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種別 発行年月日 書名 編著者 発行元 形態 備考

国関係

平成15年10月20日 出土品の保管について（報告）
埋蔵文化財発掘調査体制等
の整備充実に関する調査研
究委員会　文化庁

A4

平成26年10月31日
「適正な埋蔵文化財行政を担う体制等の構築につい
て」（報告）　－これからの埋蔵文化財行政に求めら
れる体制－

埋蔵文化財発掘調査
体制等の整備充実に
関する調査研究委員
会

文化庁 A4

平成27年8月
文化遺産を活かした地域活性化事業　～文化遺産を次
世代へ継ぐ魅力ある地域へ～

文化庁 A4

平成28年3月25日
『日本における水中遺跡保護の在り方について』（中
間まとめ）

水中遺跡調査検討委
員会

文化庁 A4

平成29年3月31日
『埋蔵文化財保護行政におけるデジタル技術の導入に
ついて　1』（報告）

埋蔵文化財発掘調査
体制等の整備充実に
関する調査研究委員
会

文化庁 A4

平成29年9月25日
『埋蔵文化財保護行政におけるデジタル技術の導入に
ついて　2』　（報告）

埋蔵文化財発掘調査
体制等の整備充実に
関する調査研究委員
会

文化庁 A4

平成29年8月31日 平成28年熊本地震による古墳の被災状況について 文化庁・熊本県教育庁 A4

平成29年10月31日 『水中遺跡保護の在り方について』（報告）
水中遺跡調査検討委員会・
文化庁

A4 3部

平成30年3月30日
『水中遺跡保護の在り方について』（報告）　－資料
編2－

水中遺跡調査検討委員会・
文化庁

A4 3部

平成16年12月27日
文化財保護法の一部を改正する法律等の施行について
（通知）

文化庁次長 A4

平成12年3月31日 伝統文化を生かした地域おこしの視点と実践
㈱三菱総合研究所
共生システム研究部

文化庁文化財保護部 A4

平成12年11月 埋蔵文化財関係統計資料
文化庁文化財保護部記念物
課

A4

平成16年12月 埋蔵文化財関係統計資料 文化庁文化財部記念物課 A4
平成19年1月 埋蔵文化財関係統計資料 文化庁文化財部記念物課 A4
平成21年1月 埋蔵文化財関係統計資料 文化庁文化財部記念物課 A4
平成22年3月 埋蔵文化財関係統計資料 文化庁文化財部記念物課 A4
平成23年3月 埋蔵文化財関係統計資料 文化庁文化財部記念物課 A4
平成24年3月 埋蔵文化財関係統計資料 文化庁文化財部記念物課 A4
平成25年3月 埋蔵文化財関係統計資料 文化庁文化財部記念物課 A4
平成26年3月 埋蔵文化財部関係統計資料 文化庁文化財部記念物課 A4
平成27年6月 埋蔵文化財関係統計資料（解説） 文化庁文化財部記念物課 A4
平成28年3月 埋蔵文化財関係統計資料　―平成27年度― 文化庁文化財部記念物課 A4



平成29年3月 埋蔵文化財関係統計資料　―平成28年度― 文化庁文化財部記念物課 A4
平成30年3月 埋蔵文化財関係統計資料　-平成29年度- 文化庁文化財部記念物課 A4
平成31年度3月 埋蔵文化財関係統計資料－平成30年度－ 文化庁文化財第二課 A4

平成22年3月30日 発掘調査のてびき　－集落遺跡発掘編－

文化庁文化財保護部
記念物課・独立行政
法人国立文化財機構
奈良文化財研究所

文化庁文化財部記念物課 B5

平成22年3月30日 発掘調査のてびき　－整理・報告書編－

文化庁文化財保護部
記念物課・独立行政
法人国立文化財機構
奈良文化財研究所

文化庁文化財部記念物課 B5

平成25年3月29日 発掘調査のてびき　－各種遺跡調査編－

文化庁文化財保護部
記念物課・独立行政
法人国立文化財機構
奈良文化財研究所

文化庁文化財部記念物課 B5

平成13年4月19日
史跡等の保存・整備・活用事業の在り方について（報
告）

史跡等整備の在り方
に関する調査研究会

文化庁文化財部記念物課 A4

平成26年3月
「記念物・文化的景観」　マネジメント支援事業　史
跡,名勝,天然記念物及び重要文化的景観の保存・活用
に関する調査報告書

文化庁文化財部記念物課 A4

平成28年3月 東日本大震災の復興と埋蔵文化財保護　中間報告 文化庁文化財部記念物課 A4

平成29年3月
東日本大震災の復興と埋蔵文化財保護の取組（報告）
―行政対応編―

文化庁文化財部記念物課 A4

平成29年3月
東日本大震災の復興と埋蔵文化財保護の取組（報告）
―発掘調査の実施と活用への取組編―

文化庁文化財部記念物課 A4

平成25年2月1日
平成24年度　第2回　埋蔵文化財担当職員等講習会
－発表要旨－　文化庁・東京都教育委員会

文化庁文化財部記念物課・
東京都教育庁地域教育支援
部管理課

A4

平成30年3月30日
『埋蔵文化財の活用と地域研究』　－平成28年度・平
成29年度埋蔵文化財担当職員等講習会記録集－

文化庁文化財部記念物課 A4

魅力ある風景を未来へ　文化的景観の保護制度 文化庁文化財部記念物課 A4
日本の特別史跡 文化庁文化財部記念物課 A4

日本遺産
文化庁文化財部記念物課
企画調整係

A4

平成15年6月12日
農林水産業に関連する文化的景観の保護に関する調査
研究（報告）

農林水産業に関連する文化
的景観の保存・整備・活用
に関する検討委員会　文化
庁文化財部記念物課

A4

平成17年6月30日
史跡等整備のてびき　－保存と活用のために－　Ⅰ
総説編・資料編

文化庁文化財部記念
物課監修

同成社 B5

平成17年6月30日
史跡等整備のてびき　－保存と活用のために－　Ⅱ
計画編

文化庁文化財部記念
物課監修

同成社 B5

平成17年6月30日
史跡等整備のてびき　－保存と活用のために－　Ⅲ
技術編

文化庁文化財部記念
物課監修

同成社 B5



平成17年6月30日
史跡等整備のてびき　－保存と活用のために－　Ⅳ
事例編

文化庁文化財部記念
物課監修

同成社 B5

平成23年3月14日
（発送日）

保存版　国宝・重要文化財（美術工芸品）の所有者の
ための手引き　こんな時どうしたらいいの？

文化庁文化財部美術学芸課 A5

平成16年3月30日 文化財を支える伝統の名匠たち　選定保存技術 文化庁文化財部伝統文化課 A4

平成30年2月
文化財の観光活用に向けたＶＲ等の制作・運用ガイド
ライン（平成29年度版）

文化庁文化財部伝統文化課 A4

昭和40年12月20日
全国遺跡地図（埼玉県）　史跡・名勝・天然記念物お
よび埋蔵文化財包蔵地所在地地図

文化財保護委員会 A3

平成17年10月15日
文化財保存・管理ハンドブック（改訂版）－建造物編
－

社団法人　全国国宝重要文
化財所有者連盟

A5

平成17年10月15日
文化財保存・管理ハンドブック（改訂版）－美術工芸
品編－

社団法人　全国国宝重要文
化財所有者連盟

A5

昭和61年3月
宅地開発事業に伴う埋蔵文化財の取扱いに関する手引
（暫定版）

宅地開発事業に伴う埋蔵文
化財の取扱いに関する研究
会

B5

昭和58年6月20日 埋蔵文化財ニュース　41　陶硯関係文献目録
奈良国立文化財研究所埋蔵
文化財センター

B5

平成4年9月1日
埋蔵文化財ニュース　75　全国文化財データベースに
ついて

奈良国立文化財研究所埋蔵
文化財センター

B5

平成4年12月1日
埋蔵文化財ニュース　76　1998年度刊行埋蔵文化財発
掘調査報告書に関する情報調査

奈良国立文化財研究所埋蔵
文化財センター

B5

平成8年12月2日
埋蔵文化財ニュース　82　1990年度刊行埋蔵文化財発
掘調査報告書に関する情報調査　都道府県別報告遺跡
数

奈良国立文化財研究所　埋
蔵文化財センター

A4

平成8年12月20日 埋蔵文化財ニュース　83　報告書の体裁
奈良国立文化財研究所埋蔵
文化財センター

A4

平成11年3月30日 埋蔵文化財ニュース　92　遺跡整備関連文献目録
奈良国立文化財研究所埋蔵
文化財センター

A4

平成12年2月15日
埋蔵文化財ニュース　93　出土有機質遺物保存処理の
最近の動向

奈良国立文化財研究所埋蔵
文化財センター

A4

平成12年2月21日 埋蔵文化財ニュース　94　遺跡復元整備事例集Ⅱ
奈良国立文化財研究所埋蔵
文化財センター

A4

平成12年2月25日
埋蔵文化財ニュース　95　環境考古学1（遺跡土壌の
選別法）

奈良国立文化財研究所埋蔵
文化財センター

A4

平成12年3月1日
埋蔵文化財ニュース　96　1998年度　埋蔵文化財関係
統計資料

奈良国立文化財研究所埋蔵
文化財センター

A4

平成12年5月11日 埋蔵文化財ニュース　97　遺跡GISと遺跡情報
奈良国立文化財研究所埋蔵
文化財センター

A4

平成12年6月30日
埋蔵文化財ニュース　99　年輪年代法の最新情報－弥
生時代～飛鳥時代－

奈良国立文化財研究所埋蔵
文化財センター

A4

平成12年7月27日
埋蔵文化財ニュース　100　100号記念特集　最近の調
査研究成果

奈良国立文化財研究所埋蔵
文化財センター

A4

平成12年10月2日
埋蔵文化財ニュース　101　古代地方官衙遺跡関係文
献目録Ⅳ

奈良国立文化財研究所埋蔵
文化財センター

A4



平成12年10月16日
埋蔵文化財ニュース　105　出土金属製遺物の保存処
理－応急処理から保存処理まで－

独立行政法人文化財研究所
奈良国立文化財研究所埋蔵
文化財センター

A4

平成14年2月15日 埋蔵文化財ニュース　106　奈良三彩関係文献目録
奈良国立文化財研究所埋蔵
文化財センター

A4

平成14年2月22日
埋蔵文化財ニュース　107　2000年度　埋蔵文化財関
係統計資料

独立行政法人文化財研究所
奈良国立文化財研究所埋蔵
文化財センター

A4

平成14年3月15日
埋蔵文化財ニュース　108　環境考古学2　中・小型哺
乳類骨格図譜

奈良国立文化財研究所埋蔵
文化財センター

A4

平成15年2月10日 埋蔵文化財ニュース　111　官衙遺跡整備状況
奈良国立文化財研究所埋蔵
文化財センター

A4

平成16年2月27日
埋蔵文化財ニュース　114　全国木簡出土遺跡・報告
書綜覧

独立行政法人文化財研究所
奈良国立文化財研究所埋蔵
文化財センター

A4

平成16年3月1日
埋蔵文化財ニュース　115　環境考古学4　牛馬骨格図
譜

奈良国立文化財研究所埋蔵
文化財センター

A4

平成16年3月10日
埋蔵文化財ニュース　116　年輪年代法と最新画像機
器－古建築、木彫仏・木工品への応用－

独立行政法人文化財研究所
奈良国立文化財研究所埋蔵
文化財センター

A4

平成16年3月18日
埋蔵文化財ニュース　117　2002年度　埋蔵文化財関
係統計資料

独立行政法人文化財研究所
奈良国立文化財研究所埋蔵
文化財センター

A4

平成18年3月1日
埋蔵文化財ニュース　122　環境考古学6　魚類骨格図
譜、7　人骨図譜

奈良国立文化財研究所埋蔵
文化財センター

A4

平成18年3月10日
埋蔵文化財ニュース　123　Dendrochronoiogy of the
American Southwest（アメリカ南西部の年輪年代学）

独立行政法人文化財研究所
奈良国立文化財研究所埋蔵
文化財センター

A4

平成18年3月17日
埋蔵文化財ニュース　124　古代のガラス－考古科学
的な調査・研究から－

独立行政法人文化財研究所
奈良国立文化財研究所埋蔵
文化財センター

A4

平成18年3月24日
埋蔵文化財ニュース　125　2004年度　埋蔵文化財関
係統計資料

独立行政法人文化財研究所
奈良国立文化財研究所埋蔵
文化財センター

A4

平成20年3月19日
埋蔵文化財ニュース　130　宮中儀礼の再現・復興に
よる文化遺産の活用

独立行政法人文化財研究所
奈良国立文化財研究所埋蔵
文化財センター

A4

平成20年3月25日
埋蔵文化財ニュース　131　高松塚古墳－壁画保存修
理のための石室解体から－

独立行政法人文化財研究所
奈良国立文化財研究所埋蔵
文化財センター

A4

平成20年3月28日
埋蔵文化財ニュース　132　台張の利活用法と土器の
洗浄法　遺跡調査技術集成　基礎作業編Ⅰ

独立行政法人文化財研究所
奈良国立文化財研究所埋蔵
文化財センター

A4



平成20年3月31日
埋蔵文化財ニュース　133　2006年度　埋蔵文化財関
係統計資料

独立行政法人文化財研究所
奈良国立文化財研究所埋蔵
文化財センター

A4

平成20年12月15日
埋蔵文化財ニュース　134　遺跡保存のための現地調
査技術

独立行政法人国立文化財機
構　奈良文化財研究所　埋
蔵文化財センター

A4

平成21年2月4日
埋蔵文化財ニュース　135　年輪年代調査におけるデ
ジタル画像技術の活用

独立行政法人国立文化財機
構　奈良文化財研究所　埋
蔵文化財センター

A4

平成21年3月1日
埋蔵文化財ニュース　136　環境考古学8　哺乳類標本
リスト

奈良文化財研究所　埋蔵文
化財センター

A4

平成21年3月31日
埋蔵文化財ニュース　137　2007年度埋蔵文化財関係
統計資料

独立行政法人国立文化財機
構　奈良文化財研究所　埋
蔵文化財センター

A4

平成21年12月25日
埋蔵文化財ニュース　138　環境考古学9　鳥類・両生
類・爬虫類標本リスト

奈良文化財研究所　埋蔵文
化財センター

A4

平成22年3月19日
埋蔵文化財ニュース　139　レーザースキャナーによ
る三次元計測　遺跡調査技術集成　計測作業編Ⅰ

独立行政法人国立文化財機
構　奈良文化財研究所　埋
蔵文化財センター

A4

平成22年3月26日
埋蔵文化財ニュース　140　東アジア文化遺産保存学
会　第1回大会

独立行政法人国立文化財機
構　奈良文化財研究所　埋
蔵文化財センター

A4

平成22年3月31日
埋蔵文化財ニュース　141　2008年度　埋蔵文化財関
係統計資料

独立行政法人国立文化財機
構　奈良文化財研究所　埋
蔵文化財センター

A4

平成23年3月20日
埋蔵文化財ニュース　142　カンボディア・アンコー
ル遺跡群の調査と国際協力

独立行政法人国立文化財機
構　奈良文化財研究所　埋
蔵文化財センター

A4

平成23年3月25日
埋蔵文化財ニュース　143　文化財のイメージング技
術

独立行政法人国立文化財機
構　奈良文化財研究所　埋
蔵文化財センター

A4

平成23年3月30日
埋蔵文化財ニュース　144　遺構情報モデルに基づく
地理空間　データ作成のための製品仕様書

独立行政法人国立文化財機
構　奈良文化財研究所　埋
蔵文化財センター

A4

平成23年3月31日
埋蔵文化財ニュース　145　2009年度　埋蔵文化財関
係統計資料

独立行政法人国立文化財機
構　奈良文化財研究所　埋
蔵文化財センター

A4

平成24年3月26日
埋蔵文化財ニュース　146　環境考古学10　 魚類標本
リスト

奈良文化財研究所
埋蔵文化センター
年代学研究所

独立行政法人国立文化財機
構　奈良文化財研究所　埋
蔵文化財センター

A4

平成24年3月26日
埋蔵文化財ニュース　147　マイクロフォーカスX線CT
を用いた木造神像彫刻の非破壊年輪年代調査（1）

奈良文化財研究所
埋蔵文化センター
年代学研究所

独立行政法人国立文化財機
構　奈良文化財研究所　埋
蔵文化財センター

A4



平成24年3月26日
埋蔵文化財ニュース　148　東日本大震災被災文化財
レスキュー

奈良文化財研究所
埋蔵文化センター
年代学研究所

独立行政法人国立文化財機
構　奈良文化財研究所　埋
蔵文化財センター

A4

平成24年3月26日
埋蔵文化財ニュース　149　2010年度　埋蔵文化財関
係統計資料

奈良文化財研究所
埋蔵文化センター
年代学研究所

独立行政法人国立文化財機
構　奈良文化財研究所　埋
蔵文化財センター

A4

平成25年3月29日
埋蔵文化財ニュース　150　マイクロフォーカスＸ線
ＣＴを用いた木造神像彫刻の非破壊年輪年代調査(2)

奈良文化財研究所
埋蔵文化財センター
年代学研究室

独立行政法人国立文化財機
構　奈良文化財研究所　埋
蔵文化財センター

A4

平成25年3月29日
埋蔵文化財ニュース　151　東日本大震災の文化財レ
スキュー　－奈文研の活動－

独立行政法人国立文化財機
構　奈良文化財研究所　埋
蔵文化財センター

A4

平成25年3月29日
埋蔵文化財ニュース　152　災害時における奈良文化
財研究所の支援

独立行政法人国立文化財機
構　奈良文化財研究所　埋
蔵文化財センター

A4

平成25年3月29日
埋蔵文化財ニュース　153　2011年度　埋蔵文化財関
係統計資料

独立行政法人国立文化財機
構　奈良文化財研究所　埋
蔵文化財センター

A4

平成26年2月28日
埋蔵文化財ニュース　154　全国木簡出土遺跡・報告
書綜覧Ⅱ

独立行政法人国立文化財機
構　奈良文化財研究所　埋
蔵文化財センター

A4

平成26年3月31日 埋蔵文化財ニュース　155　現場のための環境考古学
独立行政法人国立文化財機
構　奈良文化財研究所　埋
蔵文化財センター

A4

平成26年3月31日
埋蔵文化財ニュース　156　奈良文化財研究所が提供
しているデ－タベ－ス

独立行政法人国立文化財機
構　奈良文化財研究所　埋
蔵文化財センター

A4

平成26年3月31日
埋蔵文化財ニュース　157　2012年度　埋蔵文化財関
係統計資料

独立行政法人国立文化財機
構　奈良文化財研究所　埋
蔵文化財センター

A4

平成27年3月31日
埋蔵文化財ニュース　158　埋蔵文化財センターの40
年

独立行政法人国立文化財機
構　奈良文化財研究所　埋
蔵文化財センター

A4

平成27年3月31日
埋蔵文化財ニュース　159　保存科学研究集会　石造
文化財のれ劣化と保存に関する新たな展開

独立行政法人国立文化財機
構　奈良文化財研究所　埋
蔵文化財センター

A4

平成27年3月31日
埋蔵文化財ニュース　160　埋蔵文化財センターの研
究を支える　調査・分析機器紹介

独立行政法人国立文化財機
構　奈良文化財研究所　埋
蔵文化財センター

A4

平成27年3月31日
埋蔵文化財ニュース　161　2013年度　埋蔵文化財関
係統計資料

独立行政法人国立文化財機
構　奈良文化財研究所　埋
蔵文化財センター

A4

平成28年3月31日
埋蔵文化財ニュース　162　年輪年代学用現生木材標
本リスト

独立行政法人国立文化財機
構　奈良文化財研究所　埋
蔵文化財センター

A4



平成28年3月31日
埋蔵文化財ニュース　163　環境考古学11　貝類標本
リスト

独立行政法人国立文化財機
構　奈良文化財研究所　埋
蔵文化財センター

A4

平成28年3月31日
埋蔵文化財ニュース　164　防災・減災を目指した新
たな取り組み

独立行政法人国立文化財機
構　奈良文化財研究所　埋
蔵文化財センター

A4

平成28年3月31日
埋蔵文化財ニュース　165　2014年度　埋蔵文化財関
係統計資料

独立行政法人国立文化財機
構　奈良文化財研究所　埋
蔵文化財センター

A4

平成28年10月31日
埋蔵文化財ニュース　166　年輪年代学的手法を用い
た木製品の同一材検討　－平城京出土斎串の整理作業
を通じて－

独立行政法人国立文化財機
構　奈良文化財研究所　埋
蔵文化財センター

A4

平成29年3月29日
埋蔵文化財ニュース　167　保存科学研究集会　文化
財調査におけるイメージング技術の諸問題

独立行政法人国立文化財機
構　奈良文化財研究所　埋
蔵文化財センター

A4

平成29年3月30日
埋蔵文化財ニュース　168　平成28年（2016年）熊本
地震　装飾古墳等被災状況速報

独立行政法人国立文化財機
構　奈良文化財研究所　埋
蔵文化財センター

A4

平成29年3月31日
埋蔵文化財ニュース　169　2015年度　埋蔵文化財関
係統計資料

独立行政法人国立文化財機
構　奈良文化財研究所　埋
蔵文化財センター

A4

平成30年3月15日
埋蔵文化財ニュース　170　環境考古学研究室の研修
紹介

埋蔵文化財センター
環境考古学研究室

独立行政法人国立文化財機
構　奈良文化財研究所

A4

平成30年3月16日
埋蔵文化財ニュース　171　保存科学研究集会　金属
製遺物の調査・研究に関する最近の動向

独立行政法人国立文化財機
構　奈良文化財研究所　埋
蔵文化財センター

A4

平成30年3月20日
埋蔵文化財ニュース　172　奈良文化財研究所埋蔵文
化財センターの最新研究動向

独立行政法人国立文化財機
構　奈良文化財研究所　埋
蔵文化財センター

A4

平成30年3月30日
埋蔵文化財ニュース　173　2016年度　埋蔵文化財関
係統計資料

独立行政法人国立文化財機
構　奈良文化財研究所　埋
蔵文化財センター

A4

平成31年2月26日
埋蔵文化財ニュース　174　保存科学研究集会　同位
体比分析と産地推定に関する最近の動向

独立行政法人国立文化財機
構　奈良文化財研究所　埋
蔵文化財センター

A4

平成31年2月28日
埋蔵文化財ニュース　175　遺跡調査技術集成　水中
遺跡調査編Ⅰ　研究集会　水中遺跡保護行政の実態

独立行政法人国立文化財機
構　奈良文化財研究所　埋
蔵文化財センター　遺跡・

A4

平成31年3月28日
埋蔵文化財ニュース　176　文化財担当者研修の概要
紹介　－2017・2018度の中から－

独立行政法人国立文化財機
構　奈良文化財研究所　埋
蔵文化財センター

A4

平成31年3月29日
埋蔵文化財ニュース　177　2017年度埋蔵文化財関係
統計資料

独立行政法人国立文化財機
構　奈良文化財研究所　埋
蔵文化財センター

A4



平成15年 埋蔵文化財発掘技術者研修案内
独立行政法人文化財研究所
奈良文化財研究所

A4

平成12年1月1日 奈良国立文化財研究所　埋蔵文化財センター案内 奈良国立文化財研究所 A4

平成15年3月18日 古代の官衙遺跡　Ⅰ　遺構編
独立行政法人　文化
財研究所

奈良文化財研究所 A4

平成16年3月30日 古代の官衙遺跡　Ⅱ　遺物・遺跡編
独立行政法人　文化
財研究所

奈良文化財研究所 A4

平成18年3月31日 動物考古学の手引き
遺物調査技術研究室
松井　章

独立行政法人　文化財研究
所　奈良文化財研究所　埋
蔵文化財センター

A4

平成21年2月25日 遺跡情報交換標準の研究　第2版
企画調整部文化財情
報研究室　森本晋

独立行政法人国立文化財機
構　奈良文化財研究所

A4

平成25年3月 遺跡情報交換標準の研究　第3版

独立行政法人国立文化財機
構　奈良文化財研究所　企
画調整部　文化財情報研究
室

A4

平成29年3月15日 遺跡情報交換標準の研究　第4版
企画調整部文化財情
報研究室

独立行政法人国立文化財機
構　奈良文化財研究所　埋
蔵文化財センター

A4

平成28年8月
文化財担当者研修のすすめ～よりよい文化財行政のた
めに　平成28年8月版

奈良文化財研究所 A4

平成29年10月
文化財担当者研修のすすめ～よりよい文化財行政のた
めに　平成29年10月版

独立行政法人国立文化財機
構　奈良文化財研究所

A4

平成30年12月
文化財担当者研修のすすめ～よりよい文化財行政のた
めに　平成30年12月版

奈良文化財研究所 A4 ﾘｰﾌﾚｯﾄ

平成7年3月31日
文部省科学研究費補助金　重点領域研究「遺跡探査」
ニュースレター　合冊　№1～№10

重点領域研究「遺跡探査」
事務局

B6

平成20年3月31日 無形の民俗文化財映像記録作成の手引き
独立行政法人国立文化財機
構　東京文化財研究所無形
文化遺産部

A4

平成15年3月31日 国立歴史民俗博物館研究報告　第103集 国立歴史民俗博物館 A4

平成17年3月25日 国立歴史民俗博物館研究報告　第121集
大学共同利用機関法人人間
文化研究機構　国立歴史民
俗博物館

A4

平成17年6月14日 水辺と森と縄文人（展示図録）
大学共同利用機関法
人人間文化研究機構
国立歴史民俗博物館

財団法人国立歴史民俗博物
館振興会

A4

平成12年1月12日 世界の文化遺産と日本を考える
財団法人　文化財保護振興
財団

A5

平成7年3月25日 文化財補助金実務必携
文化財保護実務研究
会

B5

昭和47年10月1日 学制百年史（記述編） 著作権所有　文部省 帝国地方行政学会 A5
昭和47年10月1日 学制百年史　資料編 著作権所有　文部省 帝国地方行政学会 A5
平成5年6月10日3版 学制百二十年史 著作権所有　文部省 ぎょうせい A5



平成15年3月20日
新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計
画の在り方について（答申）

中央教育審議会 A4

平成24年3月1日
知のデジタルアーカイブ　－社会の知識インフラの拡
充に向けて－

総務省 A4

平成2年
利根川と江戸川をむすんだ川の道。（「元気印●江戸
川」特集号　1990 VOL.3）

建設省関東地方建設局江戸
川工事事務所

A4

江戸川・中川河道変遷図集
建設省関東地方建設局江戸
川工事事務所調査課

A3

江戸川流頭部分流施設概要
建設省関東地方建設局江戸
川工事事務所

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

平成5年3月29日 鬼怒川　小貝川－自然　文化　歴史
鬼怒川・小貝川読本
編纂会議、編集委員
会

鬼怒川・小貝川サミット会
議（建設省関東地方建設局
下館工事事務所）

B5

関東の道路　歴史と役割 国土交通省関東地方整備局 A4

中川・綾瀬川流域浸水実績図集（詳細版）
国土交通省関東地方整備局
江戸川河川事務所

A4 2部

荒川放水路変遷誌　もっと知っておきたい荒川放水路
の歴史と効果【概要版】

国土交通省　関東地方整備
局　荒川下流河川事務所

A4

平成30年3月 歴史的建築物の活用に向けた条例整備ガイドライン
国土交通省住宅局建築指導
課

A4

平成30年3月
歴史的建築物の活用に向けた条例整備ガイドライン
別冊事例集

国土交通省住宅局建築指導
課

A4

平成20年1月
国立環境研究所研究報告　第197号　八景の分布と最
近の研究動向－過去の景観評価データ－

青木陽二・榊原映子
独立行政法人　国立環境研
究所

A4

平成22年12月28日 かぶきの本
国立劇場調査養成部
＋金森和子

独立行政法人　日本芸術文
化振興会

A4

平成23年10月1日
たたかいつづけたから、今がある　－全療協60年のあ
ゆみ－　1951年～2011年

国立ハンセン病資料館 A4

平成23年6月10日 かすかな光をもとめて－療養所の中の盲人たち－ 国立ハンセン病資料館 A4

平成24年10月6日
国立ハンセン病資料館2012年度秋季企画展　癩院記念
－北条民雄が書いた絶対隔離下の療養所

国立ハンセン病資料館 A4

平成26年7月15日
国立ハンセン病資料館2014年度春季企画展　不自由者
棟の暮らし－ハンセン病療養所の現在－

国立ハンセン病資料館 A4

平成27年10月3日
国立ハンセン病資料館2015年秋季企画展　私立ハンセ
ン病療養所　待労院の歩み　－創立から閉院までの
115年－

国立ハンセン病資料館 A4

平成29年9月30日 隔離の中の食　―生きるために 悦びのために― 国立ハンセン病資料館 A4

平成25年6月25日
「資料館だより」復刻版－20年のあゆみ－　第1号
（1993年10月）－第79号（2013年4月1日）

国立ハンセン病資料館 A4

平成24年3月31日 国立ハンセン病資料館　年報　第4号　平成22年度 国立ハンセン病資料館 A4
平成24年11月30日 国立ハンセン病資料館　年報　第5号　平成23年度 国立ハンセン病資料館 A4

平成27年3月20日
国立ハンセン病資料館　年報　第7号　平成25
（2013）年度

国立ハンセン病資料館 A4

平成29年2月28日
国立ハンセン病資料館　年報　重監房資料館　平成27
（2015）年度

国立ハンセン病資料館 A4



平成23年3月31日 国立ハンセン病資料館　研究紀要　第2号
国立ハンセン病資料
館

財団法人　日本科学技術振
興財団

A4

平成24年3月31日 国立ハンセン病資料館　研究紀要　第3号
国立ハンセン病資料
館

公益財団法人　日本科学技
術振興財団

A4

平成27年3月31日 国立ハンセン病資料館　研究紀要　第5号 国立ハンセン病資料館 A4

平成24年9月23日 北高作陶展
国立ハンセン病資料
館

公益財団法人　日本科学技
術振興財団

B5

平成25年6月25日 国立ハンセン病資料館　20周年記念誌 国立ハンセン病資料館 A4

平成4年9月
第8次治水事業五箇年計画　主要課題と整備の方向－
関東地方版－

財団法人　河川情報セン
ター

B5

利根川百景ガイドブック
利根川百年記念行事
委員会監修

財団法人　河川情報セン
ター

変型

後世に伝えたい　空襲・艦砲射撃の惨禍　平和への想
い　2008

総務省大臣官房管理
室

社会法人　日本戦災遺族会 A4

2001年 ユネスコ世界遺産年報2001
（社）日本ユネスコ
協会連盟編

財団法人　日本宝くじ協会 A4

平成19年12月28日 世界遺産年報　2008　№13
社会法人　日本ユネスコ協
会連盟

A4

平成23年5月16日 文化財建造物の蟻害腐巧検査マニュアル
社会法人　日本しろあり対
策協会

A4

平成13年3月
平成12年度文部省委嘱事業　女性のエンパワーメント
のための男女共同参画学習促進事業　実年のメッセー
ジ　～共に輝いて生きるために～　報告書

かがやけ実年実行委員会
委員長　中村葉末

A4

平成13年3月
平成12年度文部省委嘱事業　女性のエンパワーメント
のための男女共同参画学習促進事業　男女共同参画社
会に関する意識・実態調査　報告書

かがやけ実年実行委員会 A4

平成24年3月
長寿社会における生涯学習の在り方について　～人生
100年　いくつになっても　学ぶ幸せ　「幸齢社会」
～

超高齢社会における生涯学
習の在り方に関する検討会

A4

平成3年
北欧巡回帰国記念「伝統工芸名品展」人間国宝を中心
として

東京国立近代美術
館・朝日新聞社

朝日新聞社 A4大

平成17年 特別展「縄文ｖｓ弥生」

国立科学博物館・国
立歴史民俗博物館・
読売新聞東京本社文
化事業部

読売新聞東京本社 A4

埼玉県以外の都道府県
　北海道

平成19年12月 国指定史跡　カリンバ遺跡　図録 北海道恵庭市郷土資料館 A4
　青森

平成7年8月1日
五千年の時をこえて語り始めた縄文遺跡　森と海の都
「三内丸山」

企画集団ぷりずむ 三内丸山縄文発信の会 変型

　岩手
埼玉・岩手文化交流展　縄文の風景－大地と呪術 岩手県立博物館 変型
御所野縄文公園 一戸町教育委員会 A4



　宮城
平成12年3月30日 縄文時代の日本列島－自然との共生－（春季特別展） 東北歴史博物館 A4

　秋田
平成16年3月31日 展示図録 大湯ストーンサークル館 A4

　福島
昭和57年3月20日 棚倉町史　第1巻 棚倉町教育委員会 棚倉町 A5
昭和53年3月25日 棚倉町史　第2巻 棚倉町町史編さん室 棚倉町 A5
昭和55年11月25日 棚倉町史　第4巻 棚倉町教育委員会 棚倉町 A5
昭和54年3月25日 棚倉町史　第5巻 棚倉町教育委員会 棚倉町 A5
昭和54年12月25日 棚倉町史　第6巻 棚倉町教育委員会 棚倉町 A5

　東京

昭和54年7月31日 東京百年史　第1巻
東京百年史編集委員
会編、東京都著

ぎょうせい A5

東京百年史　第1巻　附図 3点 付袋
　－1　承応江戸図 鋪
　－2　江戸城本丸西の丸総絵図 鋪
　－3　江戸朱引図 鋪

昭和54年7月31日 東京百年史　第2巻
東京百年史編集委員
会編、東京都著

ぎょうせい A5

昭和54年7月31日 東京百年史　第3巻
東京百年史編集委員
会編、東京都著

ぎょうせい A5

昭和54年7月31日 東京百年史　第4巻
東京百年史編集委員
会編、東京都著

ぎょうせい A5

昭和54年7月31日 東京百年史　第5巻
東京百年史編集委員
会編、東京都著

ぎょうせい A5

昭和54年7月31日 東京百年史　第6巻
東京百年史編集委員
会編、東京都著

ぎょうせい A5

昭和55年2月20日 東京百年史　別巻　年表・索引
東京百年史編集委員
会編、東京都著

ぎょうせい A5

平成23年3月31日
東京の文化財　第111号　東京都教育庁地域教育支援
部管理課

東京都教育庁地域教育支援
部管理課

A4

平成24年3月31日
東京の文化財　第113号　東京都教育庁地域教育支援
部管理課

東京都教育庁地域教育支援
部管理課

A4

平成24年9月30日
東京の文化財　第114号　東京都教育庁地域教育支援
部管理課

東京都教育庁地域教育支援
部管理課

A4

平成24年6月8日 たまのよこやま89 東京都埋蔵文化財センター A4
平成24年10月15日 たまのよこやま90 東京都埋蔵文化財センター A4
平成25年1月31日 たまのよこやま91 東京都埋蔵文化財センター A4

平成11年3月31日
江戸東京たてもの園　資料目録1　江戸東京たてもの
園考古資料一覧　－旧武蔵野郷土館収蔵資料－

財団法人東京都歴史文化財
団　東京都江戸東京博物館
分館　江戸東京たてもの園

A4

平成4年3月1日 足立風土記資料　古文書史料集1　永野家文書　一
足立風土記編さん委
員会・足立区立郷土
博物館

足立区教育委員会 A5



平成4年3月1日 足立風土記資料　金石文1　記念碑等
足立風土記編さん委
員会・足立区立郷土
博物館

足立区教育委員会 B5

平成4年3月1日 足立風土記資料　民俗2　人生儀礼
足立風土記編さん委
員会・足立区立郷土
博物館

足立区教育委員会 B5

平成4年3月31日 区制60周年記念　絵でみる年表　足立風土記
足立風土記編さん委
員会・足立区立郷土
博物館

足立区教育委員会 B5 付索引

平成18年10月1日
開館20周年記念特別展図録　葵の御威光－江戸近郊徳
川領の歴史と伝説－

足立区教育委員会文化課・
足立区立郷土博物館

A4

平成20年9月22日 平成20年度　企画展「板橋と光学」 板橋区立郷土資料館 A4

平成22年10月8日
平成22年度　秋季特別展「板橋と光学」Vol.2　－国
産35mm一眼レフ誕生の地・板橋－

板橋区立郷土資料館 A4

平成15年10月12日
動物と考古学－動物意匠の遺物を中心に（特別展図
録）

大田区立郷土博物館 大田区 A4

平成20年10月12日
雪ヶ谷貝塚　縄文時代前期の文化と環境（特別展図
録）

大田区立郷土博物館 大田区 A4

平成18年3月6日 葛西城　ⅩⅩⅤ 葛飾区教育委員会 A4
平成13年10月30日 開館10周年記念特別展「源頼朝と葛西氏」展示図録 葛飾区郷土と天文の博物館 A4

平成5年3月20日 北区教育史　資料編　第1集
北区教育史編纂調査
会

東京都北区教育委員会 B5

平成5年3月20日
戦争中の子どもたち　北区教育史　資料編第1集　作
品集

北区教育史編纂調査
会

東京都北区教育委員会 B5
第1集と同函
入

平成6年2月20日 北区教育史　資料編　第2集
北区教育史編纂調査
会

東京都北区教育委員会 B5

平成6年3月20日 北区教育史　資料編　第3集
北区教育史編纂調査
会

東京都北区教育委員会 B5

平成7年3月20日 北区教育史　通史編
北区教育史編纂調査
会

東京都北区教育委員会 B5

平成7年3月20日 北区教育史　通史編別巻
北区教育史編纂調査
会

東京都北区教育委員会 B5
通史編と同函
入

平成7年3月20日 北区の子ども－北区教育史読本－
北区教育史編纂調査
会

東京都北区教育委員会 A5

平成14年10月11日 秋期企画展　七社神社前遺跡の‘諸磯’集落 北区飛鳥山博物館 東京都北区教育委員会 A4

平成25年3月28日 シリーズ　古老が語る北区 1　北区を想う
北本正雄述　「北区
を想う」編集委員会
編

東京都北区立中央図書館 A5

平成3年3月 江東の昭和史 東京都江東区 B5

平成25年10月15日
平成25年度文化財特別展　鎌倉と江戸　－中世と近世
の武士－

千代田区立日比谷図
書文化館　文化財事
務室

千代田区教育委員会 A4

平成27年11月1日
第1回　国分寺市・坂戸市合同企画展　東山道武蔵路
を探る　～路でつながる古代の国分寺と坂戸～

国分寺市教育委員会・坂戸
市教育委員会

A4



平成5年3月31日
多摩市史叢書（8）　多摩市の自然（地学・植物目
録・動物）

多摩市史編集委員会 多摩市 B5

平成12年3月31日 図説　調布の歴史
調布市市史編集委員
会

調布市 B5

平成14年3月31日 東村山市史　1　通史編　上巻
東村山市史編さん委
員会

東村山市 A5

平成15年9月30日 東村山市史　2　通史編　下巻
東村山市史編さん委
員会

東村山市 A5

平成10年3月31日 東村山市史　3　資料編　自然
東村山市史編さん委
員会

東村山市 B5

平成11年3月31日 東村山市史　4　資料編　民俗
東村山市史編さん委
員会

東村山市 A5

平成13年3月30日 東村山市史　5　資料編　考古
東村山市史編さん委
員会

東村山市 B5

平成8年3月31日 東村山市史　6　資料編　古代・中世
東村山市史編さん委
員会

東村山市 A5

平成8年3月31日 東村山市史　7　資料編　近世1
東村山市史編さん委
員会

東村山市 A5

平成11年3月31日 東村山市史　8　資料編　近世2
東村山市史編さん委
員会

東村山市 A5

平成7年3月31日 東村山市史　9　資料編　近代1
東村山市史編さん委
員会

東村山市 A5

平成12年3月31日 東村山市史　10　資料編　近代2
東村山市史編さん委
員会

東村山市 A5

平成9年3月31日 東村山市史　11　資料編　現代
東村山市史編さん委
員会

東村山市 A5

平成6年12月26日 東村山市史　図説
東村山市史編さん委
員会

東村山市 B5

平成6年3月31日 東村山市史調査資料　第2集　小町家文書目録 東村山市 B5
平成8年3月31日 東村山市史調査資料　第4集　江藤又次家文書目録 東村山市 B5
平成9年3月31日 東村山市史調査資料　第5集　御用留件名目録 東村山市 B5
平成17年3月31日 東村山市史調査資料　第6集　江藤昌明家文目録 東村山市 B5

平成8年3月31日 東村山市史研究　第4号
東村山市史編さん委
員会

東村山市 A5

平成8年3月31日 東村山市史研究　第5号
東村山市史編さん委
員会

東村山市 A5

平成9年3月31日 東村山市史研究　第6号
東村山市史編さん委
員会

東村山市 A5

平成10年3月31日 東村山市史研究　第7号
東村山市史編さん委
員会

東村山市 A5

平成11年3月31日 東村山市史研究　第8号
東村山市史編さん委
員会

東村山市 A5

平成12年3月31日 東村山市史研究　第9号
東村山市史編さん委
員会

東村山市 A5



平成13年3月30日 東村山市史研究　第10号
東村山市史編さん委
員会

東村山市 A5

平成14年3月31日 東村山市史研究　第11号
東村山市史編さん委
員会

東村山市 A5

平成15年3月31日 東村山市史研究　第12号
東村山市史編さん委
員会

東村山市 A5

平成16年3月31日 東村山市史研究　第13号
東村山ふるさと歴史
館

東村山市 A5

平成17年3月31日 東村山市史研究　第14号
東村山ふるさと歴史
館

東村山市 A5

平成13年3月28日
東村山市文化財調査報告　第3集　ひがしむらやま文
化財風土記

東村山市教育委員会 A4

平成10年3月31日
東村山市埋蔵文化財調査報告　第5集　笹塚遺跡－
1990・1992－

笹塚遺跡調査団（代
表：戸沢充則）

東村山市教育委員会 A4

平成12年3月31日 野行南遺跡　1996年度調査 野行南遺跡調査団 東村山市教育委員会 A4

平成15年8月31日
東村山市埋蔵文化財調査報告　第7集　下沢遺跡2010
年度調査地点－集合住宅の建設工事に伴う遺跡の発掘
調査報告書－

新井サク・テイケイトレー
ド株式会社埋蔵文化財事業
部

A4

平成2年3月30日 中の割遺跡－都営東村山住宅－ 中の割遺跡調査団 東村山市遺跡調査会 A4
平成22年3月31日 下宅部遺跡Ⅲ 東村山市遺跡調査会 A4

平成11年2月1日
府中市埋蔵文化財調査報告　第21集　武蔵国府関連遺
跡調査報告21　－高倉・美好町地域の調査5－

府中市教育委員会 A4

平成11年2月1日
府中市埋蔵文化財調査報告　第22集　武蔵国府関連遺
跡調査報告22　－国府地域の調査18－　武蔵国分寺跡
調査報告2　－南方地域の調査2－

府中市教育委員会 A4

平成11年2月1日
府中市埋蔵文化財調査報告　第23集　武蔵国府関連遺
跡調査報告23　－国府地域の調査19－　天神町遺跡調
査報告3

府中市教育委員会 A4

平成11年2月1日
府中市埋蔵文化財調査報告　第24集　武蔵国府関連遺
跡調査報告24　－高倉・美好町地域の調査6－

府中市教育委員会 A4

平成11年3月1日
府中市埋蔵文化財調査報告　第25集　武蔵国府関連遺
跡調査報告25　－高倉・美好町地域の調査7－　武蔵
国分寺跡調査報告3　－関東地域の調査1－

府中市教育委員会 A4

平成11年12月1日
府中市埋蔵文化財調査報告　第26集　武蔵国府関連遺
跡調査報告26　－国府地域の調査20－　府中島忠日鋼
町店建設に伴う事前調査　第1分冊

府中市教育委員会 A4 付図

平成11年12月1日
府中市埋蔵文化財調査報告　第26集　武蔵国府関連遺
跡調査報告26　第2分冊　「遺跡のじょうずな楽しみ
方」

府中市教育委員会 A4

平成12年3月1日
府中市埋蔵文化財調査報告　第27集　朝日町遺跡調査
報告1

府中市教育委員会 A4

平成12年3月1日

府中市埋蔵文化財調査報告　第28集　武蔵国府関連遺
跡調査報告27　－高倉・美好町地域の調査8－　武蔵
国分寺跡調査報告4　－北西地域（多摩蘭坂遺跡）の
調査1－

府中市教育委員会 A4



平成16年2月1日
府中市埋蔵文化財調査報告　第32集　武蔵国府関連遺
跡調査報告30　－国府地域の調査22－

府中市教育委員会 A4

平成16年7月 東京都府中市　武蔵国府関連遺跡調査報告 府中市教育委員会 A4
平成16年7月 東京都府中市　武蔵国府関連遺跡調査報告（その2） 府中市教育委員会 A4

平成15年12月 東京都府中市　東京競馬場発掘調査概報2
日本中央競馬会東京競馬場
府中市教育委員会

A4

平成24年7月
ふるさと府中の歴史・文化遺産を訪ねて－No.1　国史
跡　武蔵国府跡－国衙地区－

府中市文化スポーツ部ふる
さと文化財課

A4

平成22年3月
ふるさと府中の歴史・文化遺産を訪ねて－No.2　国史
跡　武蔵府中熊野神社古墳

府中市文化スポーツ部文化
振興課文化財係

A4

平成18年10月
特別展解説書　むらやまの中世　－市内に残る板碑と
中世陶器－

武蔵村山市教育委員会（武
蔵村山市立歴史民俗資料
館）

A4

平成20年9月 しょうけい館年報　平成18年度（第1号）
しょうけい館　戦傷病者史
料館

A4

平成20年12月 しょうけい館年報　平成19年度（第2号）
しょうけい館　戦傷病者史
料館

A4

平成21年10月 しょうけい館年報　平成20年度（第3号）
しょうけい館　戦傷病者史
料館

A4

平成12年8月 昭和館館報　第1号（平成11年度） 昭和館 A4
平成16年10月 昭和館館報　第5号（平成15年度） 昭和館 A4
平成20年10月 昭和館館報　第9号（平成19年度） 昭和館 A4
平成21年10月 昭和館館報　第10号（平成20年度） 昭和館 A4
平成22年10月 昭和館館報　第11号（平成21年度） 昭和館 A4
平成24年10月 昭和館館報　第13号（平成23年度） 昭和館 A4
平成25年10月 昭和館館報　第14号（平成24年度） 昭和館 A4
昭和29年7月 昭和館館報　第18号（平成28年度） 昭和館 A4
平成30年7月 昭和館館報　第19号（平成29年度） 昭和館 A4
平成20年3月1日 戦中・戦後のくらし　昭和館　第2版 昭和館 A4
平成20年3月1日 伝えておきたい昭和のくらし　第3版 昭和館 B5

平成26年8月

登録有形文化財（建造物）に関する　2014年度全国市
町村アンケート調査　慨報　首都大学東京傾斜的研究
費（学長裁量枠・戦略支援）「登録文化財制度を使っ
たまちづくりの可能性」

首都大学東京大学院都市環
境科学研究科教授　研究代
表者山田　幸正

A4

1985年11月1日初版
1990年3月25日再版

図説　中央大学　1885→1985 中央大学 A4

平成18年10月6日
明治大学博物館2006年度特別展　掘り出された＜子ど
も＞の歴史－石器時代から江戸時代まで－

明治大学博物館 A4

昭和49年6月30日 幽遠山誌 倉　侃茲 玄信寺 A5
　神奈川

平成8年6月 神奈川県立公文書館規程集 神奈川県立公文書館 A4

平成20年3月31日 神奈川県歴史資料取扱機関連絡協議会　会報　第33号
神奈川県歴史資料取扱機関
連絡協議会

A4

平成23年3月31日 神奈川県歴史資料取扱機関連絡協議会　会報　第37号
神奈川県歴史資料取扱機関
連絡協議会

A4



平成24年4月1日 神奈川県歴史資料取扱機関連絡協議会　会報　第38号
神奈川県歴史資料取扱機関
連絡協議会

A4

平成25年3月31日 神奈川県歴史資料取扱機関連絡協議会　会報　第39号
神奈川県歴史資料取扱機関
連絡協議会

A4

平成26年3月31日 神奈川県歴史資料取扱機関連絡協議会　会報　第40号
神奈川県歴史資料取扱機関
連絡協議会

A4

平成27年3月31日 神奈川県歴史資料取扱機関連絡協議会　会報　第41号
神奈川県歴史資料取扱機関
連絡協議会

A4

平成28年3月31日 神奈川県歴史資料取扱機関連絡協議会　会報　第42号
神奈川県歴史資料取扱機関
連絡協議会

A4

平成29年3月31日 神奈川県歴史資料取扱機関連絡協議会　会報　第43号
神奈川県歴史資料取扱機関
連絡協議会

A4

平成30年3月31日 神奈川県歴史資料取扱機関連絡協議会　会報　第44号
神奈川県歴史資料取扱機関
連絡協議会

A4

平成10年3月13日 小田原市史　通史編　原始古代中世 小田原市 A5 別冊付録
平成11年3月15日 小田原市史　通史編　近世 小田原市 A5
平成13年3月28日 小田原市史　通史編　近現代 小田原市 A5
平成7年3月15日 小田原市史　史料編　原始古代中世Ⅰ 小田原市 A5
平成5年3月31日 小田原市史　史料編　中世Ⅲ　小田原北条２ 小田原市 A5
平成7年12月20日 小田原市史　史料編　近世Ⅰ　藩政 小田原市 A5
平成2年10月31日 小田原市史　史料編　近世Ⅲ　藩領２ 小田原市 A5 付録
平成3年3月31日 小田原市史　史料編　近代Ⅰ 小田原市 A5 付録
平成5年3月31日 小田原市史　史料編　近代Ⅱ 小田原市 A5 付図
平成9年3月15日 小田原市史　史料編　現代 小田原市 A5
平成7年10月15日 小田原市史　別編　城郭 小田原市 B5
平成13年12月20日 小田原市史　別編　自然 小田原市 B5
平成15年3月20日 小田原市史　別編　年表 小田原市 B5

平成2年7月20日 おだわら―歴史と文化―　4
小田原市役所企画調整部文
化室

A5

平成6年3月1日 おだわら―歴史と文化―　7
小田原市役所企画部市史編
さん室

A5

平成7年2月10日 おだわら―歴史と文化―　8
小田原市役所企画部市史編
さん室

A5

平成9年3月14日 おだわら―歴史と文化―　10
小田原市役所企画部市史編
さん室

A5

平成10年3月13日 おだわら―歴史と文化―　11
小田原市役所企画部市史編
さん室

A5

平成11年3月15日 おだわら―歴史と文化―　12
小田原市役所企画部市史編
さん課

A5

平成12年3月15日 おだわら―歴史と文化―　13
小田原市役所企画部市史編
さん課

A5

平成18年3月15日
小田原の遺跡探訪シリーズ1　羽根尾遺跡群　－羽根
尾貝塚・羽根尾横穴墓群と周辺遺跡－

小田原市教育委員会 A5

平成19年3月15日
小田原の遺跡探訪シリーズ2　久野諏訪ノ原丘陵の遺
跡　－久野古墳群と周辺遺跡－

小田原市教育委員会 A5



平成20年3月21日
小田原の遺跡探訪シリーズ3　千代遺跡群　－千代台
地にひろがる原始・古代の遺跡－

小田原市教育委員会 A5 付図

平成21年3月27日
小田原の遺跡探訪シリーズ4　永塚遺跡群と下曽我遺
跡　－川辺に営まれた地域拠点－

小田原市教育委員会 A5

平成22年3月15日
小田原の遺跡探訪シリーズ5　高田遺跡群・不堀方形
居館　－古代高田郷と中世の居館－

小田原市教育委員会 A5

平成23年3月24日
小田原の遺跡探訪シリーズ6　国府津三ツ俣遺跡　－
相模湾をのぞむ集落遺跡－

小田原市教育委員会 A5

平成24年3月29日
小田原の遺跡探訪シリーズ7　史跡石垣山（石垣山一
夜城）早川石丁場群関白沢支群

小田原市教育委員会 A5

平成4年3月 秦野市史　通史3　近代 秦野市 A5
昭和63年12月 秦野市史　通史4　現代 秦野市 A5
平成16年12月 秦野市史　通史5　現代（2） 秦野市 A5

平成15年3月28日
新聞記事目録（神奈川新聞）　〔第6集〕昭和41年1月
～昭和50年12月

秦野市総務部文書法
制課市史編さん班

秦野市 A4

平成13年3月30日
新聞記事目録（神奈川新聞）　〔第7集〕昭和51年1月
～昭和60年12月

秦野市総務部情報課
市史編さん担当

秦野市 A4

平成12年3月 秦野市史研究　第19号
秦野市史編さん委員
会

秦野市 A5

平成13年3月 秦野市史研究　第20号
秦野市史編さん委員
会

秦野市 A5

平成14年3月 秦野市史研究　第21号
秦野市史編さん委員
会

秦野市 A5

平成15年3月 秦野市史研究　第22号
秦野市史編さん委員
会

秦野市 A5

平成16年3月 秦野市史研究　第23号
秦野市史編さん委員
会

秦野市 A5

平成17年3月 秦野市史研究　第24号
秦野市史編さん委員
会

秦野市 A5

平成18年3月 秦野市史研究　第25号
秦野市史編さん委員
会

秦野市 A5

平成19年3月 秦野市史研究　第26号
秦野市史編さん委員
会

秦野市 A5

平成20年3月 秦野市史研究　第27号
生涯学習課市史編さ
ん室

秦野市 A5

平成10年9月 丹沢　山のものがたり 秦野市 A5
昭和58年10月1日 藤沢－わがまちのあゆみ－ 児玉幸多 藤沢市文書館 A5
昭和50年3月3日 町制五十周年記念　葉山町郷土史 高梨　炳 葉山町 A5

昭和59年3月 新聞記事目録　第1集
湯河原町企画課町史
編集室

湯河原町 B5

平成22年1月16日
東京・神奈川・埼玉埋蔵文化財関係財団普及連携事業
公開セミナー　よみがえる古代東国の鉄文化－相模・
武蔵の発掘調査成果から

財団法人かながわ考古学財
団

A4

平成31年1月20日
平成30年度　東京・神奈川・埼玉埋蔵文化財関係財団
普及連携事業　公開セミナー　遺跡が語る天変地異－

公益財団法人　かながわ考
古学財団

A4



　千葉
平成7年11月10日 千葉県立関宿城博物館　常設展示図録 千葉県立関宿城博物館 A4

平成12年5月31日
利根川改修史の基礎的調査　－利根川水系を描いた絵
図と利根川に関する文献目録－

千葉県立関宿城博物館 A4

平成元年3月31日 収蔵文書目録  第2集　鴨川市横渚　永井家文書目録 千葉県文書館 B5
平成2年3月31日 収蔵文書目録  第3集　横芝町北清水 伊藤家文書目録 千葉県文書館 B5
平成3年3月31日 収蔵文書目録  第4集　諸家文書目録　1 千葉県文書館 B5
平成4年3月31日 収蔵文書目録  第5集　諸家文書目録　2 千葉県文書館 B5
平成5年3月31日 収蔵文書目録  第6集　諸家文書目録　3 千葉県文書館 B5
平成6年3月31日 収蔵文書目録  第7集　諸家文書目録　4 千葉県文書館 B5

平成10年3月31日
収蔵文書目録　第11集　大多喜町下大多喜　清水
（友）家文書目録（上）

千葉県文書館 B5

平成11年3月31日
収蔵文書目録　第12集　大多喜町下大多喜　清水
（友）家文書目録（下）

千葉県文書館 B5

平成12年3月31日 収蔵文書目録　第13集　諸家文書目録　5 千葉県文書館 B5
平成13年3月31日 収蔵文書目録　第14集　市原市飯沼　立野家文書目録 千葉県文書館 B5

平成14年3月31日
収蔵文書目録　第15集  市原市中野　大室家・中村
（信）家文書目録

千葉県文書館 B5

平成10年3月31日 旧源村役場文書目録　第1集 千葉県文書館 A4

平成22年3月31日 千葉史協だより　第31号
千葉県史料保存活用連絡協
議会

A4

平成23年3月31日 千葉史協だより　第33号
千葉県史料保存活用連絡協
議会

A4

平成23年10月28日 千葉史協だより　第34号
千葉県史料保存活用連絡協
議会

A4

平成24年3月30日 千葉史協だより　第35号
千葉県史料保存活用連絡協
議会

A4

平成24年10月26日 千葉史協だより　第36号
千葉県史料保存活用連絡協
議会

A4

平成25年3月29日 千葉史協だより　第37号
千葉県史料保存活用連絡協
議会

A4

平成26年2月28日 千葉史協だより　第38号
千葉県史料保存活用連絡協
議会

A4

平成26年3月26日 千葉史協だより　第39号
千葉県史料保存活用連絡協
議会

A4

平成27年11月28日 千葉史協だより　第40号
千葉県史料保存活用連絡協
議会

A4

平成27年3月23日 千葉史協だより　第41号
千葉県史料保存活用連絡協
議会

A4

平成27年10月20日 千葉史協だより　第42号
千葉県史料保存活用連絡協
議会

A4

平成28年3月30日 千葉史協だより　第43号
千葉県史料保存活用連絡協
議会

A4

平成29年1月30日 千葉史協だより　第44号
千葉県史料保存活用連絡協
議会

A4



平成29年3月31日 千葉史協だより　第45号
千葉県史料保存活用連絡協
議会

A4

平成29年12月25日 千葉史協だより　第46号
千葉県史料保存活用連絡協
議会

A4

平成30年3月30日 千葉史協だより　第47号
千葉県史料保存活用連絡協
議会

A4

平成31年1月25日 千葉史協だより　第48号
千葉県史料保存活用連絡協
議会

A4

平成31年3月25日 千葉史協だより　第49号
千葉県史料保存活用連絡協
議会

A4

平成24年11月24日 平成24年度特別展　漆　-その歴史と文化- 千葉市立郷土博物館 A4

平成18年2月24日
平成16年度　財団法人 印旛郡市文化財センター年報
21

財団法人 印旛郡市文化財
センター

A4

平成28年3月 印旛郡市地域史料保存利用連絡協議会　会報　第20号
印旛郡市地域史料保存利用
連絡協議会

A4

（平成28年3月） 会報第20号別冊　歴史公文書選別収集基準
印旛郡市地域史料保存利用
連絡協議会

A4

平成13年3月30日 佐原山車祭調査報告書 佐原市教育委員会 A4

平成20年3月25日
流山市埋蔵文化財調査報告Voｌ.40　流山市　三輪野
山貝塚発掘調査概要報告書

流山市教育委員会 A4

平成27年3月31日
流山市埋蔵文化財調査報告Voｌ.55　流山市　三輪野
遺跡群発掘調査概要報告書

流山市教育委員会 A4

平成27年3月25日
流山市埋蔵文化財調査報告Voｌ.60　平成26・27年度
流山市内遺跡発掘調査報告書

流山市教育委員会 A4

平成29年3月30日
流山市埋蔵文化財調査報告Voｌ.61　千葉県流山市
加村台遺跡K地点発掘調査報告書

大成エンジニアリン
グ株式会社

有限会社常陽エステート A4

平成30年3月23日
流山市埋蔵文化財調査報告Vol.62　平成28年度　流山
市市内遺跡発掘調査報告書　Ⅰ　小谷貝塚Ｋ地点　Ⅱ
上新宿寺前遺跡(2)・上新宿野馬土手(4)

流山市教育委員会 A4

平成31年3月22日
流山市埋蔵文化財調査報告　Vol.63　平成29年度　流
山市市内遺跡発掘調査報告書

流山市教育委員会 A4

平成22年3月26日 野田市史　資料編　古代・中世1
野田市史編さん委員
会

野田市 B5

平成26年9月30日 野田市史　資料編　近世1
野田市史編さん委員
会

野田市 B5

平成24年10月31日 野田市史　資料編　近現代1 野田市史編さん委員会 B5

平成31年2月21日 野田市史　資料編　近現代2
野田市史編さん委員
会

野田市 B5

昭和55年8月7日 富津市史　史料集二
富津市史編さん委員
会

富津市 A5

昭和57年3月31日 富津市史　通史
富津市史編さん委員
会

富津市 A5

平成18年3月8日
千葉県匝瑳郡光町　虫生の民俗　文化史実習Ⅱ（民俗
学）　平成16・17年度成果報告書

成城大学文芸学部文化史学
科

B5



平成6年7月31日 山武考古学研究所年報　№12（千葉県） 山武考古学研究所 B5
平成11年6月30日 山武考古学研究所年報　№17（千葉県） 山武考古学研究所 B5

　茨城
昭和60年3月30日 茨城県史＝近世編 茨城県史編集委員会 茨城県 A5

平成20年3月31日
茨城県市町村史料保存活用連絡協議会会報　うばら
第24号

茨城県市町村史料保存活用
連絡協議会

A4

昭和54年10月13日
開館5周年記念特別展　関東の藤原彫刻－定朝様式像
を中心に－

茨城県歴史館 B5

平成23年6月15日 自然博物館ニュース　Ａ・ＭＵＳＥＵＭ　vol.67
ミュージアムパーク
茨城県自然博物館企
画課

ミュージアムパーク茨城県
自然博物館

A4

平成24年3月10日 自然博物館ニュース　Ａ・ＭＵＳＥＵＭ　vol.70
ミュージアムパーク
茨城県自然博物館企
画課

ミュージアムパーク茨城県
自然博物館

A4

平成24年9月15日 自然博物館ニュース　Ａ・ＭＵＳＥＵＭ　vol.72
ミュージアムパーク
茨城県自然博物館企
画課

ミュージアムパーク茨城県
自然博物館

A4

平成27年12月15日 自然博物館ニュース　Ａ・ＭＵＳＥＵＭ　vol.85
ミュージアムパーク
茨城県自然博物館企
画課

ミュージアムパーク茨城県
自然博物館

A4

平成28年6月15日 自然博物館ニュース　Ａ・ＭＵＳＥＵＭ　vol.87
ミュージアムパーク
茨城県自然博物館企
画課

ミュージアムパーク茨城県
自然博物館

A4

平成29年3月18日 自然博物館ニュース　Ａ・ＭＵＳＥＵＭ　vol.90
ミュージアムパーク
茨城県自然博物館企
画課

ミュージアムパーク茨城県
自然博物館

A4

平成29年9月15日 自然博物館ニュース　Ａ・ＭＵＳＥＵＭ　vol.92
ミュージアムパーク
茨城県自然博物館企
画課

ミュージアムパーク茨城県
自然博物館

A4

平成29年12月15日 自然博物館ニュース　Ａ・ＭＵＳＥＵＭ　vol.93
ミュージアムパーク
茨城県自然博物館企
画課

ミュージアムパーク茨城県
自然博物館

A4

平成30年3月15日
自然博物館ニュース　Ａ・ＭＵＳＥＵＭ　vol.94
ミュージアムパーク茨城県自然博物館

ミュージアムパーク茨城県
自然博物館

A4

平成31年3月15日
自然博物館ニュース　Ａ・ＭＵＳＥＵＭ　vol.98
ミュージアムパーク茨城県自然博物館

ミュージアムパーク茨城県
自然博物館

A4

令和元年9月27日
自然博物館ニュース　Ａ・ＭＵＳＥＵＭ　vol.100
ミュージアムパーク茨城県自然博物館

ミュージアムパーク茨城県
自然博物館

A4

2008年 いばらきの博物館　2008 茨城県博物館協会 A4

平成14年10月20日 錦絵の中の将門
岩井市市制30周年記
念事業実行委員会

岩井市 B5

平成24年2月1日 広報　うしく 牛久市市民活動課 A4
平成24年7月1日 広報　うしく　2012.7.1 第1076号　茨城県牛久市 牛久市市民活動課 A4
平成19年3月31日 図説　伊奈のあゆみ　伊奈町史通史編 伊奈町史編纂委員会 つくばみらい市 A4 付録
昭和45年3月1日 郷土のあゆみ 伊奈村郷土史編纂委員会 A5



平成11年3月31日 伊奈町史　史料編三　－結城家文書－ 伊奈町史編纂委員会 伊奈町 A5

平成4年3月 伊奈町史文書目録　第1集
伊奈町教育委員会町
史編纂室

伊奈町教育委員会 B5

平成4年3月 伊奈町史文書目録　第2集
伊奈町教育委員会町
史編纂室

伊奈町教育委員会 B5

平成5年12月 伊奈町史文書目録　第3集
伊奈町教育委員会町
史編纂室

伊奈町教育委員会 B5

平成9年3月31日 伊奈町史文書目録　第4集　－近代・現代1－
伊奈町史編纂専門委
員会

伊奈町教育委員会 B5

平成8年3月31日 町史研究　伊奈の歴史　創刊号 伊奈町史編纂委員会 伊奈町 A5
平成9年3月31日 町史研究　伊奈の歴史　第2号 伊奈町史編纂委員会 伊奈町 A5
平成10年3月31日 町史研究　伊奈の歴史　第3号 伊奈町史編纂委員会 伊奈町 A5

平成13年3月31日 伊奈町の文化財・史跡（伊奈町文化財マップ）
伊奈町教育委員会町史編纂
室

鋪

1998年作成 間宮林蔵物語
伊奈町教育委員会　間宮林
蔵記念館

B6 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

間宮林蔵記念館
伊奈町教育委員会　間宮林
蔵記念館

1点 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

間宮林蔵 伊奈町教育委員会 A5 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

伊奈町立歴史公園　伊奈ガイドブック
茨城県伊奈町　伊奈町立歴
史館

1点 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

平成20年12月9日 取手市史　原始古代（考古）資料編
取手市史編さん委員
会

取手市 B5

昭和61年3月1日 取手市史　古代中世史料編
取手市史編さん委員
会

取手市 A5 付図

昭和57年3月15日 取手市史　近世史料編Ⅰ
取手市史編さん委員
会

取手市 A5 附表

昭和62年3月1日 取手市史　近世史料編Ⅱ
取手市史編さん委員
会

取手市 A5

平成元年3月1日 取手市史　近世史料編Ⅲ
取手市史編さん委員
会

取手市 A5

昭和63年3月1日 取手市史　近現代史料編Ⅰ
取手市史編さん委員
会

取手市 A5

平成2年3月1日 取手市史　近現代史料編Ⅱ
取手市史編さん委員
会

取手市 A5

昭和55年10月1日 取手市史　民俗編Ⅰ
取手市史編さん委員
会

取手市 A5

昭和60年3月1日 取手市史　民俗編Ⅱ
取手市史編さん委員
会

取手市 A5

昭和61年3月1日 取手市史　民俗編Ⅲ
取手市史編さん委員
会

取手市 A5

昭和55年10月1日 取手市史　民家編
取手市史編さん委員
会

取手市 B5

昭和61年3月1日 取手市史　植物編
取手市史編さん委員
会

取手市 B5 付図



昭和63年3月1日 取手市史　社寺編
取手市史編さん委員
会

取手市 B5

平成3年3月1日 取手市史　通史編Ⅰ
取手市史編さん委員
会

取手市 A5

平成4年3月1日 取手市史　通史編Ⅱ
取手市史編さん委員
会

取手市 A5

平成8年3月1日 取手市史　通史編Ⅲ
取手市史編さん委員
会

取手市 A5

昭和55年2月1日
取手市史資料目録　第3集　根本直治家文書・船橋図
書館文書

取手市史編さん委員会 B5

昭和61年3月31日
取手市史資料目録　第8集（「取手たより」新聞記事
目録）

取手市史編さん委員会 B5

昭和62年3月1日 取手市史資料目録　第9集　染野修家文書 取手市史編さん委員会 B5
昭和63年3月1日 取手市史資料目録　第10集　野口多蔵家文書 取手市史編さん委員会 B5
平成元年3月1日 取手市史資料目録　第11集　諸家文書 取手市史編さん委員会 B5

平成2年3月1日
取手市史資料目録　第12集　海老原光義家文書・山崎
英太郎家文書(追補)・染野修家文書

取手市史編さん委員
会

取手市 B5

平成2年3月1日 取手市史資料目録　第13集　染野修家文書
取手市史編さん委員
会

取手市 B5

平成3年3月1日
取手市史資料目録　第14集　竹内孝明家文書・福田勝
義家文書・野口多蔵家文書（追補）

取手市史編さん委員
会

取手市 B5

昭和52年10月15
日・昭和54年11月
30日再版

取手市史余録　創刊号 取手市史編さん委員会 A5

昭和53年11月30日 取手市史余録　第2号 取手市史編さん委員会 A5
昭和54年11月30日 取手市史余録　第3号 取手市史編さん委員会 A5
昭和57年3月15日 取手市史余録　第4号 取手市史編さん委員会 A5
昭和58年3月1日 取手市史余録　第5号 取手市史編さん委員会 A5
昭和59年3月1日 取手市史余録　第6号 取手市史編さん委員会 A5

平成17年
取手市埋蔵文化財センター　第17回企画展　人間の発
見　常総台地の旧石器文化

取手市埋蔵文化財センター A4

平成18年
取手市埋蔵文化財センター　第20回企画展　取手ゆか
りの人びと

取手市埋蔵文化財センター A4

平成19年
取手市埋蔵文化財センター　第21回記念企画展　2006
年　発掘と発見　茨城県内遺跡の発掘速報展

取手市教育委員会文化芸術
課／取手市埋蔵文化財セン
ター

A4

平成20年
第24回　取手市埋蔵文化財センター企画展　中妻貝塚
の発掘　縄文時代の研究と中妻貝塚

取手市埋蔵文化財センター A4

平成17年4月25日
水戸市埋蔵文化財調査報告　第2集　台渡里廃寺跡
－市道常磐17号線改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査
報告書(1)－

山武考古学研究所 水戸市教育委員会 A4

平成18年3月24日
水戸市埋蔵文化財調査報告　第4集　台渡里廃寺跡
－市道常磐17号線改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査
報告書(2)－

㈱東京航業研究所 水戸市教育委員会 A4



平成18年3月27日
水戸市埋蔵文化財調査報告　第5集　台渡里遺跡　－
集合住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－

㈲日考研茨城 水戸市教育委員会 A4

平成18年3月24日
水戸市埋蔵文化財調査報告　第6集　吉田古墳Ⅰ　－
史跡整備計画に伴う吉田古墳群第1号墳の第1次・第2
次発掘調査報告書－

水戸市教育委員会 A4 付図

平成18年3月24日
水戸市埋蔵文化財調査報告　第7集　大鋸町遺跡（第3
地点）　－市道浜田207号線側溝新設工事に伴う埋蔵
文化財発掘調査報告書－

㈱東京航業研究所 水戸市教育委員会 A4

平成19年3月26日
水戸市埋蔵文化財調査報告　第8集　圷遺跡（第3地
点）　－ヴィヴァンコート赤塚建設工事に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書－

㈱地域文化財コンサ
ルタント

水戸市教育委員会
㈱グリーン・ハウジング
㈱地域文化財コンサルタン
ト

A4

平成19年3月27日
水戸市埋蔵文化財調査報告　第9集　圷遺跡（第4地
点）　－プランタンコリーヌⅡ建設工事に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書－

日本窯業史研究所 水戸市教育委員会 A4

平成19年3月27日
水戸市埋蔵文化財調査報告　第10集　吉田古墳Ⅱ　－
史跡整備計画に伴う吉田古墳群第1古墳の第3次発掘調
査報告書－

水戸市教育委員会 A4 付図

平成19年3月27日
水戸市埋蔵文化財調査報告　第11集　平成17年度水戸
市内遺跡発掘調査報告書

水戸市教育委員会 A4

平成19年3月26日
水戸市埋蔵文化財調査報告　第12集　アラヤ遺跡（第
2地点）　－市道常磐10号線道路改良工事に伴う埋蔵
文化財発掘調査報告書－

㈱東京航業研究所 水戸市教育委員会 A4

平成19年3月26日
水戸市埋蔵文化財調査報告　第13集　米沢町遺跡（第
5地点）　－住宅展示場建設工事に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告書－

有限会社　日考研茨
城

水戸市教育委員会 A4

平成20年3月25日
水戸市埋蔵文化財調査報告　第14集　大串遺跡（第7
地点）　－介護老人保健施設建設工事に伴う埋蔵文化
財発掘調査報告書－

㈲　日考研茨城 水戸市教育委員会 A4

平成20年3月26日
水戸市埋蔵文化財調査報告　第15集　台渡里遺跡（第
39次調査）　－公共下水道工事に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告書－

㈱東京航業研究所 水戸市教育委員会 A4

平成20年6月30日
水戸市埋蔵文化財調査報告　第16集　渡里町遺跡（第
5地点）　－市道常磐31号線道路改良工事に伴う埋蔵
文化財発掘調査報告書－

㈱東京航業研究所 水戸市教育委員会 A4

平成20年6月30日
水戸市埋蔵文化財調査報告　第17集　渡里町遺跡（第
6地点）　－市道常磐34、275号線道路改良工事に伴う
埋蔵文化財発掘調査報告書－

株式会社　地域文化
財コンサルタント

水戸市教育委員会 A4

平成20年8月29日
水戸市埋蔵文化財調査報告　第18集　薄内遺跡（第1
地点）　－移動体通信基地局建設工事に伴う埋蔵文化
財発掘調査報告書－

㈲毛呂考古学研究所 水戸市教育委員会 A4

平成20年9月26日
水戸市埋蔵文化財調査報告　第19集 堀遺跡（第9地
点）　－宅地造成工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告
書－

有限会社　日考研茨
城

水戸市教育委員会 A4



平成21年3月20日
水戸市埋蔵文化財調査報告　第21集　台渡里1　－平
成18年度長者山地区範囲確認調査概報－

水戸市教育委員会 A4

平成21年3月26日
水戸市埋蔵文化財調査報告　第22集　平成18年度水戸
市内遺跡発掘調査報告書

水戸市教育委員会 A4

平成21年3月31日
水戸市埋蔵文化財調査報告　第23集　吉田古墳Ⅲ　－
史跡整備計画に伴う吉田古墳群第1号墳の第4・5次発
掘調査報告書－

水戸市教育委員会 A4 付図

平成21年3月31日
水戸市埋蔵文化財調査報告　第24集 町付遺跡（第1地
点）　－集合住宅建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査
報告書－

有限会社　毛野考古
学研修所

水戸市教育委員会 A4

平成21年3月31日
水戸市埋蔵文化財調査報告　第25集 東組遺跡（第1地
点）　－物販店舗建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査
報告書－

有限会社　毛野考古
学研修所

水戸市教育委員会 A4

平成21年3月31日
水戸市埋蔵文化財調査報告　第26集　荷鞍坂遺跡（第
1地点）－コンビニエンスストア建設工事に伴う埋蔵
文化財発掘調査報告書－

有限会社　毛野考古
学研究所

水戸市教育委員会 A4

平成21年3月30日
水戸市埋蔵文化財調査報告　第28集　雁沢遺跡（第1
地点）　－工事建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書－

㈲毛呂考古学研究所 水戸市教育委員会 A4

平成21年6月30日
水戸市埋蔵文化財調査報告　第29集　渡里町遺跡（第
8地点）　－市道常磐23、31、307号線公共下水道工事
に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－

株式会社　地域文化
財コンサルタント

水戸市教育委員会 A4

平成21年10月25日
水戸市埋蔵文化財調査報告　第32集　掘遺跡（第16地
点第1次）　－市道渡里48号線公共下水道工事に伴う
埋蔵文化財発掘調査報告書（1）－

株式会社　東京航業
研究所

水戸市教育委員会 A4

平成21年11月30日
水戸市埋蔵文化財調査報告　第33集　堀遺跡(第18地
点）　－市道渡里31、41号線公共下水道工事に伴う埋
蔵文化財発掘調査報告－

株式会社　地域文化
財研究所

水戸市教育委員会 A4

平成22年3月19日
水戸市埋蔵文化財調査報告　第35集　平成19年度水戸
市内遺跡発掘調査報告書

水戸市教育委員会 A4

平成22年3月19日
水戸市埋蔵文化財調査報告　第36集　笠原水道　－第
6次・10次・11次発掘調査報告書－

水戸市教育委員会 A4

平成23年1月21日
水戸市埋蔵文化財調査報告　第37集　台渡里3　－平
成19年～21年度長者山地区範囲確認調査概報－

水戸市教育委員会 A4

平成23年1月21日
水戸市埋蔵文化財調査報告　第38集　台渡里4　－宅
地造成工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書（台渡里
第64次）－

水戸市教育委員会 A4

平成23年1月21日
水戸市埋蔵文化財調査報告　第40集　台渡里5　－市
道常磐123号線道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調
査報告書（台渡里60次）－

㈱地域文化財研究所 水戸市教育委員会 A4

平成23年1月28日
水戸市埋蔵文化財調査報告　第42集　赤塚遺跡（第5
地点）　河和田住宅建替え事業（第5期）に伴う埋蔵
文化財発掘調査報告書

㈱地域文化財研究所 水戸市教育委員会 A4

平成23年4月25日
水戸市埋蔵文化財調査報告　第43集　平成20年度水戸
市内遺跡発掘調査報告書

水戸市教育委員会 A4



平成23年7月15日
水戸市埋蔵文化財調査報告　第44集　台渡里6　－公
共下水道工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書（台渡
里第81次・堀遺跡第29地点）

水戸市教育委員会 A4

平成24年8月31日
水戸市埋蔵文化財調査報告　第53集　圷遺跡（第16地
点）－宅地造成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

水戸市教育委員会 A4

平成25年3月31日
水戸市埋蔵文化財調査報告　第57集　台渡里13－市道
常磐16号線狭あい道路整備工事に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告書（2)（台渡里第102次）－

水戸市教育委員会 A4

平成25年6月14日
水戸市埋蔵文化財調査報告　第58集　台渡里14 　賃
貸住宅新築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書（台
渡里第104次）

テイケイトレード株
式会社

水戸市教育委員会 A4

平成25年4月30日
水戸市埋蔵文化財調査報告　第59集　吉田神社遺跡
（第1地点）　大型物販店舗建設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

水戸市教育委員会 A4

平成25年10月30日
水戸市埋蔵文化財調査報告　第60集　日新塾跡　－第
1次～第6次発掘調査報告書－

水戸市教育委員会 A4

平成23年4月28日
吉田古墳　国史跡追加指定記念連続講座　吉田古墳を
考える　記録集

水戸市教育委員会 A4

平成24年3月 水戸市埋蔵文化財包蔵地分布地図（平成24年度版） 水戸市教育委員会 A4

平成24年3月31日
台渡里官衙遺跡群国史跡追加指定記念シンポジウム
古代常陸の原像　－那賀郡の成立と台渡里官衙遺跡群
－記録集

水戸市教育委員会 A4

平成22年3月 国指定史跡　台渡里廃寺跡
水戸市教育委員会事務局文
化振興課文化財係兼世界遺
産推進係

A4 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

昭和63年3月31日 石下町史
石下町史編さん委員
会

石下町 A5

平成10年3月31日3
訂

桂村郷土誌　三訂版
桂村郷土誌改訂委員
会

茨城県東茨城郡桂村教育委
員会

B5

平成10年7月1日 町史研究　下総さかい　第4号 境町史編さん委員会 茨城県猿島郡境町 A5

昭和62年3月31日 藤代町史  民家編
藤代町史編さん委員
会

藤代町 B5

平成2年3月31日 藤代町史　通史編
藤代町史編さん委員
会

藤代町 B5

平成17年2月25日 藤代町史　暮らし編
藤代町史民俗調査員
会

藤代町 A4

平成2年3月20日
藤代町史　近世史料集（1） 災害を超えて－古文書に
見る－

藤代町史編さん委員
会

藤代町 A5

平成12年2月29日 藤代の歴史散歩 創刊号 藤代町史民俗調査会 藤代町 A5

平成9年3月15日 ふじしろの石仏
藤代町史編さん委員
会・藤代町史編さん
専門委員会

藤代町教育委員会 A4

笠間稲荷神社 笠間稲荷神社社務所 変型 冊子
笠間稲荷神社 笠間稲荷神社社務所 1点 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ



笠間稲荷神社（絵葉書） 1点 4葉入り
　群馬

平成19年1月 嬬恋郷土資料館 群馬県 B5 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ
嬬恋郷土資料館 群馬県 1点 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

平成30年3月
関東山地カモシカ保護地域　特別調査報告書　平成
28・29年度

群馬県教育委員会　埼玉県
教育委員会　東京都教育委
員会　山梨県教育委員会
長野県教育委員会

A4 付DVD

平成25年11月30日
群馬県市町村公文書等保存活用連絡協議会　会報
ねっと群文協　第31号

群馬県市町村公文書等保存
活用連絡協議会

A4

平成26年9月30日
群馬県市町村公文書等保存活用連絡協議会　会報
ねっと群文協　第33号

群馬県市町村公文書等保存
活用連絡協議会

A4

平成27年3月31日
群馬県市町村公文書等保存活用連絡協議会　会報
ねっと群文協　第34号

群馬県市町村公文書等保存
活用連絡協議会

A4

平成27年6月30日
群馬県市町村公文書等保存活用連絡協議会　会報
ねっと群文協　第35号

群馬県市町村公文書等保存
活用連絡協議会

A4

平成28年9月30日
群馬県市町村公文書等保存活用連絡協議会　会報
ねっと群文協　第37号

群馬県市町村公文書等保存
活用連絡協議会

A4

平成29年9月29日
群馬県市町村公文書等保存活用連絡協議会　会報
ねっと群文協　第39号

群馬県市町村公文書等保存
活用連絡協議会

A4

平成30年9月28日
群馬県市町村公文書等保存活用連絡協議会　会報
ねっと　群文協　第41号

群馬県市町村公文書等保存
活用連絡協議会

A4

平成15年10月18日 ストーンロード－縄文時代の黒曜石交易－
安中市ふるさと学習館（安
中市教育委員会文化振興
課）

A4

平成20年3月1日 伊勢崎市指定重要無形民俗文化財　倭文神社の田遊び 関孝夫執筆 倭文神社の田遊び保存会 A5

平成12年2月20日 第6回特別展　鍋について考える　展示解説図録
高崎市等広域市町村圏振興
整備組合立　かみつけの里
博物館

A4

平成15年10月25日 第11回特別展　帆立貝形古墳を考える
高崎市等広域市町村圏振興
整備組合立　かみつけの里
博物館

A4

平成17年10月23日
第13回特別展　高崎藩の考古学　－近世城郭、城下町
を読み解く

高崎市等広域市町村圏振興
整備組合立　かみつけの里
博物館

A4 付図

平成18年10月23日
第12回特別展　1108　－浅間山噴火、中世への胎動
展示解説図録

高崎市等広域市町村圏振興
整備組合立　かみつけの里
博物館

A4

平成19年10月21日
第16回　特別展　最新の遺跡発掘調査からみた　江戸
時代、浅間山大噴火。

高崎市等広域市町村圏振興
整備組合立　かみつけの里
博物館

A4

平成20年9月28日
第17回特別展　力士の考古学　相撲は、古墳時代に伝
来した。

高崎市等広域市町村圏振興
整備組合立　かみつけの里
博物館

A4



平成28年11月26日
第25回特別展　榛名山に祈る　榛名神社をめぐるモノ
とヒト

かみつけの里博物館 A4

平成29年10月28日
第26回特別展　小さな石のものがたり　石製模造品か
ら見るぐんまの古墳時代

かみつけの里博物館 A4

　栃木

平成25年3月22日
足利市埋蔵文化財調査報告　第64集　奥戸遺跡発掘調
査の調査報告

足利市教育委員会事務局
文化課

A4

平成25年3月15日
足利市埋蔵文化財調査報告　第65集　宇津木遺跡第2
次調査報告書　－消防西分署建設に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告－

株式会社ノガミ関東
支店

足利市教育委員会 A4

平成27年3月
足利市埋蔵文化財発掘調査報告書　第67集　掘りださ
れた足利の歴史　－平成25年度　足利市埋蔵文化財発
掘調査レポ－ト－

足利市教育委員会事務局
文化課文化財保護・世界遺
産推進担当

A4

平成28年3月
足利市埋蔵文化財発掘調査報告　第68集　掘りだされ
た足利の歴史　－平成26年度　足利市埋蔵文化財発掘
調査レポ－ト－

足利市教育委員会事務局
文化課文化財保護・世界遺
産推進担当

A4

平成29年1月
足利市埋蔵文化財発掘調査報告　第69集　掘りだされ
た足利の歴史　－平成27年度　足利市埋蔵文化財発掘
調査レポート－

足利市教育委員会事務局
文化課文化財保護・世界遺
産推進担当

A4

平成29年3月22日
足利市埋蔵文化財発掘調査報告　第70集　史跡足利学
校跡西側隣接地発掘調査報告書　－第1次～第3次発掘
調査の調査報告－

足利市教育委員会事務局
文化課

A4

平成29年6月
足利市埋蔵文化財発掘調査報告　第71集　掘りだされ
た足利の歴史　－平成28年度　足利市埋蔵文化財発掘
調査レポート－

足利市教育委員会事務局
文化課文化財保護・世界遺
産推進担当

A4

平成29年3月28日
足利市埋蔵文化財調査報告　第72集　行基平山頂古墳
発掘調査報告書　－第1次～第4次発掘調査の調査報告
－

足利市教育委員会事務局
文化課

A4

平成31年度3月
足利市埋蔵文化財発掘調査報告73集　掘りだされた足
利の歴史　－平成29年度　足利市埋蔵文化財発掘調査
レポート-

足利市教育委員会事務局文
化課文化財保護・世界遺産
推進担当

A4

（平成28年11月19
日・20日）

足利の文化財一斉公開　2016
足利の文化財一斉公開実行
委員会・足利市教育委員会

A4

昭和54年12月20日 日光市史  上巻
日光市史編さん委員
会

日光市 A5

昭和51年5月15日 上三川町の古代史 上三川町文化財研究会 B6
昭和60年9月14日・
平成4年2月1日改訂

明治の開拓と那須疏水　水は荒野をうるおす 西那須野町郷土資料館 B5

平成17年3月31日 河野守弘と『下野国誌』
河野守弘と『下野国
誌』編集委員会

二宮町 B5

平成15年3月31日 藤岡町史　資料編　考古
藤岡町史編さん委員
会

藤岡町 B5

平成9年2月 藤岡町史料所在目録　第2集 町史編さん室 藤岡町教育委員会 B5
平成7年12月30日 フロラ栃木　第4号 栃木県植物研究会 B5



平成29年3月1日 栃木市中根八幡遺跡
國學院大學栃木短期
大学考古学研究会

中根八幡遺跡学術発掘調査
団（國學院大學栃木短期大
学・奈良大学）

A4

（2016年3月31日） 栃木県栃木市中根八幡遺跡　第1次発掘調査概要報告

中根八幡遺跡学術発
掘調査団（奈良大
学・國學院大學栃木
短期大学）

『文化財学報』第34集　収
載

A4

平成29年3月31日 栃木県栃木市中根八幡遺跡　第2次発掘調査概要報告
中根八幡遺跡学術発
掘調査団

『文化財学報』第35集　収
載

A4

　山梨

平成11年10月5日
第17回特別展　縄文の旅～三内丸山から北陸、そして
山梨へ～（展示図録）

山梨県立考古博物館 A4

　長野
平成13年8月1日 茅野市尖石縄文考古館　常設展示図録 茅野市尖石縄文考古館 A4

平成14年7月20日
藤内遺跡出土品重要文化財指定記念展　藤内（「甦る
高原の縄文王国」図録）

井戸尻考古館 富士見町教育委員会 A4

　愛知

平成29年3月31日 愛知県史　資料編5　考古5　鎌倉～江戸
愛知県史編さん委員
会

愛知県 A4 付図

平成24年3月31日 よみがえる本證寺伽藍 安城市歴史博物館 A4
平成25年12月 岡崎城　－城と城主の歴史－ 岡崎市 A4

平成26年3月 大樹寺文書　上　岡崎市史料叢書
岡崎市史料叢書編集
委員会

岡崎市 A5

平成14年3月
岡崎市美術博物館収蔵品展　岡崎城　－城絵図と発掘
資料－

岡崎市美術博物館 A4

平成29年3月31日
美術博物館家康公四百年祭講演録　三河時代の家康を
考える

岡崎市美術博物館 B5

平成元年3月25日 刈谷市史　第1巻　原始・古代・中世
刈谷市史編さん編集
委員会

刈谷市 A5

平成6年3月30日 刈谷市史　第2巻　近世
刈谷市史編さん編集
委員会

刈谷市 A5

平成5年3月16日 刈谷市史　第3巻　近代
刈谷市史編さん編集
委員会

刈谷市 A5

平成2年3月26日 刈谷市史　第4巻　現代
刈谷市史編さん編集
委員会

刈谷市 A5

平成元年3月25日 刈谷市史　第5巻　資料　自然・考古
刈谷市史編さん編集
委員会

刈谷市 A5 付図

平成4年3月21日 刈谷市史　第6巻　資料　近世
刈谷市史編さん編集
委員会

刈谷市 A5

平成3年3月30日 刈谷市史　第7巻　資料　近代
刈谷市史編さん編集
委員会

刈谷市 A5

平成7年3月30日 刈谷市史　別巻
刈谷市史編さん編集
委員会

刈谷市 A5 付図

平成7年3月30日 刈谷市史　年表
刈谷市史編さん編集
委員会

刈谷市 A5 付図



平成10年3月25日 刈谷市史索引 刈谷市教育委員会 A5

平成2年3月20日 刈谷市史文書目録　1
刈谷市教育委員会市史編さ
ん室

B5

平成9年3月28日 刈谷市史文書目録　2 刈谷市教育委員会 B5
平成11年3月31日 刈谷市史文書目録　3 刈谷市教育委員会 B5
平成13年3月28日 刈谷市史文書目録　4 刈谷市教育委員会 B5
平成19年3月 小堤西池カキツバタ群落の20年 刈谷市教育委員会 A4
平成9年3月28日 刈谷市文化財図録 刈谷市教育委員会 A4
平成12年4月22日 市制50周年記念　戦国・江戸時代のかりや展 刈谷市教育委員会 A4
平成22年3月31日 八王子貝塚 西尾市教育委員会 A4
平成26年10月 城下町歴史小径散策マップ　三河の小京都　愛知西尾 西尾市観光協会 1点 MAP

西尾
西尾市歴史公園/西尾市資
料館

1点 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

昭和57年3月23日 尾西市史　村絵図編
尾西市史編さん委員
会

尾西市役所 B5
絵図複製21枚

折り
解説書 欠

昭和51年7月1日 小坂井町誌
小坂井町誌編纂委員
会

小坂井町 B5

平成22年1月31日 小坂井町史　通史編
小坂井町史編集委員
会

小坂井町 A5 付録

平成16年3月1日 小坂井町史　近世資料編　上
小坂井町史編集委員
会

小坂井町 A5
付録・同一の
箱に在中

平成16年3月1日 小坂井町史　近世資料編　下
小坂井町史編集委員
会

小坂井町 A5

平成14年3月1日 平井遺跡群
平井遺跡埋蔵文化財
発掘調査会

小坂井町教育委員会 A4

平成7年3月1日 伊奈城趾 小坂井町教育委員会 A4
平成13年3月第2刷 小坂井町の史跡と文化財 小坂井町教育委員会 B5

平成10年3月 篠束遺跡群
吉添遺跡埋蔵文化財
発掘調査会

小坂井町教育委員会 A4

平成21年6月1日第3
版

三州伊奈本多家関係史料
伊奈史跡保存会・小坂井町
教育委員会

A5

平成6年3月10日 欠山遺跡 小坂井町教育委員会 A4

平成23年8月1日
この日、歴史を紐解く証人になる。　信長と歩く。
歴史にふれ、楽しく学べる一日。織田信長ウォーキン
グ。

織田信長ウォーキング実行
委員会

A5 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

織田信長　天下布武への道
小牧市教育委員会文
化振興課

愛知文教大学地域文化研究
センター

1点 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

　静岡

平成2７年3月 地芝居のある村　静岡県浜松市引佐町　横尾歌舞伎
浜松市中山間地域の文化遺
産活用実行委員会

DVD

（2019年10月29日
～2020年1月17日）

令和元年度　袋井市歴史文化館企画展　袋井を拓く
－太田川・原野谷川の合流と治水－

袋井市歴史文化館 A4

冨士市立博物館　調査報告書　冨士塚調査報告書（抜
刷）一九九六、三　埼玉県の富士山信仰と冨士塚

冨士市立博物館 A4



平成29年8月20日
富士山かぐや姫ミュージアム　常設展示総合ガイド
ブック

富士山かぐや姫ミュージア
ム（富士市立博物館）

不定形(170
×210)

平成21年3月21日 第47回企画展　富士川を渡る歴史　解説図録 富士市立博物館 A4

平成18年3月31日
御殿・二之宮遺跡第84次発掘調査報告書　－大日本ビ
ロード工場跡地の調査－

磐田市埋蔵文化財セ
ンター

磐田市教育委員会 A4

平成28年3月15日 福田町史　通史編 福田史編さん委員会 磐田市 A5 付図
平成28年3月15日 福田町史　通史編　福田地域の自然 福田史編さん委員会 磐田市 A5 付図

平成2年3月31日 小山町史　第1巻　原始古代中世資料編
小山町史編さん専門
委員会

小山町 A5

平成3年3月31日 小山町史　第2巻　近世資料編Ⅰ
小山町史編さん専門
委員会

小山町 A5

平成6年3月31日 小山町史　第3巻　近世資料編Ⅱ
小山町史編さん専門
委員会

小山町 A4

平成4年3月31日 小山町史　第4巻　近現代資料編Ⅰ
小山町史編さん専門
委員会

小山町 A5

平成7年10月31日 小山町史　第5巻　近現代資料編Ⅱ
小山町史編さん専門
委員会

小山町 A5

平成8年3月29日 小山町史　第6巻　原始古代中世通史編
小山町史編さん専門
委員会

小山町 A5

平成10年3月31日 小山町史　第7巻　近世通史編
小山町史編さん専門
委員会

小山町 A5

平成10年12月25日 小山町史　第8巻　近現代通史編
小山町史編さん専門
委員会

小山町 A5

平成5年11月30日 小山町史　第9巻　民俗編
小山町史編さん専門
委員会

小山町 A5

　岐阜

平成7年5月 まんが　久瀬村100年史
久瀬村まんが郷土誌
作製委員

久瀬村 B5

　兵庫
平成15年1月30日 姫路市史資料叢書2　姫陽秘鑑一 姫路市市史編集室 A5
平成18年3月31日 姫路市史資料叢書2　姫陽秘鑑四 姫路市市史編集室 A5

　冨山

平成23年3月23日 富史料協会報　第10号
富山県歴史資料保存利用機
関連絡協議会

A4

平成24年3月5日 富史料協会報　第11号
富山県歴史資料保存利用機
関連絡協議会

A4

平成26年3月3日 富史料協会報　第13号
富山県歴史資料保存利用機
関連絡協議会

A4

平成27年3月2日 富史料協会報　第14号
富山県歴史資料保存利用機
関連絡協議会

A4

平成28年3月1日 富史料協会報　第15号
富山県歴史資料保存利用機
関連絡協議会

A4

平成29年3月1日 富史料協会報　第16号
富山県歴史資料保存利用機
関連絡協議会

A4



平成30年3月1日 富史料協会報　第17号
富山県歴史資料保存利用機
関連絡協議会

A4

平成31年3月1日 富史料協会報　第18号
富山県歴史資料保存利用機
関連絡協議会

A4

(平成29年3月10日
～20日）

法隆寺　再現　釈迦三尊像展　－飛鳥が告げる未来- 高岡市産業企画課 A4 CD付き

先端技術と伝統技術の融合による文化財修復拠点化事
業

高岡市産業振興部産業企画
課

21㎝×21
㎝

平成30年度ものづ
くり中小企業・小
規模事業者連携支

援事業

　新潟
平成5年3月31日 新潟県立文書館年報　第1号　平成4年度 新潟県立文書館 B5

平成20年3月31日 古文書保存・整理の手引き
新潟県歴史資料保存
活用連絡協議会古文
書作業部会

新潟県歴史資料保存活用連
絡協議会

A4

平成23年3月10日 新史料協だより　№16
新潟県歴史資料保存活用連
絡協議会

A4

平成24年3月15日 新史料協だより　№17
新潟県歴史資料保存活用連
絡協議会

A4

平成29年3月31日 新史料協だより　№22
新潟県歴史資料保存活用連
絡協議会

A4

平成30年3月31日 新史料協だより　№23
新潟県歴史資料保存活用連
絡協議会

A4

平成31年3月15日 新史料協だより　№24
新潟県歴史資料保存活用連
絡協議会

A4

平成18年7月20日 長岡市制100年のあゆみ 長岡市 B5
昭和57年3月25日 西倉遺跡　－第1次発掘調査報告書－ 川口町教育委員会 B5

　長野

平成22年3月31日
長野県史料保存活用連絡協議会　会報　ネットワーク
長野県史料協　第10号

長野県史料保存活用連絡協
議会

A4

平成27年3月31日
長野県史料保存活用連絡協議会　会報　ネットワーク
長野県史料協　第15号

長野県史料保存活用連絡協
議会

A4

［伊那市資料］ 10点 付封筒
［2004.1］ 伊那市ガイドマップ 鋪 A2版

はびろ温泉観光ガイド 鋪 A2版
まほら伊那　ルートマップ 伊那市役所商工観光課 一紙 A3版
信州伊那　みはらしファーム ［みはらしファーム］ 一紙 A4版
まほら伊那　はびろ温泉　みはらしの湯 ［みはらしファーム］ 一紙 A4版
みはらしいちご園　いちご狩り ［みはらしファーム］ 一紙 A4版

伊那市観光ガイド　まほら伊那
［伊那市役所経済部商工観
光課］

A4 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

伊那タウンマップ 伊那観光協会 鋪
伊那名物　ローメン ローメンズクラブ 1点 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ
かんてんぱぱガーデン 伊那食品工業株式会社 1点 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

　奈良



平成27年11月15日
第1回　古代歴史文化協議会講演会資料　古墳時代の
玉作りと神まつり

古代歴史文化協議会
調査部会事務局（奈
良県立橿原考古学研
究所）

古代歴史文化協議会 A4

平成28年12月10日
第2回　古代歴史文化協議会講演会資料　玉から古代
日韓交流を探る

古代歴史文化協議会
調査部会事務局（奈
良県立橿原考古学研
究所）

古代歴史文化協議会 A4

平成29年11月18日
第3回　古代歴史文化協議会講演会資料　古墳時代の
玉飾りの世界

古代歴史文化協議会 A4

　兵庫

（2015年9月）
＝コウノトリ飛来時の対応パンフレット＝　あなたの
まちにコウノトリが飛来したら、

兵庫県立コウノトリの郷公
園

1点 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

　島根

平成21年3月 益田の歴史・中世編　中世の益田を歩いてみよう
益田市教育委員会（島根
県）

A4

平成22年3月
史跡益田氏城館跡　～益田氏400年の歴史をひもとく
～

益田市教育委員会（島根
県）

A4

平成29年9月19日・
平成29年10月20日2
版

共同企画特別展《新発見「江戸始図」関連展示》　松
江城と江戸城　－国宝になった城と天下人の城－

松江城歴史的価値発
信事業実行委員会
（松江市・島根県）

松江城歴史的価値発信事業
実行委員会・千代田区

A4

　大分

平成21年3月19日
日田市埋蔵文化財調査報告書　第88集　求来里の遺跡
Ⅰ　－県営経営体育成基盤整備事業に伴う埋蔵文化財
発掘調査報告書(1)－　町ノ坪遺跡B区の調査報告

日田市教育庁文化財
保護課

日田市教育委員会 A4

平成21年3月19日
日田市埋蔵文化財調査報告書　第89集　求来里の遺跡
Ⅱ　－県営経営体育成基盤整備事業に伴う埋蔵文化財
発掘調査報告書(2)－　金田遺跡の調査

日田市教育庁文化財
保護課

日田市教育委員会 A4

平成22年2月25日 日田市埋蔵文化財調査報告書　第90集　寺ヶ迫遺跡
日田市教育庁文化財
保護課

日田市教育委員会 A4

平成22年2月26日
日田市埋蔵文化財調査報告書　第91集　求来里の遺跡
Ⅱ　－県営経営体育成基盤整備事業に伴う埋蔵文化財
発掘調査報告書(3)－　小西遺跡の調査

日田市教育庁文化財
保護課

日田市教育委員会 A4

平成22年3月15日
日田市埋蔵文化財調査報告書　第92集　鍛冶屋廻り遺
跡

日田市教育庁文化財
保護課

日田市教育委員会 A4

平成22年3月24日
日田市埋蔵文化財調査報告書　第93集　中川原遺跡－
2次調査の概要－

日田市教育庁文化財
保護課

日田市教育委員会 A4

平成22年3月26日
日田市埋蔵文化財調査報告書　第94集　葛原遺跡6次
大行事遺跡2次

日田市教育庁文化財
保護課

日田市教育委員会 A4

平成22年3月31日
日田市埋蔵文化財調査報告書　第95集　慈眼山遺跡7
次

日田市教育庁文化財
保護課

日田市教育委員会 A4

平成22年3月31日 祗園原遺跡Ⅱ（近世墓編1）
日田市教育庁文化財
保護課

日田市教育委員会 A4

平成22年3月31日
史跡ガランドヤ古墳　－史跡ガランドヤ古墳の保存整
備に伴う調査報告書－

日田市教育庁文化財
保護課

日田市教育委員会 A4



平成22年3月18日
求来里の遺跡　－県営経営体育成基盤整備事業に伴う
埋蔵文化財発掘調査成果－

日田市教育庁文化財
保護課

日田市教育委員会 A4 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

　佐賀
平成28年3月 龍が見守る文教の里　多久聖廟と多久城下 公益財団法人孔子の里 DVD

全国

平成25年10月1日
第21回　重要無形文化財保持団体秀作品　日本の伝統
美と技の世界

全国重要無形文化財保持団
体協議会

A4

全民連事業概要　－民俗芸能の火を灯しつづけよう－
全国民俗芸能保存振興市町
村連盟

A4 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

平成元年5月1日 POSH埼玉　ポッシュさいたま１　全国市町村広報誌
表示灯株式会社　広報誌事
業部

B5

平成2年8月1日 POSH埼玉　ポッシュさいたまⅡ　全国市町村広報誌
表示灯株式会社　官公事業
局

B5

平成27年10月31日
全国史跡整備市町村協議会50周年記念誌　全史協50年
のあゆみ　見つめよう地域の歴史　つたえようまちの
宝

全国史跡整備市町村協議会
事務局

A4

平成28年3月
～祝～　圏央道　埼玉県内区間全線開通記念誌　～三
十三年間の歩み～

首都圏中央連絡道路建設促
進期成同盟会

A4

平成29年1月1日 地域創造レター　1月号－№261 一般財団法人地域創造 A4
平成29年3月 平成28年度　邦楽地域活性化事業　報告書 一般財団法人地域創造 A4


