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ごあいさつ 

 

本書は、下関市立考古博物館の令和 2 年度における活動概要について記録し、その成果

を公表するものです。 

当館は、国指定史跡綾羅木郷遺跡に隣接して建設され、平成 7年(1995年) 5月開館以

来、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 26 年目となる本年には、入館者数累計 66 万人を超え、ますます市民の皆様に求め

られる博物館として、活動の充実を目指しているところです。しかしながら、今年度は世界的

規模で流行し、猛威を振るった新型コロナウイルス感染症の影響により、臨時閉館やイベント

の中止を余儀なくされ、また、断続的な県をまたいでの往来自粛により、他県外部組織との調

査研究活動についても制限されるなど博物館活動の推進にあたって、前例のない大きな課

題と向き合う年となりました。しかしながら、このような状況下ではありますが、今年度は当館

における「ユニバーサル・ミュージアム」元年と位置づけ、より開かれた博物館施設を目指すこ

とといたしました。その第一歩として、視覚障がい者でも本市の深い歴史に触れる場と機会を

創出するため、当館ならではの「触察」により考古資料の理解を深めるハンズオンツールの開

発に着手したほか、エントランス周辺へ視覚障がい者誘導マットを敷設するなど、その機能の

充実に努めました。また、その計画策定・実施に当たっては、山口県立下関南総合支援学校

（旧盲学校）や下関点訳しるべの会（ボランティア団体）との連携を図り、博学・博福連携の推

進にも合わせて取り組むことといたしました。 

さらに、展示活動においては、時機を得て奈良国立博物館との考古資料相互活用促進事

業を開催し、山口県初公開となる「伝長門一ノ宮経塚出土品」の里帰り展示を実現すること

ができました。関係各位にはこの場を借りて改めて心より御礼申し上げる次第です。 

一方、新型コロナウイルス感染症対策に伴い中止が相次いだ講演会や体験学習について

は、コロナ禍における手法の検討を続け、年度末には感染症対策を講じた教育普及普及活

動を再開し、次年度への足掛かりを得ることができました。その他、北海道博物館の呼びか

けにより始まった「おうちミュージアム」の取り組みへも参画し、当館ならではのコンテンツ提

供や公式YouTubeチャンネル開設による展示解説をはじめ、これまでにない情報発信手法

によりコロナ禍にあっても博物館活動の幅を広げることができました。 

当館は地域博物館として、これからも、より市民の皆様に求められる魅力ある博物館とし

てその役割を果たすべく、創意工夫を凝らし、その発展に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 3年（2021年）3月 

下関市立考古博物館 

館長 濱﨑 真二
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１ 管理運営 

(１) 組織・職員 

館 長       濱﨑真二 

補 佐（課長補佐）      沖中真志 

主 任（学芸員）      小林善也 

主 任（学芸員）       太田雅史（兼務） 

学芸員             中山元智 

会計年度任用職員（学芸員）  奥野正人 

会計年度任用職員（学芸員）  藤山佳子 

会計年度任用職員（学芸員）  巽  優貴 

会計年度任用職員（受  付）  藤村康夫 

会計年度任用職員（受  付）  大田征和 

 

副担当（文化財保護課） 

主 任（学芸員）   松永博明 

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 

副主任（学芸員）    阿南翔悟 

 

 

(令和 3年(2021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 

※新型コロナウイルス感染症（COVID－19）拡大防止のため、書面開催とし、表決書による報

告事項の承認および議案の決議を行った。 

令和３年（2021年）３月 17日 協議会委員に表決書を発送 

             ３月 24日 表決書の提出期限、即時表決書内容の取りまとめを実施 

             ３月 31日 取りまとめた内容を各委員に報告 

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 

下関市文化財保護審議会副会長 

学識経験者 山内 紀嗣 生駒ふるさとミュージアム館長 

学識経験者 田中 晋作 山口大学教授 

学識経験者  藤丸詔八郎 北九州市立自然史歴史博物館名誉館員 

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 
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区分 氏名 役職名 

田中絹代記念館サポーター 

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 藤井 智寛 
下関市立江浦小学校校長 

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３年(2021年) ３月 31日現在） 

 

(３) 予算 

事業名 令和 2年度予算額 

管理運営業務 33,204 

展示業務 1,915 

調査研究業務 8,372 

教育普及業務 5,631 

合計 49,122 

（単位：千円） 

 

(４) 新型コロナウイルス感染症に関する対応 

新型コロナウイルス感染症の影響によって、令和２年３月から臨時休館となった。臨時休館中は、

当館の職員は通常どおり出勤し、再開（通常開館）に向けての準備作業や資料整理作業を行った。 

令和２年（2020年） 

３月  ２日（月） 臨時休館 開始 

３月 13日（金） 臨時休館の期間変更（～３月 26日まで延長） 

３月 26日（木） 臨時休館の期間変更（～３月 31日まで延長） 

４月  １日（水） 通常開館（再開） 

４月  ４日（土） 臨時休館（２回目） 開始 

５月  １日（金） 臨時休館（２回目）の期間変更（～５月 31日まで延長） 

５月 15日（金） 市内の公共施設の再開等に関する基本方針 決定  

５月 19日（火） 考古博物館としての新型コロナウイルス感染症への対応を定める 

５月 21日（木） 
考古博物館利用に係るガイドライン作成 

臨時休館（２回目）の期間再変更（～５月 25日まで短縮） 

５月 26日（火） 通常開館（再開）※県外からの来館自粛 

６月 19日（土） 県外来館自粛の解除 
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令和３年（2021年） 

１月 18日（月） 地域的な緊急事態宣言に伴う県外来館の自粛 

２月 20日（土） 感染症対策を講じた文化財講座を実施（年度１回目） 

２月 27日（土） 感染症対策を講じた一般参加による体験学習を実施 

２月 28日（日） 地域的な緊急事態宣言の一部解除 

３月 １日（月） 県外来館の自粛解除 

 

●基本的対応 

〔下関市立考古博物館職員〕 

・毎日の検温を朝礼時に実施 

・マスクの着用を徹底 

・定期的な館内消毒を実施（基本的に各日の午前と午後の計２回） 

・救急時の対応マニュアルの作成 

〔来館者への対応〕 

・マスク着用のお願い 

・入館時の手指消毒を実施 

・入館履歴記入のお願い（個人情報のため、２週間保管したうえで廃棄） 

・当館に関する情報発信手法の検討（動画媒体、既存手法の見直しなど） 

・修学旅行団体来館時などの一時的な入館規制 

●新型コロナウイルス感染症の影響 

〔調査研究業務〕 

・各地開催の研究会や研修会がオンライン（リモート）主流となる。 

・緊急事態宣言などの影響によって、県外出張制限などがかかる。 

・恐竜卵化石の常設展示オープンセレモニーなどが中止。 

〔展示業務〕 

・臨時休館によって、一部企画展の会期が変更になる。 

・３密回避の点から、展示解説会など人流が局所で停滞するイベントなど中止。 

 

 

２ 調査研究 

(１) 展示出品資料調査等 

●令和 2年度特別展資料調査 

派遣先 派遣職員 派遣日時 

①山陽小野田市立厚狭図書館 小林 善也 令和 2年（2020年）6月 25日（木） 
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中山 元智 

 

②山口県立山口博物館 

③山口県埋蔵文化財センター 

小林 善也 

中山 元智 
令和 2年（2020年）6月 30日（火） 

④美祢市大嶺町歴史民俗資料館 

⑤美祢市伊佐町南原寺 

小林 善也 

巽  優貴 
令和 2年（2020年）7月 10日（金） 

⑥宇部市 学びの森くすのき 小林 善也 令和 2年（2020年）7月 14日（火） 

⑦萩博物館 小林 善也 

藤山 佳子 
令和 2年（2020年）7月 31日（金） 

 

 

(２) 研修等 

派  遣  日  調査及び研修  派  遣  先  派遣職員  

令和２年９月30日 

～同年10月２日 
令和２年度博物館長研修（文化庁） 

国立教育政策研究所

社会教育実践研究セ

ンター 

濱﨑 真二 

令和２年12月９日 

  ～同年12月11日 
博物館学芸員専門講座（文化庁） ※オンライン開催 藤山 佳子 

令和２年12月15日 
令和２年度山口県博物館協会総会及び研修会 

（山口県博物館協会） 
周南市文化会館 

濱﨑 真二 

藤山 佳子 

令和２年12月16日 

～同年12月18日 

令和２年度ミュージアム・マネジメント研修 

（文化庁） 
※オンライン開催 濱﨑 真二 

令和３年２月19日 

古代体験研究フォーラム2020「つくる たもつ 

つなぐ 復元建物の「これから」を考える」 

（兵庫県立考古博物館） 

※オンライン開催 

濱﨑 真二 

小林 善也 

中山 元智 

奥野 正人 

令和３年２月26日 

発達障がい基礎研修「あたりまえのことほど難し

い-数量理解から見える私たちの認識の課程－」 

（発達障がいのある子どもたちと博物館をつなぐ

プロジェクト） 

※オンライン開催 小林 善也 

令和３年３月２日 

今後の博物館制度を考える～博物館法改正を

見据えて～（日本学術会議史学委員会博物館・

美術館等の組織運営に関する分科会等） 

※オンライン開催 

小林 善也 

中山 元智 

奥野 正人 

藤山 佳子 
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(３) 綾羅木郷遺跡ほか館蔵資料の整理 

平常展示の開催に伴う資料確認・整理 

 

 

３ 展示 

(１) 常設展示 

① 平常展示の開催 

〔概要〕 

今年度より各企画展や特別展の会期間に、当館の特別企画

展示室で、過去の企画展内容をブラッシュアップした展示を行

うことで、常設展示に補足情報とし、来館者が当館の展示内容

をより理解できるようにした。今年度は、平成 30 年度企画展

「郷台地奇譚episodeⅡ－綾羅木式土器の世界－」をテーマと

して取り上げ、当館の常設展示で観覧できる弥生土器（綾羅

木式土器）をより深く理解してもらうことを目的とした。 

〔展示期間〕 

令和２年 10月６日～令和３年１月 

 

② ハンズオン展示コーナーの新設準備 

常設展示室の一角にハンズオン展示コーナーを新設するために、綾羅木式土器模造

品や土器文様プレート、土器立体パズルといったハンズオンツールの製作やそれらを展

示する展示台の製作を行った。ハンズオン展示コーナーは新型コロナウイルス感染症の

動向を注視しながら、令和３年４月以降に常設展示の一部として共用開始予定。 

 

(２) 企画展示 

➀ 企画展「郷台地奇譚 EpisodeⅢ―郷台地の弥生石器

とその石材―」 

※年度をまたいでの企画展のため、今年度内の実施内容とし

て記載 

     〔概要〕  

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

 

▲企画展示チラシ 

▲平常展示ポスター 
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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。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。 

     〔会期〕  

令和 2年(2020年) 3月 21日～7月 26日 

※臨時休館期間（3月 2日～31日、4月 4日～5月 26日）を考慮し、会期延長 

     〔来館者〕  

1,276名（開館日数 57日、1日平均 22名） 

      ※令和２年度以降の来館者数 

     〔主な展示資料〕  

綾羅木郷遺跡出土石器 332点 

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。 

 

➁ 発掘速報展「掘ったほ！下関 2020」 

〔概要〕 

令和元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、下関市域に分布する遺跡や遺物について紹介する

もの。 

〔会期〕 

令和 2年(2020年) 8月 8日（土）～9月 27日（日） 

〔来館者〕 

1,419名（開館日数 44日、1日平均 32名） 

〔主な展示資料〕 

資料点数 約 200 点（有冨中尾遺跡出土品、金子遺跡出土品、侍町遺跡出土品、長

門国分寺跡出土品、綾羅木郷台地遺跡（中屋敷地区）出土品など） 

 

(３) 特別展示 

「至宝しものせき―経塚とその時代―」 

     〔概要〕 

我が国の歴史をさかのぼること 1,000年。平安時代後期は貴族中心の摂関政治が衰

え、武士の台頭による治安の乱れや僧兵の出現による寺院の退廃、さらには疫病の流行

により人々の不安が一層深まる時代だったという。 

▲発掘速報展ポスター 



8 

その末期にあたる 1052年（永承 7年）は末法元年とされ、そ

の前後では釈迦の教法、仏法が地に落ちるとする「末法思想」が

流布した。このような厭世的な時代の象徴として、貴族をは

じめとする有力層が仏教的な作善行為の一種として経典を

埋納し、救いを求める装置として経塚が造営された。 

本展では、いわゆる末法思想の時代を象徴する経塚遺跡に

焦点をあて、下関市出土の権現山経塚出土品や伝山口県長門

一ノ宮経塚出土品を核として、県内出土の経塚資料との比較を

通じて本市における経塚出現の意味を考えるとともに、この時

代の市内の集落遺跡出土資料を交えて、不安が増したとされる

11世紀を前後する時期の社会のありようの一端を考古学的側面から紹介するもの。 

〔会期〕 

令和 3年(2021年) 1月 30日（土）～3月 21日（日） 

〔来館者〕 

1,158名（開館日数 44日、１日平均 26名） 

〔展示構成〕 

①経塚とはなにか／②防長地域の経塚－長門地域を中心に－／③末法の世の営み 

／④経塚とその時代 

〔主な展示資料〕 

 資料点数 143点 

 （権現山経塚出土品／伝山口県長門一ノ宮経塚出土品／御山神社経塚出土品／物見

山経塚出土品／妙徳寺山経塚出土品／長光寺山経塚出土品／東分中村経塚出土品

／南原寺遺跡第１号経塚出土品／長谷経塚出土品／新宮山経塚出土品／平原経塚

出土品／秋根遺跡出土品／延行条里遺跡出土品／古殿遺跡出土品） 

 

(４) パネル展示 

当館の貯蔵用竪穴ジオラマ地下周辺で、パネルボードによる展示を行い、当館お

よび文化財保護課の最新情報を発信する場として利用している。現在は、下関市と

北九州市で連携して行っている日本遺産に関する情報や六連島灯台と角島灯台が

国の重要文化財に指定されたことを記念し、両灯台に係る情報を発信している。 

 

 

４ 教育普及 

(１) 講演会 

     ●実施状況 

日 時：令和 3年(2021年) 2月 20日（土） 

▲特別展ポスター 
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（午前）10:30～12:00、（午後）14:00～15:30 

※特別展「至宝しものせき―経塚とその時代―」関

連講演会 

講 師：濱崎 真二（下関市立考古博物館 館長） 

演 題：「コロナ災禍の時代から見る経塚造営」 

聴講者：（午前）18名、（午後）14名 

 

     ●講演会の開催にあたっての留意点 

コロナ禍のなかで、どのようにすれば講演会が安全に開催できるのかを検討し、特別

展会期中に、特別展内容に関連する講演会を開催した。開催に際しては、通常開館時

の感染症対策に加え、以下の点を追加実施し、利用者と当館職員の相互間で安全かつ

安心して利用できる環境づくりに配慮した。 

（対策として追加実施したこと） 

➀参加人数の制限 

：１回の定員を 25名以内とし、１日に午前と午後の２回開催とした。 

➁事前予約による受付 

：事前予約とし、事前に参加者の人数把握や座席指定などを行った。 

➂会場受付時の検温 

：非接触型体温計を使用し、参加者の検温を行った。 

➃動線の固定化 

：入口と出口を区別し、参加者相互の接触を最小限になるようにした。 

➄会場内の換気 

：会場後方部にサーキュレーター設置および窓を適宜開放し、換気を行った。 

 

(２) 体験学習等 

コロナ禍の中で、安全・安心な体験学習を開催するため、既存手法の見直しを図り、

当館の複数ある体験学習メニューから、比較的利用者数が多く、利用頻度が高い「勾

玉づくり」を想定し、体験学習を実施するために必要なコロナ対策を行った。 

（検討と対応） 

➀製作手法の見直し 

：作業時間を短縮するため、勾玉づくりの石材（滑石）に事前に穿孔を行った。 

     ➁ソーシャルディスタンスの確保 

：体験学習における参加者への接し方を振り返り、接触頻度をおさえる手法を検討し

た結果、飛沫防止用パネルを設置し、基本的なコミュニケーションはパネル越しで実

施することとした。また、作業補助する場合は、参加者に一言声を掛け、手指消毒を

▲ 講演会開催状況 
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行ったうえで接することを徹底した。 

（試験的な実施） 

：市内の小中学校から体験学習（勾玉づくり）の実施依頼があったため、依頼者に対

し、感染症対策の説明を行ったうえで、試験的に実施した。 

 

 日時 参加者（依頼者） 人数 

１ 10月６日（火）９：30～11：30 下関市立蓋井小学校 10名 

２ 10月 28日（水）10：00～15：00 下関市立文洋中学校分教室 14名 

３ 12月 18日（金）９：50～11：40 山口県立豊浦総合支援学校 10名 

（自主事業としての実施） 

：体験学習の試験的な実施を踏まえ、感染症対策を講じたうえで実施した。 

（対策として追加実施したこと） 

・参加人数の制限 

１回の参加者を 20名以内とし、午前と午後の２回開催とした。 

参加者の年齢は「小学４年生以上」とし、同伴者の会場への入場は制限した。 

        ※その他、基本的な対応として講演会と同様の対策を講じた。 

① 勾玉づくり体験教室 

・内容 

滑石を加工し、勾玉を制作する。 

・実施日 

〔第１回〕令和 3年(2021年) 2月 27日（土） 

〔第２回〕令和 3年(2021年) 3月 20日（土） 

※両日ともに午前、午後の開催 

・参加者 

〔第１回〕午前４名、午後８名 

〔第２回〕午前 1名、午後 7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。 

※赤米栽培については、一般参加者の公募は行わず、関係職員で実施した。 

開催日 体験 

令和２年(2020年) ５月 12日 赤米栽培（水洗選別作業） 

令和２年(2020年) ５月 19日 赤米栽培（苗床） 

令和２年(2020年) ６月 ９日 赤米栽培（バケツ缶使用） 

令和２年(2020年)10月 ７日 赤米収穫 

▲ 勾玉づくり 
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令和２年（2020年）10月 ８日 古墳の森ウォークラリー（ぶえ吉参加） 

令和２年（2020年）10月 24日 
NPO 法人 NPO 法人下関子ども・子育てネット

総会に出席（意見交換を実施） 

令和２年（2020年）12月 22日 クリスマス会➀（ぶえ吉参加） 

令和２年（2020年）12月 24日 クリスマス会➁（ぶえ吉参加） 

 

(４) 博物館実習生の受け入れ 

新型コロナウイルス感染症に係る対策を講じたうえで、学芸員資格取得希望者

の受け入れ、博物館における実務等について指導を行った。 

   （実施内容） 

日  時：令和２年８月４日～８日（５日間） 

実習生：２名（梅光学院大学学生１名／青山学院大学学生１名） 

内  容：以下表のとおり。 

※展示実習は、平覗き型ケース１台と衝立を使用し、実習生が館蔵資料ミニ展示を行う。 

 

（５） 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 10名が登録。 

【令和 2年度ボランティア登録者】 

日程 時間 実習内容 担当 

第１日目 

（8/4） 

9:30～ 

13:00～ 

16:00～ 

オリエンテーション（当館の沿革と組織、事業概要説明） 

館内施設及び史跡公園の見学 

ミーティング、ふりかえり・まとめ 

小林・藤山 

第２日目 

（8/5） 

9:30～ 

13:00～ 

16:00～ 

展示実習 

展示実習 

ミーティング、ふりかえり・まとめ 

小林・巽 

第３日目 

（8/6） 

 

9:30～ 

13:00～ 

16:00～ 

展示実習 

展示実習 

ミーティング、ふりかえり・まとめ 

小林・藤山 

第４日目

（8/7） 

9:30～ 

13:00～ 

16:00～ 

展示実習 

展示実習 

ミーティング、ふりかえり・まとめ 

小林・巽 

第５日目

（8/8） 

9:30～ 

13:00～ 

16:00～ 

展示実習 

展示実習 

ミーティング、ふりかえり・まとめ 

小林・藤山 
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松永守通 田代重信 福田信弘 永島洋平 戸曽健一 嶺野宏明 

井上  薫 井上順子 園田省吾 守田直巳 合計 10名 

（主な活動内容） 

・新型コロナウイルス感染症禍における体験学習実施のための検討及び研修 

・体験学習の打ち合わせ及び当日の補助 

・体験学習に関わる備品の手入れや補修 

・展示のチラシ、ポスターの封入作業補助 

・調査研究の視点から、体験学習（土器づくり）の内容を再検討➡土器焼成を実験的に実施 

※令和 2年 4月～6月、新型コロナウイルス感染症対策に伴う臨時休館等により活動停止 

 

2020年 

日付 活動内容 

7月 15日 定例活動① 
新年度挨拶、ボランティア登録継続確認、新型コロナウイ

ルス感染症対策を伴う体験学習の検討など 

8月 6日 研修会 勾玉づくり研修 

8月 19日 定例活動② 新型コロナウイルス感染症対策を伴う体験学習の検討 

9月 11日 定例活動③ 
①体験学習用パーテーションの作製作製 

②勾玉用石材の切断 

10月 6日 体験学習 勾玉づくり（市内小学校） 

10月 14日 定例活動④ 10月 6日の体験学習に関する意見交換 

10月 28日 体験学習 勾玉づくり（市内中学校） 

11月 11日 定例活動⑤ 
①10月 28日の体験学習に関する意見交換 

②土器・土笛づくり研修 

12月 15日 定例活動⑥ 土器焼成の準備 

12月 16日 （研修） 土器焼成 

2021年 

1月 13日 定例活動⑦ 特別展フライヤー封入作業 

1月 22日 体験学習 勾玉づくり 

2月 8日 定例活動⑧ 特別展の展示解説会（研修） 

3月 10日 定例活動⑨ 
①自主事業の体験学習（勾玉づくり）の打合せ 

②勾玉見本用ケースの作製 

3月 20日 体験学習 勾玉づくり 
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５ ユニバーサルミュージアムに向けた活動 

東京オリンピック・パラリンピック開催に向け、ユニバーサルデザインに対する社会的意識

が高まりをみる中で、2020 年度をユニバーサルミュージアム元年と位置付け、本市におけ

る人にやさしい魅力あるまちづくりの一環として、「見る、聴く博物館」から、「五感に響く体験

型博物館」への機能の充実を図り、博物館活動のユニバーサルデザイン化や博福連携を進

めるもの。 

博物館資料は視覚情報により物事を理解する要素が強いため、ユニバーサルミュージ

アムへの取り組みとして、視覚障害者でも博物館展示資料から本市の歴史に触れる場を

創出することを第一歩と定め、触察によって考古資料への理解を促すハンズオンツール

を開発し、常設展示の一つとして年齢や障害を問わない、市民の知的好奇心と学習意欲

充足のための環境の充実に取り組むもの。 

※ユニバーサルミュージアムとは、「博物館全体として社会的な排除による課題を解決し、五感を用いた鑑賞、博物

館・来館者双方の相互関係によって、より多くの多様な人々を包摂するミュージアム」と定義される（平井康之

2016）。より簡潔な表現としては、かねてより広瀬浩二郎により「誰もが楽しめる博物館」として整理されてい

る。 

 

〔実施内容〕 

令和２年度予算における「ふるさとしものせき応援基金充当事業」として①～③の業務を実

施し、令和３年４月から順次運用開始となる。事業の実施にあたっては、山口県立下関南総合

支援学校（旧盲学校）や下関点訳しるべの会（ボランティア団体）に協力を求め、適宜意見交換

を行い助言を取り入れながら進捗させた。 

① ハンズオン展示コーナーの設置 

綾羅木郷遺跡出土品で最も普遍的で、地域色を発言している綾羅木式土器の壺Ⅰ
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式～Ⅳ式の模造品を作成し、触察により土器のかたちやその変化を理解するとともに、

綾羅木式土器の壺と甕の立体パズルを作成し、考古学における土器の接合作業の意

味や、綾羅木式土器の特徴についての理解を一層促すことをコンセプトとした。また、ツ

ールを設置する展示台や照明についても、ユニバーサルな視点を可能な限り取り入れ

ることとした。 

② エントランス周辺のバリアフリー化 

館内を利用するうえで必ず立ち入ることとなるエントランス周辺（受付、トイレ、出口

階段）について、視覚障害者のアクセシビリティ、ユーザビリティを高めるために、誘導

マットの設置、トイレ案内板（点字対応）の設置、階段滑り止めの入替を行うこととした。 

③ ホームページのリニューアル 

ハンズオン展示コーナーの設置やエントランス周辺のバリアフリー化を周知し、来館を

促すため、既存の当館ホームページは博物館の情報伝達ツールとして中心的な役割を果

たすものであるが、アクセシビリティ、ユーザビリティともに多くの課題があった。とりわけ、

一般的に視覚障害者の情報入手ツールとして利用率の高いホームページのバリアフリー

化は重要と考えられることから、ウェブアクセシビリティを確保することを第一義として、利

用者、来館者のニーズに応えることが可能なホームページへと更新することとした。 

 

 

６ 特別観覧・資料利用並びに貸出 

●資料利用・貸出し状況 

 

 日付（許可日） 申請者 資料名 

1 
令和 2年(2020年) 

7月 30日(木) 
山口県立山口博物館 

下関市産恐竜卵化石及び復

元模型一式 

2 
令和 2年(2020年) 

8月 3日(月) 
株式会社 同成社 

綾羅木郷遺跡発掘調査状況

デジタル画像 

3 
令和 2年(2020年) 

        8月 14日(金) 
徳島市立考古資料館 

綾羅木郷遺跡出土土笛デジ

タル画像 

4 
令和 2年(2020年) 

12月 8日(火) 

下関市農林水産振興

部水産振興課 

アワビオコシのデジタル画

像 

5 
令和 3年(2021年) 

1月 19日(火) 
長崎県考古学会 

綾羅木郷遺跡発掘調査状況

デジタル画像 

6 
令和 3年(2021年) 

1月 20日(水) 

株式会社ディスカバ

ー・ジャパン 

下関市立考古博物館展示状

況デジタル画像ほか 

7 
令和 3年(2021年) 

1月 20日(水) 

株式会社エフエム山

口東京支社 

アワビオコシのデジタル画

像 
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７ その他 

(１) 刊行物 

下関市立考古博物館公式ホームページ上に『年報 25』を公開した。 

 

(２) 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。また、当館

の公式キャラクターの「ぶえ吉」による Facebook を公開し、イベント情報や各種お知らせを

行い、周知を図った。 

加えて、新たな取り組みとして、YouTube アカウントを取得し、特別展示の解説動画など

を作成したうえで、令和３年３月に公開した。今後は Facebook および YouTube のトップ

ページにリンクする QR コードを作成し、より効果的な情報発信となるよう各展示広報物（チ

ラシ・ポスターなど）に掲載するなどの工夫を行い周知に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔ぶえ吉 Facebook 令和２年度実績〕 

・フォロワー数   232 （前年度＋90） 

・合計「いいね！」 197 （前年度＋74） 

・年度内投稿数   77件           

※2021 年３月 31日時点 

Facebook トップページリンク用 YouTube トップページリンク用 

▲ぶえ吉 Facebook 
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８ 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 3 16 29 45 90 30 

5 6 4 11 56 71 11 

6 25 65 205 323 593 23 

7 27 81 118 368 567 21 

8 26 49 225 460 734 28 

9 26 51 634 431 1,116 42 

10 27 53 684 534 1,271 47 

11 25 116 337 440 893 35 

12 24 38 156 304 498 20 

1 24 36 22 235 293 12 

2 24 60 86 510 656 27 

3 26 58 83 458 599 23 

合計 263 627 2,590 4,164 7,381 28 

※令和 2年(2020年) 4月 4日（土）～5月 26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 EpisodeⅢ―郷台地の弥生石器とその石材―」 

期間 
開館 
日数 

幼児 小中高 大人 合計 
1日 
平均 

4月 1日(月)～7月 26日(日) 57 160 352 764 1,276 22 

 ※令和 2年(2020年) 4月 4日（土）～5月 26日（火）は臨時休館 

 

発掘速報展「掘ったほ！下関 2020」 

期間 
開館 
日数 

幼児 小中高 大人 合計 
1日 
平均 

8月 8日(土)～9月 27日(日) 44 90 583 746 1,419 32 

 

 特別展「至宝しものせき―経塚とその時代―」 

期間 
開館 
日数 

幼児 小中高 大人 合計 
1日 
平均 

令和 3年（2021年） 

1月 30日(土)～3月 27日(日) 
44 102 150 917 1,169 26 

（単位：名） 

（単位：名） 

（単位：名） 

 

（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 

（単位：名） 

（単位：名） 

※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 
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(４) 市内の学校 

 日時 学校名 人数 

1 10月 6 日（火） 下関市立蓋井小学校 10名 

2 10月 16 日（金） 下関市立西山小学校 22名 

3 10月 28 日（水） 下関市立文洋中学校 分教室 14名 

4 11月 6 日（金） のあ保育園 83名 

5 11月 11 日（水） 山口朝鮮初中級学校 3名 

 

(５) 市外の学校 

 日時 県名 市町村名 学校名 人数 

1 9月 4日(金) 午前 広島 広島市 広島市立早稲田小学校 62名 

2 9月 10 日(木) 午後 山口 周防大島町 東和地区小学校連合 12名 

3 9月 11 日(金) 午後 山口 美祢市 美祢市立秋芳桂花小学校 12名 

4 9月 16 日(水) 午前 広島 呉市 呉市立明立小学校 49名 

5 9月 16 日(水) 午後 広島 呉市 呉市立阿賀小学校 100名 

6 9月 18 日(金) 午前 山口 防府市 防府市立小野小学校 22名 

7 9月 24 日(木) 午前 広島 呉市 呉市立仁方小学校 61名 

8 9月 24 日(木) 午後 広島 呉市 呉市立郷原小学校 59名 

9 9月 29 日(火) 午後 山口 岩国市 岩国市立錦川地区連合小学校 69名 

10 9月 30 日(水) 午前 広島 広島市 広島市立中山小学校 92名 

11 9月 30 日(水) 午後 広島 呉市 呉市立荘山田小学校 70名 

12 10月 1 日(木) 午前 広島 呉市 呉市立警固屋小学校 18名 

13 10月 2 日(金) 午前 広島 呉市 呉市立川尻小学校 50名 

14 10月 2 日(金) 午後 広島 呉市 呉市立音戸小学校 20名 

15 10月 7 日(水) 午前 広島 熊野町 熊野町立熊野第二小学校 17名 

16 10月 7 日(水) 午後 山口 山口市 山口市立佐山小学校 32名 

17 10月 8 日(木) 午前 山口 柳井市 柳井市立大畠・位陸・日積連合小学校 35名 

18 10月 9 日(金) 午前 山口 岩国市 岩国市立美和町連合小学校 24名 

19 10月 14日(水) 午後 山口 周防大島町 周防大島町立大島地区連合小学校 33名 

20 10月 15日(木) 午後 広島 呉市 呉市立安浦連合小学校 73名 

21 10月 16日(金) 午前 広島 呉市 呉市立広南小学校 18名 

22 10月 20日(火) 午前 山口 岩国市 岩国市立錦・美川・本郷連合小学校 40名 

23 10月 20日(火) 午後 広島 広島市 広島市立矢野西小学校 73名 

24 10月 21日(水) 午前 広島 広島市 広島市立倉掛小学校 36名 

25 10月 22日(木) 午前 山口 周南市 周南市立福川南小学校 30名 

26 10月 23日(水) 午前 山口 柳井市 柳井市立新庄・余田連合小学校 58名 

27 10月 23日(水) 午後 広島 広島市 広島市立大林小学校 35名 

28 10月 28日(水) 午前 広島 広島市 広島市立湯来南小学校 18名 
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29 10月 30日(金) 午前 山口 平生町 平生町立平生小学校 65名 

30 11月 5 日(木) 午前 山口 防府市 防府市立華浦小学校 82名 

31 11月 12日(木) 午前 山口 上関町 上関町立上関小学校 12名 

32 11月 25日(水) 午後 広島 呉市 呉市立倉橋小学校 16名 

33 11月 26日(木) 午後 山口 下松市 下松市立久保小学校 61名 

34 11月 27日(金) 午前 山口 萩市 萩市立明倫小学校 130名 

35 12月 2 日(水) 午前 広島 呉市 呉市立吉浦小学校 58名 

36 12月 9 日(水) 午前 広島 呉市 呉市立中野東小学校 68名 

  

 

９ 購入図書 

●『月刊文化財』 679号～690号 

●『写真アルバム 下関市の昭和 

 

 

１０ 寄贈図書 

 書籍名 寄贈者 

1 旧芝離宮庭園遺跡発掘調査報告書 加藤建設株式会社 

2 
下田遺跡第７次発掘調査報告書 

（六郷地区センター建設に伴う発掘調査） 
菊川市教育委員会 

3 
とっとり弥生の王国・2019 Spring 特集 倭人

の真実 
鳥取県立むきばんだ史跡公園 

4 

京奈和自動車道郡山下ッ道ジャンクション建設に

伴う遺跡調査報告書－ヤマト郡山市伊豆七城

町・八条町・横田町、天理市南六条町所在－ 
奈良県立橿原考古学研究所 

5 出光美術館 館報 190 （公財）出光美術館 

6 
福井城跡ⅩⅩⅢ 中央１丁目１０番地地区優良建

築物等整備事業に伴う福井城跡発掘調査報告書 福井市教育委員会 

7 
小野寺廃寺跡 災害関連緊急砂防事業（下大内

原地区）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 
（公財）広島県教育事業団 

8 
山之内遺跡 －原尾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 

9 
山之内遺跡 －原尾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 

10 千葉県木更津市 丸山古墳 発掘調査報告書 木更津市教育委員会 

11 
千葉県木更津市 請西遺跡群発掘調査報告書Ⅹ

Ⅹ －野焼 A遺跡・野焼古墳群・野焼 B遺跡－ 木更津市教育委員会 

12 
木更津市文化財調査集報 24 埋蔵文化財の調

査報告 花山遺跡出土の鉄製口琴について 
木更津市教育委員会 

13 
平成 30 年度（2018 年度） 日田市埋蔵

文化財年報 
日田市教育委員会 

14 

求来里平島遺跡１次 －県営日田地区広域営農

団地農道整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報

告書（６）－ A地区の調査 
日田市教育委員会 

15 
史跡永山城跡 －史跡永山城跡災害復旧

事業報告書－ 
日田市教育委員会 

16 小樽市総合博物館紀要 第 33号 小樽市総合博物館 

17 

武蔵国府関連遺跡調査報告 60 －国府地域の

調査 37－ 府中市立府中第二小学校増築及び

改修工事に伴う事前調査(1802 次) －西府・本

宿町地域の調査４－ 府中市立府中第五小学校

増築工事に伴う事前調査（1815次） 

府中市教育委員会 

18 

武蔵国府関連遺跡調査報告 59 －国府地域の

調査38－ 府中第一児童クラブ水道管埋設工事

に伴う事前調査(1828次) 
府中市教育委員会 

19 戸田市関係新聞記事索引（平成Ⅲ） 戸田市立郷土博物館 

 書籍名 寄贈者 

20 令和元年度 秋田市遺跡確認調査報告書 秋田市教育委員会 

21 浦幌町立博物館 紀要 第 20号 浦幌町立博物館 

22 多賀城施釉陶磁器 宮城県多賀城跡調査研究所 

23 多賀城跡 －発掘の歩み 2020－ 宮城県多賀城跡調査研究所 

24 
宮城県多賀城跡調査研究所 －沿革史－ 

設立 50周年記念誌 
宮城県多賀城跡調査研究所 

25 
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 Ⅱ えびの市教育委員会 

26 名古屋市博物館 研究紀要 第 43巻  2020 名古屋市博物館 

27 
神奈川県逗子市 埋蔵文化財緊急調査報

告書 14 －平成 28年度－ 
逗子市教育委員会 

28 博物館研究 通巻 622号 （公財）日本博物館協会 

29 大阪市文化財協会 研究紀要 第 21号 （財）大阪市文化財協会 

30 
おかやま☆遺跡探訪 備中北部と美作西

部の遺跡 

岡山県古代吉備文化財センタ

ー 

31 
攻略！おかやまの中世城館 第六巻（備

中国北部・中部編） 

岡山県古代吉備文化財センタ

ー 

32 近代遺跡調査報告書 －商業・金融業－ 文化庁文化財第二課 

33 
平成 29 年度 小篠原遺跡発掘調査概要

報告書 
野洲市教育委員会 

34 
令和元年度 野洲市埋蔵文化財調査概要

報告書 
野洲市教育委員会 

35 半田山地理考古 第７号 
岡山理科大学地理・考古学研

究室 

36 庄田工田窯跡第２次発掘調査概報 
岡山理科大学地理・考古学研

究室 

37 史跡興国寺遺跡調査報告書  沼津市教育委員会 

38 萩ゆかりの人物データブック 萩博物館 

39 
埋蔵文化財調査報告 34 平成 30 年度

（2018年度） 
練馬区文化・生涯学習課 

40 
東京大学本郷構内の遺跡 医学部教育研

究棟地点 研究編 
東京大学埋蔵文化財調査室 

41 粟津遺跡発掘調査報告書 加古川市教育委員会 
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 書籍名 寄贈者 

42 上村池遺跡発掘調査報告書Ⅰ 加古川市教育委員会 

43 
奈良県中近世城館跡調査報告書 －第一

分冊－ 

奈良県地域振興部文化財

保存課 

44 出光美術館研究紀要 第 25号 （公財）出光美術館 

45 史跡上牧久渡古墳群整備基本計画 上牧町教育委員会 

46 和同開珎の生産と流通（二） 濱崎真二 

47 
市内遺跡 平成 31 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 

48 延岡城石御門跡（延岡城跡第 32次調査） 延岡市教育委員会 

49 

新田原 68 号墳 新田原 69 号墳 国指定史跡

「新田原古墳群」史跡整備に伴う発掘調査報告書

（４） 
新富町教育委員会 

50 

町内遺跡 32 令和元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 水神塚古墳

（新田原 56号墳） 
新富町教育委員会 

51 
発掘された赤穂城下町 5 －旧赤穂藩校

「博文館」跡発掘調査報告書－ 
赤穂市教育委員会 

52 沼津市内遺跡発掘調査報告書２ 沼津市教育委員会 

53 
大阪府豊中市 原田遺跡 第 16 次発掘

調査報告書 
豊中市教育委員会 

54 
群集墳と横穴式石室 －古墳時代後期の

三島－ 

高槻市立今城塚古代歴史

館 

55 元興寺文化財研究所 研究報告 2018 
（公財）元興寺文化財研究

所 

56 
戸原伊賀遺跡第２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 

57 
戸原堀ノ内遺跡第３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 
阿恵茶屋遺跡 福岡県糟屋郡粕屋町阿恵

字茶屋所在の古代道路の調査 
粕屋町教育委員会 

59 

内橋カラヤ遺跡第２地点・内橋カラヤ遺跡第３地

点・内橋鏡遺跡３次 福岡県糟屋郡粕屋町大字

内橋、大字戸原所在遺跡の調査 
粕屋町教育委員会 

60 
原町平原遺跡第２地点 福岡県糟屋郡粕

屋町原町所在遺跡の調査 
粕屋町教育委員会 

61 

内橋登り上り遺跡第５地点 福岡県糟屋

郡粕屋町大字内橋字登り上り所在遺跡の

調査 

粕屋町教育委員会 

62 国指定史跡 阿恵官衙遺跡 粕屋町教育委員会 

63 
下岡田遺跡発掘調査報告書Ⅰ －第１次

～第 11次調査の記録－ 
府中町教育委員会 

64 

市史跡カラカミ遺跡８次（カラカミⅩⅣ区・ⅩⅤ

区・ⅩⅥ区） 国柳遺跡１次（国柳Ⅰ区） 市史跡

永田古墳群（永田 12 号墳） 山中遺跡 －市内

遺跡発掘調査事業に伴う発掘調査－ 

壱岐市教育委員会 

65 

河内長野市埋蔵文化財調査報告書 40 高野街

道 錦町北遺跡 長池窯跡群 観心寺遺跡 天野

山金剛寺遺跡 市町東遺跡 小潮遺跡 
河内長野市教育委員会 

66 
都府楼 第 51 号 特集 新元号「令和」と

「梅花の宴」 
（公財）古都太宰府保存協会 

67 出雲と大和 島根県立古代出雲歴史博物館 

68 

杵築城跡１ －平成 29～令和元年度 杵築城跡

（台山部分）確認調査、および杵築城藩主御殿調

査概要報告書－ 
杵築市教育委員会 

69 
豊中市埋蔵文化財発掘調査概要 令和元年度

（2019年度） 
豊中市教育委員会 

70 
神奈川県海老名市 国分宿遺跡発掘調査報告書 

－第 25次調査－ 
海老名市教育委員会 

71 
神奈川県海老名市 逆川跡、国分宿遺跡（相模

国分寺関連遺跡 第 12次調査）発掘調査報告書  海老名市教育委員会 

72 美祢市歴史民俗資料館調査研究報告 第 33号 美祢市歴史民俗資料館 

73 富山市考古資料館紀要 第 39号 富山市考古資料館 

74 研究紀要 38 
（公財）群馬県埋蔵文化財調査

事業団 

 書籍名 寄贈者 

75 

金井東裏遺跡（11 区他）（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 

76 
中栗須邸前遺跡（22 包蔵他） (主)藤岡本城線

（中栗須工区）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 

77 
三平Ⅰ遺跡（２） 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 67集 

（公財）群馬県埋蔵文化財調査

事業団 

78 
下田遺跡（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 68集 

（公財）群馬県埋蔵文化財調査

事業団 

79 
下湯原遺跡（２） 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 69集 

（公財）群馬県埋蔵文化財調査

事業団 

80 

林宮原遺跡（２） 林中原Ⅰ遺跡（２） 中棚Ⅱ遺跡

（２） 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 70集 

（公財）群馬県埋蔵文化財調査

事業団 

81 
四戸遺跡 上信自動車道吾妻西バイパス建設工

事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 
（公財）群馬県埋蔵文化財調査

事業団 

82 
薩摩遺跡Ⅲ －高取バイパス建設に伴う

調査報告書７－ 
奈良県立橿原考古学研究所 

83 
勢野東遺跡 －三郷中央公園多目的広場

建設に伴う発掘調査－ 
奈良県立橿原考古学研究所 

84 
毛原廃寺 －県道上笠間八幡名張線道路

改良工事に伴う発掘調査報告書－ 
奈良県立橿原考古学研究所 

85 茅原中ノ坊遺跡 奈良県立橿原考古学研究所 

86 平城京左京三条ニ坊十四坪 奈良県立橿原考古学研究所 

87 奈良県遺跡調査概報 （第二分冊） 2018年度 奈良県立橿原考古学研究所 

88 奈良県遺跡調査概報 （第一分冊） 2019年度 奈良県立橿原考古学研究所 

89 
橿原考古学研究所 年報 45 平成 30 年度

（2018年度） 
奈良県立橿原考古学研究所 

90 橿原考古学研究所紀要 考古學論攷 第 43冊 奈良県立橿原考古学研究所 

91 社団法人橿原考古学研究所の軌跡 奈良県立橿原考古学研究所 

92 
日本の出土米Ⅴ 西日本出土米の粒形質・DNA

分析 

弘前大学人文社会科学部 北

日本考古学研究センター 

93 韮山反射炉関係資料集 第２巻 上 伊豆の国市教育委員会 

94 韮山反射炉関係資料集 第２巻 下 伊豆の国市教育委員会 

95 史跡 宇陀松山城跡 遺物編Ⅰ 宇陀市教育委員会 

96 令和元年度 野洲市文化財調査概要報告書 野洲市教育委員会 

97 
令和元年度 史跡古津八幡山 弥生の丘

展示館 企画展関連講演会 記録集 
新潟市文化財センター 

98 埋蔵文化財調査報告書 83 志段味古墳群Ⅳ 名古屋市教育委員会 

99 
埋蔵文化財調査報告書 84 特別史跡 名古屋

城跡 －本丸御殿跡（第 10次）－ 名古屋市教育委員会 

100 埋蔵文化財調査報告書 85 姥神遺跡 末盛城 名古屋市教育委員会 

101 史跡志段味古墳群整備事業報告書 名古屋市教育委員会 

102 
近世・近代山車祭礼関連記録資料 名古屋の山

車行事総合調査 関連資料集１・２合冊 名古屋市教育委員会 

103 

有松・鳴海地区の山車祭礼に関する記録資料（そ

の一） 名古屋の山車行事総合調査 関連資料

集３ 
名古屋市教育委員会 

104 
鳴海表方祭り 相原町唐子車祭礼調査報告 名

古屋の山車行事総合調査 関連資料集４ 
名古屋市教育委員会 

105 
名古屋の山車 構造と装飾 名古屋の山車行事

総合調査 関連資料集５ 名古屋市教育委員会 

106 尾張元興寺跡 第 18発掘調査報告書 名古屋市教育委員会 

107 伊勢山中学校遺跡第 12次発掘調査報告書 名古屋市教育委員会 

108 若葉通遺跡第５次発掘調査報告書 名古屋市教育委員会 

109 

東京都文京区 西片二丁目遺跡 －文京区立誠

之小学校建替え事業に伴う埋蔵文化財発掘調査

報告書－ 
大成エンジニアリング株式会社 

110 歴博 第 219号 国立歴史民俗博物館 
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 書籍名 寄贈者 

111 
橋本市郷土資料館報 第 34 号 橋本市名誉市

民兵頭（前畑）秀子没後 25周年記念号 橋本市郷土資料館 

112 天然記念物及び史跡城山保存活用計画 鹿児島市 

113 天然記念物及び史跡城山園路整備工事報告書 鹿児島市 

114 中畑田遺跡発掘調査報告書 大津市教育委員会 

115 穴太遺跡（南川原地区）発掘調査報告書 大津市教育委員会 

116 中畑田遺跡発掘調査報告書 大津市教育委員会 

117 滋賀里遺跡（仲才地区）発掘調査報告書 大津市教育委員会 

118 穴太遺跡（西柳地区）発掘調査報告書 大津市教育委員会 

119 滋賀里遺跡（南生水地区）発掘調査報告書 大津市教育委員会 

120 
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② 
高松市埋蔵文化財センター 

121 
高松市内遺跡発掘調査概報 －令和元年度国庫

補助事業－ 
高松市埋蔵文化財センター 

122 

令和元年度与謝野町国庫補助事業発掘調査報

告書 大風呂南墳墓群発掘調査（第４次） 地蔵

山遺跡発掘調査（第９次） 
与謝野町教育委員会 

123 

東京都文京区 千駄木貝塚 第５地点 －（仮称）

千駄木一丁目共同住宅新築工事に伴う埋蔵文化

財緊急発掘調査報告書－ 
国際文化財株式会社 

124 
新堂遺跡Ⅲ －京奈和自動車道「御所区

画」建設に伴う発掘調査報告書－ 
橿原市教育委員会 

125 
平成 30 年度（2018 年度） 橿原市文化財調査

年報 橿原市教育委員会 

126 赤穂城攻略本 赤穂市教育委員会 

127 昆布とミヨク 潮香るくらしの日韓比較文化誌 国立歴史民俗博物館 

128 碑に刻む －供養される霊魂たち－ 南島原市教育委員会 

129 
特別史跡 一乗谷朝倉氏遺跡発掘調査報告 17 

第 40次調査 
福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資

料館 

130 
特別史跡 一乗谷朝倉氏遺跡発掘調査報告 18 

第 60･67･100･106･109次調査 

福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資

料館 

131 
特別史跡 一乗谷朝倉氏遺跡 48 平成 30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 

132 
朝倉氏・一乗谷の遺宝発見、記録遺産の

創出 調査報告書 

福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資

料館 

133 
越前朝倉物語 ～一乗谷と朝倉氏の伝

説・伝承～ 

福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資

料館 

134 
越前朝倉物語 ～一乗谷と朝倉氏の伝

説・伝承～ 解説シート 

福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資

料館 

135 「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 

136 
愛知県東海市 平成 30年度 畑間・東畑遺跡発

掘調査報告 
東海市教育委員会 

137 
平安期緑釉陶器・緑釉瓦生産の多分野協働型研

究 （公財）古代学協会 

138 
新訂版 国史跡曽根遺跡群 平原遺跡 福岡県

糸島市有田所在遺跡の調査 
糸島市教育委員会 

139 
三雲・井原遺跡Ⅹ －三雲南小路・八龍地区の調

査－ 
糸島市教育委員会 

140 

篠原東遺跡群Ⅱ（C,D,I,O,F,H,J,N,P 地区） 

－福岡県糸島市前原東土地区画整理事業に係

る発掘調査報告書－ 
糸島市教育委員会 

141 神在横畠遺跡２・志登尾北遺跡 糸島市教育委員会 

142 
豊田ホタルの里ミュージアム  研究報告書 

No.12 
豊田ホタルの里ミュージアム 

143 

国道 202 号今宿道路関係埋蔵文化財調査報告

書Ⅰ 東真方古墳群 C 群第２次調査 奈良尾遺

跡第２次調査 多久口木古墳群第２次調査 
糸島市教育委員会 

144 糸島市立 伊都国歴史博物館 紀要 第 12号 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 紀要 第 13号 糸島市立伊都国歴史博物館 

 書籍名 寄贈者 

146 糸島市立 伊都国歴史博物館 紀要 第 14号 糸島市立伊都国歴史博物館 

147 
糸島市立 伊都国歴史博物館 年報 14 －平成

29年度－ 
糸島市立伊都国歴史博物館 

148 
糸島市立 伊都国歴史博物館 年報 15 －平成

30年度－ 
糸島市立伊都国歴史博物館 

149 平成 29年度 市内遺跡確認調査報告書 伊勢崎市教育委員会 

150 史跡女堀整備基本計画書 伊勢崎市教育委員会 

151 
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.３ 
国立歴史民俗博物館 

152 

千葉市種ヶ谷津遺跡（第５次） －廃棄物（木く

ず）中間処理施設の拡張工事に伴う埋蔵文化財

調査報告書－ 

千葉市埋蔵文化財調査センタ

ー 

153 
玉名市内遺跡調査報告書 12 ―平成30年度の

調査― 
玉名市教育委員会 

154 
埋蔵文化財調査（市内遺跡）報告書 －令和元年

度－ 千葉市教育委員会 

155 秋田城跡 秋田城跡歴史資料館年報 2019 秋田城跡歴史資料館 

156 
日向市所在 坪谷城跡 本村谷川４通常砂防工

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 

157 

都城市所在 大浦遺跡 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２ 

宮崎県埋蔵文化財センター 

158 

都城市所在 上高遺跡 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３ 

宮崎県埋蔵文化財センター 

159 みやざきの古墳保護・活用事業成果報告書 宮崎県埋蔵文化財センター 

160 武家文書目録Ⅱ 愛媛県歴史文化博物館 

161 研究紀要 第 25号 愛媛県歴史文化博物館 

162 瀬戸内ヒストリア －芸予と備讃を中心に－ 愛媛県歴史文化博物館 

163 四国・愛媛の災害史と文化財レスキュー 愛媛県歴史文化博物館 

164 

平成 27・28・29・30 年度大牟田市市内遺跡発

掘調査報告書 平成 27・28・29・30 年度国庫

補助事業による埋蔵文化財の試掘・確認調査結

果報告 

大牟田市教育委員会 

165 舟木遺跡１－B・D地区の調査－ 淡路市教育委員会 

166 城郭研究室年報 VOL.29 2020 姫路市立城郭研究室 

167 豊北の歴史文化誌 和海藻 第 35号 記念号 豊北郷土文化友の会 

168 
史跡筑豊炭田遺跡群保存活用計画 －三井田川

鉱業所伊田坑跡編－ 
田川市教育委員会 

169 
史跡筑豊炭田遺跡群保存活用計画【概要版】 －

三井田川鉱業所伊田坑跡編－ 
田川市教育委員会 

170 
国指定史跡 筑豊炭田遺跡群 三井田川

鉱業所伊田坑跡 
田川市教育委員会 

171 松山城三之丸跡 －13次・15次調査－ 松山市 

172 

天理市文化財調査年報 平成 30（2018）年度 

ヒエ塚古墳（第４次）平等坊・岩室遺跡（第 37次） 

東乗鞍古墳（第３次） 
天理市教育委員会 

173 
平成 30 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 

174 京都府埋蔵文化財情報 第 137号 
（公財）京都府埋蔵文化財調査

研究センター 

175 網野銚子山古墳 －整備事業に伴う発掘調査－ 京丹後市教育委員会 

176 令和元年度市内遺跡発掘調査報告書 京丹後市教育委員会 

177 調査年報 32 令和元年度 
（公財）北海道埋蔵文化財セン

ター 

178 
三雲・井原遺跡ⅩⅠ －三雲番上・石橋地

区の調査－ 
糸島市教育委員会 

179 
堺環濠都市遺跡（SKT1221）発掘調査概要報告 

－堺区戎之町西１丁－ 堺市教育委員会 

180 
堺環濠都市遺跡（SKT1212）発掘調査概要報告 

－堺区宿屋町東３丁－ 
堺市教育委員会 
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 書籍名 寄贈者 

181 
向泉寺遺跡発掘調査概要報告 －KTA-

４・境区榎元町５丁－ 
堺市教育委員会 

182 
堺環濠都市遺跡（SKT1220）発掘調査概要報

告 －堺区車之町東１丁－ 
堺市教育委員会 

183 
百舌鳥古墳群の調査 13 定の山古墳（JNY－５）

発掘調査報告書 堺市教育委員会 

184 
百舌鳥最後の大王墓を探る －ここまで

わかるニサンザイ古墳－ 
堺市教育委員会 

185 堺の文化財 百舌鳥古墳群 第８版 堺市教育委員会 

186 平成 30年度 国庫補助事業発掘調査報告書 堺市教育委員会 

187 

菖蒲沼遺跡・念仏塚東遺跡 発掘調査報告書 

県営経営体育成基盤整備事業（農業生産法人等

育成型）中曽根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 

188 

中坪遺跡 発掘調査報告書 県営経営体育成基

盤整備事業（農業生産法人等育成型）中曽根地

区に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅱ 
新発田市教育委員会 

189 飯盛城跡総合調査報告書 大東市教育委員会 

190 岡山びと 岡山シティミュージアム紀要 第 13号 岡山シティミュージアム 

191 國學院大學博物館 研究報告 2020 第 36輯 國學院大學博物館 

192 石町中世墓発掘調査報告書 加古川市教育委員会 

193 
加古川市文化財年報 第２号 平成 28（2016）

年度 
加古川市教育委員会 

194 
加古川市文化財年報 第３号 平成 29（2017）

年度 
加古川市教育委員会 

195 
令和元年度 吉備の国 ジュニア歴史スクール 
報告集 

岡山県立博物館 

196 
岡山県立博物館  ジュニア学芸員講座 

令和元年度報告集 
岡山県立博物館 

197 岡山県立博物館研究報告 40 岡山県立博物館 

198 
馬場崎遺跡 県立邑久高等学校格技場・合併処

理槽建設に伴う発掘調査 

岡山県古代吉備文化財センタ

ー 

199 
池新田遺跡・新屋敷遺跡 県道岡山吉井線改良

工事に伴う発掘調査 

岡山県古代吉備文化財センタ

ー 

200 皇學館大学研究開発推進センター紀要 第６号 
皇學館大学研究開発推進セン

ター 

201 
平成 30 年度 皇學館大学研究開発推進センタ

ー年報 第６号 

皇學館大学研究開発推進セン

ター 

202 
徳島県  埋蔵文化財セン ター年報 

Vol.30 2018年度 

（公財）徳島県埋蔵文化財

センター 

203 
有年考古 第７号 －赤穂市立有年好古

館年報（平成 30年度）－ 
赤穂市教育委員会 

204 国指定史跡 長崎原爆遺跡保存活用計画書 長崎市 

205 
一般国道 49 号 阿賀野バイパス関係発掘調査

報告書ⅩⅥ 山口遺跡Ⅱ 第２・３次調査 

（公財）新潟県埋蔵文化財

調査事業団 

206 木造観音菩薩坐像とその周辺 一関市博物館 

207 
神奈川県茅ヶ崎市 公共下水道敷設関連調査 

平成 17年度発掘調査 

（公財）茅ヶ崎市文化・スポーツ

振興財団 

208 
神奈川県茅ヶ崎市 公共下水道敷設関連調査 

平成 30年度発掘調査 

（公財）茅ヶ崎市文化・スポーツ

振興財団 

209 
一般国道 17 号六日町バイパス関係発掘調査報

告書Ⅳ 余川中道遺跡Ⅲ 第４・５次調査 
（公財）新潟県埋蔵文化財調査

事業団 

210 國學院大學 博物館學紀要 第 44輯 國學院大學博物館学研究室 

211 國學院大學 院友学芸員 2020 No.13 國學院大學博物館学研究室 

212 

船岡山古墳群Ⅱ（古墳時代遺物編） 徳島文理大

学文学部・高松市教育委員会連携協定調査報告

書 第２冊 
高松市教育委員会 

213 

水田遺跡（第２次調査） 国道 11号高松東道路関

連整備事業 東山崎町 51 号線道路整備に伴う

埋蔵文化財発掘調査報告書 
高松市教育委員会 

214 

六条下所遺跡 高松市新設第二学校給食センタ

ー（仮称）建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報

告書 
高松市教育委員会 

 書籍名 寄贈者 

215 
松ノ内遺跡 多肥小学校校舎等建設事業に伴う

埋蔵文化財発掘調査報告書 
高松市教育委員会 

216 

高松城跡（丸の内地区） 都市計画道路高松海岸

線街路事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 

第５冊 
高松市教育委員会 

217 
二上・半田古墳群 －北陸新幹線建設事業に伴

う調査２－ 

福井県埋蔵文化財調査センタ

ー 

218 年報 34 －平成 30年度－ 
福井県埋蔵文化財調査センタ

ー 

219 

長野県松本市 川西開田遺跡Ⅲ・Ⅳ －松本市

新臨空産業団地造成に伴う緊急発掘調査報告書

－ 資料編 
松本市教育委員会 

220 

長野県松本市 中山古墳群 鍬形原遺跡 不動

沢古窯址 －中山霊園拡張に伴う第Ⅹ～ⅩⅢ次

発掘調査報告書－ 
松本市教育委員会 

221 
長野県松本市 三間沢川左岸遺跡 －発掘調査

報告書－ 
松本市教育委員会 

222 

原町西小路遺跡 福岡県みやま市山川町所在遺

跡の調査 統合小学校建設事業関係埋蔵文化財

調査報告 
みやま市教育委員会 

223 
名木野古墳群Ⅱ 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 

224 
市内遺跡確認調査概要報告書ⅩⅡ －神埼市内

埋蔵文化財確認調査（平成 30年度）の概要－ 神埼市教育委員会 

225 吉野ヶ里遺跡 －弥生時代総括編１－ 佐賀県教育委員会 

226 
宝塚市内遺跡発掘調査概報 平成 30 年度・平

成 31 年度国庫補助事業 
宝塚市教育委員会 

227 
美浜町内遺跡発掘調査報告書Ⅳ 興道寺廃寺（第 17～19

次調査）・高善庵遺跡（第２・３次調査）・興道寺遺跡・藤ノ木

遺跡・中長浜遺跡・丹生砦跡 

美浜町教育委員会 

228 近世若狭の交通と往来 ～道、旅、道標～ 美浜町教育委員会 

229 
久米高畑遺跡 －55 次・56 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 

230 大宰府条坊跡 第 312次発掘調査 筑紫野市教育委員会 

231 野尻湖ナウマンゾウ博物館研究報告 第 28号 野尻湖ナウマンゾウ博物館 

232 池田市埋蔵文化財発掘調査概報 2018年度 池田市教育委員会 

233 泉大津市埋蔵文化財発掘調査概報 39 泉大津市教育委員会 

234 平成 30年度 池上曽根史跡公園要覧 泉大津市教育委員会 

235 古代東アジアにおける地域間交流と信仰・祭祀 福岡県文化振興課世界遺産室 

236 市川の国指定史跡パンフレット 市川市教育委員会 

237 俳誌 其桃 第 904号 西尾病院内「其桃」発行所 

238 人間文化 48号 滋賀県立大学人間文化学部 

239 長野市埋蔵文化財センター 所報 No.30 長野市埋蔵文化財センター 

240 発掘・松山の至宝 松山市教育委員会 

241 

群馬県藤岡市 C63 中Ⅰ遺跡B地点 JAたの

ふじ統合新支所新築工事に伴う埋蔵文化財発掘

調査報告書 
藤岡市教育委員会 

242 
都城市所在 松下遺跡 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７ 
宮崎県埋蔵文化財センター 

243 
東京都町田市 木曽西遺跡Ⅱ －発掘調査報告

書－ 
町田市教育委員会 

244 

諏訪ノ上遺跡 －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・諏訪地区）に伴う

発掘調査－ 
南島原市教育委員会 

245 

諏訪ノ上遺跡 －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・諏訪地区）に伴う

発掘調査－ 
南島原市教育委員会 

246 
名勝平和記念公園内遺跡 広島平和記念資料館

本館下地点 －広島市中央区中島町所在－ 
（公財）広島市文化財団 

247 
山口大学埋蔵文化財資料館年報 －平成 27 年

度－ 
山口大学埋蔵文化財資料館 
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 書籍名 寄贈者 

248 飯倉朝一丁目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 

249 

鳥取県西伯郡大山町 町内遺跡発掘調査報告書ⅩI （平

成 30 年度実施分） 大山僧坊跡 E-１区 大山僧坊跡 E-

63 区 西坪所在遺跡 八重所在遺跡 西坪上松堀所在遺

跡 小塚原所在遺跡 下小行谷所在遺跡 押平所在遺跡 

赤松所在遺跡 

大山町教育委員会 

250 史跡大山寺旧境内保存活用計画書 大山町 

251 
鹿児島国際大学ミュージアム調査研究報告 第

17集 
鹿児島国際大学ミュージアム 

252 きょうど山口 
山口県小学校社会科教育研究

会 

253 
北九州市立自然史・歴史博物館 研究報告 B類 

歴史 第 17号 

北九州市立自然史・歴史博物

館 

254 
みなぎの １ －平成 28・29年度 三木市みき歴

史資料館年報・紀要－  
三木市立みき歴史資料館 

255 
上角遺跡４ 上角遺跡の開発に伴う第５次調査報

告書 
宇美町教育委員会 

256 
天園遺跡２ 天園遺跡の開発に伴う第２次調査報

告書 
宇美町教育委員会 

257 
鳥取県立むきばんだ史跡公園年報 2018（平成

30年度） 
鳥取県立むきばんだ史跡公園 

258 
野洲市歴史民俗博物館（銅鐸博物館）研究紀要 

－第 24号－ 野洲市歴史民俗博物館 

259 宗吉瓦窯跡 男谷窯跡 三豊市教育委員会 

260 
香川県三豊市 宗吉かわらの里展示館 

年報 ９（平成 30年度） 
三豊市教育委員会 

261 
香川県三豊市 詫間町民俗資料館・考古

館 年報 １（平成 30年度） 
三豊市教育委員会 

262 下関市立歴史博物館 研究紀要 第１号 下関市立歴史博物館 

263 文化財調査の先駆者 鳥居龍蔵、徳島を探る 徳島県立博物館 

264 
群馬県藤岡市 牛田廃寺跡 発掘調査概要報告

書 
藤岡市教育委員会 

265 市内遺跡 26 藤岡市教育委員会 

266 
茨木市立文化財資料館館報 第５号（平成 30年

度） 茨木市立文化財資料館 

267 関西大学博物館紀要 第 26号 関西大学博物館 

268 
びいどろ・ギヤマン・ガラス展 －ガラス器を愛で

愉しむ－ 
関西大学博物館 

269 
びいどろ・ギヤマン・ガラス展 －ガラス器を愛で

愉しむ－ 
関西大学博物館 

270 
なにわ大阪と本山彦一 －大正期大阪への貢献

と本山考古室－ 研究成果報告書 
関西大学博物館 

271 帝塚山大学考古学研究所研究報告 ⅩⅩⅡ 帝塚山大学考古学研究所 

272 帝塚山大学附属博物館報 ⅩⅤ 帝塚山大学考古学研究所 

273 
野田市郷土博物館・市民会館  年報・紀要 

2018年度 第 12号 
野田市郷土博物館・市民会館 

274 国史跡山王囲遺跡の研究Ⅰ 漆器編 
弘前大学人文社会科学部 北

日本考古学研究センター 

275 川崎市市民ミュージアム 紀要 第 32集 川崎市市民ミュージアム 

276 

氷見市内遺跡発掘調査概報Ⅷ 園地内急傾斜地

崩壊対策工事に伴う園カンデ窯跡試掘調査ほか 

付 森寺城跡追加測量調査の成果 
氷見市教育委員会 

277 山口県史研究 第 28号 山口県県史編さん室 

278 国立歴史民俗博物館研究報告 第 220集 国立歴史民俗博物館 

279 

平成 10年度国庫補助事業（２） 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 14 地点） 芦屋廃寺遺跡

（第 55地点） 堂ノ上遺跡（第４地点） 

芦屋市教育委員会 

280 
守山市文化財調査報告書 平成 30 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 

281 多治見市文化財保護センター研究紀要 第 14号 多治見市文化財保護センター 

 書籍名 寄贈者 

282 

多治見市埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅵ 平成

26・27・28・29 年度市内遺跡発掘調査・確認調

査 根本遺跡第４次発掘調査ほか 

多治見市文化財保護センター 

283 大分の禅 大分市歴史資料館 

284 調査研究書 第 44集 
佐賀県立博物館・佐賀県立美

術館 

285 
三人展 －Forward Stroke 明日への眼差し

－ 

佐賀県立博物館・佐賀県立美

術館 

286 関門地域研究 第 28号 関門地域共同研究会 

287 
平成 30 年度指定 スーパーサイエンスハイスク

ール研究開発実施報告書 第１年次 
山口県立下関西高等学校 

288 
平成 30 年度指定 スーパーサイエンスハイスク

ール研究開発実施報告書 第２年次 
山口県立下関西高等学校 

289 社会システム研究 第 18号 岸本充弘 

290 
旧林兼商店・有吉京吉資料から見る李ラインへの対応につ

いて－韓国抑留船員差入出張報告等資料を通じて－ 
岸本充弘 

291 下関市立大学資料室だより Vol.9 岸本充弘 

292 

鯨のまち・北海道網走市の過去・現在・未来を辿

る －北西太平洋鯨類科学調査と小型沿岸捕鯨

等を通して－ 
岸本充弘 

293 
周防国府跡発掘調査報告９ －草園地区

の調査－ 
防府市教育委員会 

294 周防国府跡第 186次発掘調査報告書 防府市教育委員会 

295 周防国府跡第 191次発掘調査報告書 防府市教育委員会 

296 周防国府跡第 193次発掘調査報告書 防府市教育委員会 

297 周防国府跡第 194次発掘調査報告書 防府市教育委員会 

298 下右田遺跡 第 41次発掘調査報告書 防府市教育委員会 

299 三田尻塩田遺跡 第１次発掘調査報告書 防府市教育委員会 

300 
平成 30 年度 防府市内遺跡発掘調査報

告書 
防府市教育委員会 

301 筑前町文化財調査概報Ⅰ 筑前町教育委員会 

302 東小田峯遺跡Ⅱ －昭和 60・61年度の調査－ 筑前町教育委員会 

303 
三国手遺跡第３地点 福岡県朝倉郡筑前町松延

所在遺跡調査報告 
筑前町教育委員会 

304 
太田遺跡・太田廃寺跡 太田遺跡・太田城

跡１ 
茨木市教育委員会 

305 下穂積遺跡１ 茨木市教育委員会 

306 俳誌 其桃 第 897号 西尾病院内「其桃」発行所 

307 大阪大学埋蔵文化財調査室 年報５ 大阪大学埋蔵文化財調査室 

308 
コノマ遺跡群 －県道豆田稲築線改良工

事に伴う発掘調査報告－ 
王塚装飾古墳館 

309 
岡山大学埋蔵文化財調査研究センター 

紀要 2018 

岡山大学埋蔵文化財調査

研究センター 

310 
鹿田遺跡 14 －第 17次調査－ （岡山大学総合

研究棟（医学系）新営に伴う発掘調査） 

岡山大学埋蔵文化財調査

研究センター 

311 
尾道市内遺跡 －尾道遺跡ほか埋蔵文化財調査

概要－ 平成 30年度 
尾道市教育委員会 

312 港町尾道と中世陶磁器 尾道市教育委員会 

313 
市内遺跡試掘調査報告書 国営緊急農地再編整

備事業に伴う試掘調査報告書Ⅰ 西条市教育委員会 

314 

ふるさと上牧の歴史遺産－上牧銅鐸と上牧久渡

古墳群－第 32 回国民文化祭・なら 2017 平成

29 年度上牧町文化財特別展示・特別講演会の

記録 

上牧町教育委員会 

315 松里園古墳群 －採集遺物等の資料調査報告－ 上牧町教育委員会 

316 おほつ研究 Vol.12 泉大津市教育委員会 
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 書籍名 寄贈者 

317 
絵画からひろがる世界 －助松本陣 田

中家・近世日本へのまなざし－ 
泉大津市教育委員会 

318 史跡大御堂廃寺跡保存活用計画 倉吉市教育委員会 

319 
安城の今昔２ こよみとくらし －冬暖夏

涼・季節道具－ 
安城市歴史博物館 

320 
令和元年度市内遺跡確認調査報告書 敷領遺跡

（第 19・20・21 次調査） 指宿市教育委員会 

321 博物館研究 通巻 623号 （公財）日本博物館協会 

322 
令和元年度 茨木市埋蔵文化財発掘調査概報 

－令和元年度国庫補助事業－ 
茨木市教育委員会 

323 千提寺菱ヶ谷遺跡１ －遺跡範囲確認調査－ 茨木市教育委員会 

324 関門地域研究 第 29号 関門地域共同研究会 

325 四条畷市文化財調査年報 第６号 森山遺跡 四条畷市教育委員会 

326 
宿遺跡及び可児市内遺跡発掘調査報告書（H28

～29年度分） 
可児市教育委員会 

327 

西州津遺跡・佃遺跡 －一般国道32号猪ノ鼻道

路（州津地区・西井川地区）関連埋蔵文化財発掘

調査報告書－ 

（公財）徳島県埋蔵文化財

センター 

328 
『埋蔵文化財保護行政におけるデジタル

技術の導入について ３』（報告） 
文化庁 

329 
飯田市美術博物館 飯田市上郷考古博物

館 年報 第 29号 平成 30年度 
飯田市美術博物館 

330 飯田市美術博物館 研究紀要 第 30号 飯田市美術博物館 

331 
西条土与丸二丁目１号遺跡 －東広島市西条土

与丸二丁目計画に伴う発掘調査報告書－ 
東広島市教育委員会 

332 
松浦市鷹島海底遺跡 －平成 27 年度か

ら令和元年度までの調査成果－ 
松浦市教育委員会 

333 

史跡富士山発掘調査報告書 山宮浅間神

社遺跡 村山浅間神社遺跡 人穴富士講

遺跡 

富士宮市教育委員会 

334 
富士宮市「史跡富士山」整備事業報告書

（富士宮市内関係文化財） 
富士宮市教育委員会 

335 
富士宮市「史跡富士山」整備事業報告書

（富士宮市内関係文化財）【概要版】 
富士宮市教育委員会 

336 
富士宮市「史跡富士山」富士山本宮浅間

大社整備活用基本計画【概要版】 
富士宮市教育委員会 

337 奈良文化財研究所概要 2018 奈良文化財研究所 

338 遺跡情報交換標準の研究 第４版 奈良文化財研究所 

339 
東京都板橋区 成増天神脇遺跡横穴墓群発掘調

査報告書 －成増五丁目 11 番地点－ 
板橋区教育委員会 

340 
和歌山県海南市 海南市内遺跡発掘調査

概報 －平成 30年度－ 
海南市教育委員会 

341 俳誌 其桃 第 905号 西尾病院内「其桃」発行所 

342 
とやまの古墳時代集落遺跡等出土品 中山中遺跡 五社

遺跡 南太閤山Ⅰ遺跡 若宮B遺跡 下老子笹川遺跡 中

谷内遺跡 上久津呂中屋遺跡 

富山県埋蔵文化財センター 

343 臼杵の中世 ―臼杵荘の時代― 臼杵市教育委員会 

344 
合戦場塚群発掘調査報告書 －駐車場整

備工事に伴う発掘調査－ 
二本松市教育委員会 

345 
二本松城跡 32 －令和元年度発掘調査

報告書－ 
二本松市教育委員会 

346 
国立歴史民俗博物館研究報告 第 219

集 
国立歴史民俗博物館 

347 市内遺跡確認調査報告書ⅩⅨ 平戸市教育委員会 

348 

亀山古墳１次調査 大分県中津市大字下池永に

おける集合住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査

報告書 
中津市教育委員会 

349 
中原中屋敷遺跡１次調査 集合住宅建設

に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 
中津市教育委員会 

350 
沖代地区条里跡 48 次調査 宅地造成に伴う埋

蔵文化財発掘調査報告書 
中津市教育委員会 

 書籍名 寄贈者 

351 
佐知久保畑遺跡 ２次調査 大分県中津市三光佐知におけ

る店舗建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 
中津市教育委員会 

352 
土屋敷遺跡 １次調査 如水コミュニティーセンタ

ー建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 
中津市教育委員会 

353 市場遺跡５次発掘調査報告書 中津市教育委員会 

354 
武蔵国府の調査 50 －平成 28 年度府中市内

遺跡発掘調査概報－ 府中市教育委員会 

355 
歴史民俗研究 第 18回櫻井徳太郎賞受賞論文・

作文集 
板橋区教育委員会 

356 
尾倉北遺跡群 福岡県京都郡苅田町大字尾倉所

在遺跡の調査報告書 
苅田町教育委員会 

357 史跡御所山古墳保存管理計画 苅田町教育委員会 

358 史跡御所山古墳保存管理計画 苅田町教育委員会 

359 
平成 26 年度 苅田町文化財事業年報 

まちの歴史１ 
苅田町教育委員会 

360 
平成 26 年度 苅田町文化財事業年報 

まちの歴史１ 
苅田町教育委員会 

361 
平成 27 年度 苅田町文化財事業年報 

まちの歴史２ 
苅田町教育委員会 

362 
平成 27 年度 苅田町文化財事業年報 

まちの歴史２ 
苅田町教育委員会 

363 
平成 28 年度 苅田町文化財事業年報 

まちの歴史３ 
苅田町教育委員会 

364 
平成 28 年度 苅田町文化財事業年報 

まちの歴史３ 
苅田町教育委員会 

365 
平成 29 年度 苅田町文化財事業年報 

まちの歴史４ 
苅田町教育委員会 

366 
平成 29 年度 苅田町文化財事業年報 

まちの歴史４ 
苅田町教育委員会 

367 
平成 30 年度 苅田町文化財事業年報 

まちの歴史５ 
苅田町教育委員会 

368 
平成 30 年度 苅田町文化財事業年報 

まちの歴史５ 
苅田町教育委員会 

369 青龍窟ハンドブック 苅田町教育委員会 

370 青龍窟ハンドブック 苅田町教育委員会 

371 等覚寺の山岳信仰と松会 苅田町教育委員会 

372 等覚寺の山岳信仰と松会 苅田町教育委員会 

373 
国指定重要無形民俗文化財 等覚寺の松

会 DVD 
苅田町教育委員会 

374 
国指定重要無形民俗文化財 等覚寺の松

会 DVD 
苅田町教育委員会 

375 
東京都目黒区 東山貝塚遺跡10 －F・G・H・R・

S・T・U・V・W地点発掘調査報告書－ 
目黒区教育委員会 

376 
東京都目黒区 新富士遺跡 －第１次発

掘調査報告書－ 
目黒区教育委員会 

377 
南陽市遺跡分布調査報告書（８） 市内遺跡分布

調査 第二次長岡南森遺跡確認調査（概報） 
南陽市教育委員会 

378 
山形県南陽市 北町遺跡 －ドドメキ地

点・新田前地点の調査－ 
南陽市教育委員会 

379 
愛知県稲沢市 稲沢市内遺跡発掘調査概要報告

書（Ⅶ） －史跡尾張国分寺跡第 21 次調査－ 
稲沢市教育委員会 

380 明石の歴史 第３号 明石市文化振興課 

381 平成 26年度 明石市埋蔵文化財年報 明石市文化振興課 

382 博物館研究 通巻 624号 （公財）日本博物館協会 

383 
鈴鹿市考古博物館年報 第 21 号 平成

30年度版 
鈴鹿市考古博物館 

384 史跡伊勢国分寺跡 保存整備事業報告書 鈴鹿市考古博物館 

385 伊勢国府跡 22 鈴鹿市考古博物館 

386 速報展 発掘された鈴鹿 2018 鈴鹿市考古博物館 
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 書籍名 寄贈者 

387 
特別展 塩を作り、運ぶ ～伊勢湾をめぐ

って～ 
鈴鹿市考古博物館 

388 速報展 発掘された鈴鹿 2019 鈴鹿市考古博物館 

389 
和歌山市内遺跡発掘調査概報  －平成

30年度－ 
和歌山市教育委員会 

390 石橋千塚古墳群寺内地区確認調査報告書 和歌山市教育委員会 

391 名勝和歌の浦 不老橋修理報告書 和歌山市教育委員会 

392 

覚生１遺跡・覚生２遺跡 －樽前山火山砂防工事

のうち熊の沢川２号砂防えん堤建設工事に伴う

埋蔵文化財発掘調査報告書－ 

苫小牧市埋蔵文化財調査

センター 

393 
勇振１遺跡 －植苗地区リゾート開発計画に伴う

埋蔵文化財発掘調査報告書－ 

苫小牧市埋蔵文化財調査

センター 

394 NKH 長岡市立科学博物館報 No.104 長岡市立科学博物館 

395 長岡市立科学博物館研究報告 第 55号 長岡市立科学博物館 

396 萩博物館調査研究報告 第 15号 萩博物館 

397 大熊段１号墳 第１次発掘調査の概要 
鳥取大学地域学部考古学研究

室 

398 甲立第２・３号古墳 遺構確認調査報告書 安芸高田市教育委員会 

399 栃木県立博物館 研究紀要 －人文－ 第37号 栃木県立博物館 

400 
柳井市伊保庄地区 長尾原遺跡 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 

401 
萩市大井地区所在遺跡 －平成 27 年度～令和

元年度重要遺跡確認緊急調査報告書－ 
山口県教育委員会 

402 
埋蔵文化財関係統計資料 －令和元年度

－ 
山口県教育委員会 

403 

『埋蔵文化財専門職員の育成について』（報告） 

－資質能力の段階区分に応じた人材育成の在り

方－ 
山口県教育委員会 

404 

『埋蔵文化財専門職員の育成について』（報告） 

－資質能力の段階区分に応じた人材育成の在り

方－ 
山口県教育委員会 

405 

『埋蔵文化財専門職員の育成について』（報告） 

－資質能力の段階区分に応じた人材育成の在り

方－ 
山口県教育委員会 

406 鳥取県米子市 石井要害跡Ⅲ （一財）米子市文化財団 

407 鳥取県米子市 石井要害跡Ⅳ （一財）米子市文化財団 

408 鳥取県米子市 青木宮﨏遺跡 （一財）米子市文化財団 

409 鳥取県米子市 米子城跡第 54次調査 （一財）米子市文化財団 

410 
鳥取県日野郡日南町 新屋小タイ田遺跡 新屋

川添遺跡 
（一財）米子市文化財団 

411 米子城跡第 55次調査概要報告書 （一財）米子市文化財団 

412 米子市内遺跡発掘調査報告書 （一財）米子市文化財団 

413 
一般財団法人米子市文化財団 埋蔵文化

財調査室年報７ 令和元年度 
（一財）米子市文化財団 

414 
米子平野の考古学資料 鮒ヶ口遺跡・河原田 A・

B遺跡 －淀江平野の縄文時代低湿地遺跡－ 
（一財）米子市文化財団 

415 
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９号（令和元年度版） 
（一財）米子市文化財団 

416 
平成 30 年度国庫補助事業 尼崎市内遺

跡 発掘調査等 概要報告書 
尼崎市立文化財収蔵庫 

417 

尼崎市埋蔵文化財調査年報 平成 23 年度（２） 

－尼崎城跡第 110・116 次調査、若王寺千束遺

跡第１次、大物遺跡第２次、春日神社遺跡第 13

次調査の概要－ 

尼崎市立文化財収蔵庫 

418 
鹿児島大学総合研究博物館年報  No.18 

2018 
鹿児島大学総合研究博物館 

419 
青森県立郷土館報 令和２（2020）年度版（通巻

47号） 
青森県立郷土館 

420 

史跡筑豊炭田遺跡群保存活用計画 －旧筑豊石

炭工業組合直方会議所及び救護訓練所模擬坑

道編－ 
田川市教育委員会 

 書籍名 寄贈者 

421 

史跡筑豊炭田遺跡群保存活用計画【概要版】 －

旧筑豊石炭工業組合直方会議所及び救護訓練

所模擬坑道編－ 
田川市教育委員会 

422 

屋代遺跡群 窪河原遺跡 日本梱包運輸倉庫株

式会社長野営業所自家用給油所建設に伴う発掘

調査報告 
千曲市教育委員会 

423 
屋代遺跡群 中原地点 セブン－イレブン更埴雨

宮店建設に伴う発掘調査報告 千曲市教育委員会 

424 令和元年度 市内遺跡調査概要報告書 春日井市教育委員会 

425 
南東山古墳 －古墳から伽藍へ、古墳時代から

律令時代への胎動－ 
春日井市教育委員会 

426 平成 31 年度 交野市埋蔵文化財発掘調査概要 交野市教育委員会 

427 有池遺跡 －大阪府交野市青山所在－ 交野市教育委員会 

428 古市遺跡群ⅩLⅠ 羽曳野市教育委員会 

429 羽曳野市内遺跡調査報告書 －平成 29年度－ 羽曳野市教育委員会 

430 紀要 14 日立市郷土博物館 

431 
長者山遺跡がつなぐ古代の道と常陸国風土記の

世界 
日立市郷土博物館 

432 
町内遺跡 14 二ノ耕地遺跡 西間ノ田遺跡（第３

地点） 
吉見町教育委員会 

433 横須賀市博物館資料集 第 44号 横須賀市自然・人文博物館 

434 横須賀市博物館研究報告（人文科学） 第 64号 横須賀市自然・人文博物館 

435 大分県立歴史博物館 研究紀要 20 大分県立歴史博物館 

436 
飯田西 13 号塚・14 号塚・17 号塚・18 号塚・23

号塚 紙漉 25号塚 
高松市教育委員会 

437 

出水貝塚（出水市中央町） 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

（３） 

鹿児島県立埋蔵文化財セ

ンター 

438 

中津野遺跡 台地部編（南さつま市金峰町） 国

道270号（宮崎バイパス）改築事業に伴う埋蔵文

化財発掘調査報告書（２） 

鹿児島県立埋蔵文化財セ

ンター 

439 
木佐木原遺跡（姶良市蒲生町） 県道伊集院蒲生

溝辺線改築に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 

鹿児島県立埋蔵文化財セ

ンター 

440 

宇都上遺跡（志布志市志布志町） 主要地方道志

布志福山線（有明志布志道路）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 

441 

鹿児島（鶴丸）城跡－御桜門跡周辺－（鹿児島市

城山町ほか） 鶴丸城跡保全整備事業に伴う埋

蔵文化財発掘調査報告書Ⅰ 

鹿児島県立埋蔵文化財セ

ンター 

442 

細山田段遺跡１（鹿屋市串良町・曽於郡大崎町） 

縄文時代早期及び縄文時代後期以降編 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 

443 

小牧遺跡１（鹿屋市串良町） 古代～近世以降編 

東九州自動車道建設（志布志 IC～鹿屋串良

JCT間）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 

鹿児島県立埋蔵文化財セ

ンター 

444 

永吉天神段遺跡５ 第２地点－３ 縄文晩期・弥

生・古墳時代編（曽於郡大崎町） 東九州自動車

道建設（志布志 IC～鹿屋串良 JCT）に伴う埋蔵

文化財発掘調査報告書 

鹿児島県立埋蔵文化財セ

ンター 

445 

宮脇遺跡（曽於郡大崎町） 東九州自動車道建設

（志布志 IC～鹿屋串良 JCT間）に伴う埋蔵文化

財発掘調査報告書 

鹿児島県立埋蔵文化財セ

ンター 

446 

六反ヶ丸遺跡１－A 地点－（出水市六月田町）南

九州西回り自動車道（芦北出水道路）建設に伴う

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 

447 

牧山遺跡２ 旧石器・縄文時代早期編 （鹿屋市

串良町） 東九州自動車道建設（志布志 IC～鹿

屋串良 JCT間）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告

書 

鹿児島県立埋蔵文化財セ

ンター 

448 

川久保遺跡２ B・D 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間）

に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 

鹿児島県立埋蔵文化財セ

ンター 
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449 

春日堀遺跡１ 縄文時代中期～近世編 （志布志

市有明町） 東九州自動車道建設（志布志 IC～

鹿屋串良 JCT間）に伴う埋蔵文化財発掘調査報

告書 

鹿児島県立埋蔵文化財セ

ンター 

450 

安楽小牧B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間）に伴

う埋蔵文化財発掘調査報告書 

鹿児島県立埋蔵文化財セ

ンター 

451 

安良遺跡（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間）に伴う埋蔵

文化財発掘調査報告書 

鹿児島県立埋蔵文化財セ

ンター 

452 
辻垣下出口遺跡 県営ほ場整備事業（元永地区）

関係埋蔵文化財発掘調査報告３ 
行橋市教育委員会 

453 行橋市の文化財 －国・県・市指定文化財－ 行橋市教育委員会 

454 
小松市内遺跡発掘調査報告書ⅩⅤ 薬師遺跡 

島遺跡 矢崎宮の下遺跡 
小松市教育委員会 

455 
吹田市立博物館  館報  20 平成 30 年度

（2018年度） 吹田市立博物館 

456 関市市内遺跡発掘調査報告書 平成 29年度 関市文化財保護センター 

457 関市埋蔵文化財発掘調査報告書 関市文化財保護センター 

458 速報！関市発掘調査展 関市文化財保護センター 

459 
飯能市立博物館館報（実績報告書） きっとすレ

ポート 第１号 通巻第 16号(平成 30年度) 
飯能市立博物館 

460 国史跡竹原古墳保存整備事業報告書 宮若市教育委員会 

461 
金生遺跡群 高柳遺跡 福岡県宮若市金

生所在遺跡の調査 
宮若市教育委員会 

462 
紀の川市内遺跡発掘調査概要報告書 －

平成 30年度－ 
紀の川市教育委員会 

463 播磨町郷土資料館 館報 R１ 播磨町郷土資料館 

464 
恩田原遺跡 －恩田原・片山土地区画整

理事業に伴う発掘調査報告書－ 
静岡市埋蔵文化財センター 

465 
村下遺跡（第２次発掘調査） －（都）日の出町押

切線街路築造工事に伴う発掘調査報告書－ 
静岡市埋蔵文化財センター 

466 
静岡市内遺跡群発掘調査報告書（平成 31 年度・

令和元年度） 
静岡市埋蔵文化財センター 

467 
駿府城跡天守台まるごと発掘③ 平成 30

年度発掘調査概報 
静岡市埋蔵文化財センター 

468 石川流域遺跡群発掘調査報告ⅩⅩⅩⅤ 藤井寺市教育委員会 

469 
藤井寺市発掘調査概報 第 42 号 北岡

遺跡（KT2018-２区） 
藤井寺市教育委員会 

470 
藤井寺市発掘調査概報 第 43 号 土師

の里遺跡（HJ2018－４区） 
藤井寺市教育委員会 

471 
藤井寺市発掘調査概報 第 44 号 東山

古墳（HGK2018－２区） 
藤井寺市教育委員会 

472 
京都市考古資料館年報 平成 23・24 年

度 
京都市考古資料館 

473 
京都市考古資料館年報 平成 25・26 年

度 
京都市考古資料館 

474 

高島市立資料館／近江聖人中江藤樹記

念館 館報 年報・紀要 平成 31(令和

元)年度 

高島歴史民俗資料館 

475 俳誌 其桃 第 906号 西尾病院内「其桃」発行所 

476 

鹿児島（鶴丸）城二之丸跡 E 地点 －マン

ション建設工事に伴う埋蔵文化財緊急発

掘調査報告書－ 

鹿児島市立ふるさと考古

歴史館 

477 

鹿児島市埋蔵文化財確認発掘調査報告書ⅩⅢ 

－平成 29・30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－ 島

津家墓所（福昌寺跡） 清泉寺跡 

鹿児島市立ふるさと考古

歴史館 

478 寺山炭窯跡 
鹿児島市立ふるさと考古

歴史館 

479 

石川県金沢市 出雲じいさまだ遺跡Ⅵ －金沢

市立戸板小学校校舎増築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 

480 

石川県金沢市 金沢城下町遺跡（飛梅町３番地

点）Ⅱ ―金沢市立柴錦台中学校屋内運動場改

築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 

 書籍名 寄贈者 

481 石川県金沢市 北町遺跡 金沢市埋蔵文化財センター 

482 
石川県金沢市 金沢城下町遺跡（兼六元

町 15番地点）発掘調査報告書 
金沢市埋蔵文化財センター 

483 
金沢・白山・かほく・野々市・津幡 富樫氏と一向

一揆 史跡探訪マップ 加越国境城跡群 
金沢市埋蔵文化財センター 

484 
金沢・白山・かほく・野々市・津幡・内灘 石川中

央都市圏 原始・古代 史跡探訪マップ 
金沢市埋蔵文化財センター 

485 
金沢・白山・かほく・野々市・津幡・内灘 石川中

央都市圏 源平合戦 史跡探訪マップ 鎌倉時代 
金沢市埋蔵文化財センター 

486 石川中央都市圏 エリア別 史跡探訪マップ 金沢市埋蔵文化財センター 

487 
京都橘大学大学院研究論集 文学研究科 

【第 18号】 

京都橘大学文学部歴史遺

産学科 

488 
山口県西部地区 瀬戸内海沿岸環境調査

報告書 
田辺護 

489 海岸植物環境調査報告書 田辺護 

490 地質鉱物緊急調査報告書 山口県 西村裕二郎 

491 
ひらく・つくる・みのる －青森の湿地と稲

作のはなし－ 
青森県立郷土館 

492 
縄文遺跡群と県立郷土館 －発掘調査の

軌跡－ 
青森県立郷土館 

493 トイレのナゾを追え！！ 佐賀県立名護屋城博物館 

494 名護屋城と配陣図 佐賀県立名護屋城博物館 

495 海をわたった装身具 佐賀県立名護屋城博物館 

496 
佐賀県立名護屋城博物館 研究紀要 第

26集 
佐賀県立名護屋城博物館 

497 

中尾遺跡第２地点 富野菊ヶ丘遺跡 八旗神社

古墳群第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 

498 
朽網南塚遺跡第３地点・第４地点 －個人住宅建

築に伴う埋蔵文化財発掘調査報告－ 
北九州市教育委員会 

499 
八皇子神社遺跡 －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 

500 
長泉寺遺跡 －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 

501 

一般国道８号柏崎バイパス関係発掘調査報告書

18 丘江遺跡Ⅴ 第５次調査 一般国道 17 号浦

佐バイパス関係発掘調査報告書３ 工田遺跡 

（公財）新潟県埋蔵文化財

調査事業団 

502 装飾付大刀の生産と流通に関する研究（Ⅰ） 豊島直博 

503 50cm下の桜井 26 （公財）桜井市文化財協会 

504 
苫小牧市美術博物館 年報 第６号（平成

30年度） 
苫小牧市美術博物館 

505 西町遺跡 第６次調査報告 綾部市資料館 

506 綾部市資料館報 施福寺文化財調査報告 綾部市資料館 

507 綾部市遺跡地図(改訂版) 綾部市資料館 

508 史跡私市丸山古墳災害復旧整備事業報告書 綾部市資料館 

509 百済の本瓦新研究 山本瓦工業株式会社 

510 千年の甍 古代瓦を葺く 山本瓦工業株式会社 

511 第 29回 林忠彦賞 周南市文化振興財団 

512 市内遺跡の調査 東近江市埋蔵文化財センター 

513 

愛東宮ノ前遺跡 中沢遺跡（30・31 次） 能登川

石田遺跡(35 次) 小田苅遺跡 斗西遺跡(32

次) 

東近江市埋蔵文化財センター 

514 上山神社遺跡(第２次) 東近江市埋蔵文化財センター 

515 
東近江市指定史跡伊庭御殿遺跡総合調

査報告書 
東近江市埋蔵文化財センター 
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516 博物館研究 通巻 625号 （公財）日本博物館協会 

517 天明稲荷神社の絵馬・扁額 朝霞市博物館 

518 朝霞市博物館研究紀要 第 17号 朝霞市博物館 

519 近江八幡市埋蔵文化財発掘調査報告書 58 近江八幡市教育委員会 

520 寺田遺跡 13次発掘調査報告書 近江八幡市教育委員会 

521 近江八幡市埋蔵文化財発掘調査報告書 62 近江八幡市教育委員会 

522 加茂遺跡 24次発掘調査報告書 近江八幡市教育委員会 

523 近江八幡市埋蔵文化財発掘調査報告書 65 近江八幡市教育委員会 

524 下幣ノ木遺跡８次発掘調査報告書 近江八幡市教育委員会 

525 
垂水南遺跡発掘調査報告書Ⅳ －垂水南遺跡第

59次・第 60次発掘調査－ 
吹田市教育委員会 

526 

令和元（2019）年度 埋蔵文化財緊急発掘調査

概報 吹田須恵器窯跡 No.40 垂水遺跡 片山

東屋敷廻遺跡 七尾東遺跡  吹田須恵器窯跡

No.２ 

吹田市教育委員会 

527 
射水市内遺跡発掘調査報告 12 －平成

30年度射水市内遺跡発掘調査－ 
射水市教育委員会 

528 市内遺跡発掘調査報告書Ⅰ 岩国市教育委員会 

529 
日上遺跡２ 福岡県飯塚市椿所在遺跡の

調査  
飯塚市教育委員会 

530 
幸町遺跡 福岡県飯塚市津原所在遺跡の

調査  
飯塚市教育委員会 

531 
後田遺跡 福岡県飯塚市太郎丸所在遺跡

の調査  
飯塚市教育委員会 

532 
令和元年度 鎌ヶ谷市内遺跡発掘調査報

告書 
鎌ヶ谷市教育委員会 

533 水子貝塚 －まもり、伝える縄文のムラ－ 
富士見市立水子貝塚資料

館 

534 国指定史跡 友枝瓦窯跡Ⅱ 上毛町教育委員会 

535 

上唐原田法寺遺跡<下唐原石ヶ町遺跡・下唐原

石ヶ坪遺跡> －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 

536 

細池寺道上遺跡Ⅸ 第 50 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 25

次発掘調査報告書－ 
新潟市文化財センター 

537 

大沢谷内遺跡Ⅵ 第 15・17・19 次調査 －一般

国道403号小須戸田上バイパス整備工事に伴う

大沢谷内遺跡第 10・11・12次調査－ 
新潟市文化財センター 

538 
亀田道下遺跡 第２次調査 －市道亀田南線建設事業に

伴う亀田道下遺跡第２次発掘調査報告書－ 
新潟市埋蔵文化財センター 

539 
砂崩前郷遺跡 第３次調査 －市道砂崩南線建設事業に

伴う砂崩前郷遺跡第２次発掘調査報告書－ 
新潟市埋蔵文化財センター 

540 

浦木東遺跡 第３次調査 －主要地方道新潟中

央環状線浦木工区道路改良工事に伴う浦木東遺

跡第３次発掘調査報告書－ 
新潟市文化財センター 

541 
新潟市文化財センター年報 第７号 －平成 30

（2018）年度版－ 
新潟市文化財センター 

542 
柏崎市の遺跡 29 －新潟県柏崎市内遺跡 平

成 30(2018)年度試掘等調査報告書－ 
柏崎市教育委員会 

543 
長嶺川田・長嶺江添の塚 －新潟県柏崎市 長

嶺川田遺跡・長嶺江添の塚発掘調査報告書－ 柏崎市教育委員会 

544 
西岩野３ －新潟県柏崎市 西岩野遺跡第７次発

掘調査(確認調査)報告書－ 
柏崎市教育委員会 

545 
仙台城跡二の丸北方武家屋敷地区  第

14地点 第２分冊 
東北大学埋蔵文化財調査室 

546 東北大学埋蔵文化財調査室 年次報告 2018 東北大学埋蔵文化財調査室 

547 
千葉市うならすず遺跡 －墓地造成事業に伴う

埋蔵文化財発掘調査報告書－ 

千葉市埋蔵文化財調査センタ

ー 

548 静岡県 富士市 沖田遺跡第 155次調査地点 富士市教育委員会 

 書籍名 寄贈者 

549 静岡県富士市 宇東川遺跡 Z地区 富士市教育委員会 

550 平塚市博物館研究報告 自然と文化 第 43号 平塚市博物館 

551 
京都大学総合博物館収蔵資料目録 第７号 第

三高等学校由来物理教育実験機器資料 京都大学総合博物館 

552 
京都大学  総合博物館年報  平成 30 年度

(2018年度) 
京都大学総合博物館 

553 國學院大學 研究開発推進機構紀要 第 12号 國學院大學研究開発推進機構 

554 美濃源氏 土岐一族の時代 瑞浪市陶磁資料館 

555 大手前大学史学研究所紀要 第 14号 大手前大学史学研究所 

556 
新潟県三条市 石田遺跡Ⅱ 一般国道 403号三条北道路

事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 
三条市教育委員会 

557 

新潟県三条市 石田遺跡Ⅲ・梅田遺跡 一般国

道 403 号三条北道路事業に伴う埋蔵文化財発

掘調査報告書 
三条市教育委員会 

558 

新潟県三条市 石田遺跡Ⅳ・梅田遺跡Ⅱ 一般

国道 403 号三条北道路事業に伴う埋蔵文化財

発掘調査報告書 
三条市教育委員会 

559 
北方長田遺跡 －旭川下流域の弥生時代中期末

から古墳時代前期の集落遺跡－ 
岡山市埋蔵文化財センター 

560 南方釜田遺跡 －集合住宅建設に伴う発掘調 岡山市埋蔵文化財センター 

561 岡山市埋蔵文化財センター研究紀要 第 12号 岡山市埋蔵文化財センター 

562 
中白水遺跡 －12次調査－ 福岡県春日市上白

水所在遺跡の調査 春日市教育委員会 

563 
塚原古墳群 －２次調査－ 福岡県春日市塚原

台所在遺跡の調査 
春日市教育委員会 

564 
須玖岡本遺跡７ －盤石地区３・６次調査の報告

－ 福岡県春日市岡本所在遺跡の調査 
春日市教育委員会 

565 
須玖岡本 B 遺跡 －１・４次調査－ 福岡県春日

市岡本所在遺跡の調査 
春日市教育委員会 

566 
宮の下遺跡 －５・６次調査－ 福岡県春日市昇

町所在遺跡の調査 春日市教育委員会 

567 
前ノ原遺跡 －１次調査－ 福岡県春日市春日２

丁目所在遺跡の調査 
春日市教育委員会 

568 平成 30年度 春日市文化財年報 春日市教育委員会 

569 津高団地遺跡群 －古墳・生産遺跡編－ 岡山市埋蔵文化財センター 

570 
岡山市埋蔵文化財センター年報 19 －2018（平

成 30）年度－ 
岡山市埋蔵文化財センター 

571 朝鮮通信使と下関 伊東照雄 

572 梵鐘 その源流と変遷をたどる 伊東照雄 

573 
国登録有形民俗文化財「上尾の摘田・畑作用具」

資料調査整備事業報告書 
上尾市教育委員会 

574 千葉県船橋市 上ホシ遺跡 （１） 株式会社四門 

575 
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 22輯 

（公財）瀬戸市文化振興財

団 

576 
倉敷埋蔵文化財センター年報 17 －平成

29・30年度－ 
倉敷埋蔵文化財センター 

577 
三次市埋蔵文化財年報 －平成 30 年度

－ 
三次市教育委員会 

578 
三次の重要文化財 第１集 考古資料・武

具・石の造形物等・文字に関する文化財 
三次市教育委員会 

579 
茨城県石岡市 茨城廃寺跡 第１次～第６

次調査総括報告書 
石岡市教育委員会 

580 
茨城県石岡市 茨城廃寺跡 第１次～第６

次調査総括報告書 資料編 
石岡市教育委員会 

581 
ふるさと館ちくしの 筑紫野市歴史博物館 

年報 19・20（平成 29・30年度） 
筑紫野市歴史博物館 

582 
国重要無形民俗文化財 間々田のじゃが

まいた 
小山市立博物館 

583 
栗東市埋蔵文化財調査報告 2018（平成

30）年度 年報 

（公財）栗東市スポーツ協

会 
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 書籍名 寄贈者 

584 台湾における近代化遺産活用の最前線 東京文化財研究所 

585 
鹿児島大学埋蔵文化財調査センター年報

34 平成 30（2018）年度事業報告 

鹿児島大学埋蔵文化財調

査センター 

586 
鹿児島大学構内遺跡 郡元団地 I-９区 郡元団

地 F-６区 郡元団地 R～T-７～９区 

鹿児島大学埋蔵文化財調

査センター 

587 文化財の活用とは何か 古谷毅 

588 豪商の蔵 －美しい暮らしの遺産－ 古谷毅 

589 美麗を極める中国陶磁 古谷毅 

590 

石川県志賀町 相神オトゴバタケ遺跡・相神キド

グチ遺跡 県営ほ場整備事業に伴う埋蔵文化財

発掘調査報告書 
志賀町教育委員会 

591 
島内地下式横穴墓群Ⅵ 灰塚地下式横穴

墓群Ⅱ 
えびの市教育委員会 

592 
吉岡下ノ段遺跡第 14 次 吉岡原遺跡第

14次 発掘調査報告書 
掛川市教育委員会 

593 林遺跡第７次発掘調査報告書 掛川市教育委員会 

594 

史跡妻木晩田遺跡松尾頭墳丘墓群発掘調査報

告書 －第 33・34 次調査、墳丘墓群総括報告

－ 

鳥取県立むきばんだ史跡

公園 

595 妻木晩田遺跡発掘調査研究年報 2019 
鳥取県立むきばんだ史跡

公園 

596 
田能資料館のトリセツ －田能遺跡サポー

ター倶楽部がみた資料館の一年－ 
尼崎市立田能資料館 

597 秋芳町地方文化研究 第 56号 秋芳町地方文化研究会 

598 
山口市文化財年報  13  －平成 30

（2018）年度－ 
山口市教育委員会 

599 
山口市文化財年報  13  －平成 30

（2018）年度－ 
山口市教育委員会 

600 長谷遺跡 山口市教育委員会 

601 長谷遺跡 山口市教育委員会 

602 
大内氏関連町並遺跡 11 －第 112 次・

113次・115次調査－ 
山口市教育委員会 

603 
大内氏関連町並遺跡 11 －第 112 次・

113次・115次調査－ 
山口市教育委員会 

604 史跡周防鋳銭司跡第５次発掘調査概報 山口市教育委員会 

605 史跡周防鋳銭司跡第５次発掘調査概報 山口市教育委員会 

606 
山口市歴史文化基本構想 －歴史文化資

源を未来へ伝えるために－ 
山口市教育委員会 

607 
山口市歴史文化基本構想 －歴史文化資

源を未来へ伝えるために－ 【概要版】 
山口市教育委員会 

608 西郷文書 山口市教育委員会 

609 
MUSEUM STUDY 2019 年度 明治

大学学芸員養成課程紀要 31 
明治大学学芸員養成課程 

610 
MUSEOLOGIST 2019 年度 明治大

学学芸員養成課程年報 35 
明治大学学芸員養成課程 

611 
長登銅山跡Ⅳ －平成27～30年度調査

報告書－ 
美祢市教育委員会 

612 
市内遺跡発掘調査概報  28  －平成

31(令和元)年度調査の概要－ 
宇佐市教育委員会 

613 小部遺跡Ⅱ －第 19次調査報告書－ 宇佐市教育委員会 

614 
長登銅山跡Ⅳ －平成27～30年度調査

報告書－ 
美祢市教育委員会 

615 堀の内遺跡 川東遺跡 土井敷遺跡 美祢市教育委員会 

616 
草津宿場町遺跡（第 16 次）発掘調査報告

書 
草津市教育委員会 

617 
佐田谷・佐田峠墳墓群発掘調査報告書 

総括報告書 
庄原市教育委員会 

618 
平成 31／令和元（2019）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 

 書籍名 寄贈者 

619 
史跡鳥取城跡附太閤ヶ平発掘調査報告

書Ⅴ －第 40・41次発掘調査－ 
鳥取市教育委員会 

620 鳥取城調査研究年報 第 12号 鳥取市教育委員会 

621 鳥取城調査研究年報 第 13号 鳥取市教育委員会 

622 内海文化研究紀要 第 48号 
広島大学大学院文学研究

科附属内海文化研究施設 

623 紀要 第 39号 
（公財）岩手県文化振興事

業団埋蔵文化財センター 

624 
石峠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 

625 
中平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 
青猿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 

627 
千徳城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 
上代川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 
サンニヤⅢ遺跡発掘調査報告書 三陸沿

岸道路建設事業関連遺跡発掘調査 

（公財）岩手県文化振興事

業団埋蔵文化財センター 

630 
田ノ端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 

631 

杉の堂遺跡発掘調査報告書  一般国道

397 号小谷木橋地区地域連携道路整備

事業関連遺跡発掘調査 

（公財）岩手県文化振興事

業団埋蔵文化財センター 

632 

万丁目遺跡発掘調査報告書 経営体育成

基盤整備事業万丁目地区に伴う緊急発掘

調査 

（公財）岩手県文化振興事

業団埋蔵文化財センター 

633 
田鎖遺跡・田鎖館跡・田鎖車堂前遺跡発掘調査

報告書 宮古西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 
長谷堂貝塚発掘調査報告書 市道猿石線

他２路線改良工事関連遺跡発掘調査 

（公財）岩手県文化振興事

業団埋蔵文化財センター 

635 
下村遺跡発掘調査報告書 村道拡幅（黒

崎地区）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 

令和元年度発掘調査報告書 沼里遺跡 根井沢

穴田Ⅳ遺跡 伝吉Ⅱ遺跡 岩洞湖 E 遺跡 上矢

次Ⅰ遺跡 米崎城跡 ほか調査概報(10遺跡) 

（公財）岩手県文化振興事

業団埋蔵文化財センター 

637 俳誌 其桃 第 907号 西尾病院内「其桃」発行所 

638 
青山史学 第 38 号 －平田雅博教授退

任記念号－ 

青山学院大学文学部史学研究

室 

639 
愛媛大学埋蔵文化財調査室年報  －

2017・2018年度－ 
愛媛大学埋蔵文化財調査室 

640 文京遺跡Ⅶ－２ －文京遺跡 14次調査－ 愛媛大学埋蔵文化財調査室 

641 
追憶の熊本 －画家・甲斐青萍が描いた

熊本城下の記憶－ 
熊本市熊本博物館 

642 
「旅の巨人」と呼ばれた民俗学者・宮本常一 －

熊本で見つけたモノ－ 
熊本市熊本博物館 

643 熊本博物館 館報 No.32（2019年度報告） 熊本市熊本博物館 

644 纏向学研究 第８号 
桜井市纏向学研究センタ

ー 

645 大園遺跡他の発掘調査概要 高石市教育委員会 

646 大園遺跡他の発掘調査概要 高石市教育委員会 

647 
所沢市立埋蔵文化財調査センター 年報

No.25（平成 30年度） 

所沢市立埋蔵文化財調査

センター 

648 
海谷遺跡－第 22～24次調査－ 宮前遺

跡－第 50次調査－ 

所沢市立埋蔵文化財調査

センター 

649 

市内遺跡調査報告 26 －山下後遺跡第 11 次

調査－ －附篇 令和元年度 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 

650 
東の上遺跡 －飛鳥・奈良・平安時代編 

Ⅳ－ 

所沢市立埋蔵文化財調査

センター 

651 
大園遺跡発掘調査報告書 －14－６区・

14－14区・14－23区の調査－ 
高石市教育委員会 

652 飛ノ台史跡公園博物館 紀要 第 16号 
船橋市飛ノ台史跡公園博

物館 
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 書籍名 寄贈者 

653 
縄文のアート劇場 ～縄文から古代イタリアそし

て現代～ 

船橋市飛ノ台史跡公園博

物館 

654 
大阪府歴史博物館 館蔵資料集 16 小絵

馬 中コレクション・柴垣コレクション 
大阪歴史博物館 

655 大阪歴史博物館 研究紀要 第 17号 大阪歴史博物館 

656 大阪歴史博物館 研究紀要 第 18号 大阪歴史博物館 

657 
共同研究成果報告書 13 －鴻池家旧蔵

名物裂についての研究－ 
大阪歴史博物館 

658 共同研究成果報告書 14 大阪歴史博物館 

659 朝倉市文化財年報（平成 27年度） 朝倉市教育委員会 

660 朝倉市文化財年報（平成 28年度） 朝倉市教育委員会 

661 
大仏遺跡・大仏古墳群 福岡県朝倉市三

奈木所在遺跡の調査 
朝倉市教育委員会 

662 朝倉市文化財年報（平成 29年度） 朝倉市教育委員会 

663 
下ヶ戸貝塚Ⅶ 下ヶ戸貝塚第２次・第３次

発掘調査報告書 
我孫子市教育委員会 

664 令和元年度市内遺跡発掘調査報告書 我孫子市教育委員会 

665 
七尾市 七尾城跡Ⅰ 一般国道 470 号改築（七

尾氷見道路）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 

666 

金沢市 金沢城下町遺跡（本田氏屋敷跡地区） 

東京国立近代美術館工芸館移転整備事業に係

る埋蔵文化財発掘調査報告書 

（公財）石川県埋蔵文化財

センター 

667 

白山市・野々市市 二日市イシバチ遺跡２・三日

市 A遺跡２ 二級河川安原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 

668 

白山市 高見遺跡（第３次） 米永ナデソオ遺跡

（第３次） 宮保B遺跡（第３次） 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２ 

（公財）石川県埋蔵文化財

センター 

669 

小松市 矢田新遺跡 県単道路改良事業 南加

賀道路（粟津ルート）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 

670 石川県埋蔵文化財情報 第 41号 
（公財）石川県埋蔵文化財

センター 

671 石川県埋蔵文化財情報 第 42号 
（公財）石川県埋蔵文化財

センター 

672 
公益財団法人石川県埋蔵文化財センター 

年報 21 （平成 30年度） 

（公財）石川県埋蔵文化財

センター 

673 

平成 20 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 20 年度

小田原市緊急発掘調査報告書２ 
小田原市教育委員会 

674 
高田北之前遺跡第Ⅲ地点 平成 20 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 

675 
高田南原遺跡第Ⅲ地点 平成 20 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 

676 
小田原城三の丸 鉄砲矢場第Ⅳ地点 平成 21

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 

677 
小田原城総構 二重外張第Ⅱ地点 平成

25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 

678 
神奈川県小田原市 久野諏訪原遺跡第Ⅵ

地点 発掘調査報告書 
小田原市教育委員会 

679 
令和元年度 小田原市遺跡調査発表会 発表要

旨 小田原市教育委員会 

680 遺跡講演会 小田原の史跡を語る 資料集 小田原市教育委員会 

681 小田原城総構 －戦国最大級の城郭－ 小田原市教育委員会 

682 
多賀城跡 宮城県多賀城跡調査研究書年

報 2019 

宮城県多賀城跡調査研究

所 

683 博物館研究 通巻 626号 （公財）日本博物館協会 

684 
安定化処理（2019 年度版） 大津波被災

文化財保存修理技術連携プロジェクト 
（公財）日本博物館協会 

685 
黒川古文化研究所紀要 古文化研究 第

19号 
（公財）黒川古文化研究所 

 書籍名 寄贈者 

686 秦漢遺宝 －器物に込めた願い－ （公財）黒川古文化研究所 

687 宗像市史研究 第３号 新修宗像市史編集委員会 

688 
柳井市伊保庄地区 長尾原遺跡 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 

689 徳島県立博物館研究報告 第 30号 徳島県立博物館 

690 蔵出し！とくしま“宝もの”展 徳島県立博物館 

691 平成 29年度 神戸市埋蔵文化財年報 神戸市教育委員会 

692 熊内遺跡 第８次調査 発掘調査報告書 神戸市教育委員会 

693 郡家遺跡 第 95次発掘調査報告書 神戸市教育委員会 

694 
木を視て 森を観る －植物利用の考古

学－ 
神戸市教育委員会 

695 昭和のくらし 昔のくらし 14 神戸市教育委員会 

696 神戸市西区の遺跡 神戸市教育委員会 

697 
地下に眠る神戸の歴史展 2020 －平成

時代発掘精選－ 
神戸市教育委員会 

698 
朝酌矢田遺跡 大橋川改修に伴う個人住

宅移転予定地内発掘調査報告書２ 

（公財）松江市スポーツ・文

化振興財団 

699 
福富松ノ前遺跡 市道福富 10号線外２線

道路改良工事に伴う発掘調査報告書 

（公財）松江市スポーツ・文

化振興財団 

700 

タテチョウ遺跡 松江圏都市計画北部土地区画

整理事業区域内基幹道路建設に伴う埋蔵文化財

包蔵地発掘調査報告書 

（公財）松江市スポーツ・文

化振興財団 

701 埋蔵文化財課年報<23> 平成 30年度 
（公財）松江市スポーツ・文

化振興財団 

702 
平成30年度新指定重要文化財等調査報

告 埋蔵文化財発掘調査概報集ⅩⅩⅥ 
横須賀市教育委員会 

703 
史跡東京湾要塞跡 千代ヶ崎砲台跡 －

史跡整備事業に伴う資料収集調査－ 
横須賀市教育委員会 

704 
史跡東京湾要塞跡 千代ヶ崎砲台跡 －

史跡整備事業に伴う資料収集調査－ 
横須賀市教育委員会 

705 

－茨城県土浦市－ 浅間台一字一石経塚・宮西

A遺跡・北西原遺跡（第８次） －平成 27・29年

度市内遺跡発掘調査報告書－ 

上高津貝塚ふるさと歴史

の広場 

706 福岡県の戦争遺跡 福岡県教育委員会 

707 
平成 30 年度 歴史の道八十里越リレー講演会 

『歴史の道八十里越を越えた戊辰戦争』 記録集 三条市教育委員会 

708 奈文研論叢 第１号 奈良文化財研究所 

709 

伊丹市 原田西遺跡２ －猪名川流域下

水道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 

710 

尼崎市 塚口山廻遺跡 －都市計画道路

事業（園田西武庫線）に伴う埋蔵文化財発

掘調査報告書－ 

兵庫県立考古博物館 

711 

三木市 志染中梨木遺跡 －（主）三木三田線 

道路事故防止対策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 

712 

西脇市 喜多・城山城跡 －（一）黒田庄多井田

線 道路改良事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報

告書－ 
兵庫県立考古博物館 

713 

西脇市 前島・検上田遺跡 －（一）中安田市原

線 交差点改良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 

714 

淡路市 竹の前遺跡 －（二）船場川水系船場川

流域治水対策河川事業に伴う埋蔵文化財発掘調

査報告書－ 
兵庫県立考古博物館 

715 史跡大中遺跡保存活用計画 兵庫県立考古博物館 

716 
下黒田Ⅱ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３ 

島根県埋蔵文化財調査セ

ンター 

717 
下黒田Ⅱ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３ 

島根県埋蔵文化財調査セ

ンター 
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 書籍名 寄贈者 

718 

森原神田川遺跡 大津地区 一級河川江

の川直轄河川改修事業に伴う埋蔵文化財

発掘調査報告書２ 

島根県教育庁埋蔵文化財

センター 

719 

森原神田川遺跡 大津地区 一級河川江の川直

轄河川改修事業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 

720 
推定 上野国府 ～平成29年度調査報告～ 上

野国府等範囲内容確認調査報告書Ⅶ 
前橋市教育委員会 

721 
推定 上野国府 ～平成30年度調査報告～ 上

野国府等範囲内容確認調査報告書Ⅷ 
前橋市教育委員会 

722 

元総社蒼海遺跡群（99） 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 

723 

元総社蒼海遺跡群（127） 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 

724 

元総社蒼海遺跡群（134） 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 

725 

元総社蒼海遺跡群（135） 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 

726 

元総社蒼海遺跡群（136） 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 

727 

元総社蒼海遺跡群（137） 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 

728 

元総社蒼海遺跡群（138） 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 

729 

元総社蒼海遺跡群（139） 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 

730 

群馬県前橋市 天神風呂 N 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 

731 
前橋城（市役所西地点） 新議会棟建設に伴う埋

蔵文化財発掘調査報告書 
前橋市教育委員会 

732 
群馬県前橋市 西大室上縄引遺跡Ⅱ －変電所

建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 
前橋市教育委員会 

733 史跡女堀保存活用計画書 前橋市教育委員会 

734 
年報 第 48 集 平成 29 年度文化財調査報告

書 
前橋市教育委員会 

735 
年報 第 49 集 平成 30 年度文化財調査報告

書 
前橋市教育委員会 

736 書陵部紀要 第 71号 宮内庁書陵部 

737 書陵部紀要 第 71号（陵墓編） 宮内庁書陵部 

738 書陵部紀要 第 71号（陵墓編） 宮内庁書陵部 

739 研究紀要 第 24集 
（公財）由良大和古代文化

研究協会 

740 一関市博物館研究報告 第 23号 一関市博物館 

741 
令和元年度 骨寺村荘園遺跡村落調査研究報告

書 
一関市博物館 

742 
徳島県  埋蔵文化財センター年報  Vol.31 

2019年度 

（公財）徳島県埋蔵文化財

センター 

743 
宮崎県総合博物館研究紀要 第 40 輯 令和元

年度 宮崎県総合博物館 

744 宮崎県総合博物館 年報 令和元年度 No.49 宮崎県総合博物館 

745 
女子的考古学のススメ きゅーはく女子考古部 

2019＞2020 
九州国立博物館 

746 
女子的考古学のススメ きゅーはく女子考古部 

2019＞2020 九州国立博物館 

747 

東京都文京区 小日向一丁目北遺跡 第２地点 

－文京区小日向一丁目 54 番４号(地番)地点の

建設事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書－ 
文京区教育委員会 

 書籍名 寄贈者 

748 
愛比売 平成30年度 年報 ～発掘調査

事業および普及活動事業の記録～ 

（公財）愛媛県埋蔵文化財

センター 

749 紀要愛媛 第 16号 
（公財）愛媛県埋蔵文化財

センター 

750 
総社市埋蔵文化財調査年報 29（平成

30年度） 
総社市教育委員会 

751 令和元年度 壺屋焼物博物館年報 那覇市立壺屋焼物博物館 

752 令和元年度 壺屋焼物博物館年報 那覇市立壺屋焼物博物館 

753 壺屋焼物博物館紀要 第 21号 那覇市立壺屋焼物博物館 

754 史跡 日高遺跡 保存整備事業報告書Ⅰ 高崎市教育委員会 

755 
前田遺跡群前田遺跡Ⅵ 長野県佐久市小

田井前田遺跡Ⅵ発掘調査報告書 
佐久市教育委員会 

756 
芝宮遺跡群 南上中原遺跡Ⅱ 長野県佐久市長

土呂南上中原遺跡Ⅱ発掘調査報告書 
佐久市教育委員会 

757 市内遺跡発掘調査報告書 2018 佐久市教育委員会 

758 
根々井居屋敷遺跡Ⅰ 長野県佐久市根々

井根々井居屋敷遺跡Ⅰ発掘調査報告書 
佐久市教育委員会 

759 

岩村田遺跡群 西一本柳遺跡ⅩⅩⅢ 長野県佐

久市岩村田西一本柳遺跡ⅩⅩⅢ発掘調査報告

書 
佐久市教育委員会 

760 
芝宮遺跡群 下曽根遺跡ⅩⅠ 長野県佐久市小

田井下曽根遺跡ⅩⅠ発掘調査報告書 佐久市教育委員会 

761 
長土呂遺跡群 下聖端遺跡Ⅶ 長野県佐久市長

土呂下聖端遺跡Ⅶ発掘調査報告書 
佐久市教育委員会 

762 
周防畑遺跡群 大豆田遺跡Ⅶ 長野県佐久市長

土呂大豆田遺跡Ⅶ発掘調査報告書 
佐久市教育委員会 

763 
柳坂遺跡Ⅰ 長野県佐久市布施柳坂遺跡

Ⅰ発掘調査報告書 
佐久市教育委員会 

764 

西近津遺跡群 西近津遺跡ⅩⅢ 長野県

佐久市長土呂西近津遺跡ⅩⅢ発掘調査

報告書 

佐久市教育委員会 

765 
佐久市文化財 年報 28 平成 30 年度

（2018） 
佐久市教育委員会 

766 入西石塚古墳出土遺物整理報告書 坂戸市教育委員会 

767 埋文さかど年報（平成 30年度発掘調査） 坂戸市教育委員会 

768 埋蔵文化財調査要覧 令和２年度 日本文化財保護協会 

769 博物館年報 令和元年度 No.25 
玉名市立歴史博物館ここ

ろピア 

770 
1964 年 東京オリンピックと都市の交通

－今にいきるオリンピック・レガシー－ 
港区立郷土歴史館 

771 東京都江戸東京博物館紀要 第 10号 江戸東京博物館 

772 
18 世紀ソウルの日常 －ユマンジュ日記の世界

－ 
江戸東京博物館 

773 古代文化研究 第 28号 島根県古代文化センター 

774 前近代島根県域における環境と人間 島根県古代文化センター 

775 たたら製鉄の成立過程 島根県古代文化センター 

776 しまねの古代文化 第 27号 島根県古代文化センター 

777 
古代出雲ゼミナールⅥ －古代文化連続

講座記録集－ 
島根県古代文化センター 

778 
平成 30 年度 苅田町文化財事業年報 

まちの歴史５ 
苅田町教育委員会 

779 平成 30年度松戸市内遺跡発掘調査報告書 松戸市教育委員会 

780 
小野遺跡 第 18・20 地点 発掘調査報告書 下

水遺跡 第 13地点 【報告書補遺】 
松戸市教育委員会 

781 
千葉県松戸市大谷口 小金城跡 －第 16 地点

の調査－ 
松戸市教育委員会 

782 
千葉県松戸市 大谷口遺跡第３地点・小金城跡

第 17地点 発掘調査報告書 
松戸市教育委員会 
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783 
唐津市内遺跡確認調査（36） －平成30年度土

地開発に伴う市内遺跡確認調査報告－ 
唐津市教育委員会 

784 谷口石切丁場跡 －重要遺跡確認調査－ 唐津市教育委員会 

785 
黒岩前田遺跡 ～黒岩地区ほ場整備事業

に伴う発掘調査～ 
唐津市教育委員会 

786 野首遺跡発掘調査報告書Ⅲ〈遺物編２〉 十日町市教育委員会 

787 国指定史跡 九谷磁器窯跡 確認調査報告書２ 加賀市教育委員会 

788 

小菅波国道遺跡発掘調査報告書 －加賀こころ

の病院移転工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告

書－ 
加賀市教育委員会 

789 麻布田嶋町町屋跡遺跡発掘調査報告書 港区教育委員会 

790 妻川遺跡（2018年度） 北上市立埋蔵文化財センター 

791 道地遺跡（2018・2019年度） 
北上市立埋蔵文化財セン

ター 

792 卯ノ木遺跡（2018年度） 
北上市立埋蔵文化財セン

ター 

793 北上市内試掘調査報告（2018年度） 
北上市立埋蔵文化財セン

ター 

794 
北上市立埋蔵文化財センター 紀要 第７

号 

北上市立埋蔵文化財セン

ター 

795 北上市埋蔵文化財年報（2018年度） 
北上市立埋蔵文化財セン

ター 

796 
泉佐野市埋蔵文化財発掘調査概要 令和

元年度 
泉佐野市教育委員会 

797 
泉佐野市埋蔵文化財発掘調査概要  第

89号 
泉佐野市教育委員会 

798 
下段遺跡 宮ノ谷川砂防事業に係る埋蔵

文化財発掘調査報告書 
（公財）鳥取市文化財団 

799 

市内遺跡調査報告書 平成 30 年度 個人民間

開発に伴う試掘確認調査 松木三反地遺跡 －

個人住宅建設工事に伴う発掘調査－ 
今治市教育委員会 

800 

市内遺跡調査報告書 平成 30 年度 公共事業

に伴う試掘確認調査 上徳松ヶ花遺跡 －富田

児童クラブ専用室設置工事に伴う発掘調査－ 
今治市教育委員会 

801 

小泉アツコ遺跡 第１次調査 第２次調査 －新

設市道小泉別名線建設工事に伴う発掘調査報告

書－ 
今治市教育委員会 

802 史跡 能島城跡 遺物補遺編 今治市教育委員会 

803 史跡能島城跡保存活用計画  今治市教育委員会 

804 俳誌 其桃 第 908号 西尾病院内「其桃」発行所 

805 
吉田城址（ⅩⅣ） 豊橋市三の丸会館建設に伴う

調査 
豊橋市教育委員会 

806 

西側遺跡（ⅩⅡ）・眼鏡下池北遺跡（Ⅸ） －牛川

西部土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調

査報告書－ 
豊橋市教育委員会 

807 市内遺跡発掘調査 －平成 29年度－ 豊橋市教育委員会 

808 吉田城址（ⅩⅥ） 豊橋市教育委員会 

809 堂山１号墳 －その被葬者像をさぐる－ 大阪府立近つ飛鳥博物館 

810 大阪府立近つ飛鳥博物館 館報 23 大阪府立近つ飛鳥博物館 

811 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 

812 
新潟県上越市 高野地区ほ場整備事業地内発掘

調査報告書 （天狗遺跡） 上越市教育委員会 

813 
太宰府・佐野地区遺跡群 28 －京ノ尾・大佐野

馬場・長ヶ坪遺跡・野口窯跡の調査－ 
太宰府市教育委員会 

814 大宰府条坊跡 49 －朱雀地区の調査－ 太宰府市教育委員会 

815 
大宰府条坊跡 50 －日吉・五反田・土居

ノ内地区の調査－ 
太宰府市教育委員会 

816 Yokohama History Museum Guide 横浜市歴史博物館 

 書籍名 寄贈者 

817 
横浜市歴史博物館  調査研究報告 

VOL.16 
横浜市歴史博物館 

818 横浜市歴史博物館 紀要 VOL.24 横浜市歴史博物館 

819 横浜市歴史博物館資料目録 第 28集 横浜市歴史博物館 

820 
明治・大正ハマの街 －新市庁舎建設地・

洲干島遺跡－ 
横浜市歴史博物館 

821 
久宝寺遺跡 Ⅰ久宝寺遺跡（第 68 次調

査） Ⅱ久宝寺遺跡（第 82次調査） 

（公財）八尾市文化財調査

研究会 

822 東郷遺跡 第 71次調査 
（公財）八尾市文化財調査

研究会 

823 東郷遺跡 第 64次調査 
（公財）八尾市文化財調査

研究会 

824 
Ⅰ神宮寺遺跡（第４次調査） Ⅱ水越遺跡（第 28

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 

825 
令和元年度 （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 

826 行田市郷土博物館研究報告 第 10集 行田市郷土博物館 

827 忍藩の武術 行田市郷土博物館 

828 

長野県松本市 横田遺跡 －第３次発掘調査報

告書－ 大村塚田遺跡 －第３次発掘調査報告

書－ 
松本市教育委員会 

829 
長野県松本市 大輔原遺跡 －第 10 次発掘調

査報告書－ 松本市教育委員会 

830 
長野県松本市 松本城下町跡 伊勢町 －第 29

次発掘調査報告書－ 
松本市教育委員会 

831 
長野県松本市 麻神遺跡 －第３次発掘調査報

告書－ 
松本市教育委員会 

832 
長野県松本市 史跡 松本城南・西外堀堀跡 －

試掘調査報告書－ 
松本市教育委員会 

833 
熊本大学埋蔵文化財調査センター年報  25 

2018年度 

熊本大学埋蔵文化財調査

センター 

834 
熊本大学構内遺跡発掘調査報告 15（2017～

2018年度：本荘北地区 1708調査地点） 

熊本大学埋蔵文化財調査

センター 

835 黒髪のむかし展 
熊本大学埋蔵文化財調査

センター 

836 博物館研究 通巻 627号 （公財）日本博物館協会 

837 仁右衛門畑遺跡（第１・２次調査） うきは市教育委員会 

838 
愛宕下武家屋敷群－鎧小路南地区遺跡発掘調

査報告書 株式会社パスコ 

839 
神奈川県茅ヶ崎市 西久保大屋敷 B遺跡 第 14

次調査報告 

株式会社四門文化財事業

部 

840 
九州大学総合研究博物館 概要 2019－2020

年度 
九州大学総合研究博物館 

841 九州大学総合研究博物館研究報告 第 17号 九州大学総合研究博物館 

842 
平成30年度 氷見市立博物館年報 －第38号

－ 氷見市立博物館 

843 年報 第 28号 令和元年度 安城市歴史博物館 

844 高槻市文化財年報 平成 30年度 
高槻市立埋蔵文化財調査

センター 

845 嶋上遺跡群 44 
高槻市立埋蔵文化財調査

センター 

846 
安満遺跡確認調査報告書その２ －平成 26・

27・28年度農場北側地区－ 

高槻市立埋蔵文化財調査

センター 

847 
国ヶ峠遺跡 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４ 

島根県教育庁埋蔵文化財

センター 

848 
国ヶ峠遺跡 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４ 

島根県教育庁埋蔵文化財

センター 

849 
文化財学報 第 38 集 坂井秀弥先生退職記念

論集 
奈良大学文学部文化財学科 

850 平成 30年度 国分寺市埋蔵文化財調査概報 国分寺市教育委員会 

851 
歴史公園ガイドブック Ver.２ 国指定史跡 武蔵国分寺

跡 附東山道武蔵路跡 僧寺伽藍中枢地域の整備 
国分寺市教育委員会 

852 
歴史公園ガイドブック Ver.２ 国指定史跡 武蔵国分寺

跡 附東山道武蔵路跡 僧寺伽藍中枢地域の整備 
国分寺市教育委員会 
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 書籍名 寄贈者 

853 史跡を使いたおせ！ 国分寺市教育委員会 

854 十日町市博物館 年報 －第６号－ 十日町市博物館 

855 十日町市博物館 要覧 十日町市博物館 

856 昭和のくらし研究 NO.18 2020/3 昭和館 

857 昭和館館報 令和元年度 昭和館 

858 
国立歴史民俗博物館 要覧 令和２（2020）年

度 
国立歴史民俗博物館 

859 金沢大学考古学紀要 第 41号 
金沢大学人文学類考古学

研究室 

860 茨木市歴史的建造物調査報告書 Ⅰ神社編 茨木市教育委員会 

861 
初音 10 公益財団法人古代学協会 年報 令和

元年度 
（公財）古代学協会 

862 
令和元－２年度 日本博物館協会中国支部会報 

No.46 日本博物館協会中国支部 

863 
令和元－２年度 日本博物館協会中国支部会報 

No.46 
日本博物館協会中国支部 

864 志学台考古 －年代・産地・分析等－ 第 20号 大阪大谷大学歴史文化学科 

865 大阪大谷大学 歴史文化研究 第 20号 
大阪大谷大学歴史文化学

科 

866 藤沢市文化財調査報告書 第 55集 藤沢市教育委員会 

867 

武蔵国府関連遺跡調査報告 －国府地域の調査

－ リビオ府中寿町埋蔵文化財発掘調査報告

(1827次) 
府中市教育委員会 

868 
埋蔵文化財調査報告書 86 高蔵遺跡（第 60

次） 
名古屋市教育委員会 

869 埋蔵文化財調査報告書 87 瑞穂遺跡（第 11次） 名古屋市教育委員会 

870 

大曲輪遺跡試掘調査概要報告書 －平成 27・

28・30 年度および令和元年度試掘調査の概要

－ 
名古屋市教育委員会 

871 
高樋辻遺跡８ 福岡県三井郡大刀洗町大字高樋

所在遺跡調査報告書 
大刀洗町教育委員会 

872 

高樋野間遺跡１・２・３ 甲条神社遺跡３ 福岡県

三井郡大刀洗町大字高樋、大字甲条所在遺跡の

調査報告書 
大刀洗町教育委員会 

873 
大刀洗町文化財マップ 2019 版 指定文化財・

遺跡編 神社編 記念碑・戦跡編 大刀洗町教育委員会 

874 国史跡下高橋官衙遺跡リーフレット 大刀洗町教育委員会 

875 今村カトリック教会リーフレット 大刀洗町教育委員会 

876 
ド・ロ版大版画（地獄）／邪宗門一件口書

帳リーフレット 
大刀洗町教育委員会 

877 

令和元年度 芝山町内遺跡発掘調査報告書 大

里田部台古墳群（二太郎塚 335地点） 山田・宝

馬古墳群（出口向 69－１地点） 山田・宝馬古墳

群（宝馬 93－75地点） 

芝山町立芝山古墳・はにわ

博物館 

878 
1960 年代の春日部 －1963 武里団地 

1964東京オリンピック 1967埼玉国体 
春日部市郷土資料館 

879 俳誌 其桃 第 909号 西尾病院内「其桃」発行所 

880 
岩瀧寺跡 都治川治水ダム建設事業（波

積ダム）に伴う発掘調査報告書４ 
江津市教育委員会 

881 
岩瀧寺跡 都治川治水ダム建設事業（波

積ダム）に伴う発掘調査報告書４ 
江津市教育委員会 

882 平成 30年度 川西市発掘調査報告 川西市教育委員会 

883 
柏原市立歴史資料館 館報 第32号 －

2019年度－ 
柏原市立歴史資料館 

884 龍田古道 ～あの山を越えれば～ 柏原市立歴史資料館 

885 
群馬県伊勢崎市 南原遺跡 15 分譲地造

成に伴う埋蔵文化財調査報告書 
伊勢崎市教育委員会 

886 
津山城跡 新津山国際ホテル建設に伴う

埋蔵文化財発掘調査報告書 
津山市教育委員会 

 書籍名 寄贈者 

887 
年報 津山弥生の里 第 27 号（平成 30

年度） 
津山市教育委員会 

888 令和 2年度会報 飛天 日本文化財保護協会 

889 
公益社団法人日本文化財保護協会 紀要 

第４号 
日本文化財保護協会 

890 
公益社団法人日本文化財保護協会 紀要 

第４号 
日本文化財保護協会 

891 博物館研究 通巻 628号 （公財）日本博物館協会 

892 
有馬記念館年報 第６号 令和元（2019）

年度 
（公財）有馬記念館保存会 

893 年報 令和元年度 江南市歴史民俗資料館 

894 八代海周辺の装飾古墳 －発生と展開－ 熊本県教育委員会 

895 

二本木遺跡群８ (春日地区)・（田崎地区) 牧崎

遺跡 －JR 鹿児島本線・豊肥本線連続立体交差

事業－ 
熊本県教育委員会 

896 
赤星石道遺跡・赤星灰塚遺跡 国道 325号線改

築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 
熊本県教育委員会 

897 

北園上野古墳群 －南九州西回り自動車道（芦

北出水道路）水俣 IC建設小路に伴う埋蔵文化財

発掘調査報告－ 
熊本県教育委員会 

898 森国遺跡 下小田遺跡 
山口県埋蔵文化財センタ

ー 

899 山田遺跡 
山口県埋蔵文化財センタ

ー 

900 見用遺跡 
山口県埋蔵文化財センタ

ー 

901 
陶ケン 第 33 号 山口県埋蔵文化財セン

ター紀要 －令和元年度－ 

山口県埋蔵文化財センタ

ー 

902 
山口県埋蔵文化財センター年報 －令和

元年度普及公開事業等の記録－ 

山口県埋蔵文化財センタ

ー 

903 
史跡 釜塚古墳 福岡県糸島市神在所在

の大型円墳 
糸島市教育委員会 

904 
西南学院大学博物館年報  第 11 号 

2018 
西南学院大学博物館 

905 
西南学院大学博物館年報  第 12 号 

2019 
西南学院大学博物館 

906 

東京都文京区 団子坂上遺跡 －（仮称）

千駄木一丁目計画に伴う埋蔵文化財発掘

調査報告書－ 

株式会社 CEL 

907 京都府埋蔵文化財情報 第 138号 
（公財）京都府埋蔵文化財

調査研究センター 

908 
権現脇遺跡 －水無川上流右岸資材搬入

路工事に伴う発掘調査－ 
南島原市教育委員会 

909 
権現脇遺跡 －水無川上流右岸資材搬入

路工事に伴う発掘調査－ 
南島原市教育委員会 

910 

稲部遺跡第３次 稲部西遺跡第２次 発掘

調査報告書 －市道稲部本庄線道路改良

工事に伴う発掘調査－ 

彦根市教育委員会 

911 
彦根市内遺跡発掘調査報告書 稲部遺跡

第５次・第 12次 
彦根市教育委員会 

912 
可児市内遺跡発掘調査報告書（平成 30・

令和元年度） 
可児市教育委員会 

913 静岡県文化財年報（令和元年度） 
静岡県埋蔵文化財センタ

ー 

914 
安徳台遺跡群Ⅲ 福岡県筑紫郡那珂川町

安徳所在遺跡群の調査 
那珂川市教育委員会 

915 
山田西遺跡群Ⅴ 福岡県筑紫郡那珂川町

大字山田所在遺跡群の調査 
那珂川市教育委員会 

916 
野口遺跡群Ⅱ 福岡県筑紫郡那珂川町片

縄北所在遺跡群の調査 
那珂川市教育委員会 

917 
内田遺跡群Ⅲ 福岡県筑紫郡那珂川町片

縄所在遺跡群の調査 
那珂川市教育委員会 

918 
東隈遺跡群 福岡県筑紫郡那珂川町東隈

所在遺跡群の調査 
那珂川市教育委員会 

919 
安徳大塚古墳 －安徳大塚古墳発掘調査

概報－ 
那珂川市教育委員会 

920 
野口遺跡群Ⅲ 福岡県筑紫郡那珂川町片

縄北所在遺跡群の調査 
那珂川市教育委員会 
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 書籍名 寄贈者 

921 
観音堂遺跡群Ⅲ 福岡県筑紫郡那珂川町

片縄北所在遺跡群の調査 
那珂川市教育委員会 

922 
松木遺跡群Ⅵ 福岡県筑紫郡那珂川町松

木所在遺跡群の調査 
那珂川市教育委員会 

923 

倉谷遺跡群・尼寺跡遺跡群・白土城跡 福

岡県筑紫郡那珂川町大字五ヶ山所在遺

跡群の調査 

那珂川市教育委員会 

924 
坂口遺跡群 福岡県筑紫郡那珂川町後野

所在遺跡群の調査 
那珂川市教育委員会 

925 
松木遺跡群Ⅶ 福岡県那珂川市松木所在

遺跡群の調査 
那珂川市教育委員会 

926 
中原塔ノ元遺跡群Ⅲ 福岡県那珂川市中

原所在遺跡群の調査 
那珂川市教育委員会 

927 
中原・ヒナタ遺跡群Ⅴ 福岡県那珂川市中

原所在遺跡群の調査 
那珂川市教育委員会 

928 ヤマトタケル －その愛と死－ 亀山市歴史博物館 

929 

東京都西東京市 下野谷遺跡 第 30 次調査報

告書 －東伏見三丁目６－10 集合住宅建設工

事に伴う発掘調査－ 
西東京市教育委員会 

930 
国東市歴史体験学習館年報 弥生のムラ 

安国寺集落遺跡公園 令和元年度 
国東市歴史体験学習館 

931 史跡安国寺集落遺跡再整備計画(第２期) 国東市歴史体験学習館 

932 

首都圏中央連絡自動車道埋蔵文化財調査報告

書 36 －成田市夜番Ⅰ遺跡・横芝光町遠山天ノ

作遺跡・横芝光町四ツ塚遺跡・山武市四ツ塚遺

跡－ 

（公財）千葉県教育振興財

団 

933 
千葉県教育振興財団文化財センター年報 

No.45 －令和元年度－ 

（公財）千葉県教育振興財

団 

934 研究連絡誌 第 81号 
（公財）千葉県教育振興財

団 

935 研究連絡誌 第 82号 
（公財）千葉県教育振興財

団 

936 

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９ 

下仁田町教育委員会 

937 

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 10（総括報告書） 
下仁田町教育委員会 

938 2018年 伊賀市文化財年報 15 伊賀市教育委員会 

939 2019年 伊賀市文化財年報 16 伊賀市教育委員会 

940 埋蔵文化財ニュース  178 奈良文化財研究所 

941 埋蔵文化財ニュース  179 奈良文化財研究所 

942 埋蔵文化財ニュース  180 奈良文化財研究所 

943 埋蔵文化財ニュース  181 奈良文化財研究所 

944 
有田・小田部 59 －有田遺跡群第 266・

267・268次調査報告－ 
福岡市教育委員会 

945 

雀居 13 －雀居遺跡第 15次・16次・17次調査

報告－ 福岡空港滑走路増設事業に伴う埋蔵文

化財調査報告（２） 
福岡市教育委員会 

946 

雀居 14 －雀居遺跡第 18 次調査報告－ 福岡

空港滑走路増設事業に伴う埋蔵文化財調査報告

（３） 
福岡市教育委員会 

947 
山王遺跡 11 －山王遺跡第 13 次調査の

報告－ 
福岡市教育委員会 

948 
山王遺跡 12 －山王遺跡第 14 次調査・

第 15次調査－ 
福岡市教育委員会 

949 
那珂 80 －那珂遺跡群 170 次調査の報

告－ 
福岡市教育委員会 

950 
那珂 81 －那珂遺跡群 173 次調査の報

告－ 
福岡市教育委員会 

951 
那珂 82 －那珂遺跡群 174 次調査の報

告－ 
福岡市教育委員会 

952 
野方久保遺跡５ －野方久保遺跡第６次

調査報告－ 
福岡市教育委員会 

 書籍名 寄贈者 

953 
博多 166 －博多遺跡群第 209 次調査

報告－ 
福岡市教育委員会 

954 
博多 167 －博多遺跡群第211次調査報

告－ 
福岡市教育委員会 

955 
博多 168 －博多遺跡群第 212・219 次

調査報告－ 
福岡市教育委員会 

956 
博多 169 －博多遺跡群第 217 次調査

報告－ 
福岡市教育委員会 

957 
羽根戸原Ｃ遺跡群５ －羽根戸原Ｃ遺跡

第６次調査－ 
福岡市教育委員会 

958 原遺跡 21 －第 35次調査報告－ 福岡市教育委員会 

959 
比恵 88 －比恵遺跡群第 151 次調査報

告－ 
福岡市教育委員会 

960 福岡城跡 －第 75次調査報告－ 福岡市教育委員会 

961 
麦野 A遺跡 10 －麦野 A遺跡第 26次

調査報告－ 
福岡市教育委員会 

962 席田平尾遺跡１ －第１次調査報告－ 福岡市教育委員会 

963 
福岡市埋蔵文化財年報 VOL.33 －平

成 30（2018）年度版－ 
福岡市教育委員会 

964 
平成30（2018）年度 福岡市埋蔵文化財

センター年報 第 38号 
福岡市教育委員会 

965 

九州大学筑紫キャンパス遺跡群（御供田

遺跡） 総括報告書１ －縄文・弥生時代

編－ 

九州大学埋蔵文化財調査

室 

966 

箱崎遺跡 －HZK1802・1803・1805・

1902 地点－ 九州大学箱崎キャンパス

発掘調査報告３ 

九州大学埋蔵文化財調査

室 

967 洋画家 田代順七展 
玉名市立歴史博物館ここ

ろピア 

968 
王権麾下の古墳とその被葬者 －古市古

墳群の小規模墳－ 
大阪府立近つ飛鳥博物館 

969 BONE 骨 －貝塚で知る生命の証－ 
富山県埋蔵文化財センタ

ー 

970 水木田遺跡と縄文時代中期前半の山形 
山形県立うきたむ風土記

の丘考古資料館 

971 岐阜県博物館報 第 43号 岐阜県博物館 

972 岐阜県博物館調査研究報告 第 40号 岐阜県博物館 

973 
みなぎの ２ －平成 30・令和元年度 三木市み

き歴史資料館年報・紀要－  
三木市立みき歴史資料館 

974 
京都大学 総合博物館年報 令和元年度(2019

年度) 
京都大学総合博物館 

975 万国博覧会 “人類の進歩と調和”に至るまで 吹田市立博物館 

976 奈良文化財研究所 紀要 2020 奈良文化財研究所 

977 
大阪府住吉区 山之内遺跡発掘調査報告Ⅷ 住吉区杉本

三丁目における建設工事に伴う発掘調査報告書 
（財）大阪市文化財協会 

978 博物館研究 通巻 629号 （公財）日本博物館協会 

979 
広島大学大学院文学研究科 考古学研究室紀要 

第 11 号 

広島大学大学院文学研究

科考古学研究室 

980 
縄文の遺跡 －雪降る縄文と星降る縄文の競演

－ 十日町市博物館 

981 品川歴史館紀要 第 35号 品川区立品川歴史館 

982 
広がる品川臨海部－新地開発から八潮地域の誕

生まで 
品川区立品川歴史館 

983 
東京都文京区 小日向一丁目北遺跡 －特別養護老人ホ

ーム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 
文京区教育委員会 

984 
八尾市内遺跡平成 31 年・令和元年度発掘調査

報告書 
八尾市教育委員会 

985 史跡 美濃国分寺跡 保存活用計画書 大垣市教育委員会 

986 日本歴史 第 869号 2020年 10月号 吉川弘文館 

987 ミュージアム調査研究報告 第 11号 香川県立ミュージアム 
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 書籍名 寄贈者 

988 亀岡の仏像 亀岡市文化資料館 

989 
亀岡市文化資料館報 第 11 号 平成 28～平成

30年度（2016～2018） 
亀岡市文化資料館 

990 
末 松 謙 澄 没 後 100 年 記 念  BARON 

SUEMATSU －情熱の生涯－ 
行橋市歴史資料館 

991 
高知県立歴史民俗資料館年報 No.29 令和元

（平成 31）年度 高知県立歴史民俗資料館 

992 俳誌 其桃 第 910号 西尾病院内「其桃」発行所 

993 鳥取県立むきばんだ史跡公園年報 2019 
鳥取県立むきばんだ史跡

公園 

994 歴史遺産研究 第 14号 
東北芸術工科大学歴史遺

産学科 

995 埋蔵文化財調査室年報 36 平成 30年度 
（公財）北九州市芸術文化振興

財団 

996 研究紀要 －第 34号－ 
（公財）北九州市芸術文化振興

財団 

997 
小倉城御用屋敷跡第２地点 －（仮称）平和資料

館周辺整備事業に伴う埋蔵文化財確認調査－ 

（公財）北九州市芸術文化振興

財団埋蔵文化財調査室 

998 
小倉城天守台敷跡 －小倉城天守台跡石垣測量

業務に伴う埋蔵文化財調査報告－ 

（公財）北九州市芸術文化振興

財団埋蔵文化財調査室 

999 
山田遺跡４（５区） －中貫貫弥生が丘１号線道路

改築事業に伴う埋蔵文化財調査報告５－ 

（公財）北九州市芸術文化振興

財団埋蔵文化財調査室 

1000 
小倉城三ノ丸跡第 11 地点 －西小倉なかよし児

童クラブ新築工事に伴う埋蔵文化財調査報告－ 

（公財）北九州市芸術文化振興

財団埋蔵文化財調査室 

1001 
祇園町遺跡第 12 地点 －９号線（高野工区）街

路事業に伴う埋蔵文化財調査報告４－ 

（公財）北九州市芸術文化振興

財団埋蔵文化財調査室 

1002 
菅原神社遺跡５（９区の調査） －折尾総合整備

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

財団埋蔵文化財調査室 

1003 
則松遺跡 －アパート建築（則松六丁目）に伴う

埋蔵文化財発掘調査報告－ 

（公財）北九州市芸術文化振興

財団埋蔵文化財調査室 

1004 
中村遺跡第３地点 －宅地開発（東二島二丁目）

に伴う埋蔵文化財調査報告－ 

（公財）北九州市芸術文化振興

財団埋蔵文化財調査室 

1005 
砥石山遺跡第５地点 －仮称）ロイヤル城野新築

工事に伴う埋蔵文化財調査報告－ 

（公財）北九州市芸術文化振興

財団埋蔵文化財調査室 

1006 
木町遺跡第２地点 －出光興産（株）大手町ＳＳリ

ニューアル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

財団埋蔵文化財調査室 

1007 下北方５号地下式横穴墓 宮崎市教育委員会 

1008 
片瀬原第２遺跡 民間開発（宅地造成工事）に伴

う埋蔵文化財発掘調査報告書 
宮崎市教育委員会 

1009 
囲遺跡 民間開発（宅地造成工事）に伴う埋蔵文

化財発掘調査報告書 宮崎市教育委員会 

1010 
平城遺跡 平成 27 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 

1011 
宮崎城跡 平成 29・30 年度確認調査報

告書 
宮崎市教育委員会 

1012 
野中第１遺跡 －太陽光発電所建設にと

もなう埋蔵文化財発掘調査報告書－ 
宮崎市教育委員会 

1013 
町田堀遺跡 送電用鉄塔建設事業に伴う

埋蔵文化財発掘調査 
鹿屋市教育委員会 

1014 
太井遺跡（TAI-11）掘調査概要報告 －

美原区黒山－ 
堺市教育委員会 

1015 
大仙遺跡（DS-２）発掘調査概要報告 －

堺区大仙町－ 
堺市教育委員会 

1016 
日置荘西町遺跡（HKSN－７）発掘調査

概要報告 －東区日置荘西町３丁－ 
堺市教育委員会 

1017 
百舌鳥梅町遺跡（MZU－５）発掘調査概

要報告 －北区百舌鳥梅町２丁－ 
堺市教育委員会 

1018 
陶邑窯跡群栂地区（SMTG-10）発掘調

査概要報告 －南区原山台２丁－ 
堺市教育委員会 

1019 
海を渡った交流の証し －遺物からみた

五世紀の倭と朝鮮半島－ 
堺市教育委員会 

1020 
令和元年度 国庫補助事業発掘調査報告

書 
堺市教育委員会 

1021 百舌鳥古墳群の調査 14 堺市教育委員会 

1022 
よみがえる弥生の祭場 －唐古・鍵遺跡と

清水風遺跡－ 

唐古・鍵考古学ミュージア

ム 

 書籍名 寄贈者 

1023 観光と考古学 Vol.１ 観光考古学会 

1024 
徳島県立博物館年報 第 29 号（令和元

年度） 
徳島県立博物館 

1025 
徳島県立鳥居龍蔵記念博物館年報  第

10号（令和元年度） 
徳島県立博物館 

1026 
徳島県立鳥居龍蔵記念博物館 研究報告 

第４号 
徳島県立博物館 

1027 大阪府立狭山池博物館 研究報告 11 大阪府立狭山池博物館 

1028 
発掘された土木技術 －大和川流域の開

発と水制－ 
大阪府立狭山池博物館 

1029 氷見の郷の古代 －飛鳥・奈良・平安－ 氷見市立博物館 

1030 豊田の石造物 ふるさと豊田の歴史塾 

1031 

山陰制御所設置他に伴う島根支社本館改造工事

（地下タンク設置工事）に係る発掘調査報告書 

松江城下町遺跡（母衣町 115） 

（公財）松江市スポーツ・文

化振興財団 

1032 
唐古・鍵考古学ミュージアム 常設展示図

録 
田原本町教育委員会 

1033 
田原本町文化財調査年報 26 2016・

2017年度 
田原本町教育委員会 

1034 
千葉県立中央博物館研究報告 第 15 巻

第１号 
千葉県立中央博物館 

1035 
「オリンピック・パラリンピック」と千葉のス

ポーツ史 
千葉県立中央博物館 

1036 
土浦市 上高津貝塚ふるさと歴史の広場

年報 第 26号 －2019（令和元）年度－ 

上高津貝塚ふるさと歴史

の広場 

1037 
古代から中世へ －常陸における社会と

文化の変動期－ 

上高津貝塚ふるさと歴史

の広場 

1038 神と仏が宿る里 －北信濃の山寺－ 長野市立博物館 

1039 
長野市立博物館収蔵資料目録  民俗６ 

左治木家資料 
長野市立博物館 

1040 

長野市立博物館収蔵資料目録 自然７ 中沢登

関連資料 田中静人太陽観測スケッチマイクロフ

ィルム 松代群発地震関連資料 
長野市立博物館 

1041 
長野市立博物館 紀要 第 18 号（自然

系） 
長野市立博物館 

1042 
長野市立博物館 紀要 第 21 号（人文

系） 
長野市立博物館 

1043 
群馬県伊勢崎市 下渕名遺跡 14 倉庫建

設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 
伊勢崎市教育委員会 

1044 史跡渋野丸山古墳発掘調査報告書Ⅱ 徳島市教育委員会 

1045 
ふるさと館ちくしの 筑紫野市歴史博物館 

年報 21（平成 31・令和元年度） 
筑紫野市歴史博物館 

1046 
熊本市埋蔵文化財調査年報 第 22 号 

－平成 30年度－ 
熊本市教育委員会 

1047 

立石遺跡群 石川二塚遺跡 山後遺跡 小野馬

場遺跡 北熊本スマートインターチェンジ建設に

伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 
熊本市教育委員会 

1048 
上代町遺跡群Ⅲ －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（３） 
熊本市教育委員会 

1049 
二本木遺跡群26 －二本木遺跡群第98次調査区・第99

次調査区発掘調査報告書－ 連立関連交差道路整備事業

に伴う発掘調査報告書 
熊本市教育委員会 

1050 
熊本市埋蔵文化財発掘調査報告集 －令

和元年度－ 第１分冊 
熊本市教育委員会 

1051 
熊本市埋蔵文化財発掘調査報告集 －令

和元年度－ 第２分冊 
熊本市教育委員会 

1052 入門 埋蔵文化財と考古学 同成社 

1053 松戸と徳川将軍の御鹿狩 松戸市立博物館 

1054 
松戸市立博物館年報 第27号―平成31

／令和元年度(2109) 
松戸市立博物館 

1055 松戸市立博物館紀要 第 27号 松戸市立博物館 
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 書籍名 寄贈者 

1056 俳誌 其桃 第 911号 西尾病院内「其桃」発行所 

1057 室町将軍 －戦乱と美の足利十五代－ 九州国立博物館 

1058 館蔵名品展 更紗 生命の花咲く布 九州国立博物館 

1059 文化財よ永遠に 九州国立博物館 

1060 三国志 九州国立博物館 

1061 縄文王国やまなし 九州国立博物館 

1062 版経東漸 ～対馬がつなぐ仏の教え～ 九州国立博物館 

1063 
ルネ・ユイグのまなざし フランス絵画の精

華 大様式の形成と変容 
九州国立博物館 

1064 しきしまの大和へ 九州国立博物館 

1065 築紫の神と仏 九州国立博物館 

1066 
東風西声  第 15 号  九州国立博物館紀要 

2019 
九州国立博物館 

1067 
平成 18－20 年度 九州国立博物館 文化財修

理報告 
九州国立博物館 

1068 京都文化博物館研究紀要 朱雀 第 32集 京都文化博物館 

1069 甲塚古墳発掘調査報告書Ⅱ 奈良大学文学部文化財学科 

1070 坊主山古墳群出土品報告書 奈良大学文学部文化財学科 

1071 博物館研究 通巻 630号 （公財）日本博物館協会 

1072 
令和元年度 日本の博物館総合調査報告

書 
（公財）日本博物館協会 

1073 九州歴史資料館 研究論集 45 福岡県教育委員会 

1074 
大宰府政庁周辺官衙跡ⅩⅡ －蔵司地区 

平地部編 １－ 
福岡県教育委員会 

1075 大宰府と多賀城 福岡県教育委員会 

1076 

三明寺古墳群 －福岡県久留米市所在遺跡の調

査－ 主要地方道浮羽草野久留米線歩道設置事

業関係埋蔵文化財発掘調査報告 
福岡県教育委員会 

1077 
中原遺跡 －福岡県朝倉郡東峰村所在遺跡の調査－ 東

峰村営住宅中村団地建設事業関係埋蔵文化財発掘調査

報告 
福岡県教育委員会 

1078 船原古墳の世界 福岡県教育委員会 

1079 
石製装飾品の変遷 －盛期から衰退期ま

で－ 

八女市岩戸山歴史文化交

流館 

1080 

大阪市北区 野崎町所在遺跡発掘調査報告 北

区南扇町４・６における建設工事に伴う発掘調査

報告書 
大阪文化財研究所 

1081 
東京都文京区 湯島四丁目東遺跡 －共同住宅

建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－ 

テイケイトレード株式会社 

埋蔵文化財事業部 

1082 丹波決戦と本能寺の変 亀山市文化資料館 

1083 人間文化 49号 
滋賀県立大学人間文化学

部 

1084 
史跡及び名勝 常栄寺庭園 保存整備事

業報告書 
宗教法人 常栄寺 

1085 
史跡及び名勝 常栄寺庭園 保存整備事

業報告書 
宗教法人 常栄寺 

1086 
史跡及び名勝菅田庵整備報告書  平成

29(2017)～令和元(2019)年度事業 

松江市役所まちづくり文化

財課 

1087 明治大学博物館研究報告 第 25号 明治大学博物館 

1088 埴輪が語る古墳の祀り 
和歌山県立紀伊風土記の

丘 

1089 
平成 27 年度紀伊風土記の丘年報第 46

号 紀伊風土記の丘研究紀要第８号 

和歌山県立紀伊風土記の

丘 

1090 
明神下遺跡 経営体育成基盤整備事業若

柳中部地区に伴う緊急発掘調査 

奥州市埋蔵文化財調査セ

ンター 

1091 田能遺跡の弥生人 －田能家の人びと－ 尼崎市立田能資料館 

 書籍名 寄贈者 

1092 
令和元年度 港区指定文化財 令和元

（2019）年 9月 27日指定 
港区立郷土歴史館 

1093 港区と皇室の近代 港区立郷土歴史館 

1094 
Japan zur Meiji-Zeit Die 

Sammlung Heinrich von Siebold 
国立歴史民俗博物館 

1095 

Japan in the Meiji Era The 

Collection of Heinrich von Siebold 

(Essay Part) 

国立歴史民俗博物館 

1096 
明治の日本 ハインリッヒ・フォン・シーボ

ルトの収集品から （論考編） 
国立歴史民俗博物館 

1097 
埴輪の世界 －埴輪から古墳を読みとく

－ 
兵庫県立考古博物館 

1098 
ひょうごの遺跡 2020 －調査研究速報

－ 鑑賞の手引き 
兵庫県立考古博物館 

1099 
兵庫ゆかりの武将たち －明智光秀とそ

の時代－ 
兵庫県立考古博物館 

1100 龍 翔ける！ 兵庫県立考古博物館 

1101 美と微 美の集積と技巧の微 兵庫県立考古博物館 

1102 
鳥取県鳥取市青谷町 青谷上寺地遺跡 15 第

17次発掘調査報告書（第１分冊 本文編） 

鳥取県文化局とっとり弥生

の王国推進課 

1103 

鳥取県鳥取市青谷町 青谷上寺地遺跡 15 第

17次発掘調査報告書（第２分冊 自然科学分析・

写真図版編） 

鳥取県文化局とっとり弥生

の王国推進課 

1104 
兵庫県立考古博物館 研究紀要 第 13

号 
兵庫県立考古博物館 

1105 
兵庫県立考古博物館 館報 vol.11 令

和元(2019)年度 
兵庫県立考古博物館 

1106 明石の港津 明石市文化振興課 

1107 天理参考館報 第 33号 天理大学附属天理参考館 

1108 REKIHAKU 特集「されど歴史」 国立歴史民俗博物館 

1109 郷土展示室ガイド 
葛飾区郷土と天文の博物

館 

1110 
奈良県御所市 茅原中ノ坊遺跡 －第 12

次発掘調査報告－ 
御所市教育委員会 

1111 

奈良県御所市 巨勢山古墳群Ⅷ －健康増進ス

ポーツ施設建設に伴う巨勢山 281号墳の発掘調

査－ 
御所市教育委員会 

1112 
広島大学埋蔵文化財 調査研究紀要 第

11号 
広島大学総合博物館 

1113 
港区埋蔵文化財調査年報 15 －平成 28

年度の調査－ 
港区教育委員会 

1114 
港区埋蔵文化財調査年報 16 －平成

29・30年度の調査－ 
港区教育委員会 

1115 俳誌 其桃 第 912号 西尾病院内「其桃」発行所 

1116 石斧展 －生産・流通・保有・消費－ 
（公財）千葉市教育振興財

団 

1117 石斧展 －生産・流通・保有・消費－ 
（公財）千葉市教育振興財

団 

1118 忍藩主松平下総守家 行田市郷土博物館 

1119 
学芸員  － Bulletin for Curator's 

Course No.24 

学習院大学学芸員課程委

員会 

1120 
飯能市立博物館館報（実績報告書） きっとすレ

ポート 第２号 通巻第 17号(令和元年度) 飯能市立博物館 

1121 
山里に咲いた芸 ～説経師・薩摩千代太

夫と幻の「片瀬人形」～ 
飯能市立博物館 

1122 奈良文化財研究所概要 2020 奈良文化財研究所 

1123 
桜井市 纏向学研究センター年報 第８号（令和

元年度） 

桜井市纏向学研究センタ

ー 

1124 
熊本城調査研究センター年報６ 令和元

年度 

熊本市熊本城調査研究セ

ンター 

1125 
渡来人がつくった土器 －高崎市出土の韓式系

土器－ 
高崎市観音塚考古資料館 

1126 
高崎市中原Ⅱ遺跡１号古墳出土埴輪の世

界 
高崎市観音塚考古資料館 
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 書籍名 寄贈者 

1127 
史跡丸亀城跡発掘調査報告書 第２集 史跡丸

亀城跡帯曲輪南石垣修理工事報告書  
丸亀市教育委員会 

1128 
史跡丸亀城跡発掘調査報告書 第３集 帯曲輪

石垣下部発掘調査報告書  
丸亀市教育委員会 

1129 
九蔵遺跡Ⅰ －基盤整備促進事業（東沖田地区）に伴う埋

蔵文化財発掘調査（２・４次調査）報告書－ 
南あわじ市教育委員会 

1130 松帆銅鐸調査報告書Ⅰ －調査報告編－ 南あわじ市教育委員会 

1131 令和元年度 葛飾区埋蔵文化財調査報告・年報 葛飾区教育委員会 

1132 坂田遺跡第２次発掘調査報告書 
和歌山市文化振興課文化

財班 

1133 津市文化財年報 12 －平成 28年度－ 津市教育委員会 

1134 津市文化財年報 13 －平成 29年度－ 津市教育委員会 

1135 津市文化財年報 14 －平成 30年度－ 津市教育委員会 

1136 入門 埋蔵文化財と考古学 同成社 

1137 
大阪市浪速区 難波御蔵跡・船出遺跡発掘調査

報告Ⅰ 
大阪文化財研究所 

1138 博物館研究 通巻 631号 （公財）日本博物館協会 

1139 広島大学埋蔵文化財 調査研究紀要 第 11 号 広島大学総合博物館 

1140 岡山県埋蔵文化財報告 50 岡山県教育委員会 

1141 
炎を操る ～古代人と火にまつわる物語

～ 

桜井市立埋蔵文化財セン

ター 

1142 

馬場植田遺跡（遺構編） 県営ほ場整備事業に伴う埋蔵文

化財発掘調査報告書ⅩⅩⅢ 県営経営体育成基盤整備事

業角田中部地区土地改良事業に伴う埋蔵文化財発掘調査

報告書 

豊前市教育委員会 

1143 

馬場植田遺跡（遺物編） 県営ほ場整備事業に伴う埋蔵文

化財発掘調査報告書ⅩⅩⅣ 県営経営体育成基盤整備事

業角田中部地区土地改良事業に伴う埋蔵文化財発掘調査

報告書 

豊前市教育委員会 

1144 
大西崎ノ谷遺跡 市道大村・大西線整備事業に

伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 
豊前市教育委員会 

1145 
堀立瀬戸口遺跡 県営農村総合整備事業 豊前地区 堀

立農道工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 
豊前市教育委員会 

1146 天徳寺寺域第５遺跡発掘調査報告書 
大成エンジニアリング株式

会社 

1147 市之郷遺跡第 13次発掘調査報告書 
姫路市埋蔵文化財センタ

ー 

1148 
播磨国分尼寺跡第７次・播磨国分尼寺周辺遺跡

第４次発掘調査報告書 

姫路市埋蔵文化財センタ

ー 

1149 豊沢遺跡 －第 12次発掘調査報告書－ 
姫路市埋蔵文化財センタ

ー 

1150 
豆田遺跡・大浄口遺跡 －姫路市英賀保駅周辺

土地区画整理事業に伴う発掘調査報告書Ⅱ－ 

姫路市埋蔵文化財センタ

ー 

1151 
村東遺跡 －英賀保駅北第二公園雨水貯留施設

建設に伴う発掘調査報告書－ 

姫路市埋蔵文化財センタ

ー 

1152 
和久遺跡 －第 10次発掘調査報告書－ ツカザ

キ病院北館建設に伴う埋蔵文化財発掘調査 

姫路市埋蔵文化財センタ

ー 

1153 
姫路城城下町跡 －姫路城跡第 388 次発掘調

査報告書－ 

姫路市埋蔵文化財センタ

ー 

1154 
姫路城城下町跡 －姫路城跡第 389 次発掘調

査報告書－ 

姫路市埋蔵文化財センタ

ー 

1155 宮ノ浦遺跡 －第５次発掘調査報告書－ 
姫路市埋蔵文化財センタ

ー 

1156 
山吹遺跡 －第５次・第６次発掘調査報告

書－ 

姫路市埋蔵文化財センタ

ー 

1157 
姫路城城下町跡 －姫路城跡第 408 次発掘調

査報告書－ 

姫路市埋蔵文化財センタ

ー 

1158 今宿遺跡 －第４次発掘調査報告書－ 
姫路市埋蔵文化財センタ

ー 

1159 
姫路城城下町跡 －姫路城跡第 421 次

発掘調査報告書－ 

姫路市埋蔵文化財センタ

ー 

1160 
姫路城城下町跡 －姫路城跡第 422 次

発掘調査報告書－ 

姫路市埋蔵文化財センタ

ー 

1161 阿保遺跡第２地点 24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 

1162 
姫路城城下町跡 －姫路城跡第 423 次

発掘調査報告書－ 

姫路市埋蔵文化財センタ

ー 

1163 
姫路城城下町跡 －姫路城跡第 424 次

発掘調査報告書－ 

姫路市埋蔵文化財センタ

ー 

1164 
姫路城城下町跡 －姫路城跡第 427 次

発掘調査報告書－ 

姫路市埋蔵文化財センタ

ー 

1165 姫路市埋蔵文化財調査年報 2020 
姫路市埋蔵文化財センタ

ー 

1166 研究紀要 第 11号 
（公財）新潟県埋蔵文化財

調査事業団 

1167 城下町遺跡 －６次調査－ 日田市教育委員会 

1168 柳ノ本遺跡 －３次調査－ 日田市教育委員会 

1169 下中城遺跡 日田市教育委員会 

1170 館報 令和元年度 福井県立若狭歴史博物館 

1171 
国立歴史民俗博物館研究報告 第 222

集 
国立歴史民俗博物館 

1172 大分県立歴史博物館年報 2019 大分県立歴史博物館 

1173 
泉９号墳 一般国道 415 号（谷屋大野バイパス）

道路改築事業に伴う泉古墳群発掘調査報告 
氷見市教育委員会 

1174 
神奈川県平塚市 平塚市試掘・確認調査

報告書３ －平成 12年度－ 
平塚市教育委員会 

1175 
駒澤大学禅文化歴史博物館紀要 第４号

（平成 30年度・令和元年度） 

駒澤大学禅文化歴史博物

館 

1176 
家康を支えた一門 松平家忠とその時代 

～『家忠日記』と本光寺～ 

駒澤大学禅文化歴史博物

館 

1177 古代武器研究 Vol.14  古代武器研究会 

1178 古代武器研究 Vol.15 古代武器研究会 

1179 古代武器研究 Vol.16 古代武器研究会 

1180 
史跡周防鋳銭司跡の研究Ⅱ －第４次発

掘調査概要報告書－ 

山口大学人文学部考古学

研究室 

1181 
大阪歴史博物館年報 平成 31（令和元）

年度 
大阪歴史博物館 

1182 稲作とクニの誕生 －信州と北部九州－ 長野県立歴史館 

1183 出光美術館 館報 191 （公財）出光美術館 

1184 
平成 26 年度 市川市内遺跡発掘調査報

告 
市川市教育委員会 

1185 
令和元年度 市川市埋蔵文化財発掘調査

報告 
市川市教育委員会 

1186 
千葉県市川市 国府台遺跡 －第 13－11

地点発掘調査報告書－ 
市川市教育委員会 

1187 
千葉県市川市 須和田遺跡 －第 101 地

点発掘調査報告書－ 
市川市教育委員会 

1188 
千葉県市川市 曽谷南遺跡 －第 75-2

地点発掘調査報告書－ 
市川市教育委員会 

1189 
古事 天理大学考古学・民俗学研究室紀

要 第 24冊 

天理大学考古学・民俗学

研究室 

1190 浦幌町立博物館 年報 第 21号 浦幌町立博物館 

1191 
草津市文化財年報 27  －平成 30

（2018）年度事業年報－ 
草津市教育委員会 

1192 俳誌 其桃 第 913号 西尾病院内「其桃」発行所 

1193 性差の日本史 国立歴史民俗博物館 

1194 馬の博物館 研究紀要 第 22号 馬の博物館 

1195 神谷町町屋跡遺跡発掘調査報告書Ⅱ 
大成エンジニアリング株式

会社 

1196 
千葉市観音塚遺跡（第３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 

1197 
シンポジウム 都市「防府」の形成と周防国

府の謎 【発表資料集】 
濱崎真二 
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 書籍名 寄贈者 

1198 
第 23 回 古代官衙・集落研究会報告書 

灯明皿と官衙・集落・寺院 
奈良文化財研究所 

1199 
THIS IS SAGA ―２つの海が世界とつ

なぎ、佐賀をつくった― 
佐賀県立博物館 

1200 

東京都文京区 林町東遺跡 －文京区立明化小

学校改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

－ 

テイケイトレード株式会社 

埋蔵文化財事業部 

1201 博物館研究 通巻 632号 （公財）日本博物館協会 

1202 柏崎市立博物館 館報 第 34号 柏崎市立博物館 

1203 
新・日韓交渉の考古学－弥生時代－ （最終報告

書 論考編） 
福岡大学考古学研究室 

1204 
別府遺跡 －２次・３次・４次調査－ 正尺池改修

工事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 

1205 抜萃のつづり その八十 株式会社 熊平製作所 

1206 抜萃のつづり その八十 株式会社 熊平製作所 

1207 
国立歴史民俗博物館研究報告 第 221

集 
国立歴史民俗博物館 

1208 三木町の地子免許特権と義民の『記憶』 三木市立みき歴史資料館 

1209 稲荷前 B遺跡－第６・７地点－ 平塚市教育委員会 

1210 同志社大学歴史資料館 館報 第 23号 同志社大学歴史資料館 

1211 
小里前遺跡・庵原館跡（第５次）－清水富士宮線

（14-２区）建設発掘調査報告書－ 
静岡市教育委員会 

1212 
尾羽廃寺跡 －市道尾羽草ケ谷２号線整

備に伴う発掘調査報告書－ 
静岡市教育委員会 

1213 
有東遺跡（第 33 次）－恩田原・片山地区土地区

画整理事業に伴う発掘調査報告書－ 
静岡市教育委員会 

1214 
ふちゅ～る No.29 令和元年度 静岡市

文化財年報 
静岡市教育委員会 

1215 俳誌 其桃 第 914号 西尾病院内「其桃」発行所 

1216 
まちの記憶―写真でたどる野田・関宿の昭

和 30→40年代― 

野田市郷土博物館・市民

会館 

1217 枚方市埋蔵文化財発掘調査概要 2019 枚方市教育委員会 

1218 
平成 30 年度 枚方市文化財調査年報 

2018 
枚方市教育委員会 

1219 
前橋市 0149遺跡 （都）中央大橋線街路

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 

1220 

三太刀遺跡・みたち古墳発掘調査概要報告書 

本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業に

係る発掘調査 
三原市教育委員会 

1221 

天神山城跡 天神第２号古墳 ユウゼン第３号古

墳 発掘調査報告書 川谷地区急傾斜地崩壊対

策事業に係る発掘調査 
三原市教育委員会 

1222 
平成 30 年度 流山市市内遺跡発掘調査報告書 Ⅰ 向小

金野馬土手（１） Ⅱ 小谷貝塚 L 地点 Ⅲ 野々下永田遺

跡（１次） Ⅳ 西初石一丁目遺跡（５）・上新宿野馬土手（７） 
流山市教育委員会 

1223 
長野市埋蔵文化財セン ター  所報 

No.31 

長野市埋蔵文化財センタ

ー 

1224 

浅川扇状地遺跡群 吉田町東遺跡（４） 吉田小学校屋内

運動場改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 塩崎

遺跡群（９） 塩崎小学校西校舎外耐震補強工事に伴う埋

蔵文化財発掘調査報告書 

長野市埋蔵文化財センタ

ー 

1225 
小島・柳原遺跡群 中堰遺跡（５） 長電小島分譲

地造成工事に伴う埋蔵文化財調査報告書 

長野市埋蔵文化財センタ

ー 

1226 

町川田遺跡（２） 令和元年度防災・安全交付金

（道路）工事（関崎橋東）に伴う埋蔵文化財調査報

告書 

長野市埋蔵文化財センタ

ー 

1227 
東京都文京区 柳沢家駒込屋敷（六義館・六義園）跡 第４

地点 －文京区立六義公園運動場管理棟改築事業に伴う

埋蔵文化財発掘調査報告書－ 
文京区教育委員会 

1228 博物館研究 通巻 633号 （公財）日本博物館協会 

1229 
千葉市餅ヶ崎遺跡 －千葉市動物公園第Ⅰ期工

事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 

1230 古賀遺跡 鳥栖市教育委員会 

 書籍名 寄贈者 

1231 鳥栖市文化財年報 2017年度版 鳥栖市教育委員会 

1232 鳥栖市文化財年報 2018年度版 鳥栖市教育委員会 

1233 
箱山第１・２号墳 林地荒廃防止事業に伴

う埋蔵文化財発掘調査報告 
（公財）広島県教育事業団 

1234 南山大学人類学博物館紀要 第 39号 南山大学人類学博物館 

1235 
与呂木古墳・与呂木 12号墳 －与呂木青

葉台団地造成に伴う発掘調査報告書－ 
三木市立みき歴史資料館 

1236 
重要有形民俗文化財 能登内浦のドブネ 保存修理報告

書 平成29年度～令和2年度 国庫補助事業 重要有形

民俗文化財能登内浦のドブネ保存修理事業に伴う報告書 
能登町真脇遺跡縄文館 

1237 
松山市埋蔵文化財調査年報 32 令和元

年度 

松山市埋蔵文化財センタ

ー 

1238 

城原八幡社遺跡・舞渡遺跡・紙漉遺跡 耕作放棄

地解消発生防止基盤整備事業（米納地区）に伴う

埋蔵文化財発掘調査報告書 

竹田市文化財管理センタ

ー 

1239 

竹田地区南部遺跡群発掘調査報告書 御園遺跡・天神面

遺跡・下ノ原遺跡・野口遺跡 ・市内遺跡発掘調査Ⅶ 恵良

原遺跡群・片ケ瀬遺跡・鞍ケ田尾遺跡・下片ケ瀬遺跡・桑迫

遺跡・城下町遺跡 

竹田市文化財管理センタ

ー 

1240 

岡藩城下町遺跡群発掘調査Ⅱ 宮津矢掛屋敷

跡・岡藩銭座跡・市内遺跡発掘調査Ⅹ 平成 29

年度調査の概要 

竹田市文化財管理センタ

ー 

1241 大阪湾の防備と台場展 神戸市立博物館 

1242 大阪湾の防備と台場展 神戸市立博物館 

1243 

八女市岩戸山歴史文化交流館「いわいの

郷」 年報４ －平成 31 年度（令和元年

度）－ 

八女市岩戸山歴史文化交

流館 

1244 

助橋下遺跡 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Ⅱ 
新発田市教育委員会 

1245 

五斗遺跡・菅田遺跡 発掘調査報告書 経営体

育成基盤整備事業姫田川右岸地区に伴う埋蔵文

化財発掘調査報告書Ⅱ 
新発田市教育委員会 

1246 福田遺跡 －１区の調査－ 佐賀市教育委員会 

1247 
佐賀市埋蔵文化財確認調査報告書  －

2017年度－ 
佐賀市教育委員会 

1248 
増田遺跡群Ⅷ －増田遺跡 11～15 区の

調査－ 
佐賀市教育委員会 

1249 惣座遺跡群 －６・７区の調査－ 佐賀市教育委員会 

1250 赤井手遺跡 －２区の調査－ 佐賀市教育委員会 

1251 北畑遺跡 －14区の調査－ 佐賀市教育委員会 

1252 与賀城跡 －２区の調査－ 佐賀市教育委員会 

1253 欄干御茶屋跡 －１区の調査－ 佐賀市教育委員会 

1254 

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２ 史跡東名遺跡

整備基本計画書 
佐賀市教育委員会 

1255 

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－ 東名シンポジウム記録

集 
佐賀市教育委員会 

1256 縄文のデザイン ～古代人の感性と美～ 佐賀市教育委員会 

1257 さがの遺跡を掘る 佐賀市教育委員会 

1258 日本最古の湿地遺跡 国史跡 東名遺跡 佐賀市教育委員会 

1259 難波宮と藤原宮 帝塚山大学考古学研究所 

1260 
武蔵野市井の頭池遺跡群 武蔵野市埋蔵

文化財 調査報告書 13 
武蔵野市教育委員会 

1261 
利尻研究 利尻町立博物館年報 第 40

号 
利尻町立博物館 

1262 
野田市郷土博物館・市民会館  年報・紀要 

2019年度 第 13号 

野田市郷土博物館・市民

会館 
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 書籍名 寄贈者 

1263 俳誌 其桃 第 915号 西尾病院内「其桃」発行所 

1264 たんけん 昔のくらし 戸田市立郷土博物館 

1265 常設展示図録 【リニューアル版】 戸田市立郷土博物館 

1266 明石寺と四国遍路 愛媛県歴史文化博物館 

1267 韮山反射炉関係資料集 第３巻 伊豆の国市教育委員会 

1268 
水除浜塩田跡 一般国道 185 号線改築

事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告（１） 
（公財）広島県教育事業団 

1269 
灰ヶ峰砲台跡 灰ヶ峰気象レーダー観測所局舎

建替工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 
呉市教育委員会 

1270 香葉遺跡 第３地点 福津市教育委員会 

1271 津屋崎塩田遺跡 福津市教育委員会 

1272 
香雫遺跡第４地点 －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 

1273 
蓮鳥遺跡第３地点 －福岡県福津市福間駅東二

丁目所在遺跡の調査－ 
福津市教育委員会 

1274 亀山城第２地点 福津市教育委員会 

1275 福正寺遺跡第２地点 福津市教育委員会 

1276 博物館研究 通巻 634号 （公財）日本博物館協会 

1277 
REKIHAKU 特集「いまこそ東アジア交

流史」 
国立歴史民俗博物館 

1278 
東アジアを駆け抜けた身体 －スポーツの

近代－ 
国立歴史民俗博物館 

1279 橋本市郷土資料館報 第 35号 橋本市郷土資料館 

1280 
國學院大學研究開発推進機構 日本文化

研究所年報 第 13号 

國學院大學研究開発推進

機構 

1281 
國學院大學博物館 研究報告 2021 第

37輯 
國學院大學博物館 

1282 厚木道遺跡－第８・９地点－ 平塚市教育委員会 

1283 

神奈川県平塚市 北金目塚越／大会原／

天摩 平成 29・30 年度市内遺跡緊急調

査報告 

平塚市教育委員会 

1284 

一般国道 10号バイパス開通 30周年記念 ゆく

はしの地下を掘る －辻垣遺跡群・津留遺跡・金

屋遺跡出土品里帰り展－ 
行橋市歴史資料館 

1285 
柳井市伊保庄地区 長尾原遺跡Ⅱ 五反田遺跡 

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 

1286 
玉名市平野遺跡群 くまもと県北病院建

設に伴う埋蔵文化財発掘調査 
玉名市教育委員会 

1287 特別史跡常陸国分寺跡 保存活用計画 石岡市教育委員会 

1288 蛇窪遺跡第２地点 発掘調査報告書 朝霞市教育委員会 

1289 

朝霞市埋蔵文化財発掘調査報告集報９ 弁財

上・弁財谷遺跡第１地点・天ヶ久保第三遺跡第２

地点 
朝霞市教育委員会 

1290 
QA3RC 九州大学 アジア埋蔵文化財

研究センター 2019・2020 

九州大学アジア埋蔵文化

財研究センター 

1291 西山家文書（八道村庄屋文書）（十） 
下関市立豊田文化財資料

室 

1292 岡山県立博物館研究報告 41 岡山県立博物館 

1293 陣ノ内城跡 －総括報告書－ 甲佐町教育委員会 

1294 若宮谷遺跡・シコノ谷遺跡 
島根県埋蔵文化財調査セ

ンター 

1295 若宮谷遺跡・シコノ谷遺跡 
島根県埋蔵文化財調査セ

ンター 

1296 
千葉市根崎遺跡（第７次） －長屋住宅建

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 

1297 

大阪市平野区 瓜破北遺跡発掘調査報告Ⅵ 大

阪府営瓜破西住宅（建て替え）集会所新築工事に

伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 
（一財）大阪文化財協会 

 書籍名 寄贈者 

1298 
角島自然観察ガイドⅢ 角島周辺の海産

貝類相 
つのしま自然館 

1299 
伊勢崎城跡２ 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 

1300 

喜多町遺跡４ 伊勢崎都市計画事業伊勢崎駅周

辺第二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 

1301 令和２年度 野洲市内遺跡発掘調査年報 野洲市教育委員会 

1302 山口県立山口博物館研究報告 第 46号 山口県立山口博物館 

1303 館報 42 山口県立山口博物館 

1304 新潟県三条市 石田遺跡Ⅴ 一般国道403号三

条北道路事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 三条市教育委員会 

1305 
榊差遺跡・榊差古墳群・黒土遺跡発掘調査報告

書 －草津市南草津プリムタウン土地区画整理

事業に伴う発掘調査報告書－ 
草津市教育委員会 

1306 有冨中尾遺跡 下関市大字有冨字中尾 236 外

地内宅地造成工事に伴う発掘調査報告書 下関市教育委員会 

1307 有冨中尾遺跡 下関市大字有冨字中尾 236 外

地内宅地造成工事に伴う発掘調査報告書 下関市教育委員会 

1308 
有冨中尾遺跡 下関市大字有冨字中尾 238-３、

238-４地内農地造成工事に伴う発掘調査報告

書 
下関市教育委員会 

1309 
有冨中尾遺跡 下関市大字有冨字中尾 238-３、

238-４地内農地造成工事に伴う発掘調査報告

書 
下関市教育委員会 

1310 堂の前貝塚発掘調査報告書Ⅳ 平成 25 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 

1311 堂の前貝塚発掘調査報告書Ⅴ 平成 26・27 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 

1312 中西Ⅰ遺跡・蛇ヶ崎城（谷知館）跡発掘調

査報告書 陸前高田市教育委員会 

1313 調査年報 33 令和２年度 （公財）北海道埋蔵文化財

センター 

1314 一乗谷朝倉氏遺跡資料館 紀要 2019 福井県立一乗谷朝倉氏遺

跡資料館 

1315 射水市内遺跡発掘調査報告 13 －令和

元年度射水市内遺跡発掘調査－ 射水市教育委員会 

1316 
令和元年度 加茂市内遺跡確認調査報告書 鬼

倉遺跡 花立遺跡 中沢遺跡 鬼倉遺跡出土須

恵器・土師器・木製品付着物の化学分析 
加茂市教育委員会 

1317 都府楼 第 52 号 特集 大宰府史跡 指

定 100年 
（公財）古都太宰府保存協

会 

1318 音 の 考 古 学  － SOUND OF 

ARCHAEOLOGY－ 徳島市立考古資料館 

1319 音 の 考 古 学  － SOUND OF 

ARCHAEOLOGY－ 徳島市立考古資料館 

1320 仁所遺跡第３次発掘調査報告書 名古屋市教育委員会 

1321 熱田神宮内遺跡Ⅲ －剣の宝庫 草薙館

新築工事に伴う発掘調査報告書－ 名古屋市教育委員会 

1322 体感！しだみ古墳群ミュージアム 展示室

ガイドブック 名古屋市教育委員会 

1323 
有松・鳴海地区の山車祭礼に関する記録資料（そ

の二） 名古屋の山車行事総合調査 関連資料

集６ 
名古屋市教育委員会 

1324 半明遺跡 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５ 
島根県教育庁埋蔵文化財セン

ター 

1325 半明遺跡 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５ 
島根県教育庁埋蔵文化財セン

ター 

1326 小金川 B 遺跡 一般国道９号（静間仁摩道路）改

築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書９ 
島根県教育庁埋蔵文化財セン

ター 

1327 小金川 B 遺跡 一般国道９号（静間仁摩道路）改

築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書９ 
島根県教育庁埋蔵文化財セン

ター 

1328 
森原神田川遺跡 下ノ原地区 一級河川江の川

直轄河川改修事業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 

1329 
森原神田川遺跡 下ノ原地区 一級河川江の川

直轄河川改修事業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 
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 書籍名 寄贈者 

1330 波寄三宅田遺跡 －一般国道 416 号道路改良

工事に伴う調査－ 
福井県教育庁埋蔵文化財調査

センター 

1331 
福井城跡 －JR北陸線外２線連続立体交差事業

に伴う調査－ 

福井県教育庁埋蔵文化財調査

センター 

1332 
高柳遺跡１ －北陸新幹線建設事業に伴う調査３

－ 

福井県教育庁埋蔵文化財調査

センター 

1333 
高柳遺跡２ －北陸新幹線建設事業に伴う調査

４－ 

福井県教育庁埋蔵文化財調査

センター 

1334 年報 35 －令和元年度－ 
福井県教育庁埋蔵文化財調査

センター 

1335 
Discover Japan_TRAVEL 2021 年４月号増

刊 山口 旅と暮らしの間へ 

株式会社ディスカバー・ジ

ャパン 

1336 
長野市和田東山古墳群の研究 ―和田東山３号

墳発掘調査報告― 

長野市埋蔵文化財センタ

ー 

1337 我孫子古墳群 清水好晴 

1338 考古学報 1973年 第二期 清水好晴 

1339 考古学報 1974年 第一期 清水好晴 

1340 考古学報 1974年 第二期 清水好晴 

1341 考古学報 1975年 第一期 清水好晴 

1342 考古学報 1975年 第二期 清水好晴 

1343 考古学報 1976年 第一期 清水好晴 

1344 考古学報 1977年 第一期 清水好晴 

1345 考古学報 1977年 第二期 清水好晴 

1346 文物 1973年 第９期 清水好晴 

1347 文物 1973年 第 10期 清水好晴 

1348 文物 1973年 第 11期 清水好晴 

1349 文物 1974年 第１期 清水好晴 

1350 文物 1974年 第４期 清水好晴 

1351 文物 1974年 第５期 清水好晴 

1352 文物 1974年 第６期 清水好晴 

1353 文物 1974年 第８期 清水好晴 

1354 文物 1974年 第９期 清水好晴 

1355 文物 1974年 第 10期 清水好晴 

1356 文物 1974年 第 11期 清水好晴 

1357 文物 1974年 第 12期 清水好晴 

1358 文物 1975年 第１期 清水好晴 

1359 文物 1975年 第２期 清水好晴 

1360 文物 1975年 第３期 清水好晴 

1361 文物 1975年 第４期 清水好晴 

1362 文物 1975年 第５期 清水好晴 

1363 文物 1975年 第６期 清水好晴 

1364 文物 1975年 第７期 清水好晴 

1365 文物 1975年 第８期 清水好晴 

1366 文物 1975年 第９期 清水好晴 

1367 文物 1976年 第１期 清水好晴 

 書籍名 寄贈者 

1368 文物 1976年 第２期 清水好晴 

1369 文物 1976年 第６期 清水好晴 

1370 文物 1976年 第７期 清水好晴 

1371 文物 1977年 第６期 清水好晴 

1372 文物 1977年 第７期 清水好晴 

1373 文物 1977年 第８期 清水好晴 

1374 文物 1977年 第９期 清水好晴 

1375 文物 1977年 第 10期 清水好晴 

1376 文物 1977年 第 11期 清水好晴 

1377 考古 1973年 第６期 清水好晴 

1378 考古 1974年 第２期 清水好晴 

1379 考古 1974年 第３期 清水好晴 

1380 考古 1974年 第４期 清水好晴 

1381 考古 1974年 第５期 清水好晴 

1382 考古 1974年 第６期 清水好晴 

1383 考古 1975年 第１期 清水好晴 

1384 考古 1975年 第２期 清水好晴 

1385 考古 1975年 第３期 清水好晴 

1386 考古 1975年 第３期 清水好晴 

1387 考古 1975年 第４期 清水好晴 

1388 考古 1975年 第５期 清水好晴 

1389 考古 1976年 第１期 清水好晴 

1390 考古 1976年 第２期 清水好晴 

1391 考古 1976年 第３期 清水好晴 

1392 考古 1976年 第４期 清水好晴 

1393 考古 1977年 第５期 清水好晴 

1394 長沙馬王堆一号漢墓発掘簡報 清水好晴 

1395 漢代畳鋳 温具?窖的発掘和研究 清水好晴 

1396 西沙文物 中国南海諸島之一西沙群島文物調査 清水好晴 

1397 

川尻遺跡 －畑地帯総合整備事業（担い

手育成型）手久津久地区に伴う埋蔵文化

財発掘調査報告書－ 

喜界町教育委員会 

1398 史跡こうもり塚古墳保存活用計画書 岡山県教育委員会 

1399 人間文化 50号 
滋賀県立大学人間文化学

部 

1400 
岡山びと  岡山シティミュージアム紀要 

第 14号 
岡山シティミュージアム 

1401 
田川市石炭・歴史博物館 館報 第 14 号

（令和元年度） 
田川市石炭・歴史博物館 

1402 筑豊の炭坑ことば 田川市石炭・歴史博物館 

1403 
Coal Mining Words in Chikuho 

Region 
田川市石炭・歴史博物館 

1404 筑豊的煤礦用語 田川市石炭・歴史博物館 
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 書籍名 寄贈者 

1405 

南陽市遺跡分布調査報告書（９） 市内遺

跡分布調査 第三次長岡南森遺跡確認調

査（概報） 

南陽市教育委員会 

1406 
南陽市字限図調査報告書（１） ―赤湯・宮

内・金山― 
南陽市教育委員会 

1407 海峡に魅せられた幕末の英傑 下関市立歴史博物館 

1408 
春出遺跡 －玉名市中字徳丸における集

合住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査－ 
玉名市教育委員会 

1409 

鳥井原遺跡 －玉名市立願寺字鳥井原に

おける共同住宅建設に伴う埋蔵文化財発

掘調査－ 

玉名市教育委員会 

1410 
玉名市内遺跡調査報告書 13 ―令和元

年度の調査― 
玉名市教育委員会 

1411 京都府埋蔵文化財情報 第 139号 
（公財）京都府埋蔵文化財

調査研究センター 

1412 
動乱の世から太平の世へ―戦国を乗り越

えた人々のくらし― 

（公財）京都府埋蔵文化財

調査研究センター 
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