元年(2019年) 

7月 12日(木) 
弘前大学 

塚の原遺跡及び綾羅木郷出土炭

化米 

6 
令和 2年(2020年) 

2月 7日(金)～8月 30日(日) 
山口県立山口博物館 

下関市産恐竜卵化石デジタル画

像及び復元模型デジタル画像 
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(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 24』『研究紀要 23』を公開した。 

研究紀要の内容は下記のとおり。 

 （1）平成 30年度企画展Ⅱ 綾羅木郷遺跡史跡指定 50周年記念 

   「郷台地奇譚 EpisodeⅠ―文化財保護の金字塔―」展に伴う講演禄 

   ①綾羅木郷台地遺跡の保存と緊急調査（平成 30年(2018年)9月 8日） 

     講 師：伊藤照雄氏（元下関市教育委員） 

   ②考古博物館開館前後（平成 30年(2018年)10月 27日） 

     講 師：野村忠司氏（下関市文化協会 顧問） 

   ③日本の笛、世界の笛（平成 30年(2018年)10月 27日） 

     講 師：田村 洋氏（作曲家、山口県立大学 名誉教授） 

   ④写真で訴えた文化財保護（平成 31年(2019年)3月 9日） 

     講 師：吉岡一生氏（写真家） 

（2）「賀茂島御神幸祭」についての素描 

     執筆者：安田 豊（考古博物館 非常勤学芸員） 

 

(３) 広報活動 

下関市立考古博物館公式ホームページ、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。 

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。 

 

〔ぶえ吉 Facebook〕 

・フォロワー数   142 件 

・合計「いいね！」 123 件 

・年度内投稿数    61 件 

 

▲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 25 128 509 637 1,271 51 

5 27 150 1,116 1,029 2,295 85 

6 27 83 522 666 1,271 47 

7 26 183 410 710 1,303 50 

8 27 179 820 975 1,974 73 

9 25 99 1,356 831 2,286 91 

10 27 168 1,211 1,125 2,504 93 

11 26 119 158 578 855 33 

12 23 38 99 438 575 25 

1 23 31 69 404 504 22 

2 24 89 729 1,824 2,642 110 

3 1 7 8 21 36 36 

合計 281 1274 7007 9235 17,516 62 

※令和 2年(2020年) 3月 2日（月）～3月 31日（火）は臨時休館 

 

(２) 企画展開催期間中入館者 

企画展「郷台地奇譚 Episode II―綾羅木式土器の世界―」 

期間 
開館 
日数 

幼児 小中高 大人 合計 
1 日 
平均 

4 月 1 日(月)～6 月 9 日(日) 60 309 1,918 1,901 4,128 69 

巡回展「発掘された山口―山口県埋蔵文化財センター巡回展―」 

6 月 29 日(土)～8 月 25 日(日) 50 344 1,194 1,623 3,161 63 

特別展「至宝しものせき―梶栗浜遺跡と弥生の墓制―」 

9 月 14 日(土)～11 月 17 日(日) 56 334 2,631 2,088 5053 90 

発掘速報展「掘ったほ！下関 2019」 

12 月 7 日(土) 
～令和 2 年(2020 年) 2 月 23 日(日) 

61 154 876 2,545 3,535 58 

企画展「郷台地奇譚 EpisodeⅢ―郷台地の弥生石器とその石材―」 

令和 2 年(2020 年)  
3 月 21 日(土)～3 月 31 日(火) 

0 0 0 0 0 0 

※令和 2年(2020年) 3月 2日（月）～3月 31日（火）は臨時休館  

（単位：名） 

（単位：名） 
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(３) 過去年間入館者数 

年度 
開館 

日数 

個人 団体 

有料 無料 
1 日平均

入館者数 
合計 

一般 高大生 小中生 小計 一般 高大生 小中生 小計 

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

 

年度 
開館 

日数 

個人 団体 

有料 

無料 1 日平均 

入館者数 
合計 

一般 大学生 小計 一般 大学生 小計 小中高 減免 その他 小計 

平成 14 年度 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 

日数 

区分 1 日平均 

入館者数 
合計 

幼児 小中高 大人 

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

平成 16 年度 308 1,244 9,241 11,716 72 22,201 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

平成 26 年度 308 1,563 8,311 12,290 72 22,164 

平成 27 年度 315 1,292 8,202 12,856 71 22,350 

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

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

平成 30 年度 314 2,221 8,974 13,490 79 24,685 

令和元年度 281 1,274 7,007 9,235 62 17,516 

※平成 14 年度   18才以下無料 

※平成 15 年度以降 完全無料 

累計 655,187名 

（単位：名） 

（単位：名） 

（単位：名） 
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(４) 都道府県別入館者数 

今年度は 6月より都道府県別入館者数調査の集計方式を、受付前掲示によるシールアン

ケート方式に変更した。それに伴い集計項目は都道府県ごと（山口県内は市町村ごと）だ

ったものを下表の通り変更した。また、団体の内訳も集計した。 

なお、4月～5月分については都道府県ごとの集計だったものを現行の項目に読み替えて

記載している。 

（単位：名） 

 

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 

下関市内 

全体 340 338 545 321 634 330 610 202 172 153 1998 3 5,646 

（内団体）     440 194 464 288 566 148 135 139 1974 0 4,348 

山口県内 

（下関市以外） 

全体 2 685 41 25 44 141 365 4 7 0 24 3 1,341 

（内団体）     19 4 9 132 357 0 1 0 14 0 536 

福岡県 

全体 2 66 7 42 112 32 30 34 9 17 12 0 363 

（内団体）     0 4 9 24 26 25 1 0 0 0 89 

広島県 

全体 1 57 68 9 11 1,255 592 0 1 0 4 0 1,998 

（内団体）     65 0 0 1,247 589 0 0 0 0 0 1,901 

中国地方 

(山口・広島県

以外) 

全体 2 0 0 1 0 5 8 1 2 0 1 0 20 

（内団体）     0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 

九州地方 

(福岡県以外) 

全体 0 0 7 2 19 0 4 0 2 0 2 0 36 

（内団体）     0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

四国地方 

全体 0 0 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 6 

（内団体）     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

近畿地方 

全体 0 1 27 0 6 0 0 0 2 1 1 0 38 

（内団体）     22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 

東日本 

全体 1 0 1 3 39 5 1 1 2 4 5 0 62 

（内団体）     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

海外 

全体 0 0 28 4 2 0 3 0 1 0 1 0 39 

（内団体）     24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 

小 計 348 1,147 725 407 867 1,771 1,615 242 198 175 2,048 6 9,549 

合 計 1,271 2,295 1,271 1,303 1,974 2,286 2,504 855 575 504 2,642 36 17,516 
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(５) 年齢別入館者数 

今年度は 10月より地域別入館者数調査と同様に、受付前掲示によるシールアンケート方

式で来館者の年齢別の入館調査も行った。項目については下表の通り。 

なお、集計は団体での来館者を除き、個人での来館者のみとしている。 

（単位：名） 

  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 

小学生未満             16 23 12 7 9 0 67 

小学 1・2 年生             6 5 5 2 9 3 30 

小学 3・4 年生             5 8 3 4 3 0 23 

小学 5・6 年生             19 3 5 3 2 0 32 

中学生             1 0 2 1 1 0 5 

10 代(高校生以上)             1 0 2 0 0 0 3 

20 代             3 1 2 3 2 0 11 

30 代             9 11 6 2 3 0 31 

40 代             6 10 3 5 5 0 29 

50 代             4 0 9 2 3 0 18 

60 代             2 6 4 2 2 0 16 

70 代以上             9 6 1 2 1 0 19 

 合 計       81 73 54 33 40 3 284 

 

▲シールアンケート掲示図（都道府県別・年齢別） 
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(６) 市内の学校 

  見学日 学校名 人数 

1 4 月 17 日(水) 下関市立山の田小学校 106 名 

2 4 月 18 日(木) 下関市立川中西小学校 79 名 

3 4 月 25 日(木) 下関市立生野小学校 55 名 

4 4 月 26 日(金) 下関市立向山小学校 49 名 

5 5 月 7 日(火)・10 月 24 日(木) 下関市立勝山小学校 142 名 

6 5 月 8 日(水) 下関市立誠意小学校 41 名 

7 5 月 10 日(金) 下関市立長府小学校 80 名 

8 5 月 15 日(水) 下関南総合支援学校 3 名 

9 6 月 6 日(木) 下関市立川中小学校 127 名 

10 6 月 7 日(金) 下関市立江浦小学校 64 名 

11 6 月 11 日(火) 下関市立下関商業高等学校 19 名 

12 6 月 14 日(金) 下関市立関西小学校 15 名 

13 6 月 25 日(火) 下関市立大学 25 名 

14 7 月 20 日(土) 梅光学院大学 16 名 

15 7 月 23 日(火) 東亜大学 6 名 

16 9 月 19 日(木) 下関市立桜山小学校 36 名 

17 12 月 10 日(火) 山口県立下関中等教育学校 4 名 

  
合計 867 名 

 

(７) 市外の学校 

  見学日 県名 市町村名 学校名 人数 

1 5 月 9 日(木) 山口 周防大島町 周防大島町立東和地区小学校連合 19 名 

2 5 月 10 日(金) 山口 岩国市 岩国市立美和町連合小学校 36 名 

3 5 月 10 日(金) 山口 周防大島町 周防大島町久賀・橘地区連合小学校 41 名 

4 5 月 16 日(木) 山口 周南市 周南市立岐山小学校 78 名 

5 5 月 17 日(金) 山口 岩国市 
岩国市立錦川地区連合小学校 

（杭名小・河内小・藤河小・御庄小） 
6 名 

6 5 月 17 日(金) 山口 熊毛郡 平生町立平生小学校 92 名 

7 5 月 23 日(木) 山口 柳井市 柳井市立柳井小学校 106 名 

8 5 月 24 日(金) 山口 岩国市 岩国市立由宇町連合小学校 66 名 

9 5 月 24 日(金) 広島 広島市 広島市立早稲田小学校 57 名 
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10 5 月 26 日(火) 福岡 福岡市 福岡大学考古学研究室 34 名 

11 5 月 30 日(木) 山口 周南市 周南市立遠石小学校 86 名 

12 5 月 30 日(木) 山口 柳井市 柳井市立大畠・伊陸・日積・平群東連合小学校 36 名 

13 5 月 31 日(金) 山口 岩国市 岩国市立灘小学校 60 名 

14 6 月 7 日(金) 広島 広島市 広島市立本川小学校 65 名 

15 6 月 7 日(金) 山口 柳井市 柳井市立小田・柳井南連合小学校 19 名 

16 6 月 14 日(日) 山口 山口市 山口県立総合支援学校中等部 13 名 

17 6 月 22 日(月) 京都 京都市 立命館大学考古学研究室 22 名 

18 9 月 18 日(水) 広島 呉市 呉市立明立小学校 44 名 

19 9 月 19 日(木) 広島 呉市 呉市立昭和中央小学校 108 名 

20 9 月 19 日(木) 広島 呉市 呉市立坪内小学校 26 名 

21 9 月 19 日(木) 広島 呉市 呉市立天応小学校 41 名 

22 9 月 20 日(金) 広島 呉市 呉市立広小学校 101 名 

23 9 月 25 日(水) 広島 呉市 呉市立阿賀小学校 105 名 

24 9 月 25 日(水) 広島 呉市 呉市立倉橋小学校 19 名 

25 9 月 25 日(水) 広島 呉市 呉市立郷原小学校 75 名 

26 9 月 25 日(水) 広島 呉市 呉市立波多見小学校 42 名 

27 9 月 25 日(水) 広島 呉市 呉市立明徳小学校 16 名 

28 9 月 26 日(木) 山口 岩国市 岩国市立愛宕小学校 101 名 

29 9 月 26 日(木) 広島 呉市 呉市立音戸小学校 30 名 

30 9 月 26 日(木) 広島 呉市 呉市立川尻小学校 72 名 

31 9 月 26 日(木) 広島 呉市 呉市立呉中央小学校 120 名 

32 9 月 26 日(木) 広島 呉市 呉市立荘山田小学校 75 名 

33 9 月 26 日(木) 広島 呉市 呉市立白岳小学校 135 名 

34 9 月 26 日(木) 広島 呉市 呉市立仁方小学校 47 名 

35 9 月 26 日(木) 広島 呉市 呉市立長迫小学校 31 名 

36 9 月 26 日(木) 広島 呉市 呉市立本通小学校 32 名 

37 9 月 27 日(金) 広島 呉市 呉市立昭和北小学校 128 名 

38 10月 2日(水) 広島 呉市 呉市立警固屋小学校 19 名 

39 10月 2日(水) 広島 呉市 呉市立原小学校 27 名 

40 10月 3日(木) 広島 呉市 呉市立昭和西小学校 82 名 

41 10月 3日(木) 広島 呉市 呉市立昭和南小学校 53 名 

42 10月 3日(木) 広島 呉市 呉市立横路小学校 147 名 

43 10月 3日(木) 山口 和木町 和木町立和木小学校 71 名 
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44 10月 10日(木) 広島 呉市 呉市立広南小学校 22 名 

45 10月 10日(木) 広島 呉市 呉市立安浦連合小学校（内海小・安登小・三津口小） 68 名 

46 10月 10日(木) 広島 呉市 呉市立両城小学校 23 名 

47 10月 10日(木) 広島 呉市 呉市立和庄小学校 50 名 

48 10月 11日(金) 山口 岩国市 岩国市立玖珂小学校 112 名 

49 10月 11日(金) 広島 呉市 呉市立吉浦小学校 67 名 

50 10月 17日(木) 広島 呉市 呉市立豊小学校 27 名 

51 10月 24日(木) 山口 光市 光市立島田小学校 48 名 

52 10月 25日(金) 山口 柳井市 柳井市立新庄・余田連合小学校 65 名 

53 10月 27日(火) 島根 松江市 島根大学考古学研究室 7 名 

54 10月 31日(木) 山口 光市 光市立三井小学校 44 名 

合計 3,116 名 

 

(８) 施設使用団体 

 使用日 使用施設 団体名 人数 

1 6 月  5 日(水) 講堂 下関市小学校教育研究会社会科部会 36 名 

2 9 月 14 日(土) 講堂 其桃俳句会 10 名 

3 12 月 10 日(火) 講堂 NPO 法人子ども子育ちネット 24 名 

4 
令和 2 年(2020 年) 

2 月 2 日(日) 
講堂・学習室 下関市陸上競技協会（第 65 回下関市駅伝大会） 1,860 名 

合計 1,930 名 

 

(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。令和元年度のアンケート協力者は 147名で入館者全体の約 0.84パー

セントであった。 

 

【回答者内訳】 

1.性別について 

性別 男性 女性 無記入 合計 

回答数 52 87 8 147 

2.年齢について 

年代 小学生 中学生 15～19 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70代以上 無記入 合計 

回答数 81 13 7 7 6 5 2 6 8 12 147 
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3.居住地について 

居住地 下関市内 下関市外 無記入 合計 

回答数 89 43 15 147 

 

4.来館時に利用した交通機関について 

項目 回答数 項目 回答数 

電車 21 自転車 11 

バス 7 徒歩 35 

タクシー 0 その他 2 

自家用車 59 記入なし 12 

合計  147    

 

5. 一緒に来られた方について 

項目 回答数 項目 回答数 

一人 9 友人 26 

家族 73 団体旅行 11 

夫婦 3 その他 10 

カップル 7 無記入 8 

合計  147    

 

6.来館した回数について 

項目 回答数 項目 回答数 

初めて 52 6～10 回目 6 

2 回目 20 11 回以上 29 

3～5 回目 19 無記入 21 

合計  147    
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7.館を何で知ったか 

項目 回答数 項目 回答数 

人から聞いて 18 市のホームページ 5 

学校で 10 通りがかった 7 

下関市の広報誌 5 ポスター・パンフレット 5 

新聞・雑誌で 6 近くに住んでいる 5 

案内板を見た 1 その他 13 

団体旅行 0 記入なし 63 

博物館のホームページ 9   

合計  147    

 

8.当館に来る前によった場所について 

水族館 石柱溪 九州鉄道記念館 寺社 下関球場 

公園 商業施設 小倉城 道の駅 園芸センター 

ドラッグストア 飲食店 公民館 城下町長府 児童館 

海峡ゆめタワー 市立歴史博物館  

 

9.この後に行く予定の場所について 

飲食店 川棚 自宅 図書館 萩 

海峡ゆめタワー 土井ヶ浜 親戚の家 商業施設 市立歴史博物館 

動物園 城下町長府 角島 市場 下関駅 

寺社 川 公園 下関球場 山口大学（資料館） 

 

10.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 89 

タイムトンネル 78 

古墳時代の展示 93 

弥生時代の展示 97 

海からの文化 67 

パソコンのＱ＆Ａ 78 

パズルなどの体験コーナー 102 

復元古墳 85 

復元住居 91 

【よくなかったもの】 

貯蔵用竪穴と人形 3 

タイムトンネル 4 

古墳時代の展示 2 

弥生時代の展示 2 

海からの文化 6 

パソコンのＱ＆Ａ 6 

パズルなどの体験コーナー 3 

復元古墳 3 

復元住居 0 
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11.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 

・インパクト、存在感 

常設展示 

・展示の見やすさ、分かりやすさ 

・豊富な資料 

・時代の流れを感じる 

・順路 

説明 

・詳細な分かりやすい説明 

土器パズル 

・土器の復元体験 

クイズ 

・子どもでも楽しめる難易度 

・ユニークな問題 

 

土笛 

・実際に吹く体験ができた 

視聴覚機器 

・理解しやすかった 

体験 

・実際に物に触れられた 

観覧料無料 

・気軽に入りやすい 

館内の雰囲気や職員の対応 

・静かで集中しやすい環境 

・丁寧で親切な対応 

その他 

・リアルな再現 

・色々と知ることができた

◎悪かったところ 

故障 

・パソコンの Q&Aが使えなかった 

説明 

・説明が少なかった 

・細かなことが書かれていない 

 

照明 

・暗くて資料が見えにくい 

その他 

・体験ものが少ない 

・順路の不明瞭さ 

 

12.博物館にどういう物があったらいいと思いますか。 

展示 

・弥生人などの復元人形 

・ＶＲや動画などの映像関係 

・学芸員のコメント 

・古代から現代までの住宅の変遷 

体験 

・視聴覚コーナー 

・体験コーナー 

・スタンプラリー 

・触れる展示 

 

子ども向け 

・子どもでも楽しめるコーナー 

・子ども向けのクイズ 

施設 

・無料で利用できるパソコン 

・コンビニ 

・食堂／飲食スペース 

・無料充電フリースペース 

その他 

・クイズや遊具など 

・歴史が学べるパソコン
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８ 購入図書 

『月刊文化財』 668号～678号 

 

９ 寄贈図書 

  書籍名 寄贈者 

1 
高松市内遺跡発掘調査概報 －平成 30 年度国

庫補助事業－ 
高松市埋蔵文化財センター 

2 
史跡天然記念物屋島 －史跡天然記念物屋島

基礎調査事業調査報告書Ⅲ－ 
高松市埋蔵文化財センター 

3 
栗林田中遺跡 栗林小学校校舎等建設事業等に

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 

4 
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－ 遺物編① 
高松市埋蔵文化財センター 

5 桑野遺跡 あわら市郷土歴史資料館 

6 史跡上牧久渡古墳群保存活用計画 上牧町教育委員会 

7 
鳥取県東伯郡琴浦町 特別史跡斎尾廃寺跡Ⅰ 

－範囲確認調査報告書－ 
琴浦町教育委員会 

8 
小郡南原遺跡 小郡堂の前遺跡３ －福岡県

小郡市小郡・寺福童所在遺跡の調査報告－ 

小郡市埋蔵文化財調査セン

ター 

9 
福童町遺跡 14 －福岡県小郡市福童所在遺跡

の調査報告－ 

小郡市埋蔵文化財調査セン

ター 

10 

埋蔵文化財調査報告書 10 大保西小路遺跡

８・小板井蓮輪遺跡４・三沢南崎遺跡５ －福

岡県小郡市内所在遺跡の調査－ 

小郡市埋蔵文化財調査セン

ター 

11 
小郡市指定有形文化財  旧松崎旅籠油屋２ 

－福岡県小郡市松崎所在遺跡の調査報告－ 

小郡市埋蔵文化財調査セン

ター 

12 
干潟京ノ坪遺跡 －福岡県小郡市干潟所在薩

摩街道干潟野越堤の調査報告－ 

小郡市埋蔵文化財調査セン

ター 

13 
吹上村囲遺跡 －福岡県小郡市吹上所在遺跡

の調査報告－ 

小郡市埋蔵文化財調査セン

ター 

14 
三沢権道遺跡３ －福岡県小郡市三沢所在遺

跡の調査報告－ 

小郡市埋蔵文化財調査セン

ター 

15 
上岩田遺跡 15 －福岡県小郡市上岩田・井上

所在遺跡の調査報告－ 

小郡市埋蔵文化財調査セン

ター 

16 飛鳥宮跡出土木簡 奈良県立橿原考古学研究所 

17 島の山古墳 －前方部埋葬施設の調査－ 奈良県立橿原考古学研究所 

18 

近代遺跡調査報告書 －交通・運輸・通信業－ 

第二分冊（倉庫・灯台・運河・河川・堤防・飛

行場・郵便・電信・電話・その他） 

文化庁文化財部記念物課 

19 

近代遺跡調査報告書 －交通・運輸・通信業－ 

第二分冊（倉庫・灯台・運河・河川・堤防・飛

行場・郵便・電信・電話・その他） 

文化庁文化財部記念物課 

20 
吉野ヶ里遺跡 －平成 13～23 年度の発掘調査

－ －弥生時代墓地総括・補遺編－ 
佐賀県教育委員会 

21 沼津市内遺跡発掘調査報告書１ 沼津市教育委員会 

22 
復元！興道寺廃寺をとりまく景色 ～古代寺

院の景観を考える～ 
美浜町教育委員会 

23 青森県内の貝塚遺跡群重点調査事業報告書 青森県教育委員会 

24 

別府市 市内遺跡確認調査報告書 －天神畑

２号墳確認調査報告－ 市内遺跡発掘調査に

伴う埋蔵文化財発掘調査報告書９ 

 

別府市教育委員会 

  書籍名 寄贈者 

25 
鬼ノ岩谷古墳群 －装飾調査に関する概要報

告書－ 
別府市教育委員会 

26 平成 30 年度 秋田市遺跡確認調査報告書 秋田市教育委員会 

27 歴博 第 213 号 国立歴史民俗博物館 

28 泉大津市埋蔵文化財発掘調査概報 38 泉大津市教育委員会 

29 京都府埋蔵文化財情報 第 135 号 
京都府埋蔵文化財調査研究

センター 

30 ばんこやきの見方 四日市市立博物館 

31 
あたっても砕けちゃならぬ 大江戸やき物語 

～翻刻 書雑春錦手～ 
四日市市立博物館 

32 むかしのくらし読本５ 空カラ四日市 四日市市立博物館 

33 平成 30 年度 交野市埋蔵文化財発掘調査概要 交野市教育委員会 

34 富山市考古資料館紀要 第 38 号 富山市考古資料館 

35 あつぎ郷土資料館 基本展示図録 あつぎ郷土資料館 

36 
みる、しる、たのしむ 浮世絵の世界 －歌

麿・北斎・広重－ 
あつぎ郷土資料館 

37 半田市立博物館 研究紀要 第 27 集 半田市立博物館 

38 半田市立博物館 年報 平成 29 年度 半田市立博物館 

39 向日神社 向日市文化資料館 

40 
芦浦遺跡発掘調査報告書（市内遺跡等発掘調査

事業） 
草津市教育委員会 

41 放亀山古墳群調査報告書 赤穂市教育委員会 

42 平成 28 年度 船橋市郷土資料館年報 船橋市郷土資料館 

43 

林宗高遺跡 －第４次調査－ －高松市立林

小学校校舎増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 

44 戸田市地図目録Ⅱ 戸田市立郷土博物館 

45 妻木晩田遺跡発掘調査研究年報 2018 
鳥取県立むきばんだ史跡公

園 

46 

児湯郡高鍋町所在 青木遺跡 一般県道木城

高鍋線（青木工区）道路改良工事に伴う埋蔵文

化財発掘調査報告書 

宮崎県埋蔵文化財センター 

47 

都城市所在 嫁坂遺跡Ⅱ 県道飯野松山都城

線（都城志布志道路）金御岳工区道路改良工事

に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書１ 

宮崎県埋蔵文化財センター 

48 町内遺跡 13 田甲原古墳群第 14 地点 吉見町教育委員会 

49 大阪文化財研究所 研究紀要 第 20 号 大阪文化財研究所 

50 
沖出古墳Ⅱ 平成９・10 年度の範囲内容確認

調査 
嘉麻市教育委員会 

51 
巨大集落の誕生 椎木・馬見遺跡群（縄文/弥

生時代編） 
嘉麻市教育委員会 

52 
平成 29 年度（2017 年度） 橿原市文化財調査

年報 
橿原市教育委員会 

53 平成 30 年度 野洲市文化財調査概要報告書 野洲市教育委員会 
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  書籍名 寄贈者 

54 小樽市総合博物館紀要 第 32 号 小樽市総合博物館 

55 
内橋坪見遺跡１次・２次 福岡県糟屋郡粕屋町

大字内橋字辻寺所在の官衙遺跡の調査 
粕屋町教育委員会 

56 
原町平原遺跡 福岡県糟屋郡粕屋町原町所在

の官衙遺跡の調査 
粕屋町教育委員会 

57 
戸原伊賀遺跡第１地点 福岡県糟屋郡粕屋町

戸原東所在遺跡の調査 
粕屋町教育委員会 

58 
内橋柚ノ木遺跡 福岡県糟屋郡粕屋町大字内

橋所在遺跡の調査 
粕屋町教育委員会 

59 
玉名市内遺跡調査報告書 11 ―平成 28・29 年

度の調査― 
玉名市教育委員会 

60 高瀬船着場跡関連遺跡調査報告書 玉名市教育委員会 

61 
高岡原遺跡Ⅱ 玉名市山田における分譲地進

入路造成工事に伴う文化財調査報告書 
玉名市教育委員会 

62 
埋蔵文化財調査報告 33 平成 29 年度（2017

年度） 
練馬区文化・生涯学習課 

63 
鳥取県立むきばんだ史跡公園年報 2016（平成

28 年度） 

鳥取県立むきばんだ史跡公

園 

64 
鳥取県立むきばんだ史跡公園年報 2017（平成

29 年度） 

鳥取県立むきばんだ史跡公

園 

65 
柳井市伊保庄地区 上峠遺跡 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 

66 
南あわじ市埋蔵文化財調査年報ⅩⅠ 2014 年

度 埋蔵文化財調査 
南あわじ市教育委員会 

67 

浚松遺跡・源次広野遺跡・永中道遺跡 －山田

原第２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 

68 
神奈川県茅ヶ崎市 下町屋 石原 A 遺跡 第

８次調査報告 
株式会社 四門 

69 
千葉県木更津市 請西遺跡群発掘調査報告書

ⅩⅧ －野焼 A 遺跡－ 
木更津市教育委員会 

70 
千葉県木更津市 請西遺跡群発掘調査報告書

ⅩⅨ －山伏作遺跡－ 
木更津市教育委員会 

71 
-千葉県木更津市- 鶴ヶ岡２号墳・鶴ヶ岡遺跡 

発掘調査報告書 
木更津市教育委員会 

72 
木更津市文化財調査集報 23 埋蔵文化財の調

査報告 
木更津市教育委員会 

73 穂積遺跡第 43 次発掘調査報告書 豊中市教育委員会 

74 
豊中市埋蔵文化財発掘調査概要 平成 30 年度

（2018 年度） 
豊中市教育委員会 

75 佐山東山窯跡群第７次発掘調査概報 
岡山理科大学地理・考古学研

究室 

76 半田山地理考古 第６号 
岡山理科大学地理・考古学研

究室 

77 庄田工田窯跡第１次発掘調査概報 
岡山理科大学地理・考古学研

究室 

78 

東京都新宿区 落合遺跡Ⅵ 学校法人目白学

園地点 第 15 次発掘調査 －(仮称)目白学園

新宿キャンパス新校舎棟工事に伴う埋蔵文化

財発掘調査報告書－ 

新宿区教育委員会 

79 出光美術館研究紀要 第 24 号 （公財）出光美術館 

80 

市史跡カラカミ遺跡６次（カラカミⅩ区・ⅩⅠ

区・ⅩⅡ区） 市史跡カラカミ遺跡７次（カラ

カミⅩ区追加調査・ⅩⅢ区） 国特別史跡原の

辻遺跡（1244-１地点） －市内遺跡発掘調査

壱岐市教育委員会 

  書籍名 寄贈者 

事業に伴う発掘調査－ 

81 
亀山城主石川家譜『難破録』その２完 本流（総

慶から総恵まで） 支流九家 
亀山市歴史博物館 

82 
有年考古 第６号 －赤穂市立有年好古館年

報（平成 29 年度）－ 
赤穂市教育委員会 

83 
神奈川県逗子市 埋蔵文化財緊急調査報告書

13 －平成 27 年度－ 
逗子市教育委員会 

84 
菊川市文化財年報 －第 11 号－ 市内遺跡確

認調査報告書（平成 29 年度） 
菊川市教育委員会 

85 
守山市文化財調査報告書 平成 29 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 

86 高砂遺跡（23） 江別市内遺跡分布調査（５） 江別市教育委員会 

87 

東寺尾中台二本木貝塚 C 地点 －横浜市鶴見

区東寺尾中台４-30 開発工事に伴う埋蔵文化財

発掘調査報告書－ 

横浜市教育委員会 

88 
平成 30 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 

89 坊主東遺跡第５次発掘調査報告書 草津市教育委員会 

90 大将軍遺跡発掘調査報告書(平成 29 年度) 草津市教育委員会 

91 
豊田ホタルの里ミュージアム  研究報告書 

No.11 

豊田ホタルの里ミュージア

ム 

92 対馬藩主宗家墓所 保存整備事業報告書 対馬市教育委員会 

93 
多賀城跡 政庁南面地区Ⅱ―城前官衙総括編

― 
宮城県多賀城跡調査研究所 

94 
多賀城跡  宮城県多賀城跡調査研究書年報

2018 
宮城県多賀城跡調査研究所 

95 藤原鎌足と阿武山古墳 高槻市立今城塚古代歴史館 

96 継体天皇と紀氏 －今城塚と紀伊の古墳－ 高槻市立今城塚古代歴史館 

97 
井手ノ上村遺跡 繁殖農場新築工事に伴う埋

蔵文化財発掘調査 
川南町教育委員会 

98 
一ツヤ遺跡Ⅱ －平田幼稚園運動場拡張工事

に伴う発掘調査－ 
彦根市教育委員会 

99 
福満遺跡 第 15 次発掘調査報告書 －集合住

宅建設工事に伴う発掘調査－ 
彦根市教育委員会 

100 
丁田遺跡 第５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 

101 
東沼波遺跡 第１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 

102 彦根市文化財年報 平成 28 年度 彦根市教育委員会 

103 

町内遺跡 31 平成 30 年度町内遺跡発掘調査概

要報告書 町内遺跡試掘確認調査 新田原 68

号墳 

新富町教育委員会 

104 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 

105 池田市埋蔵文化財発掘調査概報 2017 年度 池田市教育委員会 

106 秋田城跡 秋田城跡歴史資料館年報 2018 秋田城跡歴史資料館 

107 しまねの古代文化 第 25 号 島根県古代文化センター 

108 石見の中世領主の盛衰と東アジア海域世界 島根県古代文化センター 

109 隠岐産黒曜石の獲得と利用の研究 島根県古代文化センター 

110 古代文化研究 第 26 号 島根県古代文化センター 

111 志谷奥遺跡出土青銅器群の研究(補訂) 島根県古代文化センター 

112 
上竹矢７号墳・東百塚山古墳群・古天神古墳・

安部谷古墳群調査報告書 －松江市東部にお
島根県古代文化センター 
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  書籍名 寄贈者 

ける古墳の調査（３）－ 

113 

常楽寺柿木田古墳群 －弥生時代集落の調査

－ 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５ 

島根県教育庁埋蔵文化財セ

ンター 

114 

常楽寺柿木田古墳群 －弥生時代集落の調査

－ 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５ 

島根県教育庁埋蔵文化財セ

ンター 

115 
大苑遺跡 －大苑地区県営畑地帯総合整備事

業（担い手育成型）に伴う発掘調査－ 
南島原市教育委員会 

116 
大苑遺跡 －大苑地区県営畑地帯総合整備事

業（担い手育成型）に伴う発掘調査－ 
南島原市教育委員会 

117 
宮野遺跡 －大苑地区県営畑地帯総合整備事

業（担い手育成型）に伴う発掘調査－ 
南島原市教育委員会 

118 
宮野遺跡 －大苑地区県営畑地帯総合整備事

業（担い手育成型）に伴う発掘調査－ 
南島原市教育委員会 

119 
慈恩寺跡 －市道城平上木場１号線・城平７号

線道路改良工事に伴う発掘調査－ 
南島原市教育委員会 

120 
慈恩寺跡 －市道城平上木場１号線・城平７号

線道路改良工事に伴う発掘調査－ 
南島原市教育委員会 

121 浦田遺跡 南島原市教育委員会 

122 浦田遺跡 南島原市教育委員会 

123 
大坂遺跡 －市道川原新切線道路改良工事に

伴う発掘調査－ 
南島原市教育委員会 

124 
大坂遺跡 －市道川原新切線道路改良工事に

伴う発掘調査－ 
南島原市教育委員会 

125 宗教と考古学 伊東照雄 

126 
山口大学埋蔵文化財資料館年報 －平成 26 年

度－ 
山口大学埋蔵文化財資料館 

127 
安城の今昔１ 火消しまいる －消防の歴史

と道具－ 
安城市歴史博物館 

128 
考古学研究室報告 第 54 集 越高遺跡 A 地

点 

熊本大学文学部考古学研究

室 

129 
鹿田遺跡 13 －第 26 次調査－ （医学部動物

実験施設改修に伴う発掘調査） 

岡山大学埋蔵文化財調査研

究センター 

130 
岡山大学埋蔵文化財調査研究センター 紀要 

2017 

岡山大学埋蔵文化財調査研

究センター 

131 再考！縄文と弥生 日本先史文化の再構築 国立歴史民俗博物館 

132 ドブネをつくる 氷見市立博物館 

133 
ドブネをつくる －復元、オモキ造りの造船技

術－ 
氷見市立博物館 

134 
広島大学大学院文学研究科 考古学研究室紀

要 第 10 号 

広島大学大学院文学研究科

考古学研究室 

135 
国史跡 武蔵国府跡（国司舘地区） 第１期保

存整備事業報告 
府中市教育委員会 

136 穴太遺跡（蟹川地区）発掘調査報告書 大津市教育委員会 

137 穴太遺跡（隅田地区）発掘調査報告書 大津市教育委員会 

138 坂本遺跡発掘調査報告書 大津市教育委員会 

139 近江国府跡発掘調査報告書 大津市教育委員会 

140 滋賀里遺跡（三反田地区）発掘調査報告書 大津市教育委員会 

141 曼荼羅山古墳群発掘調査報告書  大津市教育委員会 

142 
穴太遺跡発掘調査報告書 －穴太廃寺跡の寺

域範囲確認調査２－ 
大津市教育委員会 

143 大津市埋蔵文化財調査年報 －平成 29（2017） 大津市教育委員会 

  書籍名 寄贈者 

年度－ 

144 
倭の五王と百舌鳥・古市古墳群 －東アジアか

らみた巨大古墳－ 
堺市教育委員会 

145 史跡土塔と刻書瓦 堺市教育委員会 

146 
太井遺跡（TAI-10）・大保遺跡（DIH-９）掘調

査概要報告 －美原区黒山－ 
堺市教育委員会 

147 
境 環 濠 都 市 遺 跡 発 掘 調 査 概 要 報 告  －

SKT1166 地点・境区熊野町東５丁－ 
堺市教育委員会 

148 
境 環 濠 都 市 遺 跡 発 掘 調 査 概 要 報 告  －

SKT1194 地点・境区車之町西１丁－ 
堺市教育委員会 

149 
陵西遺跡（RYS-12）発掘調査概要報告 －境

区六条通－ 
堺市教育委員会 

150 
百舌鳥古墳群の調査 11 ニサンザイ古墳発掘

調査報告書 
堺市教育委員会 

151 
百舌鳥古墳群の調査 12 寺山南山古墳（TYM

－５）発掘調査報告書 
堺市教育委員会 

152 平成 29 年度 国庫補助事業発掘調査報告書 堺市教育委員会 

153 伊予かすり 絣文様の世界 愛媛県歴史文化博物館 

154 
高橋幸意コレクションⅠ －旧石器・縄文時代

遺物（１）－ 
愛媛県歴史文化博物館 

155 研究紀要 第 24 号 愛媛県歴史文化博物館 

156 
東京大学構内遺跡調査研究年報 11 2015・

2016 年度 
東京大学埋蔵文化財調査室 

157 
東京大学本郷構内の遺跡 医学部教育研究棟

地点 報告編 
東京大学埋蔵文化財調査室 

158 
今出遺跡Ⅱ －今奈和自動車道「御所区間」建

設に伴う調査報告書（９）－ 
奈良県立橿原考古学研究所 

159 
常喜院山古墳 －高取バイパス建設に伴う調

査報告書６－ 
奈良県立橿原考古学研究所 

160 
下永東方遺跡Ⅲ（第３次調査） －京奈和自動

車道「大和区間」建設に伴う調査報告ⅩⅣ－ 
奈良県立橿原考古学研究所 

161 
奈良県遺跡調査概報 （第二分冊） 2017 年

度 
奈良県立橿原考古学研究所 

162 
奈良県遺跡調査概報 （第一分冊） 2018 年

度 
奈良県立橿原考古学研究所 

163 
橿原考古学研究所 年報 44 平成 29 年度

（2017 年度） 
奈良県立橿原考古学研究所 

164 橿原考古学研究所紀要 考古學論攷 第 42 冊 奈良県立橿原考古学研究所 

165 
橿原考古学研究所 80 年の歩み 1938 年～

2018 年 
奈良県立橿原考古学研究所 

166 橿考研の研究成果八十選 奈良県立橿原考古学研究所 

167 
古墳出土の釘に付着した材組織の観察からみ

た木棺の用材利用法と棺構造の復元的研究 
奈良県立橿原考古学研究所 

168 
東大寺東塔院跡 －境内史跡整備事業に係る

発掘調査概報１－ 
奈良県立橿原考古学研究所 

169 
氷見市内遺跡発掘調査概報Ⅶ 平成 29・30 年

度試掘調査の概要 
氷見市教育委員会 

170 書陵部紀要 第 70 号 宮内庁書陵部 

171 書陵部紀要 第 70 号（陵墓編） 宮内庁書陵部 

172 書陵部紀要 第 70 号（陵墓編） 宮内庁書陵部 

173 貝塚博物館紀要 第 45 号 千葉市立加曽利貝塚博物館 

174 
本城町遺跡Ⅱ －福岡県柳川市本城町所在近

世柳川城下町の調査－ 
柳川市教育委員会 
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  書籍名 寄贈者 

175 
資源環境と人類 No.9 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 

176 
堂の前貝塚発掘調査報告書Ⅲ 平成 24 年度復

興交付金対象事業関連遺跡発掘調査 
陸前高田市教育委員会 

177 

雲南・獺沢貝塚・神崎・三日市Ⅱ遺跡発掘調査

報告書 平成 25 年度東日本大震災復興交付金

埋蔵文化財発掘調査事業に伴う個人住宅関連

遺跡発掘調査 

陸前高田市教育委員会 

178 国立歴史民俗博物館研究報告 第 214 集 国立歴史民俗博物館 

179 
野洲市歴史民俗博物館（銅鐸博物館）研究紀要 

－第 23 号－ 
野洲市歴史民俗博物館 

180 平成 30 年度 浜田市内遺跡発掘調査報告書 浜田市教育委員会 

181 

鹿児島県大島郡伊仙町犬田布  カメコ遺跡 

－道路整備（交付金）事業（犬田布地区）に伴

う埋蔵文化財緊急発掘調査報告書－ 

伊仙町歴史民俗資料館 

182 紀要 13 日立市郷土博物館 

183 
柏崎市の遺跡 28 －新潟県柏崎市内遺跡 平

成 29 年度試掘等調査報告書－ 
柏崎市教育委員会 

184 
布目・前谷地 －新潟県柏崎市 布目・前谷地

遺跡発掘調査報告書－ 
柏崎市教育委員会 

185 
西岩野２ －新潟県柏崎市 西岩野遺跡（第５

次）発掘調査報告書－ 
柏崎市教育委員会 

186 浦幌町立博物館 年報 第 19 号 浦幌町立博物館 

187 浦幌町立博物館 紀要 第 19 号 浦幌町立博物館 

188 十日町市博物館 年報 －第５号－ 十日町市博物館 

189 
南陽市遺跡分布調査報告書（７） 市内遺跡分

布調査 第一次長岡南森遺跡確認調査（概報） 
南陽市教育委員会 

190 山口県史研究 第 27 号 山口県県史編さん室 

191 水谷隆信収集資料図録 滋賀県立安土城考古博物館 

192 
伊豆の国市 文化財年報５ （平成 29 年度 

文化財概要報告） 
伊豆の国市教育委員会 

193 韮山反射炉関係資料集 第１巻 上 伊豆の国市教育委員会 

194 韮山反射炉関係資料集 第１巻 下 伊豆の国市教育委員会 

195 
一般国道 49 号 阿賀野バイパス関係発掘調査

報告書ⅩⅤ 石船戸東遺跡 

（公財）新潟県埋蔵文化財調

査事業団 

196 
一般国道８号柏崎バイパス関係発掘調査報告

書 17 丘江遺跡Ⅳ 第５次調査 

（公財）新潟県埋蔵文化財調

査事業団 

197 発掘！新潟の遺跡 2018 展 
（公財）新潟県埋蔵文化財調

査事業団 

198 
第 23 回遺跡発掘調査報告会・シンポジウム 

「白川荘の考古学」 

（公財）新潟県埋蔵文化財調

査事業団 

199 出光美術館 館報 186 （公財）出光美術館 

200 
鹿児島大学埋蔵文化財調査センター年報 33 

平成 29（2017）年度事業報告 

鹿児島大学埋蔵文化財調査

センター 

201 

鹿児島大学構内遺跡（郡元団地） J・K-９・10

区（理工系総合研究棟）【古墳時代・弥生時代

水田跡】 

鹿児島大学埋蔵文化財調査

センター 

202 

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）【縄文時

代・弥生時代・中世・近世・近代遺物,石器編】 

鹿児島大学埋蔵文化財調査

センター 

203 溝之口遺跡発掘調査報告書Ⅲ 加古川市教育委員会 

204 中道子山城跡発掘調査報告書Ⅱ 加古川市教育委員会 

205 溝之口遺跡発掘調査報告書Ⅳ・美乃利遺跡発掘 加古川市教育委員会 

  書籍名 寄贈者 

調査報告書Ⅰ 

206 
加古川市文化財年報 第１号 平成 27（2015）

年度 
加古川市教育委員会 

207 

金井東裏遺跡≪古墳時代編≫ （国）353 号金

井バイパス（上信自動車道）道路改築事業（国

道・連携）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 

208 
下田遺跡２ －下田遺跡２区・４区発掘調査報

告書－ 
坂戸市教育委員会 

209 
下田遺跡３ －下田遺跡３区・５区発掘調査報

告書－ 
坂戸市教育委員会 

210 

鳥取県西伯郡大山町 町内遺跡発掘調査報告

書ⅩI （平成 29 年度実施分） 長野城跡 中

山原所在遺跡 原畑塚田遺跡 住吉第１遺跡 

富長所在遺跡 劔野東所在遺跡 下大山第１

遺跡 

大山町教育委員会 

211 
鳥取県西伯郡大山町 長野城跡発掘調査報告

書（平成 29 年度実施分） 
大山町教育委員会 

212 
茨木市立文化財資料館館報 第４号（平成 29

年度） 
茨木市立文化財資料館 

213 鬼塚古墳 佐世保市教育委員会 

214 福井洞窟 佐世保市教育委員会 

215 
鳥居龍蔵と小金井良精 －日本人の起源を求

めて－ 
徳島県立博物館 

216 
推定 上野国府 ～平成 28 年度調査報告～ 

上野国府等範囲内容確認調査報告書Ⅵ 
前橋市教育委員会 

217 

元総社蒼海遺跡群（116）・元総社蒼海遺跡群

（123） 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 

218 

元総社蒼海遺跡群（126） 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 

219 

元総社蒼海遺跡群（128） 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 

220 

元総社蒼海遺跡群（129） 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 

221 

元総社蒼海遺跡群（130） 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 

222 

元総社蒼海遺跡群（131） 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 

223 
元総社蒼海遺跡群（94 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 

224 
山王若宮Ⅴ遺跡 山王小学校プール改築建築

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 

225 

池端北耕地下ノ割遺跡 駒寄スマートインタ

ーチェンジ大型車対応化整備事業に伴う埋蔵

文化財発掘調査報告書 

前橋市教育委員会 

226 
南橘東原遺跡 No.２ 前橋市南橘公民館本館改

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 

227 

群馬県前橋市 天神風呂 M 地点遺跡 －市道

00-360 号線（大胡 110 号線）道路築造に伴う

埋蔵文化財発掘調査報告書－ 

前橋市教育委員会 

228 
五代伊勢宮Ⅶ・Ⅷ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
前橋市教育委員会 
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  書籍名 寄贈者 

査報告書 

229 
小島田清水尻遺跡 －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 

230 

小稲荷遺跡群  西大室七ツ石遺跡  七ツ石

３・４・５・６・７号墳 縄文早期稲荷台式住

居 太陽光発電施設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 

231 年報 第 47 集 平成 28 年度文化財調査報告書 前橋市教育委員会 

232 
原田遺跡群 惣蓮寺遺跡 福岡県宮若市原田

所在遺跡の調査 
宮若市教育委員会 

233 
小伏正田遺跡 福岡県宮若市小伏所在遺跡の

調査 
宮若市教育委員会 

234 北の発掘物語 遺跡と遺物は語る 
（公財）北海道埋蔵文化財セ

ンター 

235 
指宿市考古博物館 時遊館 COCCO はしむれ 

博物館年報・紀要 第 13 号 
指宿市考古博物館 

236 今和泉島津家墓地埋蔵文化財発掘調査報告書 指宿市教育委員会 

237 
平成 30 年度市内遺跡確認調査報告書 敷領遺

跡・成川遺跡・下吹越遺跡  
指宿市教育委員会 

238 帝塚山大学考古学研究所研究報告 ⅩⅩⅠ 帝塚山大学考古学研究所 

239 帝塚山大学附属博物館報 ⅩⅣ 帝塚山大学考古学研究所 

240 鬼は語る～鬼瓦の歴史～ 帝塚山大学考古学研究所 

241 
MUSEUM STUDY 2018 年度 明治大学学

芸員養成課程紀要 30 
明治大学学芸員養成課程 

242 
MUSEOLOGIST 2018 年度 明治大学学芸

員養成課程年報 34 
明治大学学芸員養成課程 

243 小阪家住宅発掘調査報告書 芦屋市教育委員会 

244 

平成 10 年度国庫補助事業（１） 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－ 八

十塚古墳群（第 68 地点：岩ヶ平支群第 50 号墳） 

大原遺跡（第 35 地点） 寺田遺跡（第 105 地

点・第 106 地点・第 109 地点） 城山・三条古

墳群（第 19 地点：城山古墳群第 18 号墳） 

芦屋市教育委員会 

245 
平ノ前遺跡 一般国道９号（大田静間道路）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 

246 
平ノ前遺跡 一般国道９号（大田静間道路）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 

247 50cm 下の桜井 発掘調査速報展 25 （公財）桜井市文化財協会 

248 島根県倉吉市 伯耆国分寺古墳の研究 
島根大学法文学部考古学研

究室 

249 
牟田横穴墓群範囲確認調査報告書 福岡県直

方市大字中泉所在遺跡の調査 
直方市教育委員会 

250 国宝ニ王門 京都・綾部・光明寺 綾部市資料館 

251 
香川県三豊市 宗吉かわらの里展示館 年報 

７（平成 29 年度） 
三豊市教育委員会 

252 
香川県三豊市 宗吉かわらの里展示館 年報 

８（平成 30 年度） 
三豊市教育委員会 

253 
四国八十八ヵ所霊場第 70 番札所 本山寺発掘

調査報告書 －五重塔の発掘調査成果－ 
三豊市教育委員会 

254 -平成 29 年度国庫補助事業報告書- 石船古墳 三豊市教育委員会 

255 
-平成 29 年度国庫補助事業報告書- 紫雲出山遺

跡 
三豊市教育委員会 

256 国立歴史民俗博物館研究報告 第 216 集 

 

国立歴史民俗博物館 

  書籍名 寄贈者 

257 東北大学埋蔵文化財調査室 年次報告 2017 東北大学埋蔵文化財調査室 

258 
仙台城跡二の丸北方武家屋敷地区 第 14 地点 

第１分冊 
東北大学埋蔵文化財調査室 

259 
霧島市立宮内小学校に伴う埋蔵文化財発掘調

査報告書 弥勒院跡４－第６・７・９次調査－ 
霧島市教育委員会 

260 埋葬文化財調査報告書 80 大曲輪遺跡 名古屋市教育委員会 

261 
埋蔵文化財調査報告書 81 特別史跡名古屋城

跡西之丸（第２次） 
名古屋市教育委員会 

262 埋蔵文化財調査報告書 82  H-95 号窯 名古屋市教育委員会 

263 史跡大曲輪貝塚保存活用計画 名古屋市教育委員会 

264 江戸から明治の山車祭礼関連記録資料 名古屋市教育委員会 

265 磯の森遺跡 広江・浜遺跡２ 新熊野山遺跡 倉敷埋蔵文化財センター 

266 枚方市埋蔵文化財発掘調査概要 2018 枚方市教育委員会 

267 2018／年報 平成 30 年度 No.26 
山形県立うきたむ風土記の

丘考古資料館 

268 周防国府跡第 188 次発掘調査報告書 防府市教育委員会 

269 尾張元興寺跡 第 17 次発掘調査報告書 名古屋市教育委員会 

270 
元桜田町遺跡発掘調査報告書 －さくらのも

り保育園新築工事に伴う埋蔵文化財調査－ 
名古屋市教育委員会 

271 
竪三蔵通遺跡第 17 次発掘調査報告書 －集合

住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 
名古屋市教育委員会 

272 富士見町遺跡発掘調査報告書（第 10 次） 名古屋市教育委員会 

273 伊勢山中学校遺跡発掘調査報告書（第 11 次） 名古屋市教育委員会 

274 

千音寺遺跡第８次発掘調査報告書 －宮田用

排水路移設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 

275 
仁所遺跡発掘調査報告書 －C アミーユ新端

東建設に伴う発掘調査－ 
名古屋市教育委員会 

276 
城遺跡発掘調査報告書 －エルスリー名古屋

鳴海建設に伴う発掘調査－ 
名古屋市教育委員会 

277 鳥栖市文化財年報 2016 年度版 鳥栖市教育委員会 

278 儀徳遺跡 鳥栖市教育委員会 

279 
村田三本松遺跡 市内遺跡関係埋蔵文化財発

掘調査報告書２ 
鳥栖市教育委員会 

280 内畑遺跡５区 鳥栖市教育委員会 

281 旧三木高等女学校校舎建物調査報告書 三木市立みき歴史資料館 

282 

別府市  市内遺跡確認調査報告書  －平成

28・29 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 10 

別府市教育委員会 

283 
後ノ土居遺跡 －市道宇原千草線新設工事に

伴う発掘調査報告書－ 
洲本市教育委員会 

284 寿昌寺西遺跡第１次調査 
島根大学 研究・学術情報機

構 総合博物館 

285 満濃池名勝調査報告書 まんのう町教育委員会 

286 Excavations at Emeelt Tolgoi Site 
九州大学院人文科学研究院

考古学研究室 

287 
東北アジア農耕伝播過程の植物考古学分析に

よる実証的研究 

九州大学院人文科学研究院

考古学研究室 

288 
尾道市内遺跡 －尾道遺跡ほか埋蔵文化財調

査概要－ 平成 29 年度 
尾道市教育委員会 

289 中世尾道の甍 －開港 850 年の港町尾道－ 尾道市教育委員会 

290 松戸市立博物館紀要 第 26 号 松戸市立博物館 
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  書籍名 寄贈者 

291 
平成 30 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 

292 金沢大学考古学紀要 第 40 号 
金沢大学人文学類考古学研

究室 

293 中世日本の海賊と城 尾道市文化振興課 

294 
歴史民俗研究 第 17 回櫻井徳太郎賞受賞作文

集 
板橋区教育委員会 

295 平成 30 年度市内遺跡試掘調査報告書 二本松市教育委員会 

296 
二本松城跡 30 －平成 30 年度発掘調査報告書

１－ 
二本松市教育委員会 

297 
二本松城跡 31 －平成 30 年度発掘調査報告書

２－ 
二本松市教育委員会 

298 明治大学博物館研究報告 第 23 号 明治大学博物館 

299 明治大学博物館研究報告 第 24 号 明治大学博物館 

300 
鹿 児 島 大 学 総 合 研 究 博 物 館 年 報  No.17 

2017 
鹿児島大学総合研究博物館 

301 
岡山市埋蔵文化財センター年報 18 －2017

（平成 29）年度－ 
岡山市埋蔵文化財センター 

302 岡山市埋蔵文化財センター研究紀要 第 11 号 岡山市埋蔵文化財センター 

303 金蔵山古墳 －範囲確認調査報告書－ 岡山市埋蔵文化財センター 

304 津高団地遺跡群 －弥生時代編－ 岡山市埋蔵文化財センター 

305 魚津市立博物館紀要 第 10 号 魚津市教育委員会 

306 
国指定天然記念物船小屋ゲンジボタル発生地

緊急調査事業報告書 
みやま市教育委員会 

307 みやま市文化財ガイドマップ みやま市教育委員会 

308 甲塚古墳発掘調査報告書Ⅰ 奈良大学文学部文化財学科 

309 調査研究書 第 43 集 
佐賀県立博物館・佐賀県立美

術館 

310 
太子町立竹内街道歴史資料館 館報 第 19 号 

平成 24・25・26 年度 

太子町立竹内街道歴史資料

館 

311 
太子町立竹内街道歴史資料館 館報 第 20 号 

平成 27・28・29 年度 

太子町立竹内街道歴史資料

館 

312 観音開帳 竹内街道と西国巡礼の歴史 
太子町立竹内街道歴史資料

館 

313 
福島県荒屋敷遺跡の漆工芸 出土漆器のＸ線

ＣＴ分析成果報告書 

弘 前 大 学 人 文 社 会 科 学 部 

北日本考古学研究センター 

314 
史跡恒川官衙遺跡 恒川遺跡群 恒川清水及

びその周辺における発掘調査報告書 
飯田市教育委員会 

315 
平成 27 年度～29 年度 市内遺跡緊急発掘調査

報告書 
飯田市教育委員会 

316 
飯田古墳群 範囲確認調査・緊急発掘調査報告

書 －平成 27 年度～29 年度－ 
飯田市教育委員会 

317 寺所遺跡 飯田市教育委員会 

318 上の城遺跡 萩の平遺跡 龍江狐塚遺跡 飯田市教育委員会 

319 上の坊遺跡 馬背塚古墳 飯田市教育委員会 

320 史跡桓川官衙遺跡整備基本計画 飯田市教育委員会 

321 弥生時代のくらし 尼崎市立田能資料館 

322 
武蔵国府の調査 49 －平成 27 年度府中市内

遺跡発掘調査概報－ 
府中市教育委員会 

323 日本歴史 第 852 号 2019 年５月号 吉川弘文館 

324 京都大学構内遺跡調査研究年報 2017 年 
京都大学文化財総合研究セ

ンター 

  書籍名 寄贈者 

325 
渡来文化の故地についての基礎的研究 －新

羅・伽耶的要素を中心として－ 
寺井誠 

326 
飯田市美術博物館  飯田市上郷考古博物館 

年報 第 28 号 平成 29 年度 
飯田市美術博物館 

327 飯田市美術博物館 研究紀要 第 29 号 飯田市美術博物館 

328 横浜の野を駆ける －古代東国の馬と牧－ 横浜市歴史博物館 

329 横浜市歴史博物館 調査研究報告 VOL.15 横浜市歴史博物館 

330 横浜市歴史博物館 紀要 VOL.23 横浜市歴史博物館 

331 横浜市歴史博物館資料目録 第 27 集 横浜市歴史博物館 

332 峰々の記憶をたどって 島根県立三瓶自然館 

333 ボアソナードとその教え子たち 関西大学博物館 

334 関西大学博物館紀要 第 25 号 関西大学博物館 

335 研究紀要 第 25 集 佐賀県立名護屋城博物館 

336 
高橋是清と辰野金吾 唐津藩洋学校耐恒寮を

めぐる人々 
佐賀県立名護屋城博物館 

337 
北九州市立自然史・歴史博物館 研究報告 B

類 歴史 第 16 号 

北九州市立自然史・歴史博物

館 

338 
駒澤大学禅文化歴史博物館紀要 第３号（平成

29 年度） 
駒澤大学禅文化歴史博物館 

339 新収蔵品展 2018 駒澤大学禅文化歴史博物館 

340 古市遺跡群ⅩL 羽曳野市教育委員会 

341 羽曳野市内遺跡調査報告書 －平成 28 年度－ 羽曳野市教育委員会 

342 文化財保護のてびき 羽曳野市教育委員会 

343 羽曳野市文化財分布図 2018 羽曳野市教育委員会 

344 黒川古文化研究所紀要 古文化研究 第 18 号 （公財）黒川古文化研究所 

345 
岩手県大船渡市 長谷堂貝塚群 平成 26 年度

緊急発掘調査報告書 
大船渡市教育委員会 

346 博物館研究 通巻 611 号 （公財）日本博物館協会 

347 

群馬県伊勢崎市東小保方町所在 下谷 A 号墳 

－後期前方後円墳の調査－ 分譲地造成に伴

う埋蔵文化財発掘調査報告書 

山下工業株式会社 

348 市内遺跡の調査 
東近江市埋蔵文化財センタ

ー 

349 
斗西遺跡（28 次） 中沢遺跡（29 次） 和佐

田遺跡 斗西遺跡（30 次） 田井遺跡 

東近江市埋蔵文化財センタ

ー 

350 
掘った！わかった！富士見市の遺跡 －平成

３０年間の発掘調査－ 
富士見市立水子貝塚資料館 

351 
小城陣屋跡 2 区 藩邸石橋保存・修景整備事業

に係る埋蔵文化財発掘調査報告書 
小城市教育委員会 

352 
小城市内遺跡 9 －2014～2016 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 

353 
唐人屋敷跡 －長崎市館内町 10 番 12 号におけ

る埋蔵文化財発掘調査報告書－ 
長崎市教育委員会 

354 
桜町遺跡 －長崎市桜町 4 番 11 における埋蔵

文化財発掘調査報告書－ 
長崎市教育委員会 

355 内海文化研究紀要 第 47 号 
広島大学大学院文学研究科

附属内海文化研究施設 

356 日本 100 名城 大分府内城 大分市歴史資料館 

357 
野田市郷土博物館・市民会館  年報・紀要 

2017 年度 第 11 号 
野田市郷土博物館・市民会館 

358 
平成 29 年度 流山市市内遺跡発掘調査報告書 

Ⅰ こうのす台第Ⅳ遺跡 E 地点 Ⅱ 深井城
流山市教育委員会 
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  書籍名 寄贈者 

跡（第 3 次） Ⅲ 富士見台第Ⅱ遺跡 G 地点 

Ⅳ 西深井七ノ割遺跡 B 地点 Ⅴ 加村台遺

跡 L 地点 Ⅵ  東深井一ノ台第Ⅲ地点 Ⅶ 

西初石一丁目遺跡（2）・上新宿野馬土手（5） 

Ⅷ 西初石一丁目遺跡（3） Ⅸ 清瀧院前遺

跡（第 3 次） Ⅹ 西初石一丁目遺跡（4）・上

新宿野馬土手（6） 

359 市内遺跡 25 藤岡市教育委員会 

360 寺谷瓦窯跡 磐田市教育委員会 

361 纏向学研究 第 7 号 桜井市纏向学研究センター 

362 萩博物館調査研究報告 第 14 号 萩博物館 

363 
粟島遺跡 －特別養護老人ホーム建設に伴う

発掘調査報告書－ 
紀の川市教育委員会 

364 
紀の川市内遺跡発掘調査概要報告書 －平成

29 年度－ 
紀の川市教育委員会 

365 

平成 30（2018）年度 埋蔵文化財緊急発掘調

査概報  吹田須恵器窯跡 No.55 高城遺跡 

吉志部瓦窯跡 中ノ坪遺跡 

吹田市教育委員会 

366 名古屋市博物館 研究紀要 第 42 巻  2019 名古屋市博物館 

367 
新潟県上越市 三和中部第１地区ほ場整備事

業地内発掘調査報告書３ （上水尻遺跡） 
上越市教育委員会 

368 
新潟県上越市 木島地区ほ場整備事業地内発

掘調査報告書 （台の上遺跡） 
上越市教育委員会 

369 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 

370 
白山神社古墳 －「味美」への定着と古墳群の

展開－ 
春日井市教育委員会 

371 平成 30 年度 市内遺跡調査概要報告書 春日井市教育委員会 

372 
大天神古墳 採石場の継続事業に伴う埋蔵文

化財発掘調査報告書 
庄原市教育委員会 

373 
北海道苫小牧市 市内遺跡発掘調査事業報告

書２ 

苫小牧市埋蔵文化財調査セ

ンター 

374 寛弘寺古墳群を考える 大阪府立近つ飛鳥博物館 

375 大阪府立近つ飛鳥博物館 館報 22 大阪府立近つ飛鳥博物館 

376 小田原市郷土文化館研究報告 No.55 小田原市郷土文化館 

377 
静岡県 富士市 富士市内遺跡発掘調査報告

書 －平成 29 年度－ 
富士市教育委員会 

378 

鹿児島市埋蔵文化財確認発掘調査報告書ⅩⅡ 

－平成 26・28・29 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

－ 堂園遺跡 改新貝塚 

鹿児島市教育委員会 

379 
史跡 鹿児島紡績所跡Ⅰ －平成 28 年度史跡 

鹿児島紡績所跡確認発掘調査報告書－ 
鹿児島市教育委員会 

380 
史跡 鹿児島紡績所跡Ⅱ －平成 29・30 年度

史跡 鹿児島紡績所跡確認発掘調査報告書－ 
鹿児島市教育委員会 

381 

史跡 鹿児島紡績所跡Ⅲ －薩摩ガラス工場

管理棟建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

－ 

鹿児島市教育委員会 

382 

史跡 旧集成館 附寺山炭窯跡 関吉の疎水

溝 －平成 30 年度関吉の疎水溝発掘調査等報

告書－ 

鹿児島市教育委員会 

383 
鳥取県米子市 尾高城跡Ⅲ －山下地区の調

査－ 
（一財）米子市文化財団 

384 鳥取県米子市 石井要害跡Ⅰ （一財）米子市文化財団 

385 鳥取県米子市 石井要害跡Ⅱ （一財）米子市文化財団 

  書籍名 寄贈者 

386 
一般財団法人米子市文化財団 埋蔵文化財調

査室年報 6 平成 30 年度 
（一財）米子市文化財団 

387 
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 8 号（平成 30 年度版） 
（一財）米子市文化財団 

388 
米子平野の考古学資料 別所 1 号墳・2 号墳 

－二つの横穴式石室を持つ古墳－ 
（一財）米子市文化財団 

389 米子市内遺跡発掘調査報告書 （一財）米子市文化財団 

390 

愛知県稲沢市 稲沢市内遺跡発掘調査概要報

告書（Ⅵ） －史跡尾張国分寺跡第 20 次調査

－ 

稲沢市教育委員会 

391 
無量光院 木造不動明王立像 木造毘沙門天

立像 保存修理報告書 
稲沢市教育委員会 

392 歴史遺産研究 第 13 号 
東北芸術工科大学歴史遺産

学科 

393 ジョウモン・アート 芸術の力で縄文を伝える 
東北芸術工科大学歴史遺産

学科 

394 埋蔵文化財課年報<22> 平成 29 年度 
（公財）松江市スポーツ・文

化振興財団 

395 年報 津山弥生の里 第 26 号（平成 29 年度） 津山市教育委員会 

396 津山市内遺跡調査報告書 平成 25～29 年度 津山市教育委員会 

397 史跡 津山城跡 保存整備事業報告書Ⅴ 津山市教育委員会 

398 平成 28 年度 市内遺跡確認調査報告書 伊勢崎市教育委員会 

399 
伊勢崎城跡 1 伊勢崎駅周辺第一土地区画整理

事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 
伊勢崎市教育委員会 

400 

群馬県伊勢崎市境保泉所在 保泉・丸山東２遺

跡２ －古代用水路跡と旧流路跡の発掘調査

－ 都市計画 3・4・71 号線道路改良事業に伴

う埋蔵文化財発掘調査報告書 

伊勢崎市教育委員会 

401 広島大学総合博物館研究報告 10 広島大学総合博物館 

402 
千葉市古山遺跡（第４次） －集合住宅建設に

伴う埋蔵文化財調査報告書－ 

千葉市埋蔵文化財調査セン

ター 

403 
青森県立郷土館報 平成 31（2019）年度版（通

巻 46 号） 
青森県立郷土館 

404 
新説！白神のいにしえ －津軽ダム建設に伴

う発掘調査成果とともに－ 
青森県立郷土館 

405 
橋本市郷土資料館報 第 33 号 平成 30 年度 

郷土資料館企画展 
橋本市郷土資料館 

406 一関市博物館研究報告 第 22 号 一関市博物館 

407 縄文人のセンス －貝鳥貝塚の出土品－ 一関市博物館 

408 
国指定史跡二子塚古墳発掘調査報告（2016・

2017 年度）史跡内容確認調査 

太子町立竹内街道歴史資料

館 

409 国指定史跡二子塚古墳保存活用計画 太子町教育委員会 

410 黒岩城跡（2014 年度） 
北上市立埋蔵文化財センタ

ー 

411 北上市内試掘調査報告（2017 年度） 
北上市立埋蔵文化財センタ

ー 

412 北上市埋蔵文化財年報（2017 年度） 
北上市立埋蔵文化財センタ

ー 

413 関市市内遺跡発掘調査報告書 平成 28 年度 関市文化財保護センター 

414 
関市埋蔵文化財発掘調査報告書 平成 26・27

年度 
関市文化財保護センター 

415 
新修 宗像市史 うみ・やま・かわ ―地理・

自然― 
新修宗像市史編集委員会 
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  書籍名 寄贈者 

416 

細池寺道上遺跡Ⅷ 第 48 次調査 －県営ほ場

整備事業（担い手育成型）両新地区に伴う第 23

次発掘調査報告書－ 

新潟市文化財センター 

417 
赤鏥砂山遺跡 第5次調査 －商業施設建設に

伴う赤鏥砂山遺跡第 3 次発掘調査報告書－ 
新潟市文化財センター 

418 

川根谷内遺跡 第6次調査 －主要地方道新潟

中央環状線道路整備事業に伴う第2次発掘調査

報告書－ 

新潟市文化財センター 

419 
新潟市文化財センター年報 第 5 号 －平成

28（2016）年度版－ 
新潟市文化財センター 

420 
新潟市文化財センター年報 第 6 号 －平成

29（2017）年度版－ 
新潟市文化財センター 

421 史跡甲立古墳整備基本計画 安芸高田市教育委員会 

422 史跡甲立古墳 ―平成 30 年度遺構確認調査― 安芸高田市教育委員会 

423 

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８ 

下仁田町教育委員会 

424 

上畠テラマエ遺跡発掘調査報告書 県営ほ場

整備事業（面的集積型）北免田・上畠地区に伴

う埋蔵文化財発掘調査報告書 

七尾市教育委員会 

425 

白浜ゴリゴ遺跡発掘調査報告書 県営ほ場整

備事業（面的集積型）白浜・深見地区に伴う埋

蔵文化財発掘調査報告書 

七尾市教育委員会 

426 

若林一ノ坪遺跡発掘調査報告書 県営ほ場整

備事業（経営体育成型）飯川地区に伴う埋蔵文

化財発掘調査報告書 

七尾市教育委員会 

427 
第３回こしのくに国府サミット in 七尾 シ

ンポジウム～こしのくにの特産品～ 記録集 
七尾市教育委員会 

428 
第３回こしのくに国府サミット in 七尾 事

業実施報告書 
七尾市教育委員会 

429 三浦半島の漁労用具コレクション 横須賀市自然・人文博物館 

430 
横須賀市博物館研究報告（人文科学） 第 63

号 
横須賀市自然・人文博物館 

431 横須賀市博物館資料集 第 43 号 横須賀市自然・人文博物館 

432 

広西大谷遺跡 －地域水道整備事業（広西配水

池整備）及びこれに伴う管理用道路整備工事に

係る埋蔵文化財発掘調査報告書－ 

（公財）鳥取市文化財団 

433 
城山城跡 －川崎町大字川崎所在の埋蔵文化

財発掘調査－ 
川崎町教育委員会 

434 和泉市埋蔵文化財発掘調査概報 28 和泉市教育委員会 

435 和泉市埋蔵文化財発掘調査概報 29 和泉市教育委員会 

436 
文政十一年御用日記 光照院七回忌諸控 光

照院十七回忌法事 
かんだ郷土史研究会 

437 豊前石塚山古墳 復刻版 かんだ郷土史研究会 

438 
平成 30 年度 西都原古墳研究所・年報 第 32

号 
西都市教育委員会 

439 
藤井寺市発掘調査概報 第 41 号 土師の里遺

跡（HJ2017－２区） 
藤井寺市教育委員会 

440 石川流域遺跡群発掘調査報告ⅩⅩⅩⅣ 藤井寺市教育委員会 

441 平成 28－29 年度 下関市立歴史博物館年報 下関市立歴史博物館 

442 神谷町町屋跡遺跡発掘調査報告書 
大成エンジニアリング株式

会社 

443 文京遺跡Ⅶ－1 －文京遺跡 12 次調査－ 愛媛大学埋蔵文化財調査室 

444 豊岡市 尼ヶ宮古墳群 －一般国道 483 号北 兵庫県立考古博物館 

  書籍名 寄贈者 

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－ 

445 

養父市 広瀬古墳群 －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－ 

兵庫県立考古博物館 

446 
西脇市 津万遺跡群 3 －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 

447 

多可郡多可町 宮前鉱山跡 －（砂）宮前東谷

川 公共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 

448 

丹波市 稲塚 3 号窯跡 －（砂）稲塚川 災害

関連緊急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 

449 

淡路市 大円道向遺跡 －（二）志筑川水系志

筑川 広域河川改修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 

450 

姫路市 豆腐町遺跡Ⅲ・駅前町遺跡 －姫路駅

周辺地区総合整備事業（キャスティ 21）に係

る埋蔵文化財発掘調査報告書－ 

兵庫県立考古博物館 

451 

姫路市 神屋町遺跡 －姫路駅周辺地区総合

整備事業（キャスティ 21）に係る埋蔵文化財

発掘調査報告書－ 

兵庫県立考古博物館 

452 
下ヶ戸貝塚Ⅵ 下ヶ戸宮前遺跡発掘調査報告

書Ⅵ 
我孫子市教育委員会 

453 平成 30 年度市内遺跡発掘調査報告書 我孫子市教育委員会 

454 

入覚上畔遺跡 入覚コウチ遺跡 入覚秋光遺

跡 見立遺跡 県営ほ場整備事業（入覚地区）

関係埋蔵文化財発掘調査報告６ 

行橋市教育委員会 

455 
渡築紫遺跡 B 区 稲童工業団地関係埋蔵文化財

発掘調査報告 4 
行橋市教育委員会 

456 延永ヨヤミ園遺跡 行橋市教育委員会 

457 
市内埋蔵文化財発掘調査Ⅲ －平成 24・25 年

度－ 
豊橋市教育委員会 

458 市内遺跡発掘調査 －平成 28 年度－ 豊橋市教育委員会 

459 
雁屋遺跡発掘調査報告書 都市計画道路雁屋

畑線建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査 
四条畷市教育委員会 

460 四条畷市文化財調査年報 第 6 号 中野遺跡 2 四条畷市教育委員会 

461 和歌山市内遺跡発掘調査概報 －平成29年度－ 和歌山市教育委員会 

462 栃木県立博物館 研究紀要 －人文－ 第36 号 栃木県立博物館 

463 下野の鎌倉街道 －道を行き交う人と物－ 栃木県立博物館 

464 博物館研究 通巻 612 号 （公財）日本博物館協会 

465 播磨町郷土資料館 館報 30 播磨町郷土資料館 

466 防府市歴史文化基本構想 防府市教育委員会 

467 防府市歴史文化基本構想（概要版） 防府市教育委員会 

468 
平成 30 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 

469 
遺跡講演会 弥生時代中期の小田原 ～方形

周溝墓から迫る～ 資料集 
小田原市教育委員会 

470 
谷津周辺の遺跡 －丘陵に広がる原始・古代の

遺跡－ 
小田原市教育委員会 

471 

平成 19 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 19 年度

小田原市緊急発掘調査報告書１ 

小田原市教育委員会 

472 小田原城下 欄干橋町遺跡第Ⅹ地点 平成 19 小田原市教育委員会 
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  書籍名 寄贈者 

年度小田原市緊急発掘調査報告書２ 

473 
小八幡酒匂境遺跡第Ⅱ地点 平成 19 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 

474 史跡 小田原城跡 住吉橋保存修理報告書 小田原市教育委員会 

475 
小田原城三の丸 大久保弥六郎邸跡第Ⅱ地点 

－市民ホール拡張用地整備に伴う発掘調査－ 
小田原市教育委員会 

476 

小田原城三の丸・城下 三の丸元蔵堀第Ⅱ地点

（第 3 次調査）城下日向屋敷跡第Ⅰ地点（第 2

次調査） 発掘調査報告書 －小田原駅東口お

城通り地区再開発事業広域交流施設ゾーン埋

蔵文化財調査業務委託－ 

小田原市教育委員会 

477 

下原遺跡（志布志市有明町） 主要地方道志布

志福山線（有明志布志道路）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 

478 
元御内遺跡（霧島市国分） 国分高等学校校舎

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 

479 

吐噶喇・奄美の遺跡 県内遺跡発掘調査等事業

に伴う川口貞徳コレクション発掘調査報告書

（2） 

鹿児島県立埋蔵文化財セン

ター 

480 

高野木遺跡 （薩摩川内市大小路町） 薩摩川

内市街部改修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 

481 

永吉天神段遺跡 4 第 3 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 

482 

見帰遺跡（志布志市志布志町） 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 

483 

川久保遺跡 C 地点（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 

484 明石の歴史 第 2 号 明石市文化振興課 

485 明石の瓦 明石市文化振興課 

486 
高砂町遺跡Ⅱ －高砂・堀川周辺地区整備事業

に伴う高砂南堀川跡発掘調査報告書－ 
高砂市教育委員会 

487 
吹田市立博物館  館報  19 平成 29 年度

（2017 年度） 
吹田市立博物館 

488 
音楽家 貴志康一 生誕 110 年 ～吹田に生

まれた若き天才～ 
吹田市立博物館 

489 
かめおかを巡る ―巡礼札所からファインダ

ー聖地まで― 
亀岡市文化資料館 

490 光秀伝説 ―丹波興敗略記の世界― 亀岡市文化資料館 

491 土浦市立博物館紀要 第 29 号 土浦市立博物館 

492 
熊本大学埋蔵文化財調査センター年報  24 

2017 年度 

熊本大学埋蔵文化財調査セ

ンター 

493 
熊本大学構内遺跡発掘調査報告 14（2013・2104

年度：黒髪南地区 1310 調査地点） 

熊本大学埋蔵文化財調査セ

ンター 

494 平塚市博物館年報 第 42 号 平塚市博物館 

495 平塚市博物館研究報告 自然と文化 第 42 号 平塚市博物館 

496 
京都大学総合博物館収蔵資料目録  第６号 

台湾民俗資料 
京都大学総合博物館 

497 
特別史跡  姫路城跡  石垣修理工事報告書

（10） －車門跡・内京口門跡－ 
姫路市立城郭研究室 

 

498 
青山史学 第 37 号 －史学科創設五十周年記

念号－ 
 

青山学院大学文学部史学研

究室 

  書籍名 寄贈者 

499 
うきは市内遺跡群Ⅲ 雷遺跡 柳瀬遺跡 山

麓農業水利事業に伴う発掘調査 
うきは市教育委員会 

500 
芝尾山古墳 県営畑地帯総合整備事業に伴う

じぜんの発掘調査 
うきは市教育委員会 

501 埋蔵文化財調査室年報 35 平成 29 年度 
（公財）北九州市芸術文化振

興財団 

502 研究紀要 －第 33 号－ 
（公財）北九州市芸術文化振

興財団 

503 
小倉城御用屋敷跡 －（仮称）平和資料館建設

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 

504 
原遺跡第3地点 －茶屋の原商業施設建設工事

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 

505 
黒崎城跡 28 区 －共同住宅新築（八幡西区舟

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 

506 
上長野石棺群 －納骨堂建築（小倉南区大字長

野）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 

507 

貫・井手ヶ本遺跡第 4 次調査 －共同住宅の建

設（小倉南区中貫）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 

508 
貫・井手ヶ本遺跡第 5 次調査 －共同住宅の建

設（中貫一丁目）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 

509 

鋳物師町遺跡第2地点 －ウイングス鋳物師ビ

ル建設（小倉北区鋳物師町）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 

510 
魚町遺跡第２地点 －店舗建設（魚町二丁目）

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 

511 

石川県金沢市 金沢城下町遺跡（飛梅町３番地

点） ―金沢くらしの博物館リニューアル工事

に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書― 

金沢市埋蔵文化財センター 

512 
石川県金沢市 金沢城下町遺跡（前田氏（長種

系）屋敷跡地区） 
金沢市埋蔵文化財センター 

513 

石川県金沢市 加賀一向一揆関連遺跡と古道

調査報告書 －砂子坂道場跡・二俣本泉寺庭園

遺跡・二俣越－ 

金沢市埋蔵文化財センター 

514 名勝 成巽閣庭園保存活用計画書 金沢市埋蔵文化財センター 

515 
石川県金沢市 畝田・寺中遺跡ⅩⅣ －木曳野

遺跡群ⅩⅡ－ 
金沢市埋蔵文化財センター 

516 
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 

517 歴博 第 214 号 国立歴史民俗博物館 

518 
三木市 埋蔵文化財発掘調査報告書 －平成 22

～28 年度－ 
三木市教育委員会 

519 
京都橘大学大学院研究論集 文学研究科 【第

17 号】 

京都橘大学文学部歴史遺産

学科 

520 
京都橘大学 歴史遺産調査報告 2018 南畑

古墳群、二条城堀川石垣 

京都橘大学文学部歴史遺産

学科 

521 
京都府 鹿谷古墳の研究 －ゴーランド調査

古墳の研究 2－ 

京都橘大学文学部歴史遺産

学科 

522 
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 21 輯 
（公財）瀬戸市文化振興財団 

523 市内遺跡調査報告Ⅹ （公財）瀬戸市文化振興財団 

524 
白坂雲興寺遺跡Ⅱ －白坂町地内道路整備事

業に伴う発掘調査－ 
（公財）瀬戸市文化振興財団 

525 曲金北遺跡 第 20 次発掘調査報告書 静岡市埋蔵文化財センター 

526 一丁田遺跡(第 14 次) －静岡市庵原町 58 号線 静岡市埋蔵文化財センター 
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  書籍名 寄贈者 

建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 

527 史跡片山廃寺跡 発掘調査報告書(遺物編) 静岡市埋蔵文化財センター 

528 静岡市内遺跡群発掘調査報告書（平成 30 年度） 静岡市埋蔵文化財センター 

529 平成 25 年度 明石市埋蔵文化財年報 明石市文化振興課 

530 明石の文化財 明石市文化振興課 

531 
和歌山県海南市 海南市内遺跡発掘調査概報 

－平成 29 年度－ 
海南市教育委員会 

532 

天理市文化財調査年報 平成 29（2017）年度  

東乗鞍古墳（第 2 次）管田遺跡（第 2 次） ヒ

エ塚古墳航空レーザー測量調査 櫛山古墳航

空レーザー測量調査・平板測量調査 

天理市教育委員会 

533 
徳島県  埋蔵文化財センター年報  Vol.29 

2017 年度 

（公財）徳島県埋蔵文化財セ

ンター 

534 
真珠  徳島県埋蔵文化財センター研究紀要 

第 12 号 

（公財）徳島県埋蔵文化財セ

ンター 

535 美濃加茂市民ミュージアム 紀要 第 18 集 美濃加茂市民ミュージアム 

536 国史跡五斗長垣内遺跡整備事業報告書 淡路市教育委員会 

537 

府中市内遺跡 18 平成 24（2012）～平成

27(2015)年度調査に関する報告 備後国府跡

（ツジ遺跡）ほか 

府中市教育委員会 

538 
伝吉田寺跡 平成 30(2018)年度調査に関する

報告 
府中市教育委員会 

539 史跡備後国府跡保存活用計画 府中市教育委員会 

540 史跡備後国府跡保存活用計画【概要版】 府中市教育委員会 

541 
市内遺跡 平成 30 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 

542 
2016 年熊本地震日本イコモス報告書 文化財

の被害状況と復旧・復興への提言 
山口県教育委員会 

543 埋蔵文化財関係統計資料 －平成 30 年度－ 山口県教育委員会 

544 平成 28 年度 神戸市埋蔵文化財年報 神戸市教育委員会 

545 
本庄町遺跡 第 10 次調査 埋蔵文化財発掘調

査報告書 
神戸市教育委員会 

546 

上沢遺跡発掘調査報告書Ⅴ ―第３・12・16・

17・23・25・26・37・39・40・42・56・58・

60～64 次調査― 

神戸市教育委員会 

547 土器のうつろい ～時間と空間による変化～ 神戸市教育委員会 

548 
神戸はかつて焼き物の里だった ～トウバン

ケイスエキ（東播系須恵器）の世界～ 
神戸市教育委員会 

549 昭和のくらし 昔のくらし 13 神戸市教育委員会 

550 海を見つめて ～コウベの海と考古学～ 神戸市教育委員会 

551 愛比売 平成 30 年度 年報 
（公財）愛媛県埋蔵文化財セ

ンター 

552 紀要愛媛 第 15 号 
（公財）愛媛県埋蔵文化財セ

ンター 

553 
公益財団法人愛媛県埋蔵文化財センターのあ

ゆみ 

（公財）愛媛県埋蔵文化財セ

ンター 

554 

八日市地方遺跡Ⅴ －サイエンスヒルズこま

つ建設工事事業及び市道御宮町―日の出線道

路整備事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書

－ 

小松市教育委員会 

555 
小松市内遺跡発掘調査報告書ⅩⅣ 二ツ梨豆

岡向山窯跡群  
小松市教育委員会 

556 平成 30 年度 年報 滋賀県立安土城考古博物館 

  書籍名 寄贈者 

557 紀要 第 25 号 滋賀県立安土城考古博物館 

558 寺と城 －近江の瓦－ 滋賀県立安土城考古博物館 

559 
キミそっくりな古代人がいたよ 原始・古代の

人物表現 
滋賀県立安土城考古博物館 

560 
近江の考古学黎明期 －近江風土記の丘 50 周

年キックオフ企画－ 
滋賀県立安土城考古博物館 

561 埋蔵文化財ニュース  174 奈良文化財研究所 

562 埋蔵文化財ニュース  175 奈良文化財研究所 

563 埋蔵文化財ニュース  176 奈良文化財研究所 

564 埋蔵文化財ニュース  177 奈良文化財研究所 

565 秋芳町地方文化研究 第 55 号 秋芳町地方文化研究会 

566 川崎市市民ミュージアム 紀要 第 31 集 川崎市市民ミュージアム 

567 
2019 全史協会報 平成 30 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 

568 
大阪府八尾市所在 由義寺跡 遺構確認調査

報告書 －塔基壇の調査－ 
八尾市教育委員会 

569 八尾市内遺跡平成 30 年度発掘調査報告書 八尾市教育委員会 

570 国史跡 由義寺跡第１次発掘調査概報 八尾市教育委員会 

571 下原遺跡・門田遺跡発掘調査報告書 三次市教育委員会 

572 三次市埋蔵文化財年報 －平成 29 年度－ 三次市教育委員会 

573 三次の史跡 三次市教育委員会 

574 

史跡石清水八幡宮境内(八角堂) 歴史活き活

き！史跡等総合活用整備事業保存修理工事報

告書 

八幡市教育委員会 

575 

別名ホウシボ遺跡 －第2次調査－ 上徳大道

上遺跡 国分久積遺跡 －平成 29 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 

576 
市内遺跡試掘確認調査報告書 （平成 29 年度 

個人民間開発に伴う調査） 
今治市教育委員会 

577 
市内遺跡試掘調査報告書 （平成 29 年度 公

共事業に伴う調査） 
今治市教育委員会 

578 
史跡 能島城跡 平成 15～27 年度 整備に伴

う調査総括報告書 
今治市教育委員会 

579 

南日吉高堤遺跡・上徳居屋敷遺跡 －平成 27

年度 宅地造成工事に伴う発掘調査報告書－ 

－平成 27 年度 農業用道路（上徳裕慶寺線）

設置工事に伴う発掘調査報告書－ 

今治市教育委員会 

580 
周防国府跡発掘調査報告 8 －大代地区・鍛冶

屋地区・京慶地区の調査－ 
防府市教育委員会 

581 平成 29 年度 防府市内遺跡発掘調査報告書 防府市教育委員会 

582 宮市まちなみ遺跡第 1 次発掘調査報告書 防府市教育委員会 

583 
泉佐野市埋蔵文化財発掘調査概要 平成 30 年

度 
泉佐野市教育委員会 

584 泉佐野市埋蔵文化財発掘調査概要 第 87 号 泉佐野市教育委員会 

585 泉佐野市埋蔵文化財発掘調査概要 第 88 号 泉佐野市教育委員会 

586 
愛知県東海市 平成 29 年度 畑間・東畑遺跡

発掘調査報告 
東海市教育委員会 

587 出光美術館 館報 187 （公財）出光美術館 

588 
東京都板橋区 志村坂上遺跡 I 地点第 3 次調査

発掘調査報告書 －志村一丁目 16 番３号地点－ 
板橋区教育委員会 

589 平成 30 年度 鎌ヶ谷市内遺跡発掘調査報告書 鎌ヶ谷市教育委員会 

590 弁財天池遺跡と縄文時代中期の狛江 狛江市教育委員会 
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  書籍名 寄贈者 

591 市内遺跡発掘調査報告書Ⅵ 平成 26～29 年度 狛江市教育委員会 

592 
東京都狛江市 田中・寺前遺跡 －第 6 次調査

(第 16 地点)発掘調査報告書－ 
狛江市教育委員会 

593 
山口市の金石文 －阿東・徳地・小郡・秋穂・

阿知須編－ 

山口市交流創生部文化交流

課 

594 博物館研究 通巻 613 号 （公財）日本博物館協会 

595 
2011 平成の大津波と博物館 被災資料再生

の歩み 
（公財）日本博物館協会 

596 
神奈川県茅ヶ崎市 円蔵 鶴ヶ町遺跡 第 10

次調査報告 
株式会社 四門 

597 平成 29 年度 国分寺市埋蔵文化財調査概報 国分寺市遺跡調査会 

598 武蔵国分寺跡出土瓦集成 －鐙瓦・宇瓦－ 国分寺市遺跡調査会 

599 
公益財団法人石川県埋蔵文化財センター 年

報 20 （平成 29 年度） 

（公財）石川県埋蔵文化財セ

ンター 

600 石川県埋蔵文化財情報 第 40 号 
（公財）石川県埋蔵文化財セ

ンター 

601 
「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群世界遺

産登録記念誌 

福岡県文化振興課世界遺産

室 

602 
秦泉寺廃寺跡(第 7 次調査) －店舗建設に伴う

埋蔵文化財発掘調査報告書－ 
高知市教育委員会 

603 
柳田遺跡 －店舗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 

604 
竹林寺 －本坊建て替え工事に伴う埋蔵文化

財発掘調査報告書－ 
高知市教育委員会 

605 
飯能市郷土館館報  郷土館のプロフィール 

実績報告書 第 15 号 平成 29 年度 
飯能市立博物館 

606 飯能市立博物館研究紀要 第 1 号(通算９号) 飯能市立博物館 

607 宗像市史研究 第 2 号 新修宗像市史編集委員会 

608 
鈴鹿市考古博物館年報 第 20 号 平成 29 年度

版 
鈴鹿市考古博物館 

609 西ノ岡 B 遺跡発掘調査報告書 鈴鹿市考古博物館 

610 伊勢国府跡 21 鈴鹿市考古博物館 

611 三重のはにわ大集合！ 鈴鹿市考古博物館 

612 三重のはにわ大集合！パンフレット 鈴鹿市考古博物館 

613 

志賀町 相坂遺跡・相神東シンカイ B 遺跡 県

営ほ場整備事業（相神地区）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 

614 

羽咋市 四柳白山下遺跡Ⅴ 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 

615 

羽咋市 四柳白山下遺跡Ⅵ 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 

616 

羽咋市 大町ゴンジョガリ遺跡 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 

617 

羽咋市 大町ダイジングウ遺跡 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 

618 

かほく市 宇気ボウマワリ遺跡 地方道改築

事業（一）黒川横山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 

619 
金沢市 福久遺跡 地方道改築事業金沢外環

状道路 海側幹線Ⅳ期に係る埋蔵文化財発掘

（公財）石川県埋蔵文化財セ

ンター 

  書籍名 寄贈者 

調査報告書 

620 

野々市市 新庄カキノキダ遺跡 二級河川高

橋川 広域河川改修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 

621 
小松市 島遺跡 北陸新幹線建設事業（金沢・

敦賀間）に係る埋蔵文化財発掘調査報告書１ 

（公財）石川県埋蔵文化財セ

ンター 

622 
加賀市 塔尾遺跡 地方道改築事業（主）山中

伊切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 

623 

小松市 八日市地方遺跡 北陸新幹線建設事

業（金沢・敦賀間）に係る埋蔵文化財発掘調査

概要報告書 

（公財）石川県埋蔵文化財セ

ンター 

624 
町屋式遺跡発掘調査報告書 一般国道４号水

沢東バイパス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 

625 
力持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 

626 
伏津館跡発掘調査報告書 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 

627 
山口駒込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 

628 
南鹿糠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 

629 
上のマッカ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 

630 
小田ノ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 

631 
長途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 

632 
荒津内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 

633 
鹿糠浜Ⅱ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 

634 
南八木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 

635 
田屋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 

636 
小白浜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 

637 
狭田館跡発掘調査報告書 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 

638 
内田貝塚発掘調査報告書 主要地方道大船渡

広田陸前高田線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 

639 

平成 30 年度発掘調査報告書 祇園Ⅰ遺跡 岩

洞湖 E 遺跡 八幡館跡 沖遺跡 森の越遺跡

第 36 次 ほか調査概報(13 遺跡) 

（公財）岩手県文化振興事業

団埋蔵文化財センター 

640 奈良文化財研究所 紀要 2019 奈良文化財研究所 

641 
所 沢 市 立 埋 蔵 文 化 財 調 査 セ ン タ ー  年 報

No.24（平成 29 年度） 

所沢市立埋蔵文化財調査セ

ンター 

642 和田遺跡－第 26・27 次調査－ 
所沢市立埋蔵文化財調査セ

ンター 

643 宮前遺跡－第 39～42・44～49 次調査－ 
所沢市立埋蔵文化財調査セ

ンター 

644 

市内遺跡調査報告 25 －下安松遺跡第 13 次

調査－ －附篇 平成 30 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 

645 大分県立歴史博物館 研究紀要 19 大分県立歴史博物館 
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  書籍名 寄贈者 

646 大分県立歴史博物館年報 2018 大分県立歴史博物館 

647 
須玖岡本遺跡 6 －岡本地区 20 次調査の報告

－ 福岡県春日市岡本 7 丁目所在遺跡の調査 
春日市教育委員会 

648 平成 29 年度 春日市文化財年報 春日市教育委員会 

649 
名勝 旧堀氏庭園畑迫病院保存修理工事報告

書 
津和野町教育委員会 

650 津和野町内遺跡発掘調査報告書 6 津和野町教育委員会 

651 喜時雨遺跡発掘調査報告書（3 次調査） 津和野町教育委員会 

652 津和野町内遺跡発掘調査報告書 7 津和野町教育委員会 

653 津和野町内遺跡発掘調査報告書 8 津和野町教育委員会 

654 津和野城下町遺跡 6 高崎亀井家屋敷跡 津和野町教育委員会 

655 平成 29 年度 池上曽根史跡公園協会要覧 泉大津市教育委員会 

656 出雲の赤 縄文・弥生時代編 出雲弥生の森博物館 

657 NKH 長岡市立科学博物館報 No.103 長岡市立科学博物館 

658 長岡市立科学博物館研究報告 第 54 号 長岡市立科学博物館 

659 炉畑遺跡 C 地区（三ツ池遺跡）発掘調査報告書 
各務原市埋蔵文化財調査セ

ンター 

660 

上本町遺跡 －1・3・4 次－ 福岡県立西田川

高等学校校舎改築等に伴う埋蔵文化財調査報

告 

田川市教育委員会 

661 野崎専応寺文書 大東市教育委員会 

662 大東市埋蔵文化財分布図 大東市教育委員会 

663 東京都江戸東京博物館紀要 第 9 号 江戸東京博物館 

664 自瓦自賛―瓦を解き明かす― 城陽市歴史民俗資料館 

665 
上谷遺跡 7 －上谷遺跡 2-a・2-b 区発掘調査報

告書－ 
坂戸市教育委員会 

666 
岩本下内遺跡 県道大牟田高田線道路新設工

事に伴う岩本下内遺跡 B 地点の調査報告 
大牟田市教育委員会 

667 
大島田Ⅱ遺跡・沼田遺跡 西毛広域幹線道路整

備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 

668 徳島県立博物館研究報告 第 29 号 徳島県立博物館 

669 
大宰府条坊跡 48 －都府楼南・通古賀・般若

寺地区の調査－ 
太宰府市教育委員会 

670 

大宰府天満宮 4 －太宰府市天満宮遺跡第５次

調査調査－ －菅谷遺跡第1次調査－ －大原

遺跡第 1 次調査－ 

太宰府市教育委員会 

671 原遺跡 4 －第 12・22・23・24・27 次調査－ 太宰府市教育委員会 

672 大阪大谷大学 歴史文化研究 第 19 号 大阪大谷大学歴史文化学科 

673 
志学台考古 －年代・産地・分析等－ 第 19

号 
大阪大谷大学歴史文化学科 

674 
古事 天理大学考古学・民俗学研究室紀要 第

23 冊 

天理大学考古学・民俗学研究

室 

675 嶋上遺跡群 43 
高槻市立埋蔵文化財調査セ

ンター 

676 
史跡闘鶏山古墳 第 1・2 石槨の現状と整備方

針 

高槻市立埋蔵文化財調査セ

ンター 

677 高槻市文化財年報 平成 26 年度 
高槻市立埋蔵文化財調査セ

ンター 

678 高槻市文化財年報 平成 28 年度 
高槻市立埋蔵文化財調査セ

ンター 

679 安満遺跡 －平成 28 年度確認調査速報－ 
高槻市立埋蔵文化財調査セ

ンター 

  書籍名 寄贈者 

680 
栗東市埋蔵文化財調査報告 2017（平成 29）

年度 年報 
（公財）栗東市スポーツ協会 

681 
宮 崎 県 総 合 博 物 館  年 報  平 成 30 年 度 

No.48 
宮崎県総合博物館 

682 
宮崎県総合博物館研究紀要 第 39 輯 平成 30

年度 
宮崎県総合博物館 

683 森ヲチヲサ遺跡発掘調査報告書 高取町教育委員会 

684 清水谷ナルミ遺跡発掘調査報告書 高取町教育委員会 

685 
清正公道 一般国道 57 号北側復旧ルート建設

に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 
熊本県教育委員会 

686 

弓削前畑遺跡 竹ノ後・芭蕉遺跡群 －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（７）－ 

熊本県教育委員会 

687 
立石遺跡群 －九州縦貫自動車道北熊本スマ

ート IC 建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告－ 
熊本県教育委員会 

688 
幅・津留遺跡 熊本県道 28 号熊本高森線道路

整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査 
熊本県教育委員会 

689 
平成 29 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 

690 下関文化 第 49 号 下関市文化協会 

691 下関文化 第 49 号 下関市文化協会 

692 

武蔵国府関連遺跡調査報告 59 －国府地域の

調査 36－ 国道 20 号府中市寿町歩道橋改良工

事に伴う事前調査(1814 次) 

府中市教育委員会 

693 
秋田市 久保田城跡 －秋田和洋女子高等学

校校舎建設事業に伴う発掘調査報告書－ 
秋田市教育委員会 

694 九州歴史資料館 研究論集 44 福岡県教育委員会 

695 大宰府史跡発掘調査報告書 平成 28・29 年度 福岡県教育委員会 

696 

鷹取ヒゲジロ遺跡 福岡県久留米市田主丸町

所在遺跡の調査 久留米・うきは工業用地造成

事業関係埋蔵文化財調査報告 

福岡県教育委員会 

697 

保加町遺跡 福岡県柳川市保加町所在遺跡の

調査 沖端川激甚災害対策特別緊急事業関係

調査報告 2 

福岡県教育委員会 

698 
宮ノ前遺跡 福岡県那珂川市大字仲所在遺跡

の調査 
福岡県教育委員会 

699 
射水市内遺跡発掘調査報告 11 －平成 29 年度

射水市内遺跡発掘調査－ 
射水市教育委員会 

700 

赤田Ⅰ遺跡発掘調査報告（2） －射水市赤田

第二土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘

調査－ 

射水市教育委員会 

701 
沖塚原東 B 遺跡発掘調査報告 －射水市斎場

建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査－ 
射水市教育委員会 

702 
とやまの古墳出土品 勅使塚古墳 板屋谷内

C６号墳 加納南 9 号墳 加納南 10 号墳 
富山県埋蔵文化財センター 

703 

唐古・鍵遺跡 考古資料目録Ⅳ －土製品・青

銅器鋳造関連遺物・金属製品・玉製品・骨角牙

製品・繊維製品他・補遺編－ 

田原本町教育委員会 

704 満月寺と臼杵磨崖仏 臼杵市教育委員会 

705 
元祖！成金 鈴木久五郎 －鈴久を生んだ商

いのまち春日部－ 
春日部市郷土資料館 

706 歴博 第 215 号 国立歴史民俗博物館 

707 広島大学埋蔵文化財 調査研究紀要 第 10 号 広島大学総合博物館 

708 博物館研究 通巻 614 号 

 

（公財）日本博物館協会 
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  書籍名 寄贈者 

709 
若菜大竹遺跡 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 

710 
和泉小山口遺跡Ⅱ 福岡県筑後市大字和泉所

在遺跡の調査 
筑後市教育委員会 

711 
桜井市 纏向学研究センター年報 第 7 号（平

成 30 年度） 
桜井市纏向学研究センター 

712 東町田遺跡Ⅲ 大垣市教育委員会 

713 前方後円墳の型式学的研究（補遺編） 
（公財）由良大和古代文化研

究協会 

714 
平成 30 年度 氷見市立博物館年報 －第 37 号

－ 
氷見市立博物館 

715 嶋尾家文書 目録 氷見市立博物館 

716 平塚学入門 平塚市博物館 

717 1964 －東京五輪がもたらしたもの－ 安城市歴史博物館 

718 埋蔵文化財調査要覧 令和元年度 日本文化財保護協会 

719 
高島市立資料館 館報 年報・紀要 平成 30

年度 
高島歴史民俗資料館 

720 
特別展関連講演会《大溝藩と分部氏～城下町の

くらしと大溝祭～》発表資料集 
高島歴史民俗資料館 

721 
島田遺跡Ⅸ ～古墳・歴史時代編３(Ⅷ～Ⅸ次

調査・写真図版編) 
上三川町教育委員会 

722 平成 29 年度松戸市内遺跡発掘調査報告書 松戸市教育委員会 

723 
千葉県松戸市 幸田貝塚 第 19 次 発掘調査

報告書 
松戸市教育委員会 

724 
千葉県松戸市 熊ノ脇遺跡 第５地点 発掘

調査報告書 
松戸市教育委員会 

725 
平成 30－令和元年度 日本博物館協会中国支

部会報 No.45 
日本博物館協会中国支部 

726 
平成 30－令和元年度 日本博物館協会中国支

部会報 No.45 
日本博物館協会中国支部 

727 

中津城下町遺跡 12・13 次調査  定留遺跡 7

次調査 市営京町住宅建設、市道鷹匠町おかこ

い山線新設、市道定留・諸田線新設に伴う埋蔵

文化財発掘調査報告書 

中津市教育委員会 

728 
平成 30（2018）年度 出雲弥生の森博物館 年

報 
出雲弥生の森博物館 

729 古墳文化の珠玉 －玉は語る出雲の煌めき－ 
島根県立古代出雲歴史博物

館 

730 

箱崎遺跡 －HZK1701・1702・1704・1705・

1706 地点－ 付 HZK1802・1803 地点概要報

告 九州大学箱崎キャンパス発掘調査報告 2 

九州大学埋蔵文化財調査室 

731 
苫小牧市美術博物館 年報 第 4 号（平成 28

年度） 
苫小牧市美術博物館 

732 
苫小牧市美術博物館 年報 第 5 号（平成 29

年度） 
苫小牧市美術博物館 

733 
苫小牧市美術博物館 紀要 第 4 号（平成 29

年度） 
苫小牧市美術博物館 

734 
苫小牧市美術博物館 紀要 第 5 号（平成 30

年度） 
苫小牧市美術博物館 

735 

2019 年度九州考古学会夏季大会（山口大会）：

古代の山口 周防鋳銭司・長門鋳銭所・長登銅

山と周防国府 【発表要旨集】 

九州考古学会夏季大会（山口

大会）実行委員会 

736 百舌鳥・古市古墳群と土師氏 大阪府立近つ飛鳥博物館 

737 大滝遺跡（谷向 1425 地点） －競輪場外車券 芝山町教育委員会 

  書籍名 寄贈者 

発売施設拡張事業に伴う埋蔵文化財調査報告

書－ 

738 年報 第 28 号 平成 30 年度 安城市歴史博物館 

739 
近代化遺産・近代遺跡調査概報集ⅩⅠ 埋蔵文

化財発掘調査概報集ⅩⅩⅤ 
横須賀市教育委員会 

740 市内遺跡発掘調査Ⅲ 竹田市教育委員会 

741 稲葉川流域遺跡群発掘調査報告書 竹田市教育委員会 

742 市内遺跡発掘調査Ⅴ 竹田市教育委員会 

743 市内遺跡発掘調査Ⅵ 竹田市教育委員会 

744 城下町遺跡（幡本家武家屋敷跡） 竹田市教育委員会 

745 市内遺跡発掘調査Ⅷ 竹田市教育委員会 

746 

岡藩城下町遺跡群発掘調査Ⅰ 茶屋の辻近世

墓地群・市内遺跡発掘調査Ⅸ 平成 28 年度調

査の概要 

竹田市教育委員会 

747 高槻市文化財年報 平成 29 年度 
高槻市立埋蔵文化財調査セ

ンター 

748 
浅草寺 佛教文化講座 平成三十年度 第 63

集 
浅草寺教化部 

749 ミュージアム調査研究報告 第 10 号 香川県立ミュージアム 

750 収蔵資料目録 11 香川県立ミュージアム 

751 下関の鉄道物語 下関市立歴史博物館 

752 昭和のくらし研究 NO.17 2019/3 昭和館 

753 昭和館館報 平成 30 年度 昭和館 

754 TOTO MUSEUM TOTO ミュージアム 

755 史跡大鹿窪遺跡保存整備基本計画 概要版 富士宮市教育委員会 

756 
宮西・一角遺跡（第 8 次調査） 林町集合住宅

新築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 

757 本郷山崎遺跡 本郷遺跡 山口県埋蔵文化財センター 

758 迫遺跡 明力遺跡 前岡河内遺跡 山口県埋蔵文化財センター 

759 銭屋遺跡 山口県埋蔵文化財センター 

760 

裾花川扇状地遺跡群 西方遺跡（3） 高田西

方共同住宅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 

761 

浅川扇状地遺跡群 三輪遺跡（9） ―北野建

設第二寮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 

762 

愛宕下武家屋敷群－近江水口藩加藤家屋敷跡

遺跡－発掘調査報告書 虎ノ門一丁目地区第

一種市街地再開発事業に係る埋蔵文化財発掘

調査 

大成エンジニアリング株式

会社 

763 
大和国条里復元図 大和国条里の総合的研究

―地図編― 

（公財）由良大和古代文化研

究協会 

764 
中津居館跡 2 －都市計画道楠中津線建設に伴

う埋蔵文化財発掘調査概要報告書－ 
岩国市教育委員会 

765 重要文化財 旧目加田家住宅 岩国市教育委員会 

766 クローズアップ 岩国市干拓の歴史 岩国市教育委員会 

767 博物館研究 通巻 615 号 （公財）日本博物館協会 

768 
国立歴史民俗博物館 要覧 令和元（2019）年

度 
国立歴史民俗博物館 

769 令和元年度会報 飛天・紀要 第 3 号 日本文化財保護協会 

770 令和元年度会報 飛天・紀要 第 3 号 日本文化財保護協会 
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  書籍名 寄贈者 

771 至上の印象派展 ビュールレ・コレクション 九州国立博物館 

772 国宝銅鐸絵画 特集展示 九州国立博物館 

773 全国高等学校 考古名品展 2018 九州国立博物館 

774 オークラコレクション 九州国立博物館 

775 坂本五郎コレクション 名品図録 九州国立博物館 

776 平戸松浦家伝来の伊能図 九州国立博物館 

777 京都・醍醐寺 －真言密教の宇宙－ 九州国立博物館 

778 京都 大報恩寺 快慶・運慶のみほとけ 九州国立博物館 

779 
東風西声  第 14 号  九州国立博物館紀要 

2018 
九州国立博物館 

780 
平成 14－17 年度 九州国立博物館 文化財修

理報告 
九州国立博物館 

781 大宰府学研究 九州国立博物館 

782 安宿郡の古墳と寺院―7・8 世紀の近つ飛鳥― 柏原市立歴史資料館 

783 歴史舞台・玉手山古墳群 柏原市立歴史資料館 

784 
柏原市立歴史資料館 館報 第 31 号 －2018

年度－ 
柏原市立歴史資料館 

785 
史跡東京湾要塞跡 猿島砲台跡 千代ヶ崎砲

台跡 整備基本計画 
横須賀市教育委員会 

786 
国指定史跡東京湾要塞跡整備基本計画【概要

版】 
横須賀市教育委員会 

787 市立市川考古博物館 館報 第 37 号 市立市川考古博物館 

788 市立市川考古博物館 館報 第 38 号 市立市川考古博物館 

789 市立市川考古博物館 館報 第 41 号 市立市川考古博物館 

790 市立市川考古博物館 館報 第 42 号 市立市川考古博物館 

791 市立市川考古博物館 館報 第 43 号 市立市川考古博物館 

792 市立市川考古博物館 館報 第 44 号 市立市川考古博物館 

793 市立市川考古博物館 館報 第 45 号 市立市川考古博物館 

794 市立市川考古博物館 館報 第 46 号 市立市川考古博物館 

795 
奈良県御所市 條ウル神古墳 －範囲確認発

掘調査報告－ 
御所市教育委員会 

796 

市内遺跡試掘確認調査 中近世城館確認調査

（6） 長者屋敷官衙遺跡 市内遺跡発掘調査概

報 12 

中津市教育委員会 

797 
中津市中近世城館確認調査報告書Ⅰ 中津市

の中近世城館 資料編 
中津市教育委員会 

798 みのかも文化の森 年報 Vol.19 2018 年度 みのかも文化の森 

799 動物の考古学 
小郡市埋蔵文化財調査セン

ター 

800 
姫路城城下町跡 －姫路城跡第 303 次・第 315

次発掘調査報告書－ 
姫路市埋蔵文化財センター 

801 辻井遺跡 －第 39 次発掘調査報告書－  姫路市埋蔵文化財センター 

802 
姫路城城下町跡 －姫路城跡第 393 次発掘調

査報告書－ 
姫路市埋蔵文化財センター 

803 
姫路城城下町跡 －姫路城跡第 394 次発掘調

査報告書－ 
姫路市埋蔵文化財センター 

804 
書写構江遺跡（坂本城跡第 21 次発掘調査報告

書） 
姫路市埋蔵文化財センター 

805 豆田遺跡発掘調査報告書 姫路市埋蔵文化財センター 

806 辻井遺跡 －第 41 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 

807 池ノ下遺跡発掘調査報告書 姫路市埋蔵文化財センター 

808 
姫路城城下町跡 －姫路城跡第 399 次発掘調

査報告書－ 
姫路市埋蔵文化財センター 

809 
姫路城城下町跡 －姫路城跡第 403 次発掘調

査報告書－ 
姫路市埋蔵文化財センター 

810 播磨国分寺跡 －第 26 次発掘調査報告書－ 姫路市埋蔵文化財センター 

811 
姫路城城下町跡 －姫路城跡第 411 次発掘調

査報告書－ 
姫路市埋蔵文化財センター 

812 西国橋・福中橋文化財調査報告書 姫路市埋蔵文化財センター 

813 市立市川考古博物館 館報 第 37 号 市立市川考古博物館 

814 市立市川考古博物館 館報 第 38 号 市立市川考古博物館 

815 市立市川考古博物館 館報 第 41 号 市立市川考古博物館 

816 市立市川考古博物館 館報 第 42 号 市立市川考古博物館 

817 市立市川考古博物館 館報 第 43 号 市立市川考古博物館 

818 市立市川考古博物館 館報 第 44 号 市立市川考古博物館 

819 市立市川考古博物館 館報 第 45 号 市立市川考古博物館 

820 市立市川考古博物館 館報 第 46 号 市立市川考古博物館 

821 
山口県大学 ML（Museum・Library）連携事業

報告 平成 30 年度展示テーマ『ひらく』 

山口県大学 ML 連携事業事

務局 

822 即位礼と大嘗祭 
皇學館大学佐川記念神道博

物館 

823 即位礼と大嘗祭 
皇學館大学佐川記念神道博

物館 

824 即位礼と大嘗祭 
皇學館大学佐川記念神道博

物館 

825 
神戸市立博物館 館蔵品目録 考古・歴史の部 

35 写真・絵葉書Ⅷ 
神戸市立博物館 

826 神戸市立博物館 研究紀要 第 35 号 神戸市立博物館 

827 郡遺跡・倍賀遺跡１ 茨木市教育委員会 

828 港区 No.194 遺跡発掘調査報告書 国際文化財株式会社 

829 
令和元年度 かつやま絵本 ５ 伝えていき

たい ふるさと勝山の昔遊び 
勝山地区まちづくり協議会 

830 平成 28 年度 年報 福井市教育委員会 

831 平成 29 年度 年報 福井市教育委員会 

832 熊本博物館 館報 No.31（2018 年度報告） 熊本市熊本博物館 

833 
記憶を未来につなぐ博物館 再始動！熊本博

物館 
熊本市熊本博物館 

834 自然のおいしい味わい方 熊本市熊本博物館 

835 
市内遺跡発掘調査概報 27 －平成 30 年度調

査の概要－ 
宇佐市教育委員会 

836 
清水寺境内遺跡 宇佐西部（清水）地区集落基

盤整備事業に伴う発掘調査成果報告書 
宇佐市教育委員会 

837 
中屋敷遺跡 都市計画道路上田四日市線道路

改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 
宇佐市教育委員会 

838 
長野県松本市 針塚古墳 －発掘調査・保存整

備報告書－ 
松本市教育委員会 

839 
長野県松本市 岡田田中遺跡 －第2次発掘調

査報告書－ 
松本市教育委員会 

840 
長野県松本市 松本城下町跡 本町 －第8 次

発掘調査報告書－ 
松本市教育委員会 

841 松本城下町跡 本町第 8 次発掘調査概報 松本市教育委員会 
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  書籍名 寄贈者 

842 
高知県立歴史民俗資料館年報  No.28 平成

30 年度 
高知県立歴史民俗資料館 

843 
大里八反田遺跡第 2・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 

844 
西園大畠遺跡第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 

845 
高尾遺跡 －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 

846 長野城 ―総括編― 北九州市教育委員会 

847 

史跡 龍岡城跡Ⅴ 長野県佐久市田口 龍岡城

跡Ⅴ 西洋式城郭の石垣修理工事等に伴う発

掘調査 

佐久市教育委員会 

848 

周防畑遺跡群  大豆田遺跡Ⅴ  鳴澤遺跡群 

古仁田遺跡Ⅱ 長野県佐久市長土呂大豆田遺

跡Ⅴ・根々井古仁田遺跡Ⅱ発掘調査報告書 

佐久市教育委員会 

849 
東村遺跡群 山伏木遺跡 長野県佐久市下平

尾山伏木遺跡発掘調査報告書 
佐久市教育委員会 

850 
周防畑遺跡群 道常遺跡Ⅲ 長野県佐久市長

土呂道常遺跡Ⅲ発掘調査報告書 
佐久市教育委員会 

851 市内遺跡発掘調査報告書 2017 佐久市教育委員会 

852 
野馬窪遺跡群 野馬窪遺跡Ⅶ 長野県佐久市

猿久保野馬窪遺跡Ⅶ発掘調査報告書 
佐久市教育委員会 

853 
岩村田遺跡群 西一本柳遺跡ⅩⅩⅡ 長野県

佐久市岩村田西一本柳遺跡第 22 次調査 
佐久市教育委員会 

854 
長土呂遺跡群 下聖端遺跡Ⅵ 長野県佐久市

長土呂下聖端遺跡Ⅵ発掘調査報告書 
佐久市教育委員会 

855 
西近津遺跡群 西近津遺跡ⅩⅡ 長野県佐久

市長土呂西近津遺跡ⅩⅡ発掘調査報告書 
佐久市教育委員会 

856 
周防畑遺跡群 若宮遺跡Ⅴ 長野県佐久市長

土呂若宮遺跡Ⅴ発掘調査報告書 
佐久市教育委員会 

857 佐久市文化財 年報 27 平成 29 年度（2017） 佐久市教育委員会 

858 総社市埋蔵文化財調査年報 28（平成 29 年度） 総社市教育委員会 

859 
樽見 1 号墳 法正寺 1 号墳 八紘古墳群 山田

地区農業基盤整備事業に伴う発掘調査（1） 
総社市教育委員会 

860 古代文化研究 第 27 号 島根県古代文化センター 

861 隠岐の祭礼と芸能に関する研究 島根県古代文化センター 

862 古墳時代の玉類の研究 島根県古代文化センター 

863 国家形成期の首長権と地域社会構造 島根県古代文化センター 

864 しまねの古代文化 第 26 号 島根県古代文化センター 

865 
古代出雲ゼミナールⅤ －古代文化連続講座

記録集－ 
島根県古代文化センター 

866 
川原湯勝沼遺跡（3） 八ッ場ダム建設工事に

伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第 66 集 

（公財）群馬県埋蔵文化財調

査事業団 

867 
八女市岩戸山歴史文化交流館「いわいの郷」 

年報 3 －平成 30 年度－ 

八女市岩戸山歴史文化交流

館 

868 もののけの夏 －江戸文化の中の幽霊・妖怪－ 国立歴史民俗博物館 

869 山口県文化財 第 50 号 山口県文化財愛護協会 

870 研究連絡誌 第 80 号 （公財）千葉県教育振興財団 

871 
千 葉 県 教 育 振 興 財 団 文 化 財 セ ン タ ー 年 報 

No.44 －平成 30 年度－ 
（公財）千葉県教育振興財団 

872 

柏北部東地区埋蔵文化財発掘調査報告書 14 

－柏市花前Ⅰ遺跡・駒形遺跡・富士見遺跡・原

畑遺跡・寺下前遺跡－ 縄文時代以降編 

（公財）千葉県教育振興財団 

  書籍名 寄贈者 

873 
柏北部東地区埋蔵文化財発掘調査報告書 15 

－柏市小山台遺跡 B 区－ 縄文時代以降編 
（公財）千葉県教育振興財団 

874 

首都圏中央連絡自動車道埋蔵文化財調査報告

書 34 －成田市大安場Ⅰ遺跡・辰巳ケ入遺跡・

大安場Ⅳ遺跡・大安場Ⅴ遺跡・水の上Ⅰ遺跡・

一坪田入Ⅱ遺跡・夜番Ⅱ遺跡・夜番Ⅰ遺跡－ 

（公財）千葉県教育振興財団 

875 
首都圏中央連絡自動車道埋蔵文化財調査報告

書 34 －多古町五反田清水沢遺跡（1）－ 
（公財）千葉県教育振興財団 

876 
成田国際空港残土置場整備埋蔵文化財調査報

告書 －成田市十余三四本木Ⅱ遺跡（2）－ 
（公財）千葉県教育振興財団 

877 

流山新市街地地区埋蔵文化財調査報告書 11 

－流山市市野谷向山遺跡・市野谷立野遺跡・西

初石五丁目遺跡・市野谷駒木野馬土手・十太夫

野馬土手－ 

（公財）千葉県教育振興財団 

878 
東京外かく環状道路埋蔵文化財調査報告書 14 

－市川市雷下遺跡(1)～（4）・（7）～（10）－ 
（公財）千葉県教育振興財団 

879 

東京外かく環状道路埋蔵文化財調査報告書 15 

－市川市道免き谷津遺跡第１地点（12）・（13）、

第 4 地点、第 5 地点、新山遺跡第 23 地点、第

24 地点－ 

（公財）千葉県教育振興財団 

880 岐阜県博物館報 第 42 号 岐阜県博物館 

881 岐阜県博物館調査研究報告 第 39 号 岐阜県博物館 

882 平成 29 年度 川西市発掘調査報告 川西市教育委員会 

883 

東京都小金井市 本町六丁目遺跡 －武蔵小

金井駅南口第2地区第一種市街地再開発事業に

伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 

株式会社武蔵文化財研究所 

884 
神奈川を掘るⅢ 玉川文化財研究所 研究論

集 2019 
玉川文化財研究所 

885 奈良文化財研究所概要 2019 奈良文化財研究所 

886 
緑井大上遺跡 －広島市安佐南区緑井8丁目所

在－ 
（公財）広島市文化財団 

887 
拝東遺跡発掘調査報告書 拝原最終処分場適

正処理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査 
美馬市教育委員会 

888 
拝東遺跡発掘調査報告書 拝原最終処分場適

正処理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査 
美馬市教育委員会 

889 郡里廃寺跡発掘調査報告書 美馬市教育委員会 

890 郡里廃寺跡発掘調査報告書 美馬市教育委員会 

891 
友松 5 号遺跡発掘調査報告書 －(仮)寺家住宅

団地造成工事に係る発掘調査－ 
東広島市教育委員会 

892 
道照遺跡発掘調査報告書 －(仮)御薗宇住宅

団地造成工事に係る発掘調査－ 
東広島市教育委員会 

893 

東広島市内遺跡発掘調査報告書 2 －諏訪神社

周辺遺跡－ －西中郷遺跡－ －福神1号遺跡

－ 

東広島市教育委員会 

894 
吹越２号遺跡発掘調査報告書 －道の駅整備

事業－ 
東広島市教育委員会 

895 徳島県立博物館年報 第 28 号（平成 30 年度） 徳島県立博物館 

896 
徳島県立鳥居龍蔵記念博物館年報 第 9 号（平

成 30 年度） 
徳島県立博物館 

897 出光美術館 館報 188 （公財）出光美術館 

898 

みやき町内遺跡確認・試掘調査報告書 3 －平

成 26・27 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 

899 
西寒水四本柳遺跡 10 区 西寒水四本柳遺跡 12

区 町南遺跡 14 区 
みやき町教育委員会 
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  書籍名 寄贈者 

900 
原古賀一本谷いせき4区 －宅地造成工事に伴

う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 
みやき町教育委員会 

901 みやき町指定文化財見直し調査報告書 みやき町教育委員会 

902 
唐津市内遺跡確認調査（35） －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 

903 
唐津城跡（10） －唐津保健福祉事務所建替え

に伴う発掘調査－ 
唐津市教育委員会 

904 大手前大学史学研究所紀要 第 13 号 大手前大学史学研究所 

905 神戸製鋼所神戸製鉄所第 3 高炉 調査報告書 大手前大学史学研究所 

906 千葉県船橋市 印内台遺跡群（70） 船橋市教育委員会 

907 千葉県船橋市 印内台遺跡群（71） 船橋市教育委員会 

908 千葉県船橋市 新山貝塚（4） 船橋市教育委員会 

909 千葉県船橋市 中野木台遺跡（18-2） 船橋市教育委員会 

910 千葉県船橋市 中野木台遺跡（19） 船橋市教育委員会 

911 千葉県船橋市 前貝塚堀込貝塚（8） 船橋市教育委員会 

912 千葉県船橋市 西ヶ堀込貝塚（2） 船橋市教育委員会 

913 
平成 16 年度 船橋市市費単独事業遺跡発掘調

査報告書 
船橋市教育委員会 

914 平成 30 年度 船橋市内遺跡発掘調査報告書 船橋市教育委員会 

915 

千葉県船橋市 取掛西貝塚 －第 1 次～第 7 次

発掘調査概要報告書－ 東京湾東岸部最古の

貝塚 

船橋市教育委員会 

916 
千 葉 県 船 橋 市  取 掛 西 貝 塚 っ て ど ん な 遺

跡？？ 
船橋市教育委員会 

917 博物館研究 通巻 616 号 （公財）日本博物館協会 

918 歴博 第 216 号 国立歴史民俗博物館 

919 俳誌 其桃 第 898 号 西尾病院内「其桃」発行所 

920 永原御殿跡総合調査報告書 野洲市教育委員会 

921 

史跡 旧富岡製糸場 内容確認調査報告書 3 

診療所北 便所 15 部分 西置繭所周辺 西置

繭所北・社宅 71 西 繰糸場・揚返工場西・寄

宿舎南 遺構編 

富岡市教育委員会 

922 

大牛中原遺跡 松義西部地区遺跡群Ⅱ 県営

農地整備事業松義西部地区に伴う埋蔵文化財

発掘調査報告書 

富岡市教育委員会 

923 
平成 28・29 年度 富岡市内遺跡確認調査報告

書 
富岡市教育委員会 

924 

群馬県富岡市 富岡坪之内遺跡Ⅱ 市道 6019

号線拡幅工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告

書 

富岡市教育委員会 

925 
富岡清水遺跡 2 ―店舗建設に伴う埋蔵文化財

発掘調査報告書― 
富岡市教育委員会 

926 年報 平成 30 年度 江南市歴史民俗資料館 

927 塩田の村 「有光家文書」の中世的世界 平瀬直樹 

928 日本歴史 第 857 号 2019 年 10 月号 吉川弘文館 

929 王権の地、桜井 （公財）桜井市文化財協会 

930 
泉水山・富士谷遺跡第 84 地点 発掘調査報告

書 
朝霞市教育委員会 

931 長塚遺跡第 3 地点 発掘調査報告書 朝霞市教育委員会 

932 山城と武士の歴史 行橋市歴史資料館 

933 
松戸市立博物館年報 第 26 号―平成 30 年度

(2108) 
松戸市立博物館 

  書籍名 寄贈者 

934 御堂谷遺跡 大田市・鳥井丘陵周辺の遺跡群 
島根県教育庁埋蔵文化財セ

ンター 

935 名馬と武将 馬の博物館 

936 周防国府のあんなことこんなこと 防府市教育委員会 

937 ここまでわかった周防国府と佐波郡の役所 防府市教育委員会 

938 知っておきたい周防国府のあれこれ 防府市教育委員会 

939 どぐうちゃん 尼崎市立田能資料館 

940 
八幡台地の遺跡 －観音塚古墳の歴史的環境

を考える－ 
高崎市観音塚考古資料館 

941 
群馬に古墳が造られ始めたころ ～古墳成立

期の様相と古墳出現の背景を探る～ 
高崎市観音塚考古資料館 

942 学芸員 －Bulletin for Curator's Course No.23 
学習院大学学芸員課程委員

会 

943 

東京都府中市 武蔵国府関連遺跡発掘調査報

告 プレミスト府中建設に伴う事前調査（1707

次） 

フィールドアンティカ 

944 大阪府立狭山池博物館 研究報告 10 大阪府立狭山池博物館 

945 樹木年輪と古代の気候変動 大阪府立狭山池博物館 

946 

愛知県東海市 平成 30 年度 東畑遺跡発掘調

査報告 －マンション建設に伴う埋蔵文化財発

掘調査－ 

東海市教育委員会 

947 ドブネ復元 －日本海沿岸の船づくり－ 氷見市立博物館 

948 
HYOUSHIKI 標識土器 ～私たち研究者の

縄文時代の編み上げ方～ 
富山県埋蔵文化財センター 

949 
ヤマト王権とその拠点 －政治拠点と経済拠

点－ 
大阪府立近つ飛鳥博物館 

950 国立歴史民俗博物館研究報告 第 217 集 国立歴史民俗博物館 

951 関ケ原 天下分け目と毛利氏の戦い 下関市立歴史博物館 

952 俳誌 其桃 第 899 号 西尾病院内「其桃」発行所 

953 
平成 27 年度紀伊風土記の丘年報第 45 号 紀伊

風土記の丘研究紀要第７号 
和歌山県立紀伊風土記の丘 

954 
開かれた棺 －紀伊の横穴式石室と黄泉の世

界－ 
和歌山県立紀伊風土記の丘 

955 
開かれた棺 －紀伊の横穴式石室と黄泉の世

界－ 予稿集 
和歌山県立紀伊風土記の丘 

956 
郷土史へのまなざし～博物館誕生のものがた

り～ 
野田市郷土博物館・市民会館 

957 かめおかの狛犬 亀岡市文化資料館 

958 常陸の玉作り 
上高津貝塚ふるさと歴史の

広場 

959 
土浦市 上高津貝塚ふるさと歴史の広場年報 

第 24 号 －2017（平成 29）年度－ 

上高津貝塚ふるさと歴史の

広場 

960 
土浦市 上高津貝塚ふるさと歴史の広場年報 

第 25 号 －2018（平成 30）年度－ 

上高津貝塚ふるさと歴史の

広場 

961 茨城県土浦市 上高津貝塚周辺確認調査報告 
上高津貝塚ふるさと歴史の

広場 

962 「新・日韓交渉の考古学－弥生時代－」を語る 福岡大学考古学研究室 

963 
城仏土居屋敷跡発掘調査報告書 3 －メゾン・

ド・クレール新築工事に係る発掘調査－ 
広島文化財センター 

964 博物館研究 通巻 617 号 （公財）日本博物館協会 

965 品川歴史館紀要 第 34 号 品川区立品川歴史館 

966 中世寺院と品川 －妙国寺の歴史と寺宝－ 品川区立品川歴史館 
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  書籍名 寄贈者 

967 縄文文化の頂点 山梨県立考古博物館 

968 三木金物産業史と黒田清右衛門家 三木市立みき歴史資料館 

969 大塩平八郎展 四海困窮いたし候はば… 吹田市立博物館 

970 宮前遺跡－第 51 次調査－ 
所沢市立埋蔵文化財調査セ

ンター 

971 天理参考館報 第 32 号 天理大学附属天理参考館 

972 半田市立博物館 年報 平成 30 年度 半田市立博物館 

973 半田市立博物館 研究紀要 第 28 集 半田市立博物館 

974 館報 平成 30 年度 福井県立若狭歴史博物館 

975 壺屋焼物博物館紀要 第 20 号 那覇市立壺屋焼物博物館 

976 

住吉遺跡 発掘調査報告書 県営ほ場整備事

業（紫雲寺 2 期地区）に伴う埋蔵文化財発掘調

査報告書Ⅰ 

新発田市教育委員会 

977 

真栗沢遺跡 発掘調査報告書 経営体育成基

盤整備事業（松浦地区）に伴う埋蔵文化財発掘

調査報告書Ⅰ 

新発田市教育委員会 

978 
福原遺跡発掘調査報告書 －寺家1期宅地造成

計画に伴う発掘調査－ 
株式会社イビソク 

979 
西条土与丸二丁目 1 号遺跡発掘調査報告書 2 

－住宅団地造成に係る発掘調査－ 
株式会社イビソク 

980 京都府埋蔵文化財情報 第 136 号 
（公財）京都府埋蔵文化財調

査研究センター 

981 
東京都板橋区 前野田向遺跡第 11 地点発掘調

査報告書 －前野町三丁目 51 番地点－ 
板橋区教育委員会 

982 ならの史跡に行こう（縄文－古墳時代） 唐古・鍵考古学ミュージアム 

983 発掘された明石の至宝 明石市文化振興課 

984 平成 30 年度 葛飾区埋蔵文化財調査年報 葛飾区教育委員会 

985 浄妙寺跡発掘調査報告書 宇治市教育委員会 

986 二子山古墳平成 28・29 年度発掘調査報告書 宇治市教育委員会 

987 宇治二子山古墳・山本古墳発掘調査報告書 宇治市教育委員会 

988 今津 A 遺跡 1 －今津 A 遺跡第 1 次調査報告－ 福岡市教育委員会 

989 大橋 E 遺跡 8 －第 13 次調査の報告－ 福岡市教育委員会 

990 雀居 12 －雀居遺跡第 20 次調査報告－ 福岡市教育委員会 

991 山王遺跡 9 －山王遺跡第 11 次調査報告－ 福岡市教育委員会 

992 山王遺跡 10 －山王遺跡第 12 次調査報告－ 福岡市教育委員会 

993 
住吉神社遺跡 3 －住吉神社遺跡第 4 次調査報

告－ 
福岡市教育委員会 

994 那珂 79 －那珂遺跡群 171 次調査の報告－ 福岡市教育委員会 

995 中村町遺跡 6 －中村町遺跡第 7 次調査報告－ 福岡市教育委員会 

996 中村町遺跡 7 －中村町遺跡第 8 次調査報告－ 福岡市教育委員会 

997 
野方岩名隈 2 －野方岩名隈遺跡第 2 次調査報

告－ 
福岡市教育委員会 

998 博多 162 －博多遺跡群第 208 次調査報告－ 福岡市教育委員会 

999 博多 163 －博多遺跡群第 209 次調査報告－ 福岡市教育委員会 

1000 博多 164 －博多遺跡群第 214 次調査報告－ 福岡市教育委員会 

1001 博多 165 －博多遺跡群第 215 次調査報告－ 福岡市教育委員会 

1002 箱崎 57 －箱崎遺跡第 82 次調査報告－ 福岡市教育委員会 

1003 箱崎 58 －箱崎遺跡第 84 次調査報告－ 福岡市教育委員会 

1004 比恵 86 －比恵遺跡群第 146 次調査報告－ 福岡市教育委員会 

  書籍名 寄贈者 

1005 比恵 87 －比恵遺跡群第 148 次調査報告－ 福岡市教育委員会 

1006 
麦野 C 遺跡 9 －麦野 C 遺跡第 16 次調査報告

－ 
福岡市教育委員会 

1007 姪浜遺跡 5 －第 6 次調査報告－ 福岡市教育委員会 

1008 
弥永原 9 －弥永原遺跡第 12・13 次調査の報

告－ 
福岡市教育委員会 

1009 立花寺 7 －立花寺遺跡第 11 次調査報告－ 福岡市教育委員会 

1010 

元岡・桑原遺跡群 32 －第 52 次・第 54 次調

査の報告－ 九州大学統合移転用地内埋蔵文

化財発掘調査報告書 

福岡市教育委員会 

1011 

元岡・桑原遺跡群 33－55 次・56 次調査の報告・

元岡古墳群 G 群 6 号墳の報告－ 九州大学統

合移転用地内埋蔵文化財発掘調査報告書 

福岡市教育委員会 

1012 元寇防塁調査総括報告書 福岡市教育委員会 

1013 史跡 鴻臚館跡 鴻臚館跡 25 －総括編－ 福岡市教育委員会 

1014 国史跡 金隈遺跡・野方遺跡 改修事業報告 福岡市教育委員会 

1015 

元岡・桑原遺跡群 34－九州大学伊都キャンパ

ス移転事業に伴う発掘調査の概要－ 九州大

学統合移転用地内埋蔵文化財発掘調査報告書 

福岡市教育委員会 

1016 元岡・桑原遺跡群 発掘調査パンフレットⅣ 福岡市教育委員会 

1017 
元岡・桑原遺跡群 －九州大学伊都キャンパス

移転事業に伴う発掘調査― 
福岡市教育委員会 

1018 
平成 29（2017）年度 福岡市埋蔵文化財セン

ター年報 第 37 号 
福岡市教育委員会 

1019 
千葉市馬場遺跡（第 2 次） －宅地造成に伴う

埋蔵文化財調査報告書－ 

千葉市埋蔵文化財調査セン

ター 

1020 
平成 30 年度 港区指定文化財 平成 30 年 9

月 25 日指定 
港区立郷土歴史館 

1021 研究紀要 20 平成 29 年度 港区立郷土歴史館 

1022 

港郷土資料館館報 －36－ 平成 29 年度・平成

30 年度版（2017 年度・2018 年度版）（～

2018.10.31） 

港区立郷土歴史館 

1023 
港 区 指 定 文 化 財  ― 悠 久 の 旅 人 ―  平 成

21(2009)年度～平成 30(2018)年度 
港区立郷土歴史館 

1024 
港区と考古学 －未来へ続く、遺跡からのメッ

セージ－ 
港区立郷土歴史館 

1025 
日本・オーストリア国交のはじまり －写真家

が見た明治初期日本の姿－ 
港区立郷土歴史館 

1026 平塚市博物館年報 第 43 号 平塚市博物館 

1027 野尻湖ナウマンゾウ博物館研究報告 第 27 号 野尻湖ナウマンゾウ博物館 

1028 長州藩校 明倫館 －武士たちの学び舎－ 萩博物館 

1029 
熊本市埋蔵文化財調査年報 第 21 号 －平成

29 年度－ 
熊本市教育委員会 

1030 

上代町遺跡群Ⅱ －上代町遺跡群第5次調査区

発掘調査報告書－ 坪井川第3排水区浸水対策

事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告（2） 

熊本市教育委員会 

1031 
松山遺跡Ⅱ －植木体力・健康づくり拠点整備

事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告－ 
熊本市教育委員会 

1032 

松山遺跡Ⅲ －第 18 次調査－ 市道植木－古

閑線改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告

書 

熊本市教育委員会 

1033 
熊本市埋蔵文化財発掘調査報告集 －平成 30

年度－ 第 1 分冊 
熊本市教育委員会 

1034 熊本市埋蔵文化財発掘調査報告集 －平成 30 熊本市教育委員会 
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  書籍名 寄贈者 

年度－ 第 2 分冊 

1035 環状石器展 （公財）千葉市教育振興財団 

1036 環状石器展 （公財）千葉市教育振興財団 

1037 
陶器生産の変革－江戸中期の瀬戸窯と美濃窯

－ 
（公財）瀬戸市文化振興財団 

1038 歴博 第 217 号 国立歴史民俗博物館 

1039 
記紀の真実 イザナギ神は下関市の小戸で禊

をされた 
西井健 

1040 
福満遺跡ⅩⅦ －店舗建設工事に伴う発掘調

査－ 
彦根市教育委員会 

1041 
稲部遺跡 第9次発掘調査報告書 －稲枝東幼

稚園拡張工事に伴う発掘調査－ 
彦根市教育委員会 

1042 平成 26 年度 彦根市内遺跡発掘調査報告書 2 彦根市教育委員会 

1043 俳誌 其桃 第 900 号 西尾病院内「其桃」発行所 

1044 天理大学付属天理参考館図録 伊東照雄 

1045 行田市郷土博物館報 第 20 号 行田市郷土博物館 

1046 
わたしのまちのたからもの～行田市の文化財

展～ 
行田市郷土博物館 

1047 武家の姫君たち 行田市郷土博物館 

1048 東京都町田市 小山中村遺跡 町田市教育委員会 

1049 
ひょうごの遺跡 2019 －調査研究速報－ 鑑

賞の手引き 
兵庫県立考古博物館 

1050 兵庫県立考古博物館 研究紀要 第 12 号 兵庫県立考古博物館 

1051 縄文土器とその世界 －兵庫の 1 万年－ 兵庫県立考古博物館 

1052 
兵 庫 県 立 考古 博 物 館  館 報  vol.10  平成

30(2018)年度 
兵庫県立考古博物館 

1053 発掘された銅鏡 兵庫に伝わった鏡と文化 兵庫県立考古博物館 

1054 
朝霞から見る古墳の出現 ～方形周溝墓から

古墳へ～ 
朝霞市博物館 

1055 博物館研究 通巻 618 号 （公財）日本博物館協会 

1056 
中室田岩城遺跡 榛名南麓2期地区農山漁村地

域整備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 

1057 
都城市所在 小松尾遺跡 一般国道 10 号都城

道路建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 6 
宮崎県埋蔵文化財センター 

1058 七ノ域遺跡 －第 6 地点－ 平塚市教育委員会 

1059 御殿 B 遺跡 －第 1 地点－ 平塚市教育委員会 

1060 京都文化博物館研究紀要 朱雀 第 31 集 京都文化博物館 

1061 
東大寺東塔院跡 －令和元年度境内史跡整備

事業に係る発掘調査－ 現地説明会資料 

東大寺・奈良文化財研究所・

奈良県立橿原考古学研究所 

1062 
堤ノ上遺跡 L.C.C.ういんぐ移設事業に伴う

発掘調査報告書 

（公財）松江市スポーツ・文

化振興財団 

1063 
川原宮Ⅲ遺跡 国道 432 号大庭バイパス建設

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 

1064 
川原宮Ⅲ遺跡 国道 432 号大庭バイパス建設

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 

1065 中田遺跡 第 57 次調査 
（公財）八尾市文化財調査研

究会 

1066 

Ⅰ恩智遺跡（第 47 次調査） Ⅱ東弓削遺跡（第

32 次調査）Ⅲ東弓削遺跡（第 34 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 

1067 
Ⅰ薗光寺跡（第 2～6 次調査） Ⅱ郡川遺跡（第

30 次調査） 

（公財）八尾市文化財調査研

究会 

  書籍名 寄贈者 

1068 
平成 30 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 

1069 
ぶらり八尾 考古歴史散歩 －地下に残され

た八尾の歴史を歩く－ 〈西部・中央部編〉 

（公財）八尾市文化財調査研

究会 

1070 
尾張の城と城下町 三英傑の城づくり・町づく

り 
名古屋市博物館 

1071 

津原遺跡群発掘調査報告書 －清水谷尻３号

墳・下焼ス遺跡・西焼ス遺跡－ 一般県道倉吉

東伯線（津原工区）改良工事に伴う埋蔵文化財

発掘調査 

倉吉市教育委員会 

1072 倉吉市内遺跡分布調査報告書 20 倉吉市教育委員会 

1073 平成 25 年度 市川市内遺跡発掘調査報告 市川市教育委員会 

1074 平成 30 年度 市川市埋蔵文化財発掘調査報告 市川市教育委員会 

1075 
千葉県市川市 国府台遺跡 第 187 地点 発

掘調査報告書 
市川市教育委員会 

1076 
千葉県市川市 国府台遺跡 －第 13－10 地点

発掘調査報告書－ 
市川市教育委員会 

1077 
千葉県市川市 曽谷南遺跡 －第 70 地点発掘

調査報告書－ 
市川市教育委員会 

1078 
千葉県市川市 山王台遺跡 －第 12 地点発掘

調査報告書－ 
市川市教育委員会 

1079 飯能の名宝 飯能市立博物館 

1080 

東京都新宿区 穴八幡神社遺跡Ⅱ －(仮称)

新宿区西早稲田一丁目 PJ 建設工事に伴う埋蔵

文化財発掘調査報告書－ 

株式会社中野技術 

1081 大阪歴史博物館年報 平成 30 年度 大阪歴史博物館 

1082 
太田微高地の人びとのくらし －纏向遺跡の

最新調査成果－ 

桜井市立埋蔵文化財センタ

ー 

1083 浦幌町立博物館 年報 第 20 号 浦幌町立博物館 

1084 人間文化 47 号 滋賀県立大学人間文化学部 

1085 生誕 130 年没後 60 年記念 関根要太郎展 多摩市教育委員会 

1086 縄文時代後期の山形 
山形県立うきたむ風土記の

丘考古資料館 

1087 
明治 150 年記念 明治維新における柳井の先

人たちの活躍 
柳井市教育委員会 

1088 
アイヌの美しき手仕事 柳宗悦と芹沢銈介の

コレクションから 
（公財）アイヌ民俗文化財団 

1089 

下芝内出畑遺跡 和田山天神前２遺跡 主要

地方道前橋安中富岡線社会資本総合整備（活

力・重点）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 

1090 

東京都府中市 武蔵国府関連遺跡発掘調査報

告 （仮称）府中 DC 化計画に伴う事前調査

（1790 次） 

株式会社島田組 

1091 野塩遺跡群 第 10 地点 清瀬市郷土博物館 

1092 南山大学人類学博物館紀要 第 38 号 南山大学人類学博物館 

1093 三国志 九州国立博物館 

1094 有馬記念館年報 第 5 号 平成 30（2018）年度 （公財）有馬記念館保存会 

1095 
静岡市立登呂博物館館報 25 －平成 30 年度

－ 
静岡市立登呂博物館 

1096 
太郎丸遺跡第3地点 －福岡県福津市中央四丁

目所在遺跡の調査－ 
福津市教育委員会 

1097 八竜遺跡第 2 地点 

 

福津市教育委員会 
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  書籍名 寄贈者 

1098 
勝負坂遺跡 －福岡県福津市福間南一丁目所

在遺跡の調査－ 
福津市教育委員会 

1099 
ふちゅ～る No.28 平成 30 年度 静岡市文

化財年報 
静岡市教育委員会 

1100 
ハワイ 日本人移民の 150 年と憧れの島のな

りたち 
国立歴史民俗博物館 

1101 俳誌 其桃 第 901 号 西尾病院内「其桃」発行所 

1102 
朱千駄古墳 県道馬屋瀬戸線道路改築に伴う

発掘調査 

岡山県古代吉備文化財セン

ター 

1103 因幡×豊臣 豊臣政権と因幡の大名 
鳥取市歴史博物館やまびこ

館 

1104 
東山崎・水田遺跡 東山崎町集合住宅新築工事

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 

1105 博物館研究 通巻 619 号 （公財）日本博物館協会 

1106 
鎌ケ谷市郷土資料館年報 第 32 号[平成 30 年

度] 
鎌ケ谷市郷土資料館 

1107 
東京大学構内遺跡調査研究年報 12 2017・

2018 年度 
東京大学埋蔵文化財調査室 

1108 維新 150 年記念@しものせき日和山 
（一社）山口県設備設計事務

所協会 

1109 宮之城島津家墓所（宗功寺墓所）調査報告書 さつま町教育委員会 

1110 
知多市歴史民俗博物館年報 第 20 号（平成 30

年度） 
知多市歴史民俗博物館 

1111 増上寺子院群－福聚院跡発掘調査報告書 国際文化財株式会社 

1112 
静岡県 富士市 富士市内遺跡発掘調査報告

書 －平成 30 年度－ 
富士市教育委員会 

1113 徳川頼宣と紀伊徳川家の名宝 和歌山県立博物館 

1114 
HYOUSHIKI 標識土器 ～私たち研究者の

縄文時代の編み上げ方～ 
富山県埋蔵文化財センター 

1115 
HYOUSHIKI 標識土器 ～私たち研究者の

縄文時代の編み上げ方～ 
富山県埋蔵文化財センター 

1116 
難波宮址の研究 第二十三 宮城南門東方の

調査 
大阪文化財研究所 

1117 平成 29 年度 船橋市郷土資料館年報 船橋市郷土資料館 

1118 柏崎市立博物館 館報 第 33 号 柏崎市立博物館 

1119 

東石原遺跡 －県営水利施設等保全高度化事

業特別型（畑地担い手育成型・見岳地区）に伴

う発掘調査－ 

南島原市教育委員会 

1120 

東石原遺跡 －県営水利施設等保全高度化事

業特別型（畑地担い手育成型・見岳地区）に伴

う発掘調査－ 

南島原市教育委員会 

1121 
東大窪遺跡・中萩原遺跡 －市道堀切湯河内線

道路改良工事に伴う発掘調査－ 
南島原市教育委員会 

1122 
東大窪遺跡・中萩原遺跡 －市道堀切湯河内線

道路改良工事に伴う発掘調査－ 
南島原市教育委員会 

1123 
石岡市立ふるさと記念館 企画展記録集１（第

１～10 回） 
石岡市教育委員会 

1124 石岡を掘る 3 佐久の大スギ特集 石岡市教育委員会 

1125 石岡を掘る 4 古墳特集 石岡市教育委員会 

1126 石岡を掘る 5 縄文時代特集 石岡市教育委員会 

1127 いしおか 時の記憶 石岡市教育委員会 

1128 
鉄と共に！！2018～伝えよう「鉄の文化」と「も

のづくりの魂」～ 
釜石市 

  書籍名 寄贈者 

1129 
橋野高炉跡範囲内容確認調査報告書 3 －平成

22 年度二番高炉北側試掘調査－ 
釜石市 

1130 
橋野高炉跡復旧事業報告書 2 －平成 28 年度

台風第 10 号被害復旧（高炉場編）－ 
釜石市 

1131 
史跡備前国分寺跡保存整備事業報告書 1 －第

Ⅰ期塔・講堂地区－ 
赤磐市教育委員会 

1132 最新測量図でみる両宮山古墳 赤磐市教育委員会 

1133 

日本遺産 赤磐市 「桃太郎伝説」の生まれた

まち おかやま ～古代吉備の遺産が誘う鬼

退治の物語～ 

赤磐市教育委員会 

1134 岡山県埋蔵文化財報告 49 岡山県教育委員会 

1135 俳誌 其桃 第 902 号 西尾病院内「其桃」発行所 

1136 
寺福童開遺跡 1 －福岡県小郡市寺福童所在遺

跡の調査報告－ 

小郡市埋蔵文化財調査セン

ター 

1137 
横隈上内畑遺跡 8 －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 

1138 
横隈狐塚遺跡 8・9 －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 

1139 
津古牟田遺跡 5 －福岡県小郡市津古所在遺跡

の調査報告－ 弥生時代甕棺墓地編 

小郡市埋蔵文化財調査セン

ター 

1140 
津古1号墳 －福岡県小郡市津古所在遺跡の確

認調査報告－  

小郡市埋蔵文化財調査セン

ター 

1141 
寺福童開遺跡 2 －福岡県小郡市寺福童所在遺

跡の調査報告－ 

小郡市埋蔵文化財調査セン

ター 

1142 
小郡市指定有形文化財 平田家住宅改修工事

報告書 

小郡市埋蔵文化財調査セン

ター 

1143 

尾ノ上遺跡 桜田遺跡 一般国道 9 号（大田静

間道路）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 

1144 

尾ノ上遺跡 桜田遺跡 一般国道 9 号（大田静

間道路）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 

1145 抜翠のつづり その七十九 株式会社 熊平製作所 

1146 抜翠のつづり その七十九 株式会社 熊平製作所 

1147 静岡県文化財年報（平成 30 年度） 静岡県埋蔵文化財センター 

1148 
村徳永遺跡 12 区 第 1 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 33－ 
佐賀市教育委員会 

1149 五龍神社遺跡 －6・7 区の調査－ 佐賀市教育委員会 

1150 
佐賀市埋蔵文化財確認調査報告書 －2016 年

度－ 
佐賀市教育委員会 

1151 津留遺跡 －3 区の調査－ 佐賀市教育委員会 

1152 
鍋島三本杉遺跡 －1 区の調査－ 鍋島本村南

遺跡 －3 区の調査－ 
佐賀市教育委員会 

1153 
村徳永遺跡 12 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 34－ 
佐賀市教育委員会 

1154 
牛嶋口跡 －牛嶋溝口公園整備に伴う確認調

査及び整備報告書－ 
佐賀市教育委員会 

1155 佐賀城跡Ⅵ －西堀の調査・整備－ 佐賀市教育委員会 

1156 一丁田遺跡 －2 区の調査－ 佐賀市教育委員会 

1157 村徳永遺跡 －22 区の調査－  佐賀市教育委員会 

1158 
史跡東名遺跡保存活用計画書 東名遺跡の保

存・活用・整備に関する計画書 1 
佐賀市教育委員会 

1159 見えてきた！縄文の編みかご文化 －現代に 佐賀市教育委員会 
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  書籍名 寄贈者 

つながる技と美－ 東名遺跡シンポジウム記

録集 

1160 
縄文貝塚を知る －整備・活用の可能性を探る

－ 
佐賀市教育委員会 

1161 博物館研究 通巻 620 号 （公財）日本博物館協会 

1162 明智光秀と戦国丹波 丹波進攻前夜 亀岡市文化資料館 

1163 
第 22 回 古代官衙・集落研究会報告書 官

衙・集落と大甕 
奈良文化財研究所 

1164 
第 54 回全国史跡整備市町村協議会 大会議事

録 

第 54 回全国史跡整備市町村

協議会大会実行委員会 

1165 

神奈川県茅ヶ崎市 市内遺跡試掘・確認調査報

告ⅩⅥ －平成 28（2016）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 

1166 

神奈川県茅ヶ崎市 市内遺跡試掘・確認調査報

告ⅩⅦ －平成 29（2017）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 

1167 
千葉市山之越第1遺跡 －宅地造成に伴う埋蔵

文化財調査報告書－ 

千葉市埋蔵文化財調査セン

ター 

1168 歴博 第 218 号 国立歴史民俗博物館 

1169 
國學院大學研究開発推進機構 日本文化研究

所年報 第 12 号 

國學院大學研究開発推進機

構 

1170 
歴史発掘おおさか 2019 －大阪府発掘調査最

新情報－ 
大阪府立近つ飛鳥博物館 

1171 たたら研究 第 58 号 たたら研究会 

1172 
国指定遺跡 古月横穴 ―保存整備事業報告

― 
鞍手町教育委員会 

1173 出光美術館 館報 189 （公財）出光美術館 

1174 夢チャレンジ きらり山口人物伝 Vol.7 
（公財）山口県ひとづくり財

団 

1175 

神奈川県平塚市 桜畑遺跡第 11 地点 －平塚

市岡崎字桜畑 6376－１他 2 筆における埋蔵文

化財発掘調査報告書－ 

有限会社ブラフマン 

1176 

神奈川県平塚市 橋下 B 遺跡第 1 地点 －平塚

市小鍋島字橋下 1179 番１ほか 5 筆における埋

蔵文化財発掘調査報告書－ 

有限会社ブラフマン 

1177 

神奈川県平塚市 北金目塚越遺跡第 20 地点 

－平塚市北金目一丁目 21 番 4 における埋蔵文

化財発掘調査報告書－ 

有限会社ブラフマン 

1178 

東垣生八反地遺跡 －5 次調査－ 市道垣生

109 号線道路改良工事（その 2）に伴う埋蔵文

化財発掘調査報告書 

松山市埋蔵文化財センター 

1179 
山口市文化財年報 12 －平成 29（2017）年

度－ 
山口市教育委員会 

1180 
山口市文化財年報 12 －平成 29（2017）年

度－ 
山口市教育委員会 

1181 凌雲寺跡 2 山口市教育委員会 

1182 凌雲寺跡 2 山口市教育委員会 

1183 赤妻遺跡 2 山口市教育委員会 

1184 赤妻遺跡 2 山口市教育委員会 

1185 史跡大内氏遺跡保存活用計画 －第1次改訂－ 山口市教育委員会 

1186 史跡周防鋳銭司跡第 4 次発掘調査概報 山口市教育委員会 

1187 史跡周防鋳銭司跡第 4 次発掘調査概報 山口市教育委員会 

1188 山口最後の鍛冶屋（梅本鉄工所）民俗調査報告 

 

山口市教育委員会 

  書籍名 寄贈者 

1189 山口最後の鍛冶屋（梅本鉄工所）民俗調査報告 山口市教育委員会 

1190 

下北方下郷第 6 遺跡 平成 26 年度国宝重要文

化財等保存整備費補助金対象事業発掘調査報

告書 

宮崎市教育委員会 

1191 
北中遺跡Ⅴ 平成 26 年度国宝重要文化財等保

存整備費補助金対象事業発掘調査報告書 
宮崎市教育委員会 

1192 
松添遺跡 －青島地域総合センター建設工事

に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 
宮崎市教育委員会 

1193 
樋ノ口遺跡 －宅地造成に伴う埋蔵文化財発

掘調査報告書－ 
宮崎市教育委員会 

1194 
中小路遺跡 －宅地造成に伴う埋蔵文化財発

掘調査報告書－ 
宮崎市教育委員会 

1195 
宇美中学校遺跡－宇美中学校大規模改修工事

に伴う発掘調査報告書－ 
宇美町教育委員会 

1196 天園遺跡 宇美町教育委員会 

1197 山口県立山口博物館研究報告 第 45 号 山口県立山口博物館 

1198 館報 41 山口県立山口博物館 

1199 松山市埋蔵文化財調査年報 31 平成 30 年度 松山市埋蔵文化財センター 

1200 利尻研究 利尻町立博物館年報 第 39 号 利尻町立博物館 

1201 国立歴史民俗博物館研究報告 第 218 集 国立歴史民俗博物館 

1202 俳誌 其桃 第 903 号 西尾病院内「其桃」発行所 

1203 
中野北遺跡 －店舗の建設に伴う発掘調査報

告（NNN2017-1）－ 
富田林市教育委員会 

1204 
平成 30 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 

1205 
喜志西遺跡 －共同住宅の建設に伴う発掘調

査報告（KSW2016-1）－ 
富田林市教育委員会 

1206 出雲と大和 奈良県立橿原考古学研究所 

1207 即位礼と大嘗祭 
皇學館大学佐川記念神道博

物館 

1208 

蔵廻り遺跡 榎坂窯跡 一般国道 9 号（三隈益

田道路）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 

1209 

蔵廻り遺跡 榎坂窯跡 一般国道 9 号（三隈益

田道路）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 

1210 

嶧口古墳 上古市遺跡 一般国道 9 号（三隈益

田道路）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 

1211 

嶧口古墳 上古市遺跡 一般国道 9 号（三隈益

田道路）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 

1212 藤沢市文化財調査報告書 第 53 集 藤沢市教育委員会 

1213 藤沢市文化財調査報告書 第 54 集 藤沢市教育委員会 

1214 

鹿児島県南さつま市加世田川畑 上加世田遺

跡 4～6 次調査 －市内遺跡発掘調査等事業

に伴う発掘調査報告書－ 

南さつま市教育委員会 

1215 応響雑記の世界 －近世の氷見町を訪ねる－ 氷見市立博物館 

1216 博物館研究 通巻 621 号 （公財）日本博物館協会 

1217 一乗谷朝倉氏遺跡資料館 紀要 2018 
福井県立一乗谷朝倉氏遺跡

資料館 

1218 

条里制水田想定地 県立太田高等特別支援学

校普通科棟（重複障害）増築建築工事に伴う埋

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 
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 書籍名 寄贈者 

1219 
前長者遺跡発掘調査報告書 2 －宅地造成工事

に係る発掘調査－ 
広島文化財センター 

1220 船原古墳Ⅱ －1 号土坑出土遺物概要報告編－ 古賀市教育委員会 

1221 
一丁田遺跡・段ノ上遺跡 －小形風力発電設備

設置工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 
松浦市教育委員会 

1222 京都大学構内遺跡調査研究年報 2018 年 
京都大学文化財総合研究セ

ンター 

1223 阿武山古墳調査写真集 －昭和 9 年の記録－ 高槻市立今城塚古代歴史館 

1224 小田原市郷土文化館研究報告 No.56 小田原市郷土文化館 

1225 同志社大学歴史資料館 館報 第 22 号 同志社大学歴史資料館 

1226 
大阪市北区 広島藩大坂蔵屋敷跡 Ⅲ （仮

称）新美術館建設工事に伴う発掘調査報告書 
（財）大阪市文化財協会 
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