
県内他市町村関係刊行物一覧
2018.8.31現在

市町村名 発行年月日 書　名 編著者 発行元 形態 備考
　上尾市

平成2年3月1日 続　史跡ある記 上尾市企画財政部広報課 上尾市 A5
平成3年3月1日 上尾市自然環境調査報告書 （財）埼玉県野鳥の会 上尾市 A4
平成3年3月1日 上尾市植物動物調査報告書 （財）埼玉県野鳥の会 上尾市 B5
平成3年3月 私たちの街　上尾に息づく自然といのち （財）埼玉県野鳥の会 上尾市 変型
平成4年12月1日 上尾市史　第一巻　資料編1　原始・古代 上尾市教育委員会 上尾市 A5
平成4年3月31日 上尾市史　第二巻　資料編2　古代・中世、近世1 上尾市教育委員会 上尾市 A5
平成7年3月31日 上尾市史　第三巻　資料編3　近世2 上尾市教育委員会 上尾市 A5
平成6年3月15日 上尾市史　第四巻　資料編4　近代・現代1 上尾市教育委員会 上尾市 A5
平成10年3月31日 上尾市史　第五巻　資料編5　近代・現代2 上尾市教育委員会 上尾市 A5
平成12年1月31日 上尾市史　第六巻　通史編（上） 上尾市教育委員会 上尾市 A5
平成13年3月30日 上尾市史　第七巻　通史編（下） 上尾市教育委員会 上尾市 A5
平成9年3月31日 上尾市史　第八巻　別編1　地誌 上尾市教育委員会 上尾市 B5
平成11年3月31日 上尾市史　第九巻　別編2　金石・文化財 上尾市教育委員会 上尾市 B5
平成14年3月31日 上尾市史　第十巻　別編3　民俗 上尾市教育委員会 上尾市 B5
平成3年3月30日 上尾市史編さん調査報告書　第1集　平方貝塚 上尾市教育委員会 B5

平成3年3月30日
上尾市史編さん調査報告書　第2集　領家　八幡宮古
墳、平塚　谷津下1号墳・谷津下2号墳

上尾市教育委員会 B5

平成3年10月31日
上尾市史編さん調査報告書　第3集　上尾市　原始・
古代文献目録、上尾市　考古学的調査の歩み

上尾市教育委員会 B5

平成4年3月31日
上尾市史編さん調査報告書　第4集　新聞記事目録
（明治・大正）

上尾市教育委員会 B5

平成4年7月31日
上尾市史編さん調査報告書　第5集　中堀川流域の地
形・地質

上尾市教育委員会 B5

平成5年3月31日
上尾市史編さん調査報告書　第6集　安政四年　久保
村須田家日記

上尾市教育委員会 B5

平成6年3月31日
上尾市史編さん調査報告書　第7集　十四番耕地遺跡
－第2次調査－

上尾市教育委員会 B5

平成7年3月31日 上尾市史編さん調査報告書　第8集　統計 上尾市教育委員会 B5

平成8年3月29日
上尾市史編さん調査報告書　第9集　新聞記事目録
（昭和／戦前）

上尾市教育委員会 B5

平成8年12月27日
上尾市史編さん調査報告書　第10集　尾山台－尾山台
遺跡発掘調査報告書－

上尾市教育委員会 B5

平成9年11月25日 上尾市史編さん調査報告書　第11集　菅谷北城跡 上尾市教育委員会 B5
平成12年3月31日 上尾市史編さん調査報告書　第12集　上尾の中世石塔 上尾市教育委員会 B5

平成14年3月30日
上尾市史編さん調査報告書　第13集　南村須田康子家
文書目録1　－近世編－

上尾市教育委員会 B5

平成15年3月31日
上尾市史編さん調査報告書　第14集　南村須田康子家
文書目録2　－近代編・典籍編－

上尾市教育委員会 B5

平成2年8月20日 上尾市史調査概報　創刊号 市史編さん課 上尾市教育委員会 A5
平成3年3月31日 上尾市史調査概報　第2号 市史編さん課 上尾市教育委員会 A5
平成4年3月31日 上尾市史調査概報　第3号 市史編さん課 上尾市教育委員会 A5
平成5年3月31日 上尾市史調査概報　第4号 市史編さん課 上尾市教育委員会 A5



平成6年3月31日 上尾市史調査概報　第5号 市史編さん課 上尾市教育委員会 A5
平成7年3月31日 上尾市史調査概報　第6号 教育総務部市史編さん課 上尾市教育委員会 A5
平成8年3月29日 上尾市史調査概報　第7号 教育総務部市史編さん課 上尾市教育委員会 A5
平成9年3月31日 上尾市史調査概報　第8号 教育総務部市史編さん課 上尾市教育委員会 A5
平成10年3月31日 上尾市史調査概報　第9号 教育総務部市史編さん課 上尾市教育委員会 A5
平成11年3月31日 上尾市史調査概報　第10号 教育総務部市史編さん課 上尾市教育委員会 A5
平成12年3月31日 上尾市史調査概報　第11号 教育総務部市史編さん課 上尾市教育委員会 A5
平成13年3月30日 上尾市史調査概報　第12号 教育総務部市史編さん課 上尾市教育委員会 A5
平成14年3月29日 上尾市史調査概報　第13号 教育総務部市史編さん課 上尾市教育委員会 A5
平成15年3月31日 上尾市史調査概報　第14号 教育総務部生涯学習課 上尾市教育委員会 A5
昭和60年3月31日 上尾の文化財地図 上尾市教育委員会 B5
平成2年3月31日 上尾の指定文化財 上尾市教育委員会 A5
平成13年3月30日 埼玉県上尾市所在の指定文化財目録 上尾市教育委員会 A5
平成15年3月31日 上尾の指定文化財（改訂版） 教育総務部生涯学習課 上尾市教育委員会 A5

平成28年11月19日
国登録有形民俗文化財「上尾の摘田・畑作用具」図録
～暮らし支えた農具たち～

上尾市教育委員会 A5

昭和51年3月31日 上尾市文化財調査報告　第1集　上尾の民俗文化財 上尾市教育委員会 B5

昭和53年1月10日
上尾市文化財調査報告　第3集　武州の紅花－上尾地
方を中心として－

上尾市教育委員会 A5

昭和53年3月31日 上尾市文化財調査報告　第4集　薬師耕地前遺跡 上尾市教育委員会 B5
昭和54年3月31日 上尾市文化財調査報告　第7集　上尾の板石塔婆 上尾市教育委員会 B5
昭和57年3月31日 上尾市文化財調査報告　第11集　殿山遺跡 石器研究会 上尾市教育委員会 B5
昭和58年3月31日 上尾市文化財調査報告　第13集　上尾の神社・寺院 上尾市教育委員会 B5
昭和58年8月1日 上尾市文化財調査報告　第15集　浅間台　浅間塚 上尾市教育委員会 B5

昭和58年8月1日
上尾市文化財調査報告　第16集　小谷津遺跡・下遺
跡・宿前Ⅰ遺跡

上尾市教育委員会 B5

昭和59年3月31日 上尾市文化財調査報告　第18集　瓦葺　掛樋跡 上尾市教育委員会 B5

昭和59年3月30日
上尾市文化財調査報告　第19集　旧南村須田家文書
第三集

上尾市教育委員会 A5

昭和59年3月31日 上尾市文化財調査報告　第20集　市場集落　原市 上尾市教育委員会 B5

昭和60年3月30日
上尾市文化財調査報告　第23集　旧南村須田家文書
第四集

上尾市教育委員会 A5

昭和60年8月15日
上尾市文化財調査報告　第24集　箕輪Ⅰ遺跡・宿北Ⅰ
遺跡・箕輪Ⅱ遺跡・宿北Ⅱ遺跡

上尾市教育委員会 B5

昭和63年3月31日 上尾市文化財調査報告　第32集　上尾の絵馬 上尾市教育委員会 B5
平成元年12月25日 上尾市文化財調査報告　第35集　上尾の民俗Ⅰ 上尾市教育委員会 B5
平成4年3月31日 上尾市文化財調査報告　第37集　上尾の民俗Ⅱ 上尾市教育委員会 B5
平成6年3月31日 上尾市文化財調査報告　第43集　上尾の民俗Ⅲ 上尾市教育委員会 B5
平成7年3月31日 上尾市文化財調査報告　第44集　平方のどろいんきょ 上尾市教育委員会 A4
平成7年9月29日 上尾市文化財調査報告　第46集　上尾の民謡 上尾市教育委員会 B5
平成11年8月6日 上尾市文化財調査報告　第61集　上尾の竹細工職人 上尾市教育委員会 B5

平成11年8月6日
上尾市文化財調査報告　第62集　上尾市指定天然記念
物診断結果報告書

上尾市教育委員会 B5

平成11年8月6日
上尾市文化財調査報告　第63集　上尾市石倉家住宅調
査報告書

上尾市教育委員会 A4



平成11年8月6日
上尾市文化財調査報告　第64集　－平成10年度市内遺
跡発掘調査報告－　箕輪Ⅲ遺跡

上尾市教育委員会 B5

平成12年3月15日
上尾市文化財調査報告　第65集　上尾市　㈱い一酒造
店建造物調査報告書

上尾市教育委員会 A4

平成12年3月15日
上尾市文化財調査報告　第66集　上尾市　武蔵屋・大
石屋建造物調査報告書

上尾市教育委員会 A4

平成12年9月25日
上尾市文化財調査報告　第67集　上尾市　神山家煉瓦
蔵調査報告書

上尾市教育委員会 A4

平成12年9月29日
上尾市文化財調査報告　第68集　上尾市指定有形文化
財　木造阿弥陀如来立像修復事業報告書

上尾市教育委員会 B5

平成13年3月30日 上尾市文化財調査報告　第69集　提崎の祭りばやし 上尾市教育委員会 A4

平成13年12月21日
上尾市文化財調査報告　第70集　－平成12年度市内遺
跡発掘調査報告－　神明東遺跡－第5次調査－

上尾市教育委員会 B5

平成14年3月29日
上尾市文化財調査報告　第71集　上尾市　徳星寺本
堂・虚空蔵堂調査報告書

上尾市教育委員会 A4

平成14年8月30日
上尾市文化財調査報告　第72集　－平成13年度市内遺
跡発掘調査報告－　神明東遺跡－第6次調査－

上尾市教育委員会 B5

平成15年3月31日
上尾市文化財調査報告　第73集　上尾市　愛宕神社
（壱丁目）調査報告書

上尾市教育委員会 A4

平成15年3月31日 上尾市文化財調査報告　第74集　畔吉の万作踊り 上尾市教育委員会 A4

平成16年7月30日
上尾市文化財調査報告　第75集　－平成15年度市内遺
跡発掘調査報告－南前遺跡（第2次調査）　後山遺跡
（第3次調査）

上尾市教育委員会 B5

平成16年11月30日
上尾市文化財調査報告　第76集　殿山遺跡　先土器時
代石器群の保管・活用のための整理報告書

上尾市教育委員会 B5

平成17年3月31日 上尾市文化財調査報告　第77集　畔吉ささら獅子舞 上尾市教育委員会 A4

平成17年3月31日
畔吉諏訪神社の石造物に見られる石工のこと藤原朝弘
のこと

上尾市教育委員会 A5

平成18年1月20日
上尾市文化財調査報告　第78集　－平成16年度　市内
遺跡発掘調査報告－後山遺跡（第4次調査）・糀谷遺
跡（第2次調査）・菅谷北城（第3次調査）

上尾市教育委員会 B5

平成18年3月31日
上尾市文化財調査報告　第79集　上尾市　徳星寺山門
調査報告書

上尾市教育委員会 A4

平成18年8月10日
上尾市文化財調査報告　第80集　－平成17年度市内遺
跡発掘調査報告－　後山遺跡（第5次調査）

上尾市教育委員会 B5

平成19年3月16日
上尾市文化財調査報告　第81集　上尾市指定有形文化
財　平方村石倉家文書目録・上尾宿助郷関係（壱丁目
村）文書目録

上尾市教育委員会 B5

平成19年3月30日
上尾市文化財調査報告　第82集　領家・宮下遺跡　－
第1～3次調査－　上尾市立特別養護老人ホーム　恵和
園改築工事に伴う発掘調査

上尾市教育委員会
上尾市遺跡調査会

B5 付図

平成19年3月31日
上尾市文化財調査報告　第83集　埼玉県上尾市　平方
公民館所蔵の川船調査

上尾市教育委員会 B5

平成19年8月10日 上尾市文化財調査報告　第84集　箕輪Ⅳ遺跡 上尾市教育委員会 B5
平成20年3月31日 上尾市文化財調査報告　第85集　藤波のささら獅子舞 上尾市教育委員会 A4



平成20年3月31日
上尾市文化財調査報告　第86集　上尾町役場文書目
録・平方町役場文書目録・大谷村役場文書目録

上尾市教育委員会 B5

平成20年11月28日
上尾市文化財調査報告　第87集　上・宮下遺跡（第4
次調査）本山遺跡

上尾市教育委員会 B5

平成21年3月31日
上尾市文化財調査報告　第88集　大石村役場文書目録
（上）

上尾市教育委員会 B5

平成21年3月31日
上尾市文化財調査報告　第89集　領家・宮下遺跡－第
1～3次調査－　上尾市立特別養護老人ホーム　恵和園
改築工事に伴う発掘調査（第2分冊）

上尾市教育委員会
上尾市遺跡調査会

B5

平成22年3月31日
上尾市文化財調査報告　第90集　大石村役場文書目録
（下）

上尾市教育委員会 B5

平成21年12月25日
上尾市文化財調査報告　第91集　秩父山遺跡（第5次
調査）　後山遺跡（第6次調査）

上尾市教育委員会 B5

平成22年3月31日 上尾市文化財調査報告　第92集　後耕地遺跡 上尾市教育委員会 B5 付図

平成23年3月31日
上尾市文化財調査報告　第93集　領家・宮下遺跡　－
第1～3次調査－　上尾市立特別養護老人ホーム　恵和
園改築工事に伴う発掘調査　（第3分冊）

上尾市教育委員会
上尾市遺跡調査会

B5

平成23年3月31日
上尾市文化財調査報告　第94集　秩父山遺跡（第7
次・第8次調査）

上尾市教育委員会 B5

平成23年3月31日
上尾市文化財調査報告　第95集　上平村役場文書目録
（上）

上尾市教育委員会 B5

平成24年3月30日
上尾市文化財調査報告　第96集　上平村役場文書目録
（下）

上尾市教育委員会 B5

平成24年3月30日
上尾市文化財調査報告　第97集　後山遺跡（第7次調
査）

上尾市教育委員会 B5

平成24年3月31日 上尾市文化財調査報告　第98集　梶ヶ谷戸Ⅱ遺跡 上尾市教育委員会 B5

平成25年3月29日
上尾市文化財調査報告　第99集　原市町役場文書目録
（上）

上尾市教育委員会 B5

平成26年3月31日
上尾市文化財調査報告　第100集　原市町役場文書目
録（下）

上尾市教育委員会 B5

平成27年3月20日
上尾市文化財調査報告　第101集　－平成25年度　市
内遺跡発掘調査報告書－　坂上遺跡（第4次調査）

上尾市教育委員会 B5

平成27年3月31日 上尾市文化財調査報告　第102集　八枝神社文書目録 上尾市教育委員会 B5

平成28年3月31日
上尾市文化財調査報告　第103集　－平成26年度　市
内遺跡発掘調査報告書－　坂上遺跡（第5次調査）
十四番耕地遺跡（第4次調査）

上尾市教育委員会 B5

平成28年3月30日
上尾市文化財調査報告　第104集　十五番耕地遺跡
（第2次調査）

上尾市教育委員会 B5

平成29年3月31日
上尾市文化財調査報告　第105集　旧大谷農業協同組
合文書目録1　―農会編・産業組合編―

上尾市教育委員会 B5

平成29年3月31日
上尾市文化財調査報告　第106集　－平成27年度　市
内遺跡発掘調査報告書－　坂上遺跡（第6次調査）
後山遺跡（第8次調査）

上尾市教育委員会 B5

平成30年3月30日
上尾市文化財調査報告　第107集　―平成28年度　市
内遺跡発掘調査報告書―　尾山台遺跡（第3次調査）
向山遺跡（第2次調査）

上尾市教育委員会 B5



平成30年3月20日
上尾市文化財調査報告　第108集　南前遺跡（第3次調
査）

上尾市教育委員会 B5

平成30年3月31日
上尾市文化財調査報告　第109集　旧大谷農業協同組
合文書目録2　―農業会編―

上尾市教育委員会 B5

平成30年10月31日
上尾市文化財調査報告　第110集－平成29年度　市内
遺跡発掘調査報告書－　坂上遺跡（第7次調査）

上尾市教育委員会 A4

平成31年3月31日
上尾市文化財調査報告　第111集　旧大谷農業協同組
合文書目録3　－農業協同組合編Ⅰ－

上尾市教育委員会 A4

平成4年3月31日 上尾の文化財保護（年報）－平成3年度－ 上尾市教育委員会 B5
平成5年3月31日 上尾の文化財保護（年報）－平成4年度－ 上尾市教育委員会 B5
平成6年3月31日 上尾の文化財保護（年報）－平成5年度－ 上尾市教育委員会 B5
平成8年3月29日 上尾の文化財保護（年報）－平成7年度－ 上尾市教育委員会 B5
平成9年3月31日 上尾の文化財保護（年報）－平成8年度－ 上尾市教育委員会 B5
平成10年3月31日 上尾の文化財保護（年報）－平成9年度－ 上尾市教育委員会 B5
平成12年3月31日 上尾の文化財保護（年報）－平成11年度－ 上尾市教育委員会 B5
平成13年3月30日 上尾の文化財保護（年報）－平成12年度－ 上尾市教育委員会 B5
平成14年3月31日 上尾の文化財保護（年報）－平成13年度－ 上尾市教育委員会 B5
平成15年3月31日 上尾の文化財保護（年報）－平成14年度－ 上尾市教育委員会 B5
平成16年3月31日 上尾の文化財保護（年報）－平成15年度－ 上尾市教育委員会 B5
平成17年3月31日 上尾の文化財保護（年報）－平成16年度－ 上尾市教育委員会 B5
平成18年3月31日 上尾の文化財保護（年報）－平成17年度－ 上尾市教育委員会 A4
平成19年3月31日 上尾の文化財保護（年報）－平成18年度－ 上尾市教育委員会 A4
平成20年3月31日 上尾の文化財保護（年報）－平成19年度－ 上尾市教育委員会 A4
平成21年3月31日 上尾の文化財保護（年報）－平成20年度－ 上尾市教育委員会 A4
平成22年3月31日 上尾の文化財保護（年報）－平成21年度－ 上尾市教育委員会 A4
平成23年3月31日 上尾の文化財保護（年報）－平成22年度－ 上尾市教育委員会 A4
平成24年3月30日 上尾の文化財保護（年報）－平成23年度－ 上尾市教育委員会 A4
平成25年5月31日 上尾の文化財保護（年報）－平成24年度－ 上尾市教育委員会 A4
平成26年5月31日 上尾市文化財保護（年報）－平成25年度－ 上尾市教育委員会 A4
平成27年4月30日 上尾の文化財保護（年報）－平成26年度－ 上尾市教育委員会 A4
平成28年4月30日 上尾の文化財保護（年報）－平成27年度－ 上尾市教育委員会 A4
平成29年4月30日 上尾の文化財保護（年報）－平成28年度－ 上尾市教育委員会 A4
平成30年4月30日 上尾の文化財保護（年報）－平成29年度－ 上尾市教育委員会 A4
平成31年4月30日 上尾市文化財保護（年報）－平成30年度－ 埼玉県上尾市教育委員会 A4
昭和44年3月 上尾市史資料　－第二集－ 上尾市公民館 B5

ECOS－AGEO イコス・上尾 ﾘｰﾌﾚｯﾄ

平成5年3月19日
上尾市遺跡調査会調査報告書　第4集　在家遺跡－第
１次調査－

上尾市遺跡調査会 B5 付図4枚

平成6年3月18日
上尾市遺跡調査会調査報告書　第10集　南前遺跡・前
通遺跡

上尾市遺跡調査会 B5

平成6年8月1日 上尾市遺跡調査会調査報告書　第11集　八番耕地遺跡 上尾市遺跡調査会 B5
平成6年11月30日 上尾市遺跡調査会調査報告書　第12集　堀口遺跡 上尾市遺跡調査会 B5
平成7年6月1日 上尾市遺跡調査会調査報告書　第14集　宿前Ⅲ遺跡 上尾市遺跡調査会 B5

平成8年2月5日
上尾市遺跡調査会調査報告書　第15集　天神北遺跡・
野窪Ⅰ遺跡・寺東遺跡・野窪遺跡

上尾市遺跡調査会 B5



平成8年3月29日
上尾市遺跡調査会調査報告書　第16集　氷川遺跡　―
第3次調査―

上尾市遺跡調査会 B5 付図3

平成8年10月31日 上尾市遺跡調査会調査報告書　第17集　宮内Ⅱ遺跡 上尾市遺跡調査会 B5

平成9年3月28日
上尾市遺跡調査会調査報告書　第18集　秩父山遺跡
―第3次調査―

上尾市遺跡調査会 B5 付図

平成10年7月31日
上尾市遺跡調査会調査報告書　第19集　神明東遺跡
―第2次調査―

上尾市遺跡調査会 B5 事務局

平成11年9月30日
上尾市遺跡調査会調査報告書　第20集　上・宮下遺跡
－第2次調査－

上尾市遺跡調査会 B5

平成12年7月31日
上尾市遺跡調査会調査報告書　第21集　神明東遺跡－
第4次調査－

上尾市遺跡調査会 B5

平成13年3月1日
上尾市遺跡調査会調査報告書　第22集　神明東遺跡－
第3次調査－　野窪遺跡－第2次調査－　野窪Ⅰ遺跡－
第2次調査－

上尾市遺跡調査会 B5

平成13年8月31日
上尾市遺跡調査会調査報告書　第23集　柏座遺跡－第
2次調査－

上尾市遺跡調査会 B5

平成14年3月29日
上尾市遺跡調査会調査報告書　第24集　柏座遺跡－第
3次調査－

上尾市遺跡調査会 B5

平成14年10月31日 上尾市遺跡調査会調査報告章　第25集　宮内Ⅳ遺跡 上尾市遺跡調査会 B5

平成15年1月15日
上尾市遺跡調査会調査報告書　第26集　東谷遺跡－第
2次調査－

上尾市遺跡調査会 B5

平成15年7月30日 上尾市遺跡調査会調査報告書　第27集　寺東Ⅰ遺跡 上尾市遺跡調査会 B5
平成16年3月31日 上尾市遺跡調査会調査報告書　第28集　長浪館跡 上尾市遺跡調査会 B5

平成16年11月30日
上尾市遺跡調査会調査報告書　第29集　秩父山館跡－
第4次調査－

上尾市遺跡調査会 B5

平成16年12月24日
上尾市遺跡調査会調査報告書　第30集　尾山台遺跡－
第2次調査－

上尾市遺跡調査会 B5

平成17年11月30日
上尾市遺跡調査会調査報告書　第31集　宿北Ⅱ遺跡－
第2次調査－

上尾市遺跡調査会 B5 付図

平成18年8月10日
上尾市遺跡調査会調査報告書　第32集　上・宮下遺跡
－第3次調査－

上尾市遺跡調査会 B5

平成18年9月29日
上尾市遺跡調査会調査報告書　第33集　宿前Ⅲ遺跡－
第2次調査－

上尾市遺跡調査会 B5

平成19年3月30日 上尾市遺跡調査会調査報告書　第34集　雨沼遺跡 上尾市遺跡調査会 B5
平成19年8月10日 上尾市遺跡調査会調査報告書　第35集　袋Ⅰ遺跡 上尾市遺跡調査会 B5

平成20年3月31日
上尾市遺跡調査会調査報告書　第36集　二十一番耕地
Ⅰ遺跡－第2次調査－

上尾市遺跡調査会 B5

平成20年6月30日
上尾市遺跡調査会調査報告書　第37集　三番耕地Ⅱ遺
跡

上尾市遺跡調査会 B5

平成21年3月31日 上尾市遺跡調査会調査報告書　第38集　坂上遺跡 上尾市遺跡調査会 B5

平成21年6月30日
上尾市遺跡調査会調査報告書　第39集　秩父山遺跡－
第6次調査－

上尾市遺跡調査会 A4

平成22年3月31日
上尾市遺跡調査会調査報告書　第40集　二十一番耕地
Ⅰ遺跡

上尾市遺跡調査会 A4 付図

平成23年3月31日 上尾市遺跡調査会調査報告書　第41集　宿前Ⅲ遺跡 上尾市遺跡調査会 B5
平成25年5月31日 上尾市遺跡調査会調査報告書　第42集　坂上遺跡 上尾市遺跡調査会 B5



平成26年1月31日
上尾市遺跡調査会著査報告書　第43集　坂上遺跡－第
3次調査－

上尾市遺跡調査会 B5

昭和56年3月31日 氷川遺跡 氷川遺跡調査会 B5
平成22年3月26日 上尾の摘田 摘田技術保存会 A5

平成26年3月31日
平成25年度　文化庁　文化遺産を活かした地域活性化
事業　上尾の大山灯篭行事

上尾市無形民俗文化財活用
活性化実行委員会

A5 付DVD

平成27年3月31日
平成26年度　文化庁文化芸術振興費補助金　文化遺産
を活かした地域活性化事業　平方上宿の祇園祭　どろ
いんきょ

上尾市無形民俗文化財活用
活性化実行委員会

A5 付DVD

平成28年3月
平成27年度　文化遺産を活かした地域活性化事業　八
枝神社のお獅子様（八枝神社のお獅子様・八枝神社と
平心講・お獅子様の巡廻・上尾のお獅子様）

（上尾市教育委員会）
上尾市文化遺産活用活性化
実行委員会

DVD

平成29年3月
平成28年度　文化遺産を活かした地域活性化事業　上
尾の夏祭り　天王様と祇園祭　地域の事業

上尾市教育委員会 DVD

　朝霞市

平成元年3月15日 朝霞市史　通史編
朝霞市教育委員会市史編
さん室

朝霞市 A5

平成7年3月31日 朝霞市史　民俗編
朝霞市教育委員会市史編
さん室

朝霞市 A5

平成9年3月21日 市制施行30周年記念　朝霞市史普及版　あさかの歴史
朝霞市教育委員会社会教
育部市史編さん室

朝霞市 A5

昭和61年7月1日
朝霞市史調査報告書　第1集　諸家文書マイクロフィ
ルムリーダー目録（一）

朝霞市教育委員会市史編さ
ん室

B5

昭和62年3月31日
朝霞市史調査報告書　第2集　諸家文書マイクロフィ
ルムリーダー目録（二）

朝霞市教育委員会市史編さ
ん室

B5

昭和63年3月31日
朝霞市史調査報告書　第3集　行政文書マイクロフィ
ルムリーダー目録（Ⅰ）

朝霞市教育委員会市史編さ
ん室

B5

昭和63年8月31日
朝霞市史調査報告書　第4集　行政文書マイクロフィ
ルムリーダー目録（Ⅱ）

朝霞市教育委員会市史編さ
ん室

B5

平成元年3月15日
朝霞市史調査報告書　第5集　新聞記事マイクロフィ
ルムリーダー目録（Ⅰ）

朝霞市教育委員会市史編さ
ん室

B5

平成元年5月
朝霞市史調査報告書　第6集　岡・氷川神社の出土瓦
とその他の遺物

朝霞市教育委員会市史編さ
ん室

B5

平成2年3月31日
朝霞市史調査報告書　第7集　諸家文書マイクロフィ
ルムリーダー目録（Ⅲ）

朝霞市教育委員会市史編さ
ん室

B5

平成2年3月31日
朝霞市史調査報告書　第8集　新聞記事マイクロフィ
ルムリーダー目録（Ⅱ）

朝霞市教育委員会市史編さ
ん室

B5

平成4年3月31日 朝霞市史調査報告書　第9集　朝霞の石造物（Ⅰ）
朝霞市教育委員会市史編さ
ん室

B5

平成5年3月15日 朝霞市史調査報告書　第10集　朝霞の石造物（Ⅱ）
朝霞市教育委員会市史編さ
ん室

B5

平成6年3月31日 朝霞市史調査報告書　第11集　朝霞の石造物（Ⅲ）
朝霞市教育委員会市史編さ
ん室

B5

平成5年2月27日 朝霞市史調査報告書　第12集　朝霞の生業
朝霞市教育委員会市史編さ
ん室

B5



昭和59年3月31日 朝霞市　歴史の道
朝霞市歴史の道設定委員
会

朝霞市教育委員会 B5

平成5年3月31日改
訂版

朝霞市　歴史の道 朝霞市教育委員会 B5 付図

平成2年3月(再版) 朝霞市の文化財　溝沼獅子舞 溝沼獅子舞保存会 朝霞市教育委員会 B5

昭和60年3月31日
朝霞市文化財調査報告書　第13集　大瀬戸東遺跡　－
発掘調査報告書－

朝霞市遺跡調査会・朝霞市
教育委員会

B5

昭和60年3月23日 朝霞市文化財調査報告書　第14集　金子家文書 朝霞市古文書研究会 朝霞市教育委員会 B5
平成7年3月31日 朝霞市彫刻調査報告書 朝霞市教育委員会 B5
平成12年3月31日 旧高橋家住宅調査報告書 朝霞市教育委員会 A4
平成12年3月31日 朝霞市古文書調査報告書　第6集　東圓寺文書目録 朝霞市教育委員会 A4
平成13年3月30日 朝霞市史料集　膝折宿御用留（一） 朝霞市教育委員会 B5
平成14年3月29日 朝霞市史料集　膝折宿御用留（二） 朝霞市教育委員会 B5

平成14年3月29日 広沢の池　あさかの民俗　一
朝霞市教育委員会生涯学
習課

朝霞市教育委員会 A5

平成20年3月31日初
版・平成21年3月31
日2版

重要文化財　旧高橋家住宅　保存修理工事報告書
財団法人　文化財建造物
保存技術協会

朝霞市教育委員会 A4

平成18年4月1日 あさかみどころマップ　－朝霞市文化財案内－ 文化財課文化財保護係 朝霞市教育委員会 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ
平成25年2月改訂版 あさかみどころマップ　－朝霞市文化財案内－ 文化財課文化財保護係 朝霞市教育委員会 ﾏｯﾌﾟ

柊塚古墳歴史広場 朝霞市教育委員会 A4 ﾘｰﾌﾚｯﾄ

平成7年3月31日

朝霞市埋蔵文化財発掘調査報告書　第6集　原畑・越
戸第二遺跡第3地点　ハケタ・中通遺跡第2地点　北浦
第三遺跡第2地点　西久保・宮山遺跡第5地点　向山遺
跡第2地点　発掘調査報告書

朝霞市遺跡調査会 朝霞市教育委員会 A4

平成9年3月31日
朝霞市埋蔵文化財発掘調査報告書　第9集　中道・中
道下遺跡第2地点　弁財上・弁財谷遺跡第2地点　宮
原・塚越遺跡第2地点　発掘調査報告書

朝霞市遺跡調査会 朝霞市教育委員会 A4

平成12年3月31日
朝霞市埋蔵文化財発掘調査報告書　第13集　入部・峡
遺跡第2地点発掘調査報告書

朝霞市教育委員会 A4

平成12年3月31日
朝霞市埋蔵文化財発掘調査報告書　第14集　向山遺跡
第3・4・5・6地点　発掘調査報告書　第1分冊・序編

朝霞市教育委員会 A4

平成13年3月30日
朝霞市埋蔵文化財発掘調査報告書　第15集　越戸遺跡
第2地点　発掘調査報告書

朝霞市教育委員会 A4

平成13年3月30日
朝霞市埋蔵文化財発掘調査報告書　第16集　下の原第
三遺跡第1地点・第2地点　発掘調査報告書

朝霞市教育委員会 A4

平成13年3月30日
朝霞市埋蔵文化財発掘調査報告書　第17集　中道・中
道下遺跡第3地点　発掘調査報告書

朝霞市教育委員会 A4

平成13年3月30日
朝霞市埋蔵文化財発掘調査報告書　第18集　宮台遺跡
第5・6地点　発掘調査報告書　－柊塚古墳確認調査報
告書－

朝霞市教育委員会 A4

平成13年3月30日
朝霞市埋蔵文化財発掘調査報告書　第19集　新屋敷遺
跡第4・5・6地点　発掘調査報告書　－朝霞市埋蔵文
化財発掘調査報告書第19集－

朝霞市教育委員会 A4

平成14年3月29日
朝霞市埋蔵文化財発掘調査報告書　第20集　中道・岡
台遺跡第3地点　発掘調査報告書

朝霞市教育委員会 A4



平成14年3月29日
朝霞市埋蔵文化財発掘調査報告書　第21集　中道・岡
台遺跡第5地点発掘調査報告書

朝霞市教育委員会 A4

平成18年4月18日
朝霞市埋蔵文化財発掘調査報告書　第23集　泉水山・
富士谷遺跡第79地点発掘調査報告書

朝霞市教育委員会 A4 付図

平成20年3月31日
朝霞市埋蔵文化財発掘調査報告書　第24集　上の原第
五遺跡第1地点　発掘調査報告書

朝霞市教育委員会 A4

平成20年3月31日
朝霞市埋蔵文化財発掘調査報告書　第25集　大瀬戸遺
跡第15地点　発掘調査報告書

朝霞市教育委員会 A4

平成20年3月31日
朝霞市埋蔵文化財発掘調査報告書　第26集　稲荷山・
郷戸遺跡第8地点　発掘調査報告書

朝霞市教育委員会 A4

平成20年6月1日
朝霞市埋蔵文化財発掘調査報告書　第27集　泉水山・
富士谷遺跡第80地点発掘調査報告書

朝霞市教育委員会 A4

平成20年12月26日
朝霞市埋蔵文化財発掘調査報告書　第28集　泉水山・
富士谷遺跡第81地点発掘調査報告書

朝霞市教育委員会 A4 付図

平成21年3月31日
朝霞市埋蔵文化財発掘調査報告書　第29集　人部・峡
遺跡第4地点発掘調査報告書

朝霞市教育委員会 A4

平成21年3月31日
朝霞市埋蔵文化財発掘調査報告書　第30集　根岸通第
一遺跡第1地点発掘調査報告書　御嶽神社周辺学術調
査

朝霞市教育委員会 A4

平成21年3月31日
朝霞市埋蔵文化財発掘調査報告書　第31集　宮台・宮
原遺跡第6・9・10地点発掘調査報告書　旧高橋家住宅
保存修理工事に伴う埋蔵文化財調査

朝霞市教育委員会 A4

平成22年11月30日
朝霞市埋蔵文化財発掘調査報告書　第34集　泉水山・
冨士谷遺跡第82地点発掘調査報告書

朝霞市教育委員会（文化
財）

A4

平成23年3月18日

朝霞市埋蔵文化財発掘調査報告集　第35集　朝霞市埋
蔵文化財発掘調査報告集報2　大山第1遺跡第3地点
弁財上・弁財谷遺跡第3・4地点　北割・西原遺跡第
8・9地点　東流山・水久保遺跡第1地点

朝霞市教育委員会（文化財
課）

A4

平成24年3月27日
朝霞市埋蔵文化財発掘調査報告書　第36集　馬堀遺跡
第23・24地点発掘調査報告書

朝霞市教育委員会（文化財
課）

A4

平成24年3月31日
朝霞市埋蔵文化財発掘調査報告書　第37集　大山第一
遺跡第1地点　発掘調査報告書

朝霞市教育委員会（文化財
課）

A4

平成25年3月28日
朝霞市埋蔵文化財発掘調査報告書　第38集　朝霞市埋
蔵文化財発掘調査報告集報3　人部・峡遺跡第7地点
行人塚・金子塚下遺跡第4地点

朝霞市教育委員会（文化財
課）

A4

平成25年3月28日
朝霞市埋蔵文化財発掘調査報告書　第39集　平沢・原
畑遺跡第1・3・7地点発掘調査報告者

朝霞市教育委員会（文化財
課）

A4

平成26年3月28日
朝霞市埋蔵文化財発掘調査報告書　第40集　朝霞市埋
蔵文化財発掘調査報告集報4　古屋敷跡遺跡第1地点
行人塚・金子塚下遺跡第2・3地点

朝霞市教育委員会 A4

平成26年3月28日

朝霞市埋蔵文化財発掘調査報告書　第41集　朝霞市埋
蔵文化財発掘調査報告集報5　大瀬戸遺跡第9地点　立
出遺跡第1地点　北割・西原遺跡第7地点　島の上遺跡
第1地点　稲荷山・郷戸遺跡第7地点

朝霞市教育委員会（文化財
課）

A4



平成27年3月27日
朝霞市埋蔵文化財発掘調査報告書　第42集　朝霞市埋
蔵文化財発掘調査報告集報6　大瀬戸遺跡第14・16地
点　宮下遺跡第1地点　南ヶ谷戸遺跡第1地点

朝霞市教育委員会（文化
財課）

朝霞市教育委員会 A4

平成27年3月27日
朝霞市埋蔵文化財発掘調査報告書　第43集　西久保・
宮山遺跡第7・8地点発掘調査報告書

朝霞市教育委員会（文化
財課）

朝霞市教育委員会 A4

平成28年3月29日
朝霞市埋蔵文化財発掘調査報告書　第44集　南割・西
久保遺跡第6地点発掘調査報告書

朝霞市教育委員会（文化財
課）

A4

平成28年3月29日
朝霞市埋蔵文化財発掘調査報告書　第45集　朝霞市埋
蔵文化財発掘調査報告集報7　人部・峡遺跡第9地点
宮台・宮原遺跡第13地点　新屋敷遺跡第9地点

朝霞市教育委員会（文化財
課）

A4

平成29年3月30日
朝霞市埋蔵文化財発掘調査報告書　第46集　北割・西
原遺跡第10・11地点発掘調査報告書

朝霞市教育委員会 A4

平成30年3月30日
朝霞市埋蔵文化財発掘調査報告集報8　北割・西原遺
跡第4・5地点　子の神遺跡第2地点　－朝霞市埋蔵文
化財発掘調査報告書第47集－

朝霞市教育委員会（文化財
課）

A4

平成23年3月31日 一夜塚古墳　出土遺物調査報告書
朝霞市教育委員会文化財課
文化財保護係

A4

平成10年3月31日
第2回企画展　獅子の芸能と信仰－厄除・子育て・五
穀豊穰－

朝霞市博物館 A4

平成11年3月27日 第4回企画展　極楽往生を願って 朝霞市博物館 A4

平成11年10月16日
第5回企画展　盃のある風景　～盃・徳利・酒づくり
～

朝霞市博物館 A4

平成12年3月28日 第6回企画展　川と人々のくらし 朝霞市博物館 A4
平成12年10月14日 第7回企画展　祈り・願い・想い　－朝霧の絵馬－ 朝霞市博物館 A4
平成13年10月6日 第9回企画展　旅～道中日記の世界～ 朝霞市博物館 A4
平成14年3月20日 第10回企画展　冨士と桜 朝霞市博物館 A4
平成15年3月21日 第12回企画展　朝霞と鉄道 朝霞市博物館 A4
平成25年10月12日 第28回企画展　「縄文時代のアクセサリー」 朝霞市博物館 A4

平成11年12月11日
（ちいさな美術館15）　「多彩なる染色の世界　一原
梢美一展」

朝霞市博物館 A4

テーマ展示　岩石・鉱物と大昔のくらし 朝霞市博物館 A4

平成15年3月31日
朝霞市博物館調査報告書　第3集　中世資料集成1　板
碑編

朝霞市博物館 A4

平成16年3月31日
博物館調査報告書　第4集　中世資料集成2　遺跡・石
塔編

朝霞市博物館 A4

平成9年3月29日 朝霞市博物館館有資料目録　Ⅰ 朝霞市博物館 A4
平成10年3月31日 朝霞市博物館館有資料目録　Ⅱ 朝霞市博物館 A4
平成11年3月31日 朝霞市博物館館有資料目録　Ⅲ 朝霞市博物館 A4
平成17年3月31日 朝霞市博物館館有資料目録　Ⅴ 朝霞市博物館 A4
平成10年3月31日 朝霞市博物館研究紀要　第1号 朝霞市博物館 A4
平成15年3月31日 朝霞市博物館研究紀要　第6号 朝霞市博物館 A4
平成16年3月31日 朝霞市博物館研究紀要　第7号 朝霞市博物館 A4
平成17年3月31日 朝霞市博物館研究紀要　第8号 朝霞市博物館 A4
平成11年2月26日 朝霞市博物館要覧　第1号　平成8年度・9年度 朝霞市博物館 A4
平成17年3月31日 朝霞市博物館要覧　第4号 朝霞市博物館 A4



昭和58年10月30日 泉水山・下ノ原遺跡Ⅰ　－1980年度発掘調査報告書－
朝霞市泉水山・下ノ原遺
跡調査団

朝霞市泉水山・下ノ原遺跡
調査会

B5 付図

平成12年12月31日
泉水山・下ノ原遺跡Ⅱ　－1981年度発掘調査報告書－
第一分冊

朝霞市泉水山・下ノ原遺跡
調査会

B5 付図

平成15年3月31日
泉水山・下ノ原遺跡Ⅱ　－1981年度発掘調査報告書－
第二分冊

朝霞市泉水山・下ノ原遺跡
調査会

B5 付図、付DVD

平成15年3月31日
泉水山・下ノ原遺跡Ⅷ　－1997～2000年度発掘調査報
告書－

朝霞市泉水山・下ノ原遺跡
調査会

B5 付図、付DVD

　入間市
昭和61年3月31日 入間市史　原始・古代資料編 入間市史編さん室 入間市 B5
昭和61年12月10日 入間市史　近世史料編 入間市史編さん室 入間市 B5 付図
昭和63年3月31日 入間市史　近代史料編Ⅰ 入間市史編さん室 入間市 B5
平成3年10月31日 入間市史　近代Ⅱ・現代史料編 入間市史編さん室 入間市 B5 付図・付録
平成6年8月31日 入間市史　通史編 入間市史編さん室 入間市 B5

昭和59年3月31日
入間市史調査集録　第3号　－豊岡町郷土誌・東金子
村郷土誌－

入間市史編さん室 A5

昭和60年3月31日 入間市史調査集録　第4号　－翠軒自伝　上－ 入間市史編さん室 A5
昭和61年3月31日 入間市史調査集録　第5号　－翠軒自伝　下－ 入間市史編さん室 A5

平成元年1月31日
入間市史調査集録　第6号　町村事務報告書（明治・
大正編）

入間市 A5

平成元年3月31日
入間市史調査集録　第7号　豊岡町報道紙　「とよお
か」

入間市 B5 付録

平成2年3月31日
入間市史調査集録　第8号　町村事務報告書　付　町
村勢要覧（昭和編Ⅰ）

入間市 A5 付図

平成2年3月31日
入間市史調査集録　第9号　町村事務報告書　付　町
村勢要覧（昭和編Ⅱ）

入間市 A5 付図

昭和61年9月30日 入間市史調査報告書2　新聞記事目録 入間市史編さん室 B5
昭和62年3月31日 入間市史調査報告書3　入間市の野鳥 入間市史編さん室 B5
昭和63年3月31日 入間市史調査報告書4　入間市の社寺金石 入間市 B5
平成17年1月 ときの夢を織る～入間の繊維産業の歩み～ 入間市 A4
昭和47年3月15日 入間市の文化財　第2集 入間市文化財保護審議会 入間市教育委員会 B5
昭和48年3月20日 入間市の植物 武蔵植物友の会 入間市教育委員会 B5
昭和57年3月31日 円照寺裏中世墓址　－発掘調査報告書－ 入間市教育委員会 B5

平成19年3月30日
入間市埋蔵文化財報告書　第1集　市内遺跡調査報告
書1　平成18年度市内遺跡調査報告書1　－平成18年度
市内遺跡確認調査－

入間市教育委員会 A4

平成20年3月31日
入間市埋蔵文化財報告書　第2集　市内遺跡調査報告
書2　－平成19年度市内遺跡発掘・試掘調査－

入間市教育委員会 A4

平成21年3月31日
入間市埋蔵文化財報告書　第3集　市内遺跡調査報告
書3　－平成20年度市内遺跡発掘・試掘調査－

入間市教育委員会 A4

平成22年3月26日
入間市埋蔵文化財報告書　第4集　市内遺跡調査報告
書4　－平成21年度市内遺跡発掘・試掘調査－

入間市教育委員会 A4

平成23年3月28日
入間市埋蔵文化財報告書　第5集　市内遺跡調査報告
書5　－平成22年度市内遺跡発掘・試掘調査－

入間市教育委員会 A4

平成24年3月28日
入間市埋蔵文化財報告書　第6集　市内遺跡調査報告
書6　－平成23年度市内遺跡発掘・試掘調査－

入間市教育委員会 A4



入間市文化財マップ 入間市教育委員会 A4 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

平成7年12月25日 入間昔むかしアケボノゾウの足跡
入間川足跡化石発掘調査
団

入間市博物館・ALIT A5

平成15年3月29日 改訂版　入間昔むかし　アケボノゾウの足跡
入間川足跡化石発掘調査
団

入間市博物館・ALIT A5

平成7年4月 特別展　煎茶の世界 入間市博物館 A4

平成8年2月23日
第4回特別展　日本の近代グラフィックデザインの夜
明け

入間市博物館　ALIT（ア
リット）

A4

平成11年5月1日
特別展示図録　北限への旅路　－茶の自然と歴史を訪
ねて－　茶はいかにしてこの地へ来たのか…

入間市博物館 A4

平成12年11月1日
アリット・フェスタ2000　特別展　アリッ！と驚く初
公開　～モノから資料へ～

入間市博物館 A4

平成13年10月30日
入間市制施行35周年記念事業　アリットフェスタ2001
“煎茶”伝来～売茶翁と文人茶の時代～

入間市博物館 A4

平成14年11月1日
アリットフェスタ2002　特別展　セピア色の点描　－
写真が語るあの頃の入間－

入間市博物館 A4

平成21年9月19日 アリットフェスタ2009　特別展　狭山茶の歴史と現在 入間市博物館 A4

平成23年10月1日
市制施行45周年記念　アリットフェスタ特別展図録
今・昔絵巻　いるまタイムカプセル～見る・聞く・残
す・わたしの入間史～

入間市博物館 A4

平成25年11月1日
アリットフェスタ2013特別展　古文書されど古文書～
書く・残す・伝える～ガイドブック

入間市博物館 A4

平成26年11月1日
入間市博物館開館20周年記念事業　アリットフェスタ
2014特別展図録　大地にねむる入間の遺跡　～足もと
の歴史・再発見！～

入間市博物館 A4

平成27年4月1日
入間市博物館　平成27年度セミナー　第11期ALITお茶
大学　「お茶」を楽しむ・・・狭山茶・日本茶　「地
域」を知る・・・自然・歴史・文化財

入間市博物館 A4 ﾘｰﾌﾚｯﾄ

平成28年10月22日
アリットフェスタ2016特別展　解説ガイドブック　文
化財が語る入間の歴史

入間市博物館 A4

平成29年10月21日
アリットフェスタ2017特別展　解説ガイドブック　石
川組製糸ものがたり

入間市博物館 A4

平成30年11月1日
アリットフェスタ2018特別展　鑑賞ガイド　煎茶の愉
しみ　－入間博物館煎茶道具コレクション－

入間市博物館 A5

令和元年10月31日
アリエットフェスタ2019特別展　狭山茶取引開始200
周年記念　史料で読み解く　狭山茶の歴史

入間市博物館 A4

平成8年3月28日 入間市博物館古地図シリーズ1　根岸小谷田村絵図 入間市博物館 鋪 付封筒
平成11年2月18日 入間市博物館古地図シリーズ3　三ツ木村絵図 入間市博物館 鋪 解説、付封筒
平成12年3月31日 入間市博物館古地図シリーズ4　野田村絵図 入間市博物館 鋪 付封筒
平成12年3月31日 北限地帯茶産地調査報告書1　関東地方茶産地史料集 入間市博物館 A4
平成21年3月1日 国登録有形民俗文化財「狭山茶の生産用具」報告書 入間市博物館 A4

平成26年3月15日
改訂版　狭山茶の歴史と現在　〝故きを温ねて新しき
を知る〟

入間市博物館 A4

平成8年3月28日 入間市博物館文書目録　第1集　狭山時報総索引 入間市博物館 A4
平成11年3月31日 入間市博物館文書目録　第2集　粕谷義一家文書目録 入間市博物館 B5
平成16年2月27日 入間市博物館文書目録　第4集　中島敏雄家文書目録 入間市博物館 A4



平成16年11月7日 入間市博物館開館10周年記念誌 入間市博物館 A4
平成15年3月31日 入間市博物館紀要　第3号 入間市博物館 A4
平成16年3月19日 入間市博物館紀要　第4号 入間市博物館 A4
平成17年3月15日 入間市博物館紀要　第5号 入間市博物館 A4
平成18年3月17日 入間市博物館紀要　第6号 入間市博物館 A4
平成21年3月17日 入間市博物館紀要　第8号 入間市博物館 A4
平成23年3月24日 入間市博物館紀要　第9号 入間市博物館 A4
平成25年3月28日 入間市博物館紀要　第10号 入間市博物館 A4
平成27年3月28日 入間市博物館紀要　第11号 入間市博物館 A4
平成29年3月29日 入間市博物館紀要　第12号 入間市博物館 A4
平成31年3月31日 入間市博物館紀要　第13号 入間市博物館 A4
平成24年4月1日 ALIT　№59　入間市博物館情報紙　NEWS－ALIT 入間市博物館 A4
平成24年7月1日 ALIT　№60　入間市博物館情報紙　NEWS－ALIT 入間市博物館 A4
平成24年10月1日 ALIT　№61　入間市博物館情報紙　NEWS－ALIT 入間市博物館 A4
平成25年1月1日 ALIT　№62　入間市博物館情報紙　NEWS－ALIT 入間市博物館 A4
平成25年7月1日 ALIT　№64　入間市博物館情報紙　NEWS－ALIT 入間市博物館 A4
平成25年10月1日 ALIT　№65　入間市博物館情報紙　NEWS－ALIT 入間市博物館 A4
平成26年1月1日 ALIT　№66　入間市博物館情報紙　NEWS－ALIT 入間市博物館 A4
平成26年4月1日 ALIT　№67　入間市博物館情報紙　NEWS－ALIT 入間市博物館 A4
平成26年10月1日 ALIT　№69　入間市博物館情報紙　NEWS－ALIT 入間市博物館 A4
平成27年4月1日 ALIT　№71　入間市博物館情報紙　NEWS－ALIT 入間市博物館 A4
平成27年7月1日 ALIT　№72　入間市博物館情報紙　NEWS－ALIT 入間市博物館 A4
平成27年10月1日 ALIT　№73　入間市博物館情報紙　NEWS－ALIT 入間市博物館 A4
平成28年1月1日 ALIT　№74　入間市博物館情報紙　NEWS－ALIT 入間市博物館 A4
平成28年4月1日 ALIT　№75　入間市博物館情報紙　NEWS－ALIT 入間市博物館 A4
昭和52年3月31日 金堀沢遺跡発掘調査報告書 入間市金堀沢遺跡調査会 B5

昭和59年3月31日 入間市埋蔵文化財調査報告　第4集　谷久保遺跡
入間市谷久保遺跡調査会・
入間市教育委員会

B5

平成26年3月26日
埼玉県選択無形民俗文化財　入間市指定無形民俗文化
財　西久保観世音の鉦はり

平成25年度埼玉県文化遺産
を活かした地域活性化実行
委員会

A5
ﾘｰﾌﾚｯﾄ、付
DVD

　小鹿野町

平成7年3月20日
小鹿野町自然環境調査報告書　小鹿野町の自然Ⅰ
「水辺の動植物」

小鹿野町 A4 付図

平成13年3月30日
『小鹿野町史資料集』第1巻　小鹿野町指定有形文化
財（古文書）　岩田家文書（一）

小鹿野町教育委員会社会
教育課

小鹿野町 A5

平成14年3月29日
「小鹿野町史資料集」第2巻　小鹿野町指定有形文化
財（古文書）　岩田家文書（二）

小鹿野町教育委員会社会
教育課

小鹿野町 A5 付録

平成15年3月31日
『小鹿野町史資料集』第3巻　小鹿野町指定有形文化
財（古文書）　田隝家文書

小鹿野町教育委員会社会
教育課

小鹿野町 A5

平成16年3月31日
「小鹿野町史資料集」第4巻　小鹿野町指定有形文化
財（古文書）　「明暦検地帳（南家文書）」

小鹿野町教育委員会社会
教育課

小鹿野町 A5

平成23年3月31日
「小鹿野町史資料集」第7巻　小鹿野町指定有形文化
財（古文書）　「柴崎（重子）家文書」

小鹿野町教育委員会社会
教育課

小鹿野町 A5

平成27年3月31日
埼玉県指定有形民俗文化財　小鹿野祭屋台　上町屋台
復原修理工事報告書

小鹿野町教育委員会 小鹿野町 A4



平成28年9月4日
宮沢賢治小鹿野町来訪100年記念誌　宮沢賢治と小鹿
野

小鹿野町 A4

（平成29年11月18
日（土）～19日
（日）開催）

埼玉県芸術文化祭2017地域文化事業第47回小鹿野町郷
土芸能祭
歌舞伎・郷土芸能祭

小鹿野町教育委員会社会教
育課

A4

昭和56年3月 小鹿野町文書目録
小鹿野町教育委員会・小鹿
野町文化財審議委員会

B5

昭和五十五年度　文化財研究資料
小鹿野町教育委員会・小鹿
野町文化財審議委員会

B5

昭和59年3月31日 小鹿野町の文化財
小鹿野町教育委員会・小鹿
野町文化財審議委員会

B5

平成23年3月31日 大谷藤子のふるさと　小鹿野町 小鹿野町教育委員会 A5

平成2年11月15日 秩父・合角ダム水没地域　総合調査概報
合角ダム水没地域総合調査
会

A4

平成13年3月31日
秩父・合角ダム水没地域　埋蔵文化財発掘調査報告書
2（下平遺跡第3次発掘調査）

合角ダム水没地域総合調査
会

A4 付図

　両神村
昭和60年3月1日 両神村史　史料編　一　中世･近世　出浦家文書 両神村史編さん委員会 両神村 A5 付録
昭和62年3月1日 両神村史　史料編　二　近世　出浦家文書 両神村史編さん委員会 両神村 A5
昭和63年3月17日 両神村史　史料編　三　近世・近代　出浦家文書 両神村史編さん委員会 両神村 A5
平成元年12月25日 両神村史　史料編　四　近世・近代　出浦家文書 両神村史編さん委員会 両神村 A5
平成9年3月26日 両神村史　史料編　五　近世・近代　加藤家文書 両神村教育委員会 両神村 A5
平成10年2月25日 両神村史　史料編　六　近世　加藤家文書 両神村教育委員会 両神村 A5
平成10年3月26日 両神村史　史料編　七　近世・近代　加藤家文書 両神村教育委員会 両神村 A5
昭和61年3月30日 りょうかみ双書1　年中行事 両神村史編さん委員会 両神村 A5
昭和63年2月22日 りょうかみ双書2　祭りと芸能 両神村史編さん委員会 両神村 A5
平成2年1月8日 りょうかみ双書3　両神山 両神村史編さん委員会 両神村 A5

平成3年3月28日 りょうかみ双書4　昔がたり
両神村教育委員会社会教
育係

両神村教育委員会 A5

昭和56年3月25日 秩父・薬師堂遺跡’79　発掘調査報告書
両神村薬師堂遺跡発掘調査
会

B5

　小川町
平成11年3月26日 小川町の歴史　資料編1　考古 小川町 B5 付図
平成11年3月31日 小川町の歴史　資料編2　古代・中世Ⅰ 小川町 B5
平成9年3月31日 小川町の歴史　資料編3　古代・中世Ⅱ 小川町 B5 付図
平成12年3月31日 小川町の歴史　資料編4　近世Ⅰ 小川町 B5
平成13年3月30日 小川町の歴史　資料編5　近世Ⅱ 小川町 B5
平成12年3月31日 小川町の歴史　資料編6　近代 小川町 B5
平成13年2月28日 小川町の歴史　資料編7　近代・現代 小川町 B5

平成11年3月25日
小川町の歴史　別編　小川町の自然　地質編－大地に
きざまれた歴史－

小川町 B5 付図

平成12年3月31日
小川町の歴史　別編　小川町の自然　動物編　ふるさ
とにすむ生きものたち

小川町 B5

平成15年2月28日 小川町の歴史　別編　小川町の自然　植物編 小川町 B5
平成13年3月30日 小川町の歴史　別編　民俗編 小川町 B5
平成10年6月10日 小川町の歴史　絵図で見る小川町 小川町 A4



平成15年8月29日 小川町の歴史　通史編　上巻 小川町 B5
平成15年7月31日 小川町の歴史　通史編　下巻 小川町 B5

平成17年1月30日
小川町合併五〇周年記念　小川町のあゆみ　小川町の
歴史　普及版

小川町 A4

平成12年9月29日
『小川町の歴史』調査報告書　小川町の墓石調査報告
書－青石墓石を中心にして－

小川町 B5

平成4年3月24日 小川町史編纂基本計画 小川町・小川町教育委員会 B5
平成22年1月16日 おがわ仙覚万葉展　「万葉集」と仙覚律師と小川町 小川町・小川町教育委員会 A4
平成24年6月 『万葉集』と仙覚律師と小川町（改訂版） 小川町・小川町教育委員会 A4
平成8年3月29日 小川町の石造物－石神・石仏編－ 小川町教育委員会 B5
平成12年3月24日 重要文化財　吉田家住宅　－その修理と調査の記録－ 小川町教育委員会 A4 コピー
平成13年3月15日 小川町の文化財 小川町教育委員会 B5
平成22年3月31日 小川町指定遺跡　中城跡保存管理計画書 小川町教育委員会 A4

平成29年3月31日 国指定史跡　下里・青山板碑制作遺跡保存活用計画書 小川町教育委員会 A4
付概要版（ﾊﾟ
ﾝﾌﾚｯﾄ）

平成8年3月29日
小川町埋蔵文化財調査報告書　第5集　町内遺跡発掘
調査報告書Ⅳ　－個人住宅建設に伴う発掘調査報告書
－

小川町教育委員会 A4

平成8年3月25日
小川町埋蔵文化財調査報告書　第6集　都谷遺跡－埼
玉県営ほ場整備市野川第二地区に伴う発掘調査報告書
Ⅱ－

小川町教育委員会 A4

平成8年3月25日
小川町埋蔵文化財調査報告書　第7集　日向遺跡－埼
玉県営ほ場整備市野川第一地区に伴う発掘調査報告書
Ⅰ－

小川町教育委員会 A4

平成13年3月30日
小川町埋蔵文化財調査報告書　第16集　町内遺跡発掘
調査報告書Ⅶ　－個人住宅建設等に伴う発掘調査報告
書－

小川町教育委員会 A4

平成14年3月29日
小川町埋蔵文化財調査報告書　第17集　町内遺跡発掘
調査報告書Ⅷ　－個人住宅建設に伴う発掘調査報告書
－　日向遺跡（3次）・町場遺跡（3次）

小川町教育委員会 A4

平成14年2月28日
小川町埋蔵文化財調査報告書　第18集　中井遺跡（4
次）－町道改良工事に伴う発掘調査報告書－

小川町教育委員会 A4

平成15年3月31日
小川町埋蔵文化財調査報告書　第19集　町内遺跡発掘
調査報告書Ⅸ　－個人住宅建設に伴う発掘調査報告書
－

小川町教育委員会 A4

平成15年3月31日
小川町埋蔵文化財調査報告書　第20集　日向遺跡（4
次）－（仮称）中爪農村公園整備事業に伴う発掘調査
報告書－

小川町教育委員会 A4

平成16年3月31日

小川町埋蔵文化財調査報告書　第21集　町内遺跡発掘
調査報告書Ⅹ　－個人住宅建設に伴う発掘調査報告書
－　中井遺跡（5次）・中井遺跡（6次）・日向遺跡
（7次）

小川町教育委員会 A4

平成16年3月31日
小川町埋蔵文化財調査報告書　第22集　宮ノ脇遺跡－
農道改良工事に伴う発掘調査報告書－　平松台遺跡－
出土遺物補遺－

小川町教育委員会 A4



平成17年3月31日

小川町埋蔵文化財調査報告書　第23集　町内遺跡発掘
調査報告書ＸＩ　－個人住宅建設等に伴う発掘調査報
告書－峯原遺跡（1次）・八幡台遺跡（16次）・上古
寺氷川神社遺跡（試掘確認）

小川町教育委員会 A4

平成18年3月31日
小川町埋蔵文化財調査報告書　第24集　町内遺跡発掘
調査報告書ⅩⅢ　－個人住宅建設等に伴う発掘調査報
告書－　大杉遺跡（4・5次）

小川町教育委員会 A4

平成18年3月31日
小川町埋蔵文化財調査報告書　第25集　稲岡遺跡（2
次）・笹山遺跡（1次）　－農道及び町道改良工事に
伴う発掘調査報告書－

小川町教育委員会 A4

平成19年3月30日
小川町埋蔵文化財調査報告書　第26集　町内遺跡発掘
調査報告書ⅩⅢ　－個人住宅建設等に伴う発掘調査報
告書－　八幡台遺跡（17次）・大杉遺跡（6次）

小川町教育委員会 A4

平成20年3月31日

小川町埋蔵文化財調査報告書　第27集　町内遺跡発掘
調査報告書ⅩⅣ　－個人住宅建設等に伴う発掘調査報
告書－　八幡台遺跡（18次）・峯原遺跡（3次）・中
井遺跡（7次）・越祢遺跡（4次）

小川町教育委員会 A4

平成20年3月31日
小川町埋蔵文化財調査報告書　第28集　町内遺跡発掘
調査報告書ⅩⅤ　埼玉県指定史跡　腰越城跡

小川町教育委員会 A4

平成20年3月31日
小川町埋蔵文化財調査報告書　第29集　峯原遺跡（2
次）　－八和田学童クラブ建設に伴う発掘調査報告書
－

小川町教育委員会 A4

平成21年3月31日
小川町埋蔵文化財調査報告書　第30集　八幡台遺跡
（19次）　－町道5174号線改修工事に伴う発掘調査報
告書－

小川町教育委員会 A4

平成22年3月31日
小川町埋蔵文化財調査報告書　第31集　町内遺跡発掘
調査報告XVI－個人住宅建設に伴う発掘調査報告書－
六所遺跡（4次）・峯原遺跡（4次）2010

小川町教育委員会 A4

平成24年3月30日
小川町埋蔵文化財調査報告書　第32集　町内遺跡発掘
調査報告書ⅩⅦ　―小川町指定史跡　中城跡―

小川町教育委員会 A4

平成26年1月17日
小川町埋蔵文化財調査報告書　第33集　下里・青山板
碑石材採掘遺跡群　―割谷採掘遺跡―

小川町教育委員会 A4

平成27年3月31日
小川町埋蔵文化財調査報告書　第34集　町内遺跡発掘
調査報告書ⅩⅧ　―個人住宅建設に伴う発掘調査報告
書―　岡原遺跡（2次）　谷上遺跡（1次）

小川町教育委員会 A4

平成28年3月31日
小川町埋蔵文化財調査報告書　第35集　町内遺跡発掘
調査報告書ⅩⅨ―個人住宅建設に伴う発掘調査報告書
―　大杉遺跡（7・8次）

小川町教育委員会 A4

平成29年3月31日
小川町埋蔵文化財調査報告書　第36集　町内遺跡発掘
調査報告書ⅩⅩ　－個人住宅建設に伴う発掘調査報告
書－　八幡台遺跡（20次）

小川町教育委員会 A4

平成30年3月30日
小川町埋蔵文化財調査報告書　第37集　下里・青山板
碑製作遺跡　－大沢谷遺跡測量調査報告書－

小川町教育委員会 A4

平成20年12月12日
小川町遺跡調査会報告書　第2集　台ノ前遺跡4次調査
－群馬幹線№315鉄塔建替工事に伴う発掘調査報告書
－

小川町遺跡調査会 A4



平成21年12月28日
小川町遺跡調査会報告書　第3集　耕地遺跡　－送電
線路秩父線No.127鉄塔建替工事に伴う発掘調査報告書
－

小川町遺跡調査会 A4

平成22年3月30日
小川町遺跡調査会報告書　第4集　天神谷遺跡　－森
林公園カントリー倶楽部造成に伴う発掘調査報告書－

小川町遺跡調査会 A4

平成22年3月30日
小川町遺跡調査会報告書　第5集　慈光平廃寺　－本
田小川供給鉄塔建設工事に伴う発掘調査報告書－

小川町遺跡調査会 A4

平成22年8月30日
小川町遺跡調査会報告書　第6集　古寺砦跡　－山砂
利採取に伴う発掘調査報告書－

小川町遺跡調査会 A4

平成23年3月31日
小川町遺跡調査会報告書　第7集　八幡台遺跡（5次）
－宅地造成に伴う発掘調査報告書－

小川町遺跡調査会 A4

平成22年3月31日
小川町遺跡調査会報告書　第8集　八幡台遺跡（8次）
－宅地造成に伴う発掘調査報告書－

小川町遺跡調査会 A4

平成23年3月31日
小川町遺跡調査会報告書　第9集　神名沢B・卯月畑・
細谷・大平遺跡　－アドニス小川カントリー倶楽部内
遺跡発掘調査報告書－

小川町遺跡調査会 A4

　桶川市
平成2年3月20日 桶川市史　第1巻　通史編 桶川市 A5 付図
昭和54年3月30日 桶川市史　第2巻　原始　古代資料編 桶川市 A5
昭和60年3月30日 桶川市史　第3巻　古代　中世資料編 桶川市 A5 付図
昭和57年3月30日 桶川市史　第4巻　近世資料編 桶川市 A5
昭和61年6月30日 桶川市史　第5巻　近代　現代資料編 桶川市 A5
昭和63年3月30日 桶川市史　第6巻　民俗編 桶川市 A5
昭和61年6月30日 桶川市史　第7巻　社寺　文化財編 桶川市 A5
昭和62年3月20日 桶川市史　第8巻　自然　地誌編 桶川市 A5 付図、付録
平成2年12月25日 桶川市史　第9巻　補遺編 桶川市 A5 付図

創造の旅にでる　桶川市川田谷生涯学習センター 桶川市 A4
昭和42年3月20日 ふるさとの文化財 桶川町教育委員会 B5

昭和55年3月31日
桶川市文化財調査報告書　第12集　桶川市の板石塔婆
付編「川辺の板石塔婆」指定調査報告書

桶川市教育委員会 B5

昭和60年3月31日 桶川市文化財調査報告書　第13集　桶川の館城跡 桶川市教育委員会 B5

昭和59年3月31日
桶川市文化財調査報告書　第16集　本村遺跡―市道整
備に伴う発掘調査―

桶川市教育委員会 B5

平成元年3月31日
桶川市文化財調査報告書　第18集　泉野遺跡（第2
次）・バチ山遺跡―市道1192・2040号線拡幅改修工事
に伴う発掘調査報告―

桶川市教育委員会 B5

平成15年3月31日
桶川市文化財調査報告書　第25集　三ツ木遺跡　－第
1次発掘調査報告書－

桶川市教育委員会 B5

平成12年3月31日
桶川市における近世・近代建造物調査報告書　平成
10・11年度

桶川市教育委員会 A4

平成16年3月31日
桶川市における近世・近代建造物調査報告書　平成
12・13・15年度

桶川市教育委員会 A4

昭和60年3月31日 昭和59年度　桶川市遺跡群発掘調査報告書 桶川市教育委員会 B5
昭和63年3月31日 昭和62年度　桶川市遺跡群発掘調査報告書 桶川市教育委員会 B5
平成7年3月31日 平成6年度　桶川市遺跡発掘調査報告書 桶川市教育委員会 B5
平成9年3月31日 平成8年度　桶川市内遺跡範囲確認調査報告書 桶川市教育委員会 A4



平成11年3月31日 平成10年度　桶川市内遺跡範囲確認調査報告書 桶川市教育委員会 A4

平成14年3月29日
平成13年度　桶川市内遺跡発掘調査報告書　砂ヶ谷戸
Ⅰ遺跡　第3次調査

桶川市教育委員会 A4

平成16年3月31日
平成15年度　桶川市内遺跡発掘調査報告書　八幡耕地
遺跡第7次発掘調査・氷川前遺跡第2次発掘調査・範囲
確認調査

桶川市教育委員会 A4

平成18年3月31日 平成17年度　桶川市内遺跡範囲確認調査報告書 桶川市教育委員会 A4

平成20年3月31日
平成19年度　桶川市内遺跡発掘調査報告書　諏訪久保
Ⅰ遺跡発掘調査・範囲確認調査

桶川市教育委員会 A4

平成22年3月31日 平成21年度　桶川市内遺跡発掘調査報告書 桶川市教育委員会 A4
平成23年3月30日 平成23年度　桶川市内遺跡発掘調査報告書 桶川市教育委員会 A4
平成26年3月31日 平成25年度　桶川市内遺跡範囲確認調査報告書 桶川市教育委員会 A4

平成28年3月31日
平成27年度　桶川市内遺跡発掘調査報告書　八幡耕地
遺跡第8次発掘調査　範囲確認調査

桶川市教育委員会 A4

平成31年3月31日 平成30年度　桶川市内遺跡発掘調査報告書 桶川市教育委員会 A4
平成16年3月1日 北原遺跡　第1次発掘調査報告書 桶川市教育委員会 A4
平成16年3月31日 後谷遺跡　第4次・5次発掘調査報告書　第1分冊 桶川市教育委員会 A4
平成17年3月31日 後谷遺跡　第4次発掘調査報告書　第2分冊 桶川市教育委員会 A4
平成19年10月31日 後谷遺跡　第4次発掘調査報告書　第3分冊 桶川市教育委員会 A4
平成20年3月31日 殿山南遺跡　第3次発掘調査報告書 殿山南遺跡発掘調査会 桶川市教育委員会 A4
平成28年3月25日 堀ノ内遺跡　第4次発掘調査報告書 桶川市教育委員会 A4
平成28年3月31日 東台Ⅰ遺跡　第2次発掘調査報告書 桶川市教育委員会 A4
平成29年3月31日 東Ⅰ遺跡　―第1次発掘調査報告書― 桶川市教育委員会 A4

平成24年3月11日
後谷遺跡　縄文のタイムカプセル　重要文化財「埼玉
県後谷遺跡出土品」図録

桶川市教育委員会 A4

（平成30年3月18日
～5月6日）

桶川市歴史民俗資料館　企画展示　熊野神社古墳の物
語

桶川市歴史民俗資料館 A4

平成13年3月30日
桶川市歴史民俗資料館古文書調査報告書　第1集　廿
樂忠英家近世文書

桶川市歴史民俗資料館 A4

平成16年3月1日
桶川市歴史民俗資料館古文書調査報告書　第2集　上
加納村本木家文書目録

桶川市歴史民俗資料館 A4

平成20年3月28日
桶川市歴史民俗資料館文書調査報告書　第3集　増田
家文書目録　付古文書資料

桶川市歴史民俗資料館 A4

桶川市歴史民俗資料館　展示案内　－台地と道－ 桶川市教育委員会 桶川市 A4

昭和54年10月1日 村に残る生活文化
桶川農業改良普及所・桶川
地区生活改善クラブ連絡協
議会

A5

昭和54年3月26日
後谷遺跡　荒川左岸北部流域下水道　元荒川幹線工事
に伴う調査

後谷遺跡発掘調査会 B5

平成2年3月31日 愛宕耕地遺跡第3次発掘調査報告書
上日出谷南遺跡群発掘調査
会

B5

平成2年3月31日 宮北Ⅰ遺跡発掘調査報告書
上日出谷南遺跡群発掘調査
会

B5

平成3年3月31日 殿山南遺跡発掘調査報告書
上日出谷南遺跡群発掘調査
会

B5



平成11年3月31日 愛宕遺跡　第3次発掘調査報告書
上日出谷南遺跡群発掘調査
会（桶川市教育委員会内）

A4

平成11年9月20日 ふじま山遺跡発掘調査報告書（遺構編）
坂田西部遺跡群発掘調査会
（桶川市教育委員会内）

A4

平成11年9月30日
愛宕耕地遺跡　第1・2次発掘調査報告書　－宅地造成
に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－

愛宕耕地遺跡発掘調査会
（桶川市教育委員会内）

B5

平成11年12月10日
高井東遺跡　第5次調査報告書　－共同住宅建設に伴
う発掘調査－

高井東遺跡発掘調査会（桶
川市教育委員会内）

B5

平成12年3月31日 桶川市　高井遺跡　第3次発掘調査報告書
高井遺跡発掘調査会（桶川
市教育委員会内）

B5 付図

平成12年6月30日
永久保Ⅰ遺跡　第1次発掘調査報告書－埼玉県桶川市
－

永久保Ⅰ遺跡発掘調査会 B5

平成12年9月30日 桶川市　台原遺跡発掘調査報告書 台原遺跡発掘調査会 B5

平成13年7月31日
桶川市　高井遺跡　第4次・第5次・第10次・第11次発
掘調査報告書

高井遺跡発掘調査会（桶川
市教育委員会内）

B5 付図

平成14年5月31日 高井東遺跡　第3次調査発掘調査報告
高井遺跡発掘調査会（桶川
市教育委員会内）

A4

平成14年10月31日 殿山南遺跡　第2次発掘調査報告書
上日出谷南遺跡群発掘調査
会（桶川市）

A4

平成14年12月25日 堀ノ内遺跡　－第1次発掘調査報告書－ 堀ノ内遺跡発掘調査会 B5

平成17年9月30日 宮遺跡　第2次発掘調査
上日出谷南遺跡群発掘調査
会（桶川市）

A4

平成19年8月31日 氷川神社裏古墳　宮遺跡－第3次発掘調査－ 宮遺跡発掘調査会 A4
平成21年6月30日 宮ノ脇遺跡　第1次発掘調査報告書 宮ノ脇遺跡発掘調査会 A4

　越生町
平成3年3月31日 越生の歴史　古代・中世史料（古文書・記録） 越生町史研究会 越生町 B5
平成4年9月30日 越生の歴史　近世史料（古文書・記録） 越生町史研究会 越生町 B5 付録
平成5年3月20日 越生の歴史　近代史料（古文書・記録） 越生町史研究会 越生町 B5
平成20年3月31日 越生町史自然史編　越生の自然 越生町教育委員会 越生町 A4
平成9年3月31日 越生の歴史Ⅰ　原始・古代・中世 越生町教育委員会 B5
平成11年3月31日 越生の歴史Ⅱ〈近世〉 越生町教育委員会 B5
平成12年3月31日 越生の歴史Ⅲ（近代） 越生町教育委員会 越生町 B5
昭和59年3月1日 越生町史調査報告　第1集　山田家文書目録 越生町教育委員会 B5
昭和61年3月30日 越生町史調査報告　第2集　諸家文書目録（一） 越生町教育委員会 B5

昭和62年3月30日
越生町史調査報告　第3集　諸家文書目録（二）　近
代史料集

越生町教育委員会 B5

昭和63年3月30日
越生町史調査報告　第4集　古帳庵鈴木金兵衛の句碑
と巡拝碑

越生町教育委員会 B5

平成元年3月30日 越生町史調査報告　第5集　越生の文学碑と筆塚 越生町教育委員会 B5
平成4年3月31日
（初版）

越生叢書2　おごせの昔話と伝説 越生町教育委員会 A5

平成6年3月31日
（初版）

越生叢書3　「－ほととぎす銚子は国のとっぱずれ
－古帳庵　鈴木金兵衛をめぐって」

越生町教育委員会 A5

平成15年3月31日 越生叢書4　おごせの文化財 越生町教育委員会 A5

平成30年3月20日
越生叢書5　増補改訂版　古帳庵　鈴木金兵衛をめ
ぐって

越生町教育委員会 A5



昭和59年3月31日
越生町埋蔵文化財調査報告　第2集　じょうだい－上
台遺跡発掘調査概報－

越生町教育委員会 A5

昭和57年3月 越生町文化財ガイド 越生町文化財保護委員会 越生町教育委員会 A5
平成29年11月30日 太田道灌と越生 越生町教育委員会 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

平成29年3月30日
二百年の時空を超えて　古帳庵　鈴木金兵衛の句碑と
札所巡拝碑

越生町教育委員会 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

　春日部市

昭和63年3月31日 春日部市史　第1巻　考古資料編
春日部市教育委員会社会
教育課市史編さん係

春日部市 A5 付図

平成元年3月31日 春日部市史　第2巻　古代・中世史料編 春日部市教育委員会 春日部市 A5

昭和57年12月25日 春日部市史　第3巻　近世史料編Ⅲノ二
春日部市教育委員会市史
編さん係

春日部市 A5

昭和62年3月31日 春日部市史　第3巻　近世資料編Ⅳ
春日部市教育委員会市史
編さん係

春日部市 A5

平成2年3月31日 春日部市史　第3巻　近世史料編Ⅴ
春日部市教育委員会社会
教育課市史編さん係

春日部市 A5

平成3年3月30日 春日部市史　第4巻　近現代資料編Ⅰ
春日部市教育委員会社会
教育課市史編さん係

春日部市 A5 付図

平成4年3月31日 春日部市史　第4巻　近現代資料編Ⅱ
春日部市教育委員会社会
教育課市史編さん係

春日部市 A5

平成5年3月31日 春日部市史　第5巻　民俗編
春日部市教育委員会社会
教育課市史編さん係

春日部市 A5

平成6年9月10日 春日部市史　第6巻　通史編Ⅰ 春日部市教育委員会 春日部市 A5
平成7年3月31日 春日部市史　第6巻　通史編Ⅱ 春日部市教育委員会 春日部市 A5 付図
平成10年3月 図録　春日部の歴史　春日部市史普及版 春日部市教育委員会 春日部市 A4
平成28年3月22日 新編　図録　春日部の歴史 春日部市史編さん委員会 春日部市 A4

昭和59年3月31日 春日部市史別冊　千住馬車鉄道
春日部市教育委員会市史
編さん係

春日部市 B6

平成24年4月27日 春日部市史　庄和地域　原始・古代・中世・近世 春日部市史編さん委員会 春日部市 B5
平成25年3月27日 春日部市史　庄和地域　近代・現代 春日部市史編さん委員会 春日部市 B5

平成13年3月 春日部市史資料（一）　新聞資料
春日部市教育委員会社会
教育課文化財係

春日部市教育委員会 A4

平成14年3月 春日部市史資料（二）　旧町村役場文書目録
春日部市教育委員会社会
教育課文化財係

春日部市教育委員会 A4

平成15年3月 春日部市史資料（三）　諸家文書目録（一）
春日部市教育委員会生涯
学習課文化財係

春日部市教育委員会 A4

平成18年3月24日
春日部市庄和町史編さん資料（13）　民俗Ⅲ　－日－
の暮らしと仕事－

春日部市教育委員会 A4

平成19年3月26日
春日部市庄和町史編さん資料（14）　原始・古代資料
－考古－

春日部市教育委員会 A4

平成20年3月24日 春日部市庄和町史編さん資料（15）　中世・近世資料 春日部市教育委員会 A4
平成21年3月24日 春日部市庄和町史編さん資料（16）　近代・現代資料 春日部市教育委員会 A4

平成22年3月24日
春日部市庄和町史編さん資料（17）　石造物Ⅱ　－川
辺・富多・宝珠花・桜井地区の調査－

春日部市教育委員会 A4

昭和53年12月1日 春日部市文化財調査報告書　春日部の板碑
春日部市教育委員会・春日
部市文化財調査委員会

B5



平成14年3月29日
春日部市文化財調査報告書　第1集　春日部市の神社
（上巻）

春日部市教育委員会 A4

平成15年3月20日
春日部市文化財調査報告書　第2集　春日部市の神社
（下巻）

春日部市教育委員会 A4

平成22年6月22日 平成21年度　春日部市教育委員会文化財保護課年報
春日部市教育委員会文化財
保護課

A4

平成12年1月14日
春日部市埋蔵文化財調査報告書　第9集　立山遺跡2
次・浜川戸遺跡15.22.23次・小渕山下北遺跡3次・塚
内15号墳

春日部市教育委員会 B5

平成13年2月20日
春日部市埋蔵文化財調査報告書　第10集　花積内谷耕
地遺跡6次・花積台耕地遺跡5次・谷向遺跡・塚内16号
墳・塚内17号墳・小渕山下北遺跡4.5次

春日部市教育委員会 B5

平成14年3月15日
春日部市埋蔵文化財調査報告書　第11集　浜川戸遺跡
5.6.7.24.25.26次

春日部市教育委員会 B5

平成14年9月10日
春日部市埋蔵文化財調査報告書　第12集　浜川戸遺跡
8.10次・花積台耕地遺跡6次・慈恩寺原南遺跡・塚内
18号墳

春日部市教育委員会 B5

平成16年3月26日
春日部市埋蔵文化財調査報告書　第13集　八木橋遺跡
3次・浜川戸遺跡27.28次・小渕山下北遺跡6次・慈恩
寺原南遺跡2次

春日部市教育委員会 B5

平成17年3月24日
春日部市埋蔵文化財調査報告書　第14集　浜川戸遺跡
1.2.3.4次地点

春日部市教育委員会 B5

平成18年3月27日

春日部市埋蔵文化財発掘調査報告書　第1集　花積台
耕地遺跡7次地点・慈恩寺原南遺跡4－5次地点・貝の
内遺跡11・19次地点・小渕山下北遺跡8次地点・浜川
戸遺跡29次地点

春日部市教育委員会 A4

平成19年3月20日
春日部市埋蔵文化財発掘調査報告書　第2集　塚内14
号墳　埼葛斎場拡張に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

春日部市教育委員会 A4

平成18年9月25日
春日部市埋蔵文化財発掘調査報告書　第3集　貝の内
遺跡2.20.21.22.23.24次地点・小渕山下遺跡4次地点

春日部市教育委員会 A4

平成20年3月31日
春日部市埋蔵文化財発掘調査報告書　第4集　神明貝
塚4次地点・塚崎遺跡7.8次地点

春日部市教育委員会 A4

平成20年3月31日
春日部市埋蔵文化財発掘調査報告書　第5集　小渕山
下遺跡6次地点

春日部市教育委員会 A4

平成20年3月31日
春日部市埋蔵文化財発掘調査報告書　第6集　犬塚遺
跡6次地点・中野吉岡遺跡1.2次地点・小渕山下遺跡5
次地点・小渕山下北遺跡9.10次地点

春日部市教育委員会 A4

平成20年9月22日
春日部市埋蔵文化財発掘調査報告書　第7集　小渕山
下北遺跡14次地点

春日部市教育委員会 A4

平成21年2月10日
春日部市埋蔵文化財発掘調査報告書　第8集　犬塚遺
跡4次地点・貝の内遺跡1.7.14.16次地点

春日部市教育委員会 A4

平成21年3月27日
春日部市埋蔵文化財発掘調査報告書　第9集　貝の内
遺跡26次地点

春日部市教育委員会 A4

平成22年3月26日
春日部市埋蔵文化財発掘調査報告書　第10集　貝の内
遺跡8.13.18次地点・陣屋遺跡8次地点・中屋舗遺跡1
次地点

春日部市教育委員会 A4



平成23年3月30日
春日部市埋蔵文化財発掘調査報告書　第11集　小渕山
下北遺跡11.12.13次地点・浜川戸遺跡30次地点・貝の
内遺跡25次地点

春日部市教育委員会 A4

平成23年5月31日
春日部市埋蔵文化財発掘調査報告書　第12集　中屋舗
遺跡2次地点

春日部市教育委員会 A4

平成24年3月30日
春日部市埋蔵文化財発掘調査報告書　第13集　花積貝
塚3次地点・米島西宮遺跡1次地点・米島塚山遺跡1次
地点・馬場遺跡5次地点

春日部市教育委員会 A4

平成25年3月15日
春日部市埋蔵文化財発掘調査報告書　第14集　小渕山
下遺跡7.8次地点・小渕山下北遺跡15.16.17.18.19次
地点

春日部市教育委員会 A4

平成26年3月7日
春日部市埋蔵文化財発掘調査報告書　第15集　八木崎
遺跡5次地点

春日部市教育委員会 A4

平成26年3月20日
春日部市埋蔵文化財発掘調査報告書　第16集　貝の内
遺跡17．27次地点　浜川戸遺跡31．32．33次地点

春日部市教育委員会 A4

平成27年3月20日
春日部市埋蔵文化財発掘調査報告書　第17集　作之内
遺跡3次地点・西の宮東遺跡1次地点

春日部市教育委員会 A4

平成27年11月13日
春日部市埋蔵文化財発掘調査報告書　第18集　浜川戸
遺跡34次地点

春日部市教育委員会 A4

平成28年3月25日
春日部市埋蔵文化財発掘調査報告書　第19集　陣屋遺
跡9次地点　八木崎遺跡6次地点　貝の内遺跡15次地点

春日部市教育委員会 A4

平成30年3月23日
春日部市埋蔵文化財発掘調査報告書　第20集　埼玉県
春日部市　神明貝塚総括報告書

春日部市教育委員会 A4

平成6年2月 第8回特別展　春日部ゆかりの文人たち　（一） 春日部市郷土資料館 B5
平成11年7月 第19回特別展　かすかべ写真館展 春日部市郷土資料館 A4

第四十三回　夏季展示　幕末のかすかべ　～開国・攘
夷・天狗党～

春日部市郷土資料館 A4

夏季展示（第45回）　古墳時代の祈り～内牧塚内古墳
群と武蔵・下総の植輪～

春日部市郷土資料館 A4 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

夏季展示（第47回）　最後の将軍がみた春日部－野鳥
と御鷹場・御猟場－

春日部市郷土資料館 A4

平成26年7月23日
夏期展示（第49回）　江戸川！　－「新利根川」を
造った男と分断された庄内領

春日部市郷土資料館 A4

平成27年7月18日
夏季展示（第51回）旅の途中でひとやすみ　－江戸時
代の旅と粕壁宿－

春日部市郷土資料館 A4

平成28年7月20日
春日部市郷土資料館（第54回）夏季展示　春日部・糟
ケ辺・糟壁・粕壁―戦国から泰平へ

春日部市郷土資料館 A4

（平成30年8月4日
～9月16日）

夏季展示（第59回）　ここまでわかった！神明貝塚と
縄文人のくらし

春日部市郷土資料館 A4

令和元年7月23日
企画展示（第61回）元祖！成金　鈴木九五郎　－鈴久
を生んだ商いのまち春日部－

春日部市郷土資料館 A4

平成10年3月31日
春日部市郷土資料館資料目録　第3集　遠藤重二郎氏
文書目録(1)

春日部市郷土資料館 A4

平成11年3月31日
春日部市郷土資料館資料目録　第4集　遠藤重二郎氏
文書目録(2)

春日部市郷土資料館 A4



平成11年10月5日
春日部市遺跡調査会報告書　第8集　花積台耕地遺跡2
次

春日部市遺跡調査会 B5

平成11年10月5日 春日部市遺跡調査会報告書　第9集　大道東遺跡 春日部市遺跡調査会 B5

平成11年10月5日
春日部市遺跡調査会報告書　第10集　花積台耕地遺跡
4次

春日部市遺跡調査会 B5

平成11年10月5日 春日部市遺跡調査会報告書　第11集　浜川戸遺跡11次 春日部市遺跡調査会 B5

平成13年10月30日
春日部市遺跡調査会報告書　第12集　浜川戸遺跡
17,19,20次　－都市計画道路武里内牧線造成に伴う埋
蔵文化財発掘調査報告書－

春日部市遺跡調査会 B5

平成16年2月20日
春日部市遺跡調査会報告書　第13集　坊荒句遺跡2次
調査地点　－内牧公園造成に伴う埋蔵文化財調査報告
書その2－

春日部市遺跡調査会 B5

平成16年3月15日
春日部市遺跡調査会報告書　第14集　八木崎遺跡4次
調査地点

春日部市遺跡調査会 B5

平成16年7月20日
春日部市遺跡調査会報告書　第15集 小渕山下北遺跡7
次調査地点

春日部市遺跡調査会 B5

平成17年2月18日
春日部市遺跡調査会報告書　第16集　慈恩寺原南遺跡
3次調査地点

春日部市遺跡調査会 B5

平成18年9月25日
春日部市遺跡調査会報告書　第17集　慈恩寺原北遺跡
2次調査地点　学校法人開智学園校舎建設に伴う埋蔵
文化財調査報告書

春日部市遺跡調査会 A4

平成18年9月25日
春日部市遺跡調査会報告書　第18集　小渕山下遺跡2
次調査地点　共同住宅建築に伴う埋蔵文化財発掘調査
報告書

春日部市遺跡調査会 A4

平成18年12月20日
春日部市遺跡調査会報告書　第19集　小渕山下遺跡3
次調査地点　宅地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報告
書

春日部市遺跡調査会 A4

平成22年6月18日
春日部市遺跡調査会報告書　第20集　貝の内遺跡4次
地点

春日部市遺跡調査会 A4

平成22年6月18日
春日部市遺跡調査会報告書　第21集　貝の内遺跡12次
地点

春日部市遺跡調査会 A4

平成23年3月25日
春日部市遺跡調査会報告書　第22集　権現山遺跡2次
地点

春日部市遺跡調査会 A4

平成23年3月25日
春日部市遺跡調査会報告書　第23集　貝の内遺跡9次
地点

春日部市遺跡調査会 A4

　庄和町
平成12年3月30日 庄和町史編さん資料（8）　新聞資料　－戦後編－ 庄和町教育委員会 A4
平成14年3月29日 庄和町史編さん資料（9）　絵馬・扁額 庄和町教育委員会 A4
平成15年3月20日 庄和町史編さん資料（10）　民俗Ⅰ 庄和町教育委員会 A4

平成16年3月26日
庄和町史編さん資料（11）　石造物Ⅰ　－南桜井地区
の調査－

庄和町教育委員会 A4

平成17年3月25日
庄和町史編さん資料（12）　民俗Ⅱ　－まつりと儀礼
－

庄和町教育委員会 A4

平成11年12月15日 図録　三上於菟吉と長谷川時雨 庄和町教育委員会 A4

平成6年3月30日
庄和町文化財資料　第11集　別冊　埼玉県の大凧揚げ
習俗写真・資料集－庄和町西宝珠花の大凧揚げ－

庄和町教育委員会 A4



平成13年3月30日
庄和町文化財調査報告　第5集　庄和町の自然史　首
都圏外郭放水路建設事業に伴う古環境復元調査の記録

庄和町教育委員会 A4 付図

平成13年3月30日
庄和町文化財調査報告　第6集　宮前遺跡－第1次・第
2次調査の記録－

庄和町教育委員会 A4

平成14年3月29日
庄和町文化財調査報告　第7集　庄和町遺跡調査会報
告書　第10集　陣屋遺跡　－第1・3・4・5・6・7次調
査の記録－

庄和町教育委員会・庄和町
遺跡調査会

A4

平成14年12月5日
庄和町文化財調査報告　第8集　庄和町の自然史　Ⅱ
原始・古代の古環境の変遷

庄和町教育委員会 A4

平成15年3月31日
庄和町文化財調査報告　第9集　須釜遺跡　－弥生時
代中期の再葬墓群の調査と古環境の復元－

庄和町教育委員会 A4

平成15年3月31日
庄和町文化財調査報告　第10集　町内遺跡範囲確認調
査報告書Ⅰ－昭和56年度～昭和63年度－

庄和町教育委員会 A4

平成16年2月25日
庄和町文化財調査報告　第11集　塚崎遺跡－第1・2・
3・4・5・6次調査の記録－

庄和町教育委員会 A4

平成16年3月30日
庄和町文化財調査報告　第12集　町内遺跡範囲確認調
査報告書Ⅱ　－平成1年度～平成10年度－

庄和町教育委員会 A4

平成16年3月31日
庄和町文化財調査報告　第13集　町道遺跡町通中遺跡
－町営住宅建設等に伴う埋蔵文化財発掘調査－

庄和町教育委員会 A4

平成17年3月31日
庄和町文化財調査報告　第14集　浅間下遺跡　第3
次・香取廻遺跡　第2・5次・愛宕遺跡　第2次・原遺
跡　第2次・馬場遺跡－範囲確認調査－

庄和町教育委員会 A4

平成17年9月30日 庄和町文化財調査報告　第15集　権現山遺跡　第1次 庄和町教育委員会 A4

平成5年3月31日
庄和町遺跡調査会報告書　第2集　寺屋敷・須釜遺跡
発掘調査報告書－県営ほ場整備事業にかかる埋蔵文化
財発掘調査－

庄和町遺跡調査会 B5

平成6年7月29日 庄和町遺跡調査会報告書　第3集　西の宮遺跡 庄和町遺跡調査会 B5

平成8年3月29日
庄和町遺跡調査会報告書　第4集　香取廻遺跡　－第3
次・第4次の発掘調査の記録－

庄和町遺跡調査会 B5

平成10年3月31日
庄和町遺跡調査会報告書　第6集　新宿新田不動塚遺
跡

庄和町遺跡調査会 A4

平成11年3月31日
庄和町遺跡調査会報告書　第7集　吉岡遺跡－第1次発
掘調査の記録－

庄和町遺跡調査会 A4

平成12年3月31日
庄和町遺跡調査会報告書　第8集　原遺跡第1次・風早
遺跡第2次・馬場遺跡第3次

庄和町遺跡調査会 A4

平成14年3月29日
庄和町遺跡調査会報告書　第9集　作之内馬場遺跡・
作之内遺跡　－庄和町西金野井第二土地区画整理事業
に伴う埋蔵文化財発掘調査－

庄和町遺跡調査会 A4

平成17年3月31日
庄和町遺跡調査会報告書　第11集　風早遺跡第3次調
査・馬場遺跡第4次調査　－庄和町西金野井第二土地
区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査－

庄和町遺跡調査会 A4

平成17年9月30日
庄和町遺跡調査会報告書　第12集　吉岡遺跡　第2次
～5次

庄和町遺跡調査会 A4

昭和61年3月31日 陣屋遺跡　－昭和57年度調査の記録－ 庄和町陣屋遺跡調査会 B5

平成元年10月31日 貝の内遺跡　－第6次調査の記録－
庄和町貝の内遺跡第2地点
遺跡調査会

B5



　加須市
昭和56年2月16日 加須市史　通史編 加須市史編さん室 加須市 A5
昭和59年3月1日 加須市史　別編・人物誌 加須市史編さん室 加須市 A5 付録
昭和59年3月1日 加須市史　資料編Ⅰ・原始・古代・中世・近世 加須市史編さん室 加須市 A5
昭和58年3月20日 加須市史　資料編Ⅱ・近現代 加須市史編さん室 加須市 A5
昭和61年3月31日 加須市史　続資料編 加須市総務部総務課 加須市 A5
昭和55年10月15日 調査報告書　第5集　加須市の金石文 加須市史編さん室 加須市 B5
昭和57年2月25日 調査報告書　第6集　加須市諸家所蔵文書目録（Ⅰ） 加須市史編さん室 加須市 B5
昭和57年3月30日 調査報告書　第7集　加須市諸家所蔵文書目録（Ⅱ） 加須市史編さん室 加須市 B5
昭和56年12月15日 調査報告書　第8集　新聞記事に見る郷土のできごと 加須市史編さん室 加須市 B5
昭和59年3月1日 調査報告書　第10集　加須市の石仏（Ⅱ） 加須市史編さん室 加須市 B5
昭和60年3月30日 調査報告書　追補　加須市諸家所蔵文書目録（Ⅲ） 加須市史編さん室 加須市 B5
昭和58年3月30日 加須市文化財調査報告書　第1集　中町南遺跡 加須市教育委員会 B5

平成2年3月31日 加須市文化財調査報告書　第1集　加須市の民家
加須市教育委員会社会教
育課

加須市教育委員会 B5

平成23年3月31日
加須市埋蔵文化財調査報告書　第1集　騎西城武家屋
敷跡　第17・28・35・36・39・41・43次調査

加須市教育委員会 A4

平成23年3月31日
加須市埋蔵文化財調査報告書　第2集　騎西城武家屋
敷跡　KB大英寺・1・2区調査

加須市教育委員会 A4

平成25年3月31日
加須市埋蔵文化財調査報告書　第5集　騎西城武家屋
敷跡　第4～6・10～12・46・47・53～56次調査

加須市教育委員会 A4

平成25年3月31日
加須市埋蔵文化財調査報告書　第6集　騎西城武家屋
敷跡　KB4・5区　第15・26次発掘調査　－中近世編－

加須市教育委員会 A4

平成26年3月31日
加須市埋蔵文化財調査報告書　第7集　騎西城武家屋
敷跡　第2・3・8・9・50・51次調査　騎西城跡　第
3・12・14・15次調査　多賀谷氏館跡　第1～3次調査

加須市教育委員会 A4

平成27年3月31日

加須市埋蔵文化財調査報告書　第8集　荻原遺跡　第
1・4・5次調査　中郷遺跡　第1次調査　五番遺跡　第
3・4次調査　種垂城跡　第1～5次調査　道智氏館跡
第1次調査

加須市教育委員会 A4

平成28年3月31日
加須市埋蔵文化財調査報告書　第9集　騎西城武家屋
敷跡　KB7・8・11・12区　第16・23次調査　－中近世
編－

加須市教育委員会 A4

平成29年3月31日
加須市埋蔵文化財調査報告書　第10集　騎西城武家屋
敷跡　KB10区調査　－中近世編－　遺物1

加須市教育委員会 A4

平成30年3月31日
加須市埋蔵文化財調査報告書　第11集　騎西城武家屋
敷跡　ＫＢ10区調査　－中近世編－　遺物2　遺構

加須市教育委員会 A4

平成31年3月31日
加須市埋蔵文化財調査報告書　第12集　騎西城武家屋
敷跡　第42・48次調査　－中近世編－　『騎西城跡』

加須市教育委員会 A4

戦国から江戸時代へ　騎西城跡
加須市教育委員会　生涯学
習課　文化財担当

A3
パンフレット

8つ折
　大利根町

平成12年3月30日 大利根町史　資料編　上巻 大利根町教育委員会 大利根町 A5
平成15年3月31日 大利根町史　資料編　下巻 大利根町教育委員会 大利根町 A5
平成11年3月16日 大利根町史　民俗編 大利根町教育委員会 大利根町 A5
平成16年3月30日 大利根町史　通史編 大利根町教育委員会 大利根町 A5



平成13年3月30日 図録　大利根のあゆみ 大利根町教育委員会 大利根町 A4

昭和58年3月31日 大利根町地名考－郷土史の研究Ⅱ－
大利根町文化財保護審議
委員会

大利根町教育委員会 B5

昭和60年3月31日 大利根町の路傍の石仏（その1）（郷土史の研究Ⅳ）
大利根町文化財保護審議
委員会

大利根町教育委員会 B5

昭和61年3月31日 大利根町の廃寺＜郷土史の研究Ⅴ＞
大利根町文化財保護審議
委員会

大利根町教育委員会 B5

昭和63年3月31日 大利根町の水塚
大利根町文化財保護審議
委員会

大利根町教育委員会 B5

平成2年3月31日 大利根町の神社（郷土史の研究8） 大利根郷土史クラブ 大利根町教育委員会 B5

平成3年3月31日
大利根町風物誌　オトカ（狐）に化かされた話（郷土
史の研究9）

大利根郷土史クラブ 大利根町教育委員会 A5

平成6年3月31日 大利根町の石碑＜郷土史の研究№12＞ 大利根郷土史クラブ 大利根町教育委員会 B5
大利根町史　民俗編　第1章　水と暮らし（抜刷） 板垣 時夫 A5
大利根町史　民俗編　第4章　年中行事（抜刷） 板垣 時夫 A5
大利根町史　民俗編　第7章　信仰（抜刷） 板垣 時夫 A5

　騎西町
平成13年3月23日 騎西町史　考古資料編1 社会教育課郷土史料係 騎西町教育委員会 A5 附図

平成11年3月29日
騎西町史　考古資料編2（板碑分布図・板碑編年一覧
表）

騎西町教育委員会 A5 付図・一覧表

平成2年3月20日 騎西町史　中世史料編 騎西町史編さん室 騎西町教育委員会 A5 付録
平成元年1月20日 騎西町史　近世資料編 騎西町史編さん室 騎西町教育委員会 A5
平成8年3月28日 騎西町史　近現代資料編1 社会教育課郷土史料係 騎西町教育委員会 B5
平成9年1月30日 騎西町史　近現代資料編2 社会教育課郷土史料係 騎西町教育委員会 B5
昭和60年12月25日 騎西町史　民俗編 騎西町史編さん室 騎西町教育委員会 A5
昭和62年12月25日 騎西町史　教育編 騎西町史編さん室 騎西町教育委員会 A5
平成17年3月1日 騎西町史　通史編 社会教育課郷土史料係 騎西町教育委員会 A5 附録
平成12年3月24日 騎西町史　補遺編 社会教育課郷土史料係 騎西町教育委員会 A5
昭和54年7月10日 路傍の石佛 騎西町教育委員会 A5
昭和60年3月30日 河野省三日記　「吾が身のすがた」 騎西町史編さん室 騎西町教育委員会 A5
昭和56年3月20日 騎西の板碑 騎西町教育委員会 A5
昭和58年3月1日 神楽とささら 騎西町教育委員会 A5
昭和60年12月25日 騎西町史調査資料　第1集　行政文書目録 騎西町史編さん室 騎西町教育委員会 B5
平成3年12月27日 騎西町史調査資料　第2集　騎西の石仏 社会教育課郷土史料係 騎西町教育委員会 B5
平成6年3月28日 騎西町史調査資料　第3集　騎西の石名木・巨木 社会教育課郷土史料係 騎西町教育委員会 B5

昭和58年3月
騎西町埋蔵文化財調査報告書　第2集　騎西町遺跡分
布調査報告書

騎西町教育委員会 B5

平成22年2月15日
騎西町埋蔵文化財調査報告書　第4集　三番遺跡第1次
調査　五番遺跡第1・2次調査　種垂城跡第6次調査

騎西町教育委員会 A4

平成22年2月15日
騎西町埋蔵文化財調査報告書　第5集　騎西城武家屋
敷跡　第14・27・44・45次発掘調査

騎西町教育委員会 A4

平成10年3月 ガイドブック　ぶらり騎西 見て歩き 騎西町教育委員会 変型

平成8年3月22日
騎西町遺跡調査会報告書　第1集　騎西城武家屋敷跡
第7次発掘調査報告書

騎西町遺跡調査会 A4

平成9年3月28日
騎西町遺跡調査会報告書　第2集　騎西城武家屋敷跡
妙光寺第1・2次発掘調査報告書

騎西町遺跡調査会 A4



平成20年9月29日
騎西町遺跡調査会報告書　第3集　萩原遺跡　第2・
3・6・7次発掘調査

騎西町遺跡調査会 A4

平成21年3月30日
騎西町遺跡調査会報告書　第4集　騎西城武家屋敷跡
第22・24次発掘調査

騎西町遺跡調査会 A4

平成21年12月28日
騎西町遺跡調査会報告書　第5集　騎西城跡　第5・6
次発掘調査報告書

騎西町遺跡調査会 A4

平成21年12月28日
騎西町遺跡調査会報告書　第6集　騎西城武家屋敷跡
第40次発掘調査報告書

騎西町遺跡調査会 A4

　北川辺町
（昭和53年12月） 北川辺町史　史料集（三）　北川辺の仏像 北川辺町史編さん委員会 B5
（昭和55年2月15
日）

北川辺の板石塔婆　史料集5 北川辺町史編さん委員会 B5

（昭和59年3月） 北川辺の民俗（一）　史料集9 北川辺町史編さん委員会 B5
昭和60年10月3日 北川辺町史　史料集(10)　北川辺の自然－植物編－ 北川辺町自然観察会 北川辺町史編さん委員会 B5
昭和63年2月1日 北川辺の教育（二）　史料集11 北川辺町史編さん委員会 B5
平成5年3月25日 小室家文書（上）　史料集14 北川辺町史編さん委員会 B5
平成12年3月27日 北川辺町史　資料集（16）上　行政文書集 北川辺町史編さん委員会 B5
平成12年3月27日 北川辺町史　資料集（16）下　行政文書集 北川辺町史編さん委員会 B5
平成4年3月19日 北川辺町の石仏（上） 北川辺町教育委員会 B5
平成4年6月13日 北川辺町の石仏（下） 北川辺町教育委員会 B5

　神川町
平成元年3月20日 神川町誌 神川町教育委員会 A5 付図・年表
平成4年6月1日 神川町誌　資料編 神川町教育委員会 A5

昭和58年3月 神川村誌編さん資料　調査報告書・第4集
神川村誌編さん企画運営
委員会

神川村教育委員会 B5

昭和59年3月 神川村誌編さん資料　調査報告書・第5集
神川村誌編さん企画運営
委員会

神川村教育委員会 B5

昭和60年3月 神川村誌編さん資料　調査報告書・第6集
神川村誌編さん企画運営
委員会

神川村教育委員会 B5

昭和61年3月 神川村誌編さん資料　調査報告書・第7集
神川村誌編さん企画運営
委員会

神川村教育委員会 B5

昭和62年9月 神川村誌編さん資料　調査報告書・第8集
神川村誌編さん企画運営
委員会

神川村教育委員会 B5

平成19年1月31日 神川町　神泉地区文化財マップ ［神川町教育委員会］ 鋪

平成9年1月31日
神川町教育委員会文化財調査報告　第15集　中道遺跡
第22地点

神川町教育委員会 A4

平成11年3月19日
神川町教育委員会文化財調査報告　第18集　中原・金
屎・久保宿・観音院南･光権寺・北原遺跡、大蔵塚

神川町教育委員会 A4

平成12年3月21日

神川町教育委員会文化財調査報告　第19集　中道遺跡
第16・17地点　中北原遺跡第3地点　保木野境遺跡
反り町遺跡第1地点　県営かんがい排水事業九郷地区
発掘調査報告書－Ⅱ－

神川町教育委員会 A4

平成15年3月20日
神川町教育委員会文化財調査報告　第20集　中道遺跡
－第5地点・第8地点、第2地点2次－

神川町教育委員会 A4

平成16年3月26日
神川町教育委員会文化財調査報告　第21集　中新里諏
訪山古墳　－第2次・第3次調査－

神川町教育委員会 A4



平成17年3月28日
神川町教育委員会文化財調査報告　第22集　大塚稲荷
古墳　－第2次・3次調査－

神川町教育委員会 A4

平成18年3月28日
神川町教育委員会文化財調査報告　第23集　中原遺跡
第1地点・中道遺跡第24地点

神川町教育委員会 A4

平成19年3月29日
神川町埋蔵文化財調査報告　第1集　元屋敷遺跡・関
口1号墳・真下境西遺跡第2地点

神川町教育委員会 A4

平成19年3月19日
神川町埋蔵文化財調査報告　第2集　門野遺跡・木ノ
下第2遺跡発掘調査報告書　－県営中山間総合整備事
業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－

神川町教育委員会 A4

平成20年3月25日
神川町埋蔵文化財調査報告　第3集　中道遺跡第13地
点

神川町教育委員会 A4

平成21年3月10日
神川町埋蔵文化財調査報告　第4集　中道遺跡第19地
点

神川町教育委員会 A4

平成24年3月28日
神川町埋蔵文化財調査報告　第5集　青柳古墳群　南
塚原支群Ⅲ　県営畑地帯総合土地改良事業神川南部地
区発掘調査報告書Ⅲ（第1分冊）

神川町教育委員会 A4 付図

平成24年3月28日
神川町埋蔵文化財調査報告　第5集　青柳古墳群　南
塚原支群Ⅲ　県営畑地帯総合土地改良事業神川南部地
区発掘調査報告書Ⅲ（第2分冊）

神川町教育委員会 A4 付図

平成25年3月15日
神川町埋蔵文化財調査報告　第6集　中道遺跡第20地
点

神川町教育委員会 A4

平成26年3月28日
神川町埋蔵文化財調査報告　第7集　青柳古墳群　南
塚原支群Ⅳ・出土遺物等整理報告

神川町教育委員会 A4

平成27年2月27日
神川町埋蔵文化財調査報告　第8集　中道遺跡第26地
点

神川町教育委員会 A4

平成28年3月28日 神川町埋蔵文化財調査報告　第9集　南塚原11号墳 神川町教育委員会 DVD

平成29年3月20日
神川町埋蔵文化財調査報告　第10集　中道遺跡第27地
点

神川町教育委員会 DVD

平成29年3月30日 神川町埋蔵文化財調査報告　第11集　南塚原60号墳 神川町教育委員会 DVD

平成30年3月26日
神川町埋蔵文化財調査報告　第12集　南塚原71・59号
墳、皂樹原遺跡

神川町教育委員会 A4

平成30年3月26日
神川町埋蔵文化財調査報告　第13集　幹沢遺跡・坊地
遺跡・鍛冶ヶ谷遺跡・門野遺跡・松の平遺跡Ａ地点

神川町教育委員会 A4

平成28年 神川町埋蔵文化財マップ 神川町教育委員会 ﾏｯﾌﾟ

平成24年3月30日 名勝及び天然記念物「三波石峡」保存管理計画書

群馬県藤岡市教育委員会文
化財保護課・埼玉県児玉郡
神川町教育委員会生涯学習
課

A4

平成3年3月19日
神川町遺跡調査会発掘調査報告　第2集　池田遺跡第1
地点

神川町遺跡調査会 A4

平成3年5月31日
神川町遺跡調査会発掘調査報告　第3集　中道遺跡第
18地点

神川町遺跡調査会 A4

平成13年3月30日
神川町遺跡調査会発掘調査報告　第6集　青柳古墳群
関口支群

神川町遺跡調査会 A4

平成16年3月31日
神川町遺跡調査会発掘調査報告　第7集　愛染遺跡第
6・7・8・9・10地点　青柳古墳群元阿保支群

神川町遺跡調査会 A4



　神泉村

平成11年3月30日 神泉村誌　自然編
神泉村教育委員会・神泉
村誌編さん委員会

神泉村 B5 目録・付図

平成15年3月20日 神泉村誌　民俗編
神泉村教育委員会・神泉
村誌編さん委員会

神泉村 B5

平成17年11月25日 神泉村誌　歴史編
神泉村教育委員会・神泉
村誌編さん委員会

神泉村 B5

平成12年2月25日 神泉村誌調査報告書　第1集　神泉村諸家文書目録 神泉村教育委員会 B5

平成13年3月30日
神泉村誌調査報告書　第2集　－神泉村諸家文書近世
資料集－

神泉村教育委員会 B5

平成10年3月31日
神泉村教育委員会文化財調査報告書　第1集　平西遺
跡発掘調査報告書

神泉村教育委員会 A4

平成11年3月30日
神泉村教育委員会文化財調査報告書　第2集　平遺跡
発掘調査報告書F地点の調査

神泉村教育委員会 A4

平成13年3月30日

神泉村教育委員会文化財調査報告書　第3集　村内遺
跡発掘調査報告書　－平遺跡G地点の調査及び村内遺
跡試掘調査－　村内遺跡発掘調査に伴う発掘調査報告
書3

神泉村教育委員会 A4

平成14年3月20日

神泉村教育委員会文化財調査報告書　第4集　門野遺
跡・中居遺跡・平西遺跡・松の平遺跡発掘調査報告書
－県営中山間地域総合整備事業に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告書－　村内遺跡発掘調査に伴う発掘調査報告
書4

神泉村教育委員会 A4

平成19年2月27日
神泉村遺跡調査会文化財調査報告書　第1集　平遺跡
発掘調査報告書　－A～Ｅ地点の調査－

神泉村遺跡調査会 A4

平成19年2月27日
神泉村遺跡調査会文化財調査報告書　第2集　東山遺
跡発掘調査報告書

神泉村遺跡調査会 A4

平成19年2月27日
神泉村遺跡調査会文化財調査報告書　第3集　林遺跡
発掘調査報告書

神泉村遺跡調査会 A4

平成19年2月27日
神泉村遺跡調査会文化財調査報告書　第4集　池尻遺
跡発掘調査報告書

神泉村遺跡調査会 A4

　上里町
平成4年3月 上里町　町制施行20周年記念誌　上里町勢要覧 '92 上里町 A4
平成4年3月31日 上里町史　資料編 上里町史編集専門委員会 上里町 A5 付図
平成8年3月31日 上里町史　通史編　上巻 上里町史編集専門委員会 上里町 A5 付図
平成10年3月20日 上里町史　通史編　下巻 上里町史編集専門委員会 上里町 A5 付図
平成10年3月20日 上里町史　別巻 上里町史編集専門委員会 上里町 A5

昭和50年3月15日
上里町史料　第1集　内田家・黒沢家・橋爪家資料目
録

上里町誌編さん委員会 上里町教育委員会 B5

昭和53年3月15日 上里町史料　第3集　須賀家資料目録 上里町誌編さん委員会 上里町教育委員会 B5

昭和54年3月30日
上里町史料　第4集　岩田家・伊藤家・飯塚家・上里
町古俳人資料目録

上里町誌編さん委員会 上里町教育委員会 B5

昭和56年3月30日
上里町史料　第5集　下山家・飯塚家・久保家・吉沢
家・安原家資料目録

上里町誌編さん委員会 上里町教育委員会 B5

昭和57年3月20日 上里町史料　第6集　山下家文書目録 上里町誌編さん委員会 上里町教育委員会 B5



昭和57年7月20日
上里町史料　第7集　阿佐美・敷地・飯塚文書目録、
田中家・陽雲寺中世文書

上里町誌編さん委員会 上里町教育委員会 B5

昭和60年3月15日 上里町史料　第8集　萩原家文書目録 上里町誌編さん委員会 上里町教育委員会 B5

平成31年3月 上里町史料第十一集
上里町文化財保護審議委
員会　上里町立郷土資料
館

上里町教育委員会 A4

平成3年3月25日
上里町　往来北遺跡発掘調査報告書　－県営畑地帯総
合整備事業上里南部地区に伴う発掘調査報告書－

上里町教育委員会 B5

平成9年3月25日
上里町　田通遺跡　－土地区画整理事業に伴う発掘調
査報告書－

上里町教育委員会 A4

平成12年3月20日 埼玉県上里町　水引塚遺跡 上里町教育委員会 A4
平成15年3月20日 埼玉県上里町　寺西Ⅱ遺跡 上里町教育委員会 A4
平成19年3月30日 埼玉県上里町　北稲塚第Ⅱ地点遺跡 上里町教育委員会 A4

平成21年3月19日
上里町帯刀古墳群　地神塚古墳発掘調査報告書　県営
ほ場整備事業上里西部土地改良地区発掘調査報告書

上里町教育委員会 A4

平成25年3月30日 埼玉県上里町　䑓第2地点遺跡 上里町教育委員会 A4

平成30年9月4日
上里町埋蔵文化財発掘調査報告書　第17集　埼玉県上
里町　北稲塚遺跡　－県営ほ場整備事業に伴う発掘調
査報告書－

上里町教育委員会 A4

平成30年11月9日
上里町埋蔵文化財発掘調査報告書　第18集　埼玉県上
里町　堂裏遺跡　－県営ほ場整備事業に伴う発掘調査
報告書－

上里町教育委員会 A4

平成31年2月21日
上里町埋蔵文化財発掘調査報告書　第19集　埼玉県上
里町　中原館址・寺西Ⅰ遺跡　発掘調査報告書

上里町教育委員会 A4

平成28年11月29日
上里町埋蔵文化財発掘調査報告書　第13集　埼玉県上
里町　日月遺跡発掘調査報告書　―県営ほ場整備事業
に伴う発掘調査報告書―

上里町教育委員会 A4

平成28年12月28日
上里町埋蔵文化財発掘調査報告書　第14集　埼玉県上
里町　第一次田中西遺跡発掘調査報告書　―県営ほ場
整備事業に伴う発掘調査報告書―

上里町教育委員会 A4

平成29年12月1日
上里町埋蔵文化財発掘調査報告書　第15集　埼玉県上
里町第二次田中西遺跡発掘調査報告書　－県営ほ場整
備事業に伴う発掘調査報告書－

上里町教育委員会 A4

平成30年2月15日
上里町埋蔵文化財発掘調査報告書　第16集　埼玉県上
里町　町内遺跡群発掘調査報告書Ⅰ

上里町教育委員会 A4

平成31年2月21日 上里町立郷土資料館研究紀要　第17号 上里町立郷土資料館 A4
　川口市

昭和61年3月31日 川口市史　考古編 川口市 A5
付川口市内遺
跡分布図

昭和53年12月20日 川口市史　古代・中世資料編 川口市 A5
昭和60年3月30日 川口市史　近世資料編Ⅰ 川口市 A5
昭和61年3月31日 川口市史　近世資料編Ⅱ 川口市 A5
昭和58年3月30日 川口市史　近世資料編Ⅲ 川口市 A5
昭和58年11月30日 川口市史　近代資料編Ⅰ 川口市 A5
昭和57年4月30日 川口市史　近代資料編Ⅱ 川口市 A5



昭和58年3月30日
川口市史　近代資料編Ⅲ　別冊付録　寒松・息軒関係
資料語句

川口市 A5

昭和59年11月30日
川口市史　現代資料編　別刷：社会科の構成と学習、
社会科川口市案の改訂

川口市 A5

昭和55年3月31日 川口市史　民俗編 川口市 A5
昭和63年3月20日 川口市史　通史編　上巻 川口市 A5
昭和63年3月20日 川口市史　通史編　下巻 川口市 A5 付図、付表
平成8年3月25日 川口市史縮小版 川口市 A5

平成元年12月
学習マンガ　川口ものがたり　ふるさとの歴史をたど
る（上巻）

川口市広報広聴課・総務
課・社会教育課

川口市 A5

平成2年11月
学習マンガ　川口ものがたり　ふるさとの歴史をたど
る（下巻）

川口市広報広聴課・総務
課・社会教育課

川口市 A5

昭和50年3月10日 川口市史　調査概報　第1集 川口市総務部市史編さん室 A5
昭和50年11月 川口市史　調査概報　第2集 川口市総務部市史編さん室 A5
昭和52年2月1日 川口市史　調査概報　第3集 川口市総務部市史編さん室 A5
昭和53年3月1日 川口市史　調査概報　第4集 川口市総務部市史編さん室 A5
昭和54年12月20日 川口市史　調査概報　第5集 川口市総務部市史編さん室 A5
平成6年3月30日 川口市史　調査概報　第7集 川口市総務課市史編さん係 A5
昭和47年3月31日 川口の文化財 川口市教育委員会 A5
昭和51年3月31日 川口の文化財 川口市教育委員会 A5
昭和49年3月 川口市文化財調査報告書　第2集 川口市教育委員会 B5
昭和50年2月28日 川口市文化財調査報告書　第3集 川口市教育委員会 B5
昭和55年3月31日 川口市文化財調査報告書　第13集 教育局社会教育課 川口市教育委員会 A5
昭和56年3月31日 川口市文化財調査報告書　第14集 教育局社会教育課 川口市教育委員会 A5
昭和59年3月31日 川口市文化財調査報告書　第19集 教育局社会教育課 川口市教育委員会 B5

平成2年3月31日
川口市文化財調査報告書　第29集　赤井谷田遺跡
AKAIYADA SITE

川口市教育委員会 B5

平成4年3月31日
川口市文化財調査報告書　第30集　－精進場遺跡
（1）－

川口市教育委員会 B5

平成5年3月31日
川口市文化財調査報告書　第31集　－精進場遺跡
（2）－

川口市教育委員会 B5

平成17年3月31日
川口市文化財調査報告書　第32集　コンクリートブ
ロック造住宅調査報告書　－岩田文雄邸－

川口市教育委員会 A4

平成2年3月31日 シリーズ文化財2　江戸の米倉　新田開発と伊奈氏 川口市教育委員会 B5

平成12年3月
川口市民俗文化財調査報告書　第5集　川口のストー
ブ生産

川口市教育委員会社会教
育課

川口市教育委員会 A4

平成23年3月18日
川口市民俗文化財調査報告書　第6集　川口市石神の
御嶽講

川口市教育委員会 A4

平成14年3月29日 赤山街道総合調査報告書Ⅰ　大宮道をたどる 川口市教育委員会 A4
平成18年3月31日 赤山街道総合調査報告書Ⅲ　千住道をたどる 川口市教育委員会 A4
平成13年3月30日 川口市埋蔵文化財調査報告　上台遺跡 川口市教育委員会 A4
平成18年3月31日 川口市埋蔵文化財調査報告書　猿貝北遺跡 川口市教育委員会 A4

平成15年12月24日 川口市文化財保護年報　平成14年度
川口市教育委員会教育総
務部社会教育課

川口市教育委員会 A4

平成6年3月31日
国庫補助事業　市内遺跡発掘調査報告書 <平成4年度
調査>

川口市教育委員会 B5



平成7年3月31日
国庫補助事業　市内遺跡発掘調査報告書 <平成5年度
調査>

川口市教育委員会 B5

平成9年3月31日
国庫補助事業　市内遺跡発掘調査報告書（平成7年度
調査）

川口市教育委員会 A4

平成10年3月31日
国庫補助事業　市内遺跡発掘調査報告書（平成8年度
調査）

川口市教育委員会 A4

平成11年3月31日
国庫補助事業　市内遺跡発掘調査報告書（平成9年度
調査）

川口市教育委員会 A4

平成12年3月31日
国庫補助事業　市内遺跡発掘調査報告書（平成10年度
調査）

川口市教育委員会 A4

平成13年3月30日
国庫補助事業　市内遺跡発掘調査報告書（平成11年度
調査）

川口市教育委員会 A4

平成14年3月29日
国庫補助事業　市内遺跡発掘調査報告書（平成12年度
調査）

川口市教育委員会 A4

平成15年3月31日
国庫補助事業　市内遺跡発掘調査報告書（平成13年度
調査）

川口市教育委員会 A4

平成16年3月31日
国庫補助事業　市内遺跡発掘調査報告書（平成14年度
調査）

川口市教育委員会 A4

平成18年3月31日
国庫補助事業　市内遺跡発掘調査報告書〈平成16年度
調査〉

川口市教育委員会 A4

平成19年3月30日
国庫補助事業　市内遺跡発掘調査報告書（平成17年度
調査）

川口市教育委員会 A4

平成20年3月31日
国庫補助事業　市内遺跡発掘調査報告書（平成18年度
調査）

川口市教育委員会 A4

平成21年3月31日
国庫補助事業　市内遺跡発掘調査報告書（平成19年
度）

川口市立文化財センター A4

平成22年3月31日
国庫補助事業　市内遺跡発掘調査報告書（平成20年
度）

川口市立文化財センター A4

平成23年3月31日
国庫補助事業　市内遺跡発掘調査報告書（平成21年
度）

川口市立文化財センター A4

平成24年3月31日
国庫補助事業　市内遺跡発掘調査報告書＜平成22年度
調査＞

川口市教育委員会 A4

平成25年3月29日
国庫補助事業　市内遺跡発掘調査報告書＜平成23年度
調査＞

川口市教育委員会 A4

平成26年3月31日
国庫補助事業　市内遺跡発掘調査報告書＜平成24年度
調査＞

川口市教育委員会（文化
財課）

川口市教育委員会 A4

平成27年2月27日
国庫補助事業　市内遺跡発掘調査報告書＜平成25年度
調査＞

川口市教育委員会 A4

平成28年3月29日
国庫補助事業　市内遺跡発掘調査報告書＜平成26年度
調査＞

川口市教育委員会 A4

平成29年3月29日
国庫補助事業　市内遺跡発掘調査報告書＜平成27年度
調査＞

川口市教育委員会 A4

平成30年3月29日
国庫補助事業　市内遺跡発掘調査報告書＜平成28年度
調査＞

川口市教育委員会 A4

川口市立文化財センター 川口市教育委員会 ﾘｰﾌﾚｯﾄ
川口市立文化財センター分館　郷土資料館 川口市教育委員会 ﾘｰﾌﾚｯﾄ



川口市立文化財センター分館　国登録有形文化財　旧
田中家住宅

川口市教育委員会 ﾘｰﾌﾚｯﾄ

平成26年3月20日 川口市埋蔵文化財調査報告書　平柳遺跡 川口市教育委員会 A4 付図
平成28年3月14日 川口市埋蔵文化財調査報告書　道合高木前遺跡 株式会社パスコ 川口市教育委員会 A4

平成29年3月3日
川口市埋蔵文化財発掘調査報告書　安行中学校遺跡
―市立安行中学校仮設校舎建設工事に伴う埋蔵文化財
発掘調査報告書―

大成エンジニアリング株
式会社

川口市教育委員会 A4

平成29年3月17日
川口市埋蔵文化財調査報告書　小谷場貝塚遺跡　－区
画整理事業に伴う第21次埋蔵文化財発掘調査－

株式会社中野技術 川口市教育委員会 A4

平成29年9月30日
川口市埋蔵文化財発掘調査報告書　前田字六反畑第1
遺跡　－分譲住宅建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査
報告書－

埼玉県川口市教育委員
会・大成エンジニアリン
グ株式会社

株式会社大宝建設埼玉 A4

平成29年10月30日
川口市埋蔵文化財発掘調査報告書　小谷場貝塚遺跡
－共同住宅建設工事に伴う第23次埋蔵文化財発掘調査
－

川口市教育委員会・株式
会社中野技術

山添明太郎 A4

平成30年1月31日
川口市埋蔵文化財発掘調査報告書　辻字宮地第1遺跡
－物販店舗建設工事等に伴う埋蔵文化財発掘調査報告
書－

埼玉県川口市教育委員
会・株式会社東京航業研
究所

鈴木眞司・ネッツトヨタ埼
玉株式会社

A4

平成30年3月16日
川口市埋蔵文化財発掘調査報告書　宮合貝塚遺跡　－
石神西立野特定土地区画整理事業に伴う第15次埋蔵文
化財発掘調査－

埼玉県川口市教育委員
会・株式会社中野技術

川口市 A4

平成30年8月31日
川口市埋蔵文化財発掘調査報告書　宝泉寺遺跡　－分
譲住宅建設工事に伴う第2次埋蔵文化財発掘調査報告
書－

株式会社四門 埼玉県川口市教育委員会 A4

平成31年3月8日
川口市埋蔵文化財発掘調査報告書　安行中学校遺跡
-市立安行中学校グラウンド造成工事に伴う第5次埋蔵
文化財発掘調査報告書-

大成エンジニアリング株
式会社

埼玉県川口市教育委員会 A4

令和元年9月30日
川口市埋蔵文化財発掘調査報告書　前田字前田第1遺
跡　－分譲住宅建設工事に伴う発掘調査報告書－

埼玉県川口市教育委員
会・株式会社東京航業研

埼玉県川口市教育委員会 A4

昭和60年2月25日 赤山城 川口市教育局社会教育課 B5 コピー版

平成6年3月 関東郡代　伊奈氏の足跡
川口市教育委員会社会教育
課

変型

平成26年2月4日 赤山陣屋と伊奈氏展 川口市教育委員会文化財課 A4

平成30年10月2日
平成30年度日光御成道展　大変だ！将軍様がやってく
る！！－伊奈氏と街道と宿場－

川口市教育委員会 A4

平成11年3月 川口市文化財案内図
川口市教育委員会社会教育
課

A4 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

平成15年12月26日
川口市昭和平成年表稿　－川口市制施行70周年記念事
業－

川口市教育総務部社会教育
課

A4

平成17年3月10日 川口市明治大正年表稿
川口市教育総務部社会教育
課

A4

平成19年3月31日 川口市教育年表稿
川口市教育総務部社会教育
課

A4

平成24年8月31日 川口市産業年表稿 川口市教育委員会文化財課 A4

平成28年3月31日 川口市史料叢書　第一集　御用留　近世編　上巻
川口市教育委員会生涯学習
部文化財課

A4



平成28年3月31日 川口市史料叢書　第一集　御用留　近世編　下巻
川口市教育委員会生涯学習
部文化財課

A4

平成16年3月1日 年報　平成15年度 川口市立科学館 A4

昭和57年3月31日

川口市遺跡調査会報告　第3集　野伝場遺跡・東野遺
跡　都市計画道路南浦和越谷線と高速自動車道東北縦
貫自動車道川口青森線との交差工事に伴う埋蔵文化財
発掘調査報告書

川口市遺跡調査会 B5

平成3年7月31日
川口市遺跡調査会報告　第15集　源長寺前　01県住川
口赤山団地に係る埋蔵文化財発掘調査報告書

川口市遺跡調査会 B5

平成9年2月28日
川口市遺跡調査会報告　第16集　新井宿下一斗蒔遺跡
地下鉄7号線（仮称）新井宿駅建設に係る埋蔵文化財
発掘調査報告書

川口市遺跡調査会 A4

平成12年3月15日
川口市遺跡調査会報告　第17集　青木氷川神社遺跡
－川口警察署青木交番建設用地内埋蔵文化財発掘調査
報告書－

川口市遺跡調査会 A4

平成12年3月20日 川口市遺跡調査会報告　第18集　二軒在家遺跡 川口市遺跡調査会 A4

平成12年3月24日
川口市遺跡調査会報告　第19集　外谷田遺跡　－県営
川口根岸団地建設に係る埋蔵文化財発掘調査報告書－

川口市遺跡調査会 A4

平成12年3月20日
川口市遺跡調査会報告　第20集　赤山曲輪遺跡　－携
帯電話通信施設建設工事に係わる埋蔵文化財発掘調査
報告書－

川口市遺跡調査会 A4

平成13年2月28日
川口市遺跡調査会報告　第21集　東町裏遺跡　－真乗
院墓地造成工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－

川口市遺跡調査会 A4

平成15年3月20日
川口市遺跡調査会報告　第23集　戸塚三仏寺遺跡　－
土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財報告書－

川口市遺跡調査会 A4

平成15年3月20日
川口市遺跡調査会報告　第24集　海道西遺跡　－土地
区画整理事業に伴う埋蔵文化財報告書－

川口市遺跡調査会 A4

平成16年2月20日
川口市遺跡調査会報告　第25集　戸塚5丁目遺跡　－
分譲住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－

川口市遺跡調査会 A4

平成16年3月19日
川口市遺跡調査会報告　第26集　行衛往還通・戸塚5
丁目遺跡　－土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告書－

川口市遺跡調査会 A4

平成16年3月19日
川口市遺跡調査会報告　第27集　西立野道上遺跡　－
土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－

川口市遺跡調査会 A4

平成16年12月20日
川口市遺跡調査会報告　第28集　石神仲道遺跡　－土
地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－

川口市遺跡調査会 A4

平成16年12月20日
川口市遺跡調査会報告　第29集　戸塚三仏寺遺跡　－
土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－

川口市遺跡調査会 A4

平成17年12月20日
川口市遺跡調査会報告　第31集　石神仲道遺跡　－土
地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－

川口市遺跡調査会 A4

平成17年12月20日
川口市遺跡調査会報告　第32集　石神仲道遺跡　－土
地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－

川口市遺跡調査会 A4

平成17年12月20日
川口市遺跡調査会報告　第33集　戸塚立山遺跡　－土
地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－

川口市遺跡調査会 A4

平成17年12月20日
川口市遺跡調査会報告　第34集　戸塚5丁目遺跡　－
土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－

川口市遺跡調査会 A4



平成17年12月20日
川口市遺跡調査会報告　第35集　行衛往還通遺跡　－
土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－

川口市遺跡調査会 A4

平成19年2月28日
川口市遺跡調査会報告　第36集　戸塚立山遺跡　－土
地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－

川口市遺跡調査会 A4

平成19年2月28日
川口市遺跡調査会報告　第37集　海道西遺跡　－土地
区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－

川口市遺跡調査会 A4

平成20年2月28日
川口市遺跡調査会報告　第38集　戸塚立山遺跡　－土
地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－

川口市遺跡調査会 A4

平成23年1月20日
川口市遺跡調査会報告　第39集　宮合貝塚遺跡　－土
地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－

川口市遺跡調査会 A4

平成23年1月20日
川口市遺跡調査会報告　第40集　小谷場貝塚遺跡　－
土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－

川口市遺跡調査会 A4

平成24年5月31日
川口市遺跡調査会報告　第41集　戸塚5丁目遺跡　－
分譲住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－

川口市遺跡調査会 A4

平成25年3月29日
川口市遺跡調査会報告　第42集　小谷場貝塚遺跡　－
共同住宅建設に伴う埋蔵文化財調査報告書－

川口市遺跡調査会 A4

平成25年8月30日
川口市遺跡調査会報告　第43集　里字深町第1遺跡
－分譲住宅建設に伴う埋蔵文化財調査報告書－

川口市遺跡調査会 A4

平成25年9月30日
川口市遺跡調査会報告　第44集　道合上松遺跡　－分
譲住宅建設に伴う埋蔵文化財調査報告書－

川口市遺跡調査会 A4

平成26年3月25日
川口市遺跡調査会報告　第45集　小谷場貝塚遺跡　－
区画整理事業に伴う第9次埋蔵文化財発掘調査－

川口市遺跡調査会 A4

平成26年3月25日
川口市遺跡調査会報告　第46集　小谷場貝塚遺跡　－
区画整理事業に伴う第11・13・14次埋蔵文化財発掘調
査－

川口市遺跡調査会 A4

平成27年1月28日
川口市遺跡調査会報告　第47集　木曽呂遺跡　－特別
高圧架空送電線鉄塔建替工事に伴う埋蔵文化財発掘調
査報告書ー

川口市遺跡調査会 A4

平成29年8月31日
川口市遺跡調査会報告　第48集　三ッ和遺跡　八幡木
1丁目13番地3号他地点　－有料老人ホーム建設工事に
伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－

川口市遺跡調査会 A4

川口総合文化センター・リリア
財団法人川口総合文化セン
ター

A4 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

　鳩ヶ谷市
昭和56年3月31日 鳩ヶ谷市史　史料一　肥留間家文書（一） 鳩ヶ谷市 A5
昭和57年3月31日 鳩ヶ谷市史　史料二　矢作家文書 鳩ヶ谷市 A5
昭和58年3月31日 鳩ヶ谷市史　史料三　肥留間家文書（二） 鳩ヶ谷市 A5
昭和59年3月31日 鳩ヶ谷市史　史料四　肥留間家文書（三） 鳩ヶ谷市 A5
昭和60年3月31日 鳩ヶ谷市史　史料五　肥留間家文書（四） 鳩ヶ谷市 A5
昭和61年3月31日 鳩ヶ谷市史　史料六　肥留間家文書（五） 鳩ヶ谷市 A5
昭和61年3月31日 鳩ヶ谷市史　史料七　加藤家文書 鳩ヶ谷市 A5
昭和62年3月31日 鳩ヶ谷市史　史料八　肥留間家文書（六） 鳩ヶ谷市 A5

昭和62年3月31日
鳩ヶ谷市史　史料九　近代行政史料－鳩ヶ谷町のなり
たち－・鳩ヶ谷町報（昭和4年5月～14年12月）

鳩ヶ谷市 A5

平成元年3月31日 鳩ヶ谷市史　史料十　諸家文書 鳩ヶ谷市 A5
平成4年12月28日 鳩ヶ谷市史　通史編 鳩ヶ谷市 A5



昭和63年8月31日 鳩ヶ谷市史　民俗編 鳩ヶ谷市 A5 附録
昭和58年3月31日 鳩ヶ谷市史調査年報　第4集 鳩ヶ谷市 A5
昭和60年1月31日 鳩ヶ谷市史調査年報　第5集 鳩ヶ谷市 A5
昭和61年3月25日 鳩ヶ谷市史調査年報　第6集 鳩ヶ谷市 A5
昭和62年3月25日 鳩ヶ谷市史調査年報　第7集 鳩ヶ谷市 A5

昭和52年11月3日
鳩ヶ谷市の古文書　第3集　不二道願立御糺に付御答
書

鳩ヶ谷市文化財保護委員
会

鳩ヶ谷市教育委員会 A5

昭和54年12月25日 鳩ヶ谷市の古文書　第5集　伊勢川上開道記
鳩ヶ谷市文化財保護委員
会

鳩ヶ谷市教育委員会 A5

昭和57年2月25日 鳩ヶ谷市の古文書　第7集　小谷三志日記Ⅰ
鳩ヶ谷市文化財保護委員
会

鳩ヶ谷市教育委員会 A5

昭和58年1月31日 鳩ヶ谷市の古文書　第8集　小谷三志日記Ⅱ
鳩ヶ谷市文化財保護委員
会

鳩ヶ谷市教育委員会 A5

昭和58年12月15日
鳩ヶ谷市の古文書　第9集　小谷三志門人著作集Ⅰ
－鈴木頂行集－

鳩ヶ谷市文化財保護委員
会

鳩ヶ谷市教育委員会 A5

平成8年3月31日 鳩ヶ谷市の古文書　第20集　富士講古典教義集Ⅱ
鳩ヶ谷市文化財保護委員
会

鳩ヶ谷市教育委員会 A5

平成9年3月31日
鳩ヶ谷市の古文書　第21集　富士講古典教義集Ⅲ　－
小泉文六郎決定之覚書－

鳩ヶ谷市文化財保護委員
会

鳩ヶ谷市教育委員会 A5

平成11年3月31日
鳩ヶ谷市の古文書　第23集　不二道農産物品種改良運
動資料集Ⅰ　－御恵合種籾配分附立帳－

鳩ヶ谷市文化財保護委員
会

鳩ヶ谷市教育委員会 A5

平成12年3月31日
鳩ヶ谷市の古文書　第24集　不二道農産物品種改良運
動資料集Ⅱ　－大熊徳太郎の編著と初期運動－

鳩ヶ谷市文化財保護委員
会

鳩ヶ谷市教育委員会 A5

平成14年3月2日
鳩ヶ谷市の古文書　第26集　不二道農産物品種改良運
動資料集Ⅳ　－不二道孝心講新嘗祭御恩礼着到帳－

鳩ヶ谷市文化財保護委員
会

鳩ヶ谷市教育委員会 A5

平成15年3月25日
鳩ヶ谷市の古文書　第27集　不二道農産物品種改良運
動資料集Ⅴ－大熊徳太郎履歴書　他－

鳩ヶ谷市文化財保護委員
会

鳩ヶ谷市教育委員会 A5

平成17年3月31日
鳩ヶ谷市の歴史　～大昔から今まで、そして、未来へ
～

鳩ヶ谷市文化財保護委員
会

鳩ヶ谷市教育委員会 A5

平成18年3月22日 鳩ヶ谷市の歴史　～年表・文献・史料編～
鳩ヶ谷市文化財保護委員
会

鳩ヶ谷市教育委員会 A4

平成19年3月23日 鳩ヶ谷市の歴史　～小谷三志伝記～
鳩ヶ谷市文化財保護委員
会

鳩ヶ谷市教育委員会 A5

平成20年3月28日 鳩ヶ谷市の歴史　－旧鳩ヶ谷宿の町並み変遷－
鳩ヶ谷市文化財保護委員
会・鳩ヶ谷市教育委員会
生涯学習課文化財保護係

鳩ヶ谷市教育委員会 A4

平成21年3月27日 鳩ヶ谷市の歴史　－論集・三ツ和遺跡とその時代－
鳩ヶ谷市文化財保護委員
会・鳩ヶ谷市教育委員会
生涯学習課文化財保護係

鳩ヶ谷市教育委員会 A4

平成23年3月29日
鳩ヶ谷市の歴史　－新編武蔵風土記稿にみる江戸時代
の鳩ヶ谷－

鳩ヶ谷市文化財保護委員
会

鳩ヶ谷市教育委員会 A4

平成23年8月25日 鳩ヶ谷市の歴史　－鳩ヶ谷の遺跡－
鳩ヶ谷市文化財保護委員
会・鳩ヶ谷市教育委員会
生涯学習課文化財保護係

鳩ヶ谷市教育委員会 A4

昭和四十五年度調査　鳩ヶ谷市の板碑 鳩ヶ谷市教育委員会 B5 コピー版



昭和52年11月3日 鳩ヶ谷市の文化財　第3集・金石文
鳩ヶ谷市文化財保護委員
会

鳩ヶ谷市教育委員会 B5

昭和54年3月25日 鳩ヶ谷市の文化財　第4集・農具
鳩ヶ谷市文化財保護委員
会

鳩ヶ谷市教育委員会 B5

昭和55年3月15日 鳩ヶ谷市の文化財　第5集・地場産業
鳩ヶ谷市文化財保護委員
会

鳩ヶ谷市教育委員会 B5

昭和56年3月15日 鳩ヶ谷市の文化財　第6集・指定文化財　その二
鳩ヶ谷市文化財保護委員
会

鳩ヶ谷市教育委員会 B5

昭和57年3月25日 鳩ヶ谷市の文化財　第7集・絵馬　その一・明治以前
鳩ヶ谷市文化財保護委員
会

鳩ヶ谷市教育委員会 B5

昭和58年3月25日 鳩ヶ谷市の文化財　第8集・絵馬　その二・明治以後
鳩ヶ谷市文化財保護委員
会

鳩ヶ谷市教育委員会 B5

昭和60年3月15日 鳩ヶ谷市の文化財　第10集・板碑
鳩ヶ谷市文化財保護委員
会

鳩ヶ谷市教育委員会 B5 コピー版

（昭和61年） 鳩ヶ谷市の文化財　第11集・寺社礼
鳩ヶ谷市文化財保護委員
会

鳩ヶ谷市教育委員会 B5

昭和63年3月31日 鳩ヶ谷市の文化財　第13集・衣服
鳩ヶ谷市文化財保護委員
会

鳩ヶ谷市教育委員会 B5

平成2年3月31日 鳩ヶ谷市の文化財　第15集・住居
鳩ヶ谷市文化財保護委員
会

鳩ヶ谷市教育委員会 B5

平成8年3月29日 鳩ヶ谷市の文化財　第18集・埋蔵文化財
鳩ヶ谷市文化財保護委員
会

鳩ヶ谷市教育委員会 A4

平成11年9月30日 鳩ヶ谷市の文化財　第22集　建造物（三）　社寺①
鳩ヶ谷市文化財保護委員
会

鳩ヶ谷市教育委員会 A4

平成13年11月8日 鳩ヶ谷市の文化財　第24集　県・市指定文化財特集
鳩ヶ谷市文化財保護委員
会

鳩ヶ谷市教育委員会 A4

平成14年9月30日
鳩ヶ谷市の文化財　第25集　絵図（上）～日光御成道
を中心として～

鳩ヶ谷市文化財保護委員
会

鳩ヶ谷市教育委員会 A4

平成16年2月27日
鳩ヶ谷市の文化財　第26集　絵図（下）～村に関わる
絵図～

鳩ヶ谷市文化財保護委員
会

鳩ヶ谷市教育委員会 A4 付図

平成22年3月26日 鳩ヶ谷市の文化財　～県・市指定文化財～ 鳩ヶ谷市文化財保護委員会 A4 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

平成13年1月 鳩ヶ谷市の文化財マップ
鳩ヶ谷市文化財保護委員
会

鳩ヶ谷市教育委員会 鋪

平成22年9月3日 鳩ヶ谷宿案内板の解説マップ 鳩ヶ谷市教育委員会 A4 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

平成7年3月31日

鳩ヶ谷市埋蔵文化財調査報告書　第8集　鳩ヶ谷市三
ツ和遺跡　八幡木2丁目6番地3・4号地点　－中山宅建
㈱・中建設㈱・矢作不動産事務所　分譲住宅建築に伴
う埋蔵文化財緊急発掘調査報告

鳩ヶ谷市教育委員会 A4

平成11年3月31日

鳩ヶ谷市埋蔵文化財調査報告書　第9集　前田字六反
畑第1遺跡　南4丁目25番地1号他地点　－（仮称）島
忠家具ホ－ムセンタ－川口朝日店建設に伴う埋蔵文化
財緊急発掘調査報告－

鳩ヶ谷市教育委員会 A4

平成12年3月31日
鳩ヶ谷市埋蔵文化財調査報告書　第10集　三ツ和遺跡
三ツ和2丁目19番地2号の一部地点　－（仮称）源永寺
会館建設に伴う埋蔵文化財緊急発掘調査報告－

鳩ヶ谷市教育委員会 A4



平成12年3月31日
鳩ヶ谷市埋蔵文化財調査報告書　第11集　辻字畑田第
1遺跡　南7丁目31番地11号の一部地点　－鈴木宏之氏
による宅地造成に伴う埋蔵文化財緊急発掘調査報告－

鳩ヶ谷市教育委員会 A4

平成12年3月31日

鳩ヶ谷市埋蔵文化財調査報告書　第12集　前田字六反
畑第1遺跡　南4丁目16番地2号他地点　－加藤隆治氏
による店舗兼共同住宅建設に伴う埋蔵文化財緊急発掘
調査報告－

鳩ヶ谷市教育委員会 A4

平成13年3月30日
鳩ヶ谷市埋蔵文化財調査報告書　第13集　三ツ和遺跡
－第4・5・6次発掘調査報告－

鳩ヶ谷市教育委員会 A4

平成13年3月30日
鳩ヶ谷市埋蔵文化財調査報告書　第14集　里字諏訪内
第1遺跡　－東レ建設㈱によるｌ共同住宅建設に伴う
埋蔵文化財緊急発掘調査報告－

鳩ヶ谷市教育委員会 A4

平成13年3月30日
鳩ヶ谷市埋蔵文化財調査報告書　第15集　前田字前田
第1遺跡　－南5丁目3－1他地点－　－産経商事㈱の遊
技場建設に伴う埋蔵文化財緊急発掘調査報告書－

鳩ヶ谷市教育委員会 A4

平成13年3月30日
鳩ヶ谷市埋蔵文化財調査報告書　第16集　浦寺字町谷
第4遺跡　桜町1丁目10番1号地点　－集合住宅建設に
伴う埋蔵文化財緊急発掘調査報告－

鳩ヶ谷市教育委員会 A4

平成13年3月30日

鳩ヶ谷市埋蔵文化財調査報告書　第17集　三ツ和遺跡
－八幡木1丁目19－4地点－　(社)鳩ヶ谷市シルバ－人
材センタ－作業所兼事務所及び老人デイケアセンタ
－・第2きじばと作業所の建設に伴う埋蔵文化財緊急
発掘調査報告書

鳩ヶ谷市教育委員会 A4

平成13年3月30日

鳩ヶ谷市埋蔵文化財調査報告書　第18集　辻字宮地第
2遺跡　大字辻字宮地1154－１他地点　－㈱藤島住宅
による分譲住宅建築に伴う埋蔵文化財緊急発掘調査報
告－

鳩ヶ谷市教育委員会 A4

平成13年3月30日

鳩ヶ谷市埋蔵文化財調査報告書　第19集　里字北谷第
1遺跡　桜町1丁目784－2他地点　－富田不動産興業㈱
による店舗兼共同住宅建設に伴う埋蔵文化財緊急発掘
調査報告－

鳩ヶ谷市教育委員会 A4

平成13年3月30日
鳩ヶ谷市埋蔵文化財調査報告書　第20集　里字深町第
1遺跡　－里字深町1469地点－

鳩ヶ谷市教育委員会 A4

平成14年3月15日

鳩ヶ谷市埋蔵文化財調査報告書　第21集　辻字畑田第
3遺跡　南7丁目35番地16号の一部地点　－中村みき氏
による共同住宅建設に伴う埋蔵文化財緊急発掘調査報
告－

鳩ヶ谷市教育委員会 A4

平成16年3月19日
鳩ヶ谷市埋蔵文化財調査報告書　第22集　里字屋敷添
第3遺跡　里字深町1598－1他地点

鳩ヶ谷市教育委員会 A4

平成16年3月19日
鳩ヶ谷市埋蔵文化財調査報告書　第23集　小渕字細沼
第1遺跡　－三ツ和1丁目1番地1号地点－

鳩ヶ谷市教育委員会 A4

平成16年3月31日
鳩ヶ谷市埋蔵文化財調査報告書　第24集　三ツ和遺跡
他市内3遺跡　三ツ和遺跡・辻畑田第2遺跡　前田字前
田第1遺跡・鳩ヶ谷字稲荷前第1遺跡

鳩ヶ谷市教育委員会 A4



平成17年3月23日
鳩ヶ谷市埋蔵文化財調査報告書　第25集　市内遺跡
（1）　昭和63年度～平成16年度　－国庫補助事業遺
跡詳細分布調査及び試掘・確認調査－

鳩ヶ谷市教育委員会 A4

平成17年3月25日

鳩ヶ谷市埋蔵文化財調査報告書　第26集　里土地区画
整理事業に伴う発掘調査　里字屋敷添遺跡群　－里字
屋敷添第1遺跡－里字屋敷添第1遺跡－里字屋敷添第2
遺跡－里字屋敷添第3遺跡－里字屋敷添第4遺跡－

鳩ヶ谷市教育委員会 A4

平成17年12月28日
鳩ヶ谷市埋蔵文化財調査報告書　第27集　小渕字細沼
第1遺跡　－三ツ和1丁目1番地6号の一部他地点－

鳩ヶ谷市教育委員会 A4

平成18年3月24日
鳩ヶ谷市埋蔵文化財調査報告書　第28集　三ツ和遺跡
八幡木1丁目21－2他地点

鳩ヶ谷市教育委員会 A4

平成18年3月24日
鳩ヶ谷市埋蔵文化財調査報告書　第29集　里字屋敷添
第4遺跡　－里字屋敷添1212－1他地点－

鳩ヶ谷市教育委員会 A4

平成18年8月31日
鳩ヶ谷市埋蔵文化財調査報告書　第30集　辻字永堀第
2遺跡　－辻字永堀758番地8号地点－

鳩ヶ谷市教育委員会 A4

平成19年3月23日
鳩ヶ谷市埋蔵文化財調査報告書　第31集　市内遺跡
（2）　平成17年度　－国庫補助事業　試堀・確認調
査－

鳩ヶ谷市教育委員会 A4

平成19年3月23日
鳩ヶ谷市埋蔵文化財調査報告書　第32集　三ツ和遺跡
－八幡木2丁目8番地27号他地点－

鳩ヶ谷市教育委員会 A4

平成21年3月27日
鳩ヶ谷市埋蔵文化財調査報告書　第33集　前田字前田
第1遺跡　－南5丁目16番地8号他地点－

鳩ヶ谷市教育委員会 A4

平成21年2月28日
鳩ヶ谷市埋蔵文化財調査報告書　第34集　市内遺跡
（3）  －国庫補助事業試掘・確認調査－

鳩ヶ谷市教育委員会 A4

平成21年12月26日
鳩ヶ谷市埋蔵文化財調査報告書　第35集　小渕字谷中
第1遺跡　－三ツ和2丁目25番地3号他地点－

鳩ヶ谷市教育委員会 A4

平成22年3月12日
鳩ヶ谷市埋蔵文化財調査報告書　第36集　市内遺跡
（4）  －国庫補助事業試掘・確認調査－ －黒字屋敷
添第1遺跡・黒字屋敷添1369－5の一部他地点－

鳩ヶ谷市教育委員会 A4

平成22年3月12日
鳩ヶ谷市埋蔵文化財調査報告書　第37集　中居字十二
島第1遺跡　－南2丁目3番地6号他地点－

鳩ヶ谷市教育委員会 A4

平成22年3月12日
鳩ヶ谷市埋蔵文化財調査報告書　第38集　小渕字細沼
第1遺跡　－南1丁目4番地3号地点－

鳩ヶ谷市教育委員会 A4

平成22年9月30日
鳩ヶ谷市埋蔵文化財調査報告書　第39集　辻字永堀第
4遺跡　－辻字永堀641番地2号他地点－

鳩ヶ谷市教育委員会 A4

平成22年12月24日
鳩ヶ谷市埋蔵文化財調査報告書　第40集　三ツ和遺跡
－八幡木1丁目16番地4号他地点－

鳩ヶ谷市教育委員会 A4

平成23年3月11日
鳩ヶ谷市埋蔵文化財調査報告書　第41集　市内遺跡
（5）  －国庫補助事業試掘・確認調査－

鳩ヶ谷市教育委員会 A4

平成23年3月25日
鳩ヶ谷市埋蔵文化財調査報告書　第42集 黒字屋敷添
第4遺跡　－黒字屋敷添1221－5他地点－

鳩ヶ谷市教育委員会 A4

平成23年8月19日
鳩ヶ谷市埋蔵文化財調査報告書　第43集 黒字屋敷添
第3遺跡　－黒字屋敷添1269－1他地点－

鳩ヶ谷市教育委員会 A4

平成23年8月19日
鳩ヶ谷市埋蔵文化財調査報告書　第44集　市内遺跡
（6）  －国庫補助事業試掘・確認調査－

鳩ヶ谷市教育委員会 A4



平成15年6月30日
鳩ヶ谷市指定有形民俗文化財　市神社解体修理工事報
告書

鳩ヶ谷市教育委員会 市神社保存会 A4

平成元年3月30日 収蔵資料目録Ⅰ　民俗関係資料目録Ⅰ 鳩ヶ谷市立郷土資料館 A4
平成4年3月30日 収蔵資料目録3　民俗関係資料目録2 鳩ヶ谷市立郷土資料館 A4

平成23年度　特別展　鳩ヶ谷の市宝　～指定文化財と
出土品で見る鳩ヶ谷の歴史～

鳩ヶ谷市立郷土資料館 A4

平成3年2月1日 要覧 鳩ヶ谷市立郷土資料館 B5
　川越市

平成4年12月1日 川越のあゆみ　川越市市制施行70周年記念誌 大護八郎監修 川越市 A4
昭和47年3月31日 川越市史　第1巻　原始・古代編 川越市総務部市史編纂室 川越市 A5
昭和60年3月30日 川越市史　第2巻　中世編 川越市庶務課市史編纂室 川越市 A5
昭和60年3月30日 川越市史　第2巻　中世編　別巻・板碑 川越市庶務課市史編纂室 川越市 A5
昭和58年12月15日 川越市史　第3巻　近世編 川越市庶務課市史編纂室 川越市 A5
昭和53年3月31日 川越市史　第4巻　近代編 川越市総務部市史編纂室 川越市 A5
昭和47年3月31日 川越市史　第5巻　現代編Ⅰ 川越市総務部市史編纂室 川越市 A5
昭和56年12月15日 川越市史　第5巻　現代編Ⅱ 川越市総務部市史編纂室 川越市 A5
昭和53年10月31日 川越市史　資料編　近世Ⅰ 川越市総務部市史編纂室 川越市 A5
昭和52年3月31日 川越市史　資料編　近世Ⅱ 川越市総務部市史編纂室 川越市 A5
昭和47年3月31日 川越市史　資料編　近世Ⅲ 川越市総務部市史編纂室 川越市 A5
昭和50年3月31日 川越市史　史料編　中世Ⅰ 川越市総務部市史編纂室 川越市 A5
昭和50年3月31日 川越市史　史料編　中世Ⅱ 川越市総務部市史編纂室 川越市 A5
昭和57年3月31日 川越市史　民俗編 川越市総務部市史編纂室 川越市 A5
昭和57年10月15日 市制60周年記念　川越の歴史 川越市 B6
昭和61年2月10日 川越市史写真集 川越市庶務課市史編纂室 川越市 B5
昭和61年3月30日 川越市史　年表 川越市総務部市史編纂室 川越市 A5 付図
昭和46年3月31日 芳野村郷土誌稿 川越市総務部市史編纂室 川越市 A5
昭和48年3月31日 川越の石佛 川越市総務部市史編纂室 川越市 A5
昭和54年11月30日 朝日之舎日記 川越市総務部市史編纂室 川越市 A5
昭和59年3月31日 川越市史研究 川越市庶務課市史編纂室 川越市 A5
昭和62年3月31日 川越市史研究　第2号 川越市立図書館 A5
昭和63年3月31日 川越市史研究　第3号 川越市立図書館 川越市教育委員会 A5
平成5年3月15日 川越市史研究　第4号 川越市立図書館 A5
昭和62年3月 川越市古文書目録　下小坂平野家文書 川越市教育委員会 B5
平成21年3月31日 山田八幡神社所蔵（岩澤家）文書目録 川越市教育委員会 A4
平成22年3月31日 行傳寺蔵書・文書目録 川越市教育委員会 A4
平成22年3月31日 下新河岸齋藤家文書目録 川越市教育委員会 A4

平成14年12月1日 ≪市制施行80周年記念≫　本の中の川越
川越市教育委員会生涯学
習部

川越市 A5

川越商工会議所所蔵　川越商工会議所関係文書目録
Ⅱ戦前補遺編（明治35年～昭和21年）Ⅲ戦後編（昭和
20年以降）

立教大学経済研究所 川越市教育委員会 DVD

平成13年3月23日
河越館跡調査報告書　第1集　河越館跡史跡整備に伴
う発掘調査　第1次～4次調査

川越市教育委員会 A4

平成19年3月31日
川越市埋蔵文化財発掘調査報告書　第18集　川越城跡
第25次発掘調査報告書

川越市教育委員会 A4



平成20年3月31日
川越市埋蔵文化財調査報告書　第20集　熊野神社西遺
跡　第4次発掘調査　第5次発掘調査

川越市教育委員会　川越市
遺跡調査会

A4

平成20年3月31日
川越市埋蔵文化財発掘調査報告書　第21集　牛塚北遺
跡　第1次発掘調査報告書

川越市教育委員会 A4

平成25年3月31日
川越市埋蔵文化財発掘調査報告書　第24集　堂山遺跡
第1次発掘調査報告書

川越市教育委員会 A4

平成27年3月31日
川越市埋蔵文化財発掘調査報告書　第25集　浅間下遺
跡　第5・6・8次発掘調査報告書

川越市教育委員会 A4

平成10年11月1日
川越市遺跡調査会報告書　小仙波四丁目遺跡（第6
次）発掘調査報告書

川越市教育委員会 A4

平成21年3月31日
川越市遺跡調査会調査報告書　第35集　山王久保遺跡
第6次発掘調査

川越市教育委員会・川越市
遺跡調査会

A4

平成21年3月31日
川越市遺跡調査会調査報告書　第36集　霞ヶ関遺跡
（第19次調査）

川越市教育委員会・川越市
遺跡調査会

A4

平成22年12月28日
川越市遺跡調査会調査報告書　第38集　東明寺南遺跡
発掘調査報告書　本文編

川越市教育委員会・川越市
遺跡調査会

A4

平成22年12月28日
川越市遺跡調査会調査報告書　第38集　東明寺南遺跡
発掘調査報告書　写真図版編

川越市教育委員会・川越市
遺跡調査会

A4

平成23年12月28日
川越市遺跡調査会調査報告書　第39集　霞ヶ関遺跡
（第4次調査）

川越市教育委員会 A4

平成24年6月29日
川越市遺跡調査会調査報告書　第41集　寿町東遺跡
第1次調査

川越市教育委員会・川越市
遺跡調査会

A4

平成25年3月29日 川越市遺跡調査会調査報告書　第42集　市内遺跡Ⅰ
川越市教育委員会・川越市
遺跡調査会

A4

平成25年8月30日
川越市遺跡調査会調査報告書　第43集　三変稲荷神社
古墳　第2次発掘調査報告書

川越市教育委員会・川越市
遺跡調査会

A4

平成26年3月31日 川越市遺跡調査会調査報告書　第44集　市内遺跡Ⅱ
川越市教育委員会・川越市
遺跡調査会

A4

平成26年12月26日
川越市遺跡調査会調査報告書　第45集　山王脇遺跡
（第12次調査）

川越市教育員会・川越市遺
跡調査会

A4

平成28年3月31日
川越市遺跡調査会調査報告書　第46集　天王遺跡　第
16次調査

川越市教育委員会・川越市
遺跡調査会

A4

平成20年9月30日 川越市文化財保護年報　平成19年度
川越市教育委員会文化財保
護課

A4

平成21年10月30日 川越市文化財保護年報　平成20年度
川越市教育委員会文化財保
護課

A4

平成22年10月30日 川越市文化財保護年報　平成21年度
川越市教育委員会文化財保
護課

A4

平成23年12月20日 川越市文化財保護年報　平成22年度
川越市教育委員会文化財保
護課

A4

平成24年10月1日 川越市文化財保護年報　平成23年度
川越市教育委員会文化財保
護課

A4

平成26年2月1日 川越市文化財保護年報　平成24年度
川越市教育委員会文化財保
護課

A4

平成26年10月1日 川越市文化財保護年報　平成25年度
川越市教育委員会文化財保
護課

A4



平成27年10月1日 川越市文化財保護年報　平成26年度
川越市教育委員会文化財保
護課

A4

平成28年10月1日 川越市文化財保護年報　平成27年度
川越市教育委員会文化財保
護課

A4

平成29年10月1日 川越市文化財保護年報　平成28年度
川越市教育委員会文化財保
護課

A4

平成30年10月1日 川越市文化財保護年報　平成29年度
川越市教育委員会文化財保
護課

A4

平成30年3月 川越市指定有形文化財　時の鐘耐震化工事報告書
株式会社文化財工学研究
所

川越市教育委員会文化財保
護課

A4

平成31年3月31日 山王塚古墳　総括報告書 川越市教育委員会 A4
平成2年10月9日 第2回特別展　川越の指定文化財 川越市立博物館 B5
平成3年3月19日 第3回企画展　松平周防守と川越藩　展示図録 川越市立博物館 B5

平成3年6月1日
第4回企画展  美の先達者たち－鏡にみる日本の美と
心－

川越市立博物館 B5

平成4年3月24日 第5回企画展　川越城　失われた遺構を探る 川越市立博物館 B5

平成11年10月2月
第15回企画展図録　悪疫退散・五穀豊穣－川越の獅子
舞

川越市立博物館 A4

平成12年3月25日 第16回企画展図録　河越氏と河越館 川越市立博物館 A4
平成12年10月7日 開館10周年特別展　「徳川三代の時代と川越」 川越市立博物館 A4
平成13年3月24日 第17回企画展図録　歴史探検　縄文時代をゆく 川越市立博物館 A4
平成13年10月6日 第18回企画展図録　川越の大山信仰 川越市立博物館 A4

平成14年3月23日
第19回企画展　中世びとの祈りⅡ　－板碑のある風景
－

川越市立博物館 A4

平成15年3月21日 第21回企画展図録　はにわは語る 川越市立博物館 A4
平成15年10月4日 第22回企画展　川越の算額と和算家 川越市立博物館 A4
平成16年3月27日 第23回企画展　刀工　藤枝英義とその時代 川越市立博物館 A4

平成18年3月25日
第27回企画展　川越の大絵馬－絵柄に託された人々の
願い－

川越市立博物館 A4

平成21年3月28日 第32回企画展　諸願成就　だるまさん大集合 川越市立博物館 A4
平成21年10月10日 第33回企画展　川越城本丸御殿の杉戸絵と舟津蘭山 川越市立博物館 A4

平成22年3月27日
第34回企画展　よみがえる河越館跡　国指定史跡河越
館跡の発掘－その成果と課題

川越市立博物館 A4

平成23年3月26日
川越城本丸御殿竣工記念　第35回企画展　川越城－描
かれた城絵図の世界－

川越市立博物館 A4

平成23年10月8日 第36回企画展　名主奥貫友山と寛保2年の大水害 川越市立博物館 A4

平成24年3月24日
市制旋行90周年記念　第37回企画展　建築家保岡勝也
の軌跡と川越

川越市立博物館 A4

 平成25年3月23日 第38回企画展　新河岸川舟運と川越五河岸のにぎわい 川越市立博物館 A4
平成25年10月19日 第39回企画展　戦国時代の河越　－城・城下・村－ 川越市立博物館 A4

平成24年10月20日
市制施行90周年記念特別展　展示図録　譜代大名秋元
家と川越藩－川越織物の礎を築いた大名秋元家－

川越市立博物館 A4

平成26年3月29日
第40回企画展　絵図で見る川越　－空から眺める江戸
時代の川越－

川越市立博物館 A4

平成26年10月18日
没後300年記念　柳澤吉保とその時代－柳沢文庫伝来
の品－を中心に－

川越市立博物館 A4 付図



平成27年3月28日 第41回企画展　古代入間郡の役所と道 川越市立博物館 A4
平成27年7月18日 第42回企画展　妖怪－闇にひそむ不可思議なるもの－ 川越市立博物館 A4

平成27年10月10日
開館25周年記念特別展　展示図録　小掘遠州と川越藩
主－遠州と酒井忠勝の交流を中心に－

川越市立博物館 A4

平成28年10月8日 第43回企画展　城下町川越の町人世界 川越市立博物館 A4

平成29年3月18日
第44回企画展　蔵・倉・くら　―蔵造りと川越の町並
みを知ろう―

川越市立博物館 A4

平成29年10月14日
特別展　家康没後四百年記念特別展　徳川家康と天海
大僧正　－家康の神格化と天海－

川越市立博物館 A4

平成30年3月17日 第27回収蔵品展　三芳野神社とその社宝 川越市立博物館 A4（小）
平成30年7月14日 第28回収蔵品展　戦中・戦後の川越の歩み 川越市立博物館 A4
平成30年10月13日 第45回企画展　川越とサツマイモ 川越市立博物館 A4
平成31年3月16日 第46回企画展　山王塚古墳　-上円下方墳の謎に迫る- 川越市立博物館 A4

令和元年10月12日
第47回企画展　北武蔵剣術物語～川越藩剣術師範大川
平兵衛とその時代～

川越市立博物館 A4

むかしの勉強　むかしの遊び 川越市立博物館 A4 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ
1991年版 常設展示図録 川越市立博物館 B5
平成12年3月20日 川越城二の丸跡発掘調査報告書 川越市立博物館 A4
平成16年3月20日 川越城跡第4次調査　発掘調査報告書 川越市立博物館 A4
平成18年3月20日 川越城跡第2次調査　発掘調査報告書 川越市立博物館 A4

平成24年3月30日
川越城が知りたい！　－川越城本丸御殿保存修理工事
の概要－

川越市立博物館 A4

平成6年3月31日 川越市立博物館　博物館だより　第11号 川越市立博物館 B5
平成14年3月20日 川越市立博物館　博物館だより　第35号 川越市立博物館 A4
平成21年12月10日 川越市立博物館　博物館だより　第58号 川越市立博物館 A4
平成23年12月28日 川越市立博物館　博物館だより　第64号 川越市立博物館 A4
平成24年12月20日 川越市立博物館　博物館だより　第67号 川越市立博物館 A4
平成25年7月25日 川越市立博物館　博物館だより　第69号 川越市立博物館 A4
平成25年12月15日 川越市立博物館　博物館だより　第70号 川越市立博物館 A4
平成26年3月25日 川越市立博物館　博物館だより　第71号 川越市立博物館 A4
平成26年7月25日 川越市立博物館　博物館だより　第72号 川越市立博物館 A4
平成26年12月16日 川越市立博物館　博物館だより　第73号 川越市立博物館 A4
平成27年3月25日 川越市立博物館　博物館だより　第74号 川越市立博物館 A4
平成27年8月7日 川越市立博物館　博物館だより　第75号 川越市立博物館 A4
平成27年12月8日 川越市立博物館　博物館だより　第76号 川越市立博物館 A4
平成28年8月2日 川越市立博物館　博物館だより　第78号 川越市立博物館 A4
平成28年12月13日 川越市立博物館　博物館だより　第79号 川越市立博物館 A4
平成29年3月31日 川越市立博物館　博物館だより　第80号 川越市立博物館 A4
平成29年8月1日 川越市立博物館　博物館だより　第81号 川越市立博物館 A4
平成29年12月12日 川越市立博物館　博物館だより　第82号 川越市立博物館 A4
平成30年3月31日 川越市立博物館　博物館だより　第83号 川越市立博物館 A4
平成30年8月1日 川越市立博物館　博物館だより　第84号 川越市立博物館 A4
平成30年12月12日 川越市立博物館　博物館だより　第85号 川越市立博物館 A4
平成31年3月29日 川越市立博物館　博物館だより　第86号 川越市立博物館 A4

川越市立博物館要覧 川越市立博物館 B5
平成6年1月 館報　創刊号 川越市立博物館 B5



川越市立博物館 川越市立博物館 変型 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ
平成5年8月 第8回　平和を考える本 川越市立図書館 B5
平成5年3月31日 川越市立図書館　貴重図書　特殊文庫目録 川越市立図書館 B5

平成13年3月31日
川越市立図書館　収蔵文書目録（一）　岡村一郎氏収
集文書・梅田正武家文書

川越市立図書館 B5

平成17年3月31日
川越市立中央図書館　収蔵文庫目録（二）　安比奈新
田文書

川越市立中央図書館 B5

平成24年3月30日 川越市立中央図書館　収蔵文書目録（三） 川越市立中央図書館 B5
平成19年3月31日 川越市立中央図書館所蔵郷土資料への道案内 川越市立中央図書館 B5

　川島町
平成18年3月29日 川島町史　資料編　地質・考古 川島町 B5 付図
平成14年12月25日 川島町史　資料編　古代・中世 川島町 B5
平成17年3月25日 川島町史　資料編　近世1　総論編 川島町 B5
平成11年3月31日 川島町史　資料編　近世2　幕末編 川島町 B5
平成18年1月31日 川島町史　資料編　近・現代Ⅰ 川島町 B5
平成13年3月30日 川島町史　資料編　近・現代2　川島領と水 川島町 B5 付録
平成16年3月25日 川島町史（地誌編） 川島町 B5
平成19年3月28日 川島町史　通史編　上巻 川島町 A5
平成20年3月27日 川島町史　通史編　中巻 川島町 A5
平成20年3月27日 川島町史　通史編　下巻 川島町 A5
平成9年3月28日 川島町史調査資料　第1集　諸家文書目録Ⅰ 川島町総務課 B5
平成10年3月30日 川島町史調査資料　第2集　諸家文書目録Ⅱ 川島町総務課 B5

平成10年3月20日
川島町史調査資料　第3集　柳町遺跡　－（仮称）B区
確認調査報告－

川島町 B5

平成11年3月31日 川島町史調査資料　第5集　川島町の地名 川島町 B5
平成11年3月31日 川島町史調査資料　第6集　川島町の板碑 川島町 B5
平成13年3月30日 川島町史調査資料　第8集　川島郷土誌　編集復刻版 川島町 B5
平成14年3月29日 川島町史調査資料　第9集　諸家文書目録Ⅲ 川島町 B5
平成14年3月29日 川島町史調査資料　第10集　川島町の土地利用 川島町 A4
平成3年3月25日 川島町教育史（戦後編） 川島町教育委員会 A5

平成14年3月29日
川島町遺跡発掘調査報告書　第1集　埼玉県比企郡川
島町　尾崎遺跡　－東京電力特別高圧送電線鉄塔移籍
工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告－

川島町教育委員会・尾崎遺
跡調査会

A4

　北本市
平成3年3月 北本のむかしばなし 北本市教育委員会 北本市 変型

平成4年3月 雑木林のあるまち－目で見る北本の歴史－
北本市教育委員会市史編
さん室

北本市 変型

平成6年3月
北本市史　第1巻　通史編1　自然、原始　古代・中世
近世編

北本市教育委員会市史編
さん室

北本市教育委員会 A5 付図、年表

平成5年3月 北本市史　第2巻　通史編Ⅱ　近・現代編
北本市教育委員会市史編
さん室

北本市教育委員会 A5 付図

平成2年3月 北本市史　第3巻上　自然原始資料編
北本市教育委員会市史編
さん室

北本市教育委員会 A5 付図

平成2年3月 北本市史　第3巻下　古代中世資料編
北本市教育委員会市史編
さん室

北本市教育委員会 A5 付図



昭和62年3月 北本市史　第4巻　近世資料編
北本市教育委員会市史編
さん室

北本市教育委員会 A5

昭和63年3月 北本市史　第5巻　近代現代資料編
北本市教育委員会市史編
さん室

北本市教育委員会 A5

平成元年3月 北本市史　第6巻　民俗編
北本市教育委員会市史編
さん室

北本市教育委員会 A5

平成5年3月 石戸村郷土誌
北本市教育委員会市史編
さん室

北本市教育委員会 B5

平成7年2月 きたもと　子ども漫画館　学習歴史まんが　上巻
北本市教育委員会市史編
さん室

北本市教育委員会 B5 付図、付録

平成6年3月 きたもと　子ども漫画館　学習歴史まんが　下巻
北本市教育委員会市史編
さん室

北本市教育委員会 B5 付図、付録

平成7年2月 北本自然ハンドブック　　谷津ものがたり
北本市教育委員会市史編
さん室

北本市教育委員会 A5

平成7年2月28日 北本の動植物誌
北本市教育委員会市史編
さん室

北本市教育委員会 B5

平成8年3月 北本のむかしといま
北本市教育委員会市史編
さん室

北本市教育委員会 B6

昭和58年3月 北本市史編さん調査報告書　第5集　諸家資料目録
北本市教育委員会社会教
育課

北本市教育委員会 B5

昭和59年3月
北本市史編さん調査報告書　第6集　加藤一男家資料
目録

北本市教育委員会社会教
育課

北本市教育委員会 B5

昭和60年3月 北本市史編さん調査報告書　第7集　北本市史年表
北本市教育委員会社会教
育課

北本市教育委員会 B5

昭和61年3月
北本市史編さん調査報告書　第8集　荒井・高尾の民
俗一

北本市教育委員会社会教
育課

北本市教育委員会 B5

昭和62年3月
北本市史編さん調査報告書　第9集　東間・深井の民
俗

北本市教育委員会社会教
育課

北本市教育委員会 B5

平成25年3月 石戸城跡保存管理計画書及び石戸城跡整備基本計画書 北本市教育委員会 A4

平成12年3月 きたもとの文化財地図
北本市教育委員会生涯学
習課

北本市教育委員会 A4

平成元年3月 きたもとの文化財地図　みんなで楽しい生涯学習 北本市教育委員会 A4 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

昭和53年3月 北本市文化財調査報告書　第8集　北本の神社
北本市文化財保護審議委
員会

北本市教育委員会 B5

昭和54年3月30日 北本市文化財調査報告書　第9集　北本の板碑 北本市教育委員会 B5
昭和55年7月20日 北本市文化財調査報告書　第10集　北本地名誌 北本市教育委員会 B5

昭和56年8月30日
北本市文化財調査報告書　第11集　北本市野外植物目
録

北本市教育委員会 B5

昭和57年3月30日 北本市文化財調査報告書　第12集　北本の野鳥 北本市教育委員会 B5
昭和59年3月30日 北本市文化財調査報告書　第13集　北本の屋敷神 北本市教育委員会 B5

平成2年1月1日
北本市文化財調査報告書　第16集　北本市石造遺物所
在目録　Ⅲ

北本市教育委員会 B5

平成10年3月31日
北本市埋蔵文化財調査報告書　第7集　丸山遺跡・宮
岡遺跡第2次調査

北本市教育委員会 A5

平成11年3月31日 北本市埋蔵文化財調査報告書　第8集　庚塚遺跡 北本市教育委員会 A5
平成12年3月31日 北本市埋蔵文化財調査報告書　第9集　下宿遺跡 北本市教育委員会 A4



平成13年3月31日
北本市埋蔵文化財調査報告書　第10集　宮岡遺跡　第
4次調査

北本市教育委員会 A4

平成14年3月29日
北本市埋蔵文化財調査報告書　第11集　石戸城跡　第
1～3次調査

北本市教育委員会 A4

平成14年3月29日
北本市埋蔵文化財調査報告書　第12集　下宿遺跡　第
3次調査

北本市教育委員会 A4

平成15年3月31日 北本市埋蔵文化財調査報告書　第13集　八幡遺跡 北本市教育委員会 A4

平成17年3月31日
北本市埋蔵文化財調査報告書　第14集　雷電遺跡・元
屋敷遺跡・鉄砲宿遺跡

北本市教育委員会 A4

平成19年3月31日
北本市埋蔵文化財調査報告書　第15集　下宿遺跡　第
4次・荒久保遺跡　個人専用住宅建設関係埋蔵文化財
発掘調査報告書

北本市教育委員会 A4

平成20年3月31日
北本市埋蔵文化財調査報告書　第16集　宮岡氷川神社
前遺跡―第3次調査―　個人専用住宅建設関係埋蔵文
化財発掘調査報告書

北本市教育委員会 A4

平成27年3月31日
北本市埋蔵文化財調査報告書　第18集　元屋敷遺跡
第3次調査―架空送電線および地中送電線新設工事関
係埋蔵文化財発掘調査報告書―

北本市教育委員会 A4

平成28年3月31日
北本市埋蔵文化財調査報告書　第19集　三五郎山遺跡
―市庁舎駐車場造成工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書―

北本市教育委員会 A4

平成28年9月30日
北本市埋蔵文化財調査報告書　第20集　如意寺遺跡―
鉄塔建替工事関係埋蔵文化財発掘調査報告書―

北本市教育委員会 A4

平成29年1月31日
北本市埋蔵文化財調査報告書　第21集　デーノタメ遺
跡　－久保特定土地区画整理事業関係埋蔵文化財調査
概要報告書－

北本市教育委員会 A4

平成20年11月6日 デーノタメ遺跡　－縄文のタイムカプセルを開ける－ 北本市教育委員会 A4

平成30年2月28日 デーノタメ遺跡の世界
北本市教育委員会文化財保
護課

A4

平成30年3月3日
シンポジウム「デーノタメ遺跡が拓く縄文の世界Ⅱ」
縄文時代の環境と食　資料集

北本市教育委員会文化財保
護課

A4

平成31年2月27日 きたもとの縄文世界
北本市教育委員会文化財保
護課

A4

平成10年3月31日 北本市遺跡調査会報告書　第3集　エイリンジ遺跡 北本市遺跡調査会 A5

平成12年3月31日
北本市榎戸遺跡調査会発掘調査報告書　榎戸遺跡　－
分譲住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－

北本市榎戸遺跡調査会 A4

平成5年8月 未来への伝言　－語り継ぐ戦争体験－ 北本市地域振興会 A5
　行田市

平成24年3月31日 行田市史　資料編　古代中世
行田市史編さん委員会・
行田市教育委員会

行田市 A5

平成24年3月31日 行田市史　資料編　古代中世　別冊　成田記 A5

平成25年3月31日 行田市史　資料編　近世2
行田市史編さん委員会・
行田市教育委員会

行田市 A5

平成25年3月31日 行田市史　資料編　近世2　別冊　御分限帳
行田市史編さん委員会・
行田市教育委員会

行田市 A5

同一の箱に在
中

同一の箱に在
中



平成18年3月31日 行田市史　資料編　近代1
行田市史編さん委員会・
行田市教育委員会

行田市 A5 附図

平成21年3月31日 行田市史　資料編　近代2
行田市史編さん委員会・
行田市教育委員会

行田市 A5 附図

平成26年3月31日
行田市史　行田の民俗～くらしの成り立ちと移り変わ
り～

行田市編さん委員会・行
田市希教育委員会

行田市 B5

平成28年3月31日 行田市史　普及版　行田の歴史
行田市史編さん委員会・
行田市教育委員会

行田市 B5

平成10年3月31日 山崎家文書目録
行田市教育委員会生涯学習
課

B5

昭和57年3月31日
行田市文化財調査報告書　第13集　さきたま古墳群周
辺遺跡群発掘調査報告書　陣場遺跡（第3次）・旧盛
徳寺址（第3次）・内郷遺跡（第1,2,3,4次）

行田市教育委員会 B5

昭和57年3月31日
行田市文化財調査報告書　第14集　行田北西遺跡群発
掘調査報告書　池守遺跡・小敷田遺跡・酒巻古墳群

行田市教育委員会 B5

平成16年3月31日
行田市文化財調査報告書　第34集　馬場裏遺跡（24
次）発掘調査報告書

行田市教育委員会 A4

平成17年3月31日
行田市文化財調査報告書　第35集　行田市内遺跡発掘
調査報告書Ⅲ　原遺跡（9次）・八幡山古墳（4次）・
船原・内郷通遺跡（12次）

行田市教育委員会 A4

平成25年3月29日
行田市文化財調査報告書　第52集　中村遺跡（2次）
発掘調査報告書

行田市教育委員会 A4

平成26年3月24日
行田市文化財調査報告書　第53集　忍城跡（9次）発
掘調査報告書

行田市教育委員会 A4

平成26年3月31日
行田市文化財調査報告書　第54集　市内遺跡発掘調査
報告書Ⅵ　忍城跡（6次）　小敷田遺跡（5次）　屋敷
通北遺跡

行田市教育委員会 A4

平成26年3月31日
行田市文化財調査報告書　第55集　馬場裏遺跡（32
次）発掘調査概要報告書

行田市教育委員会 A4

平成26年3月31日
行田市文化財調査報告書　第56集　北大竹遺跡（12
次）発掘調査概要報告書

行田市教育委員会 A4

平成26年3月31日
行田市文化財調査報告書　第57集　忍城跡（8次）発
掘調査報告書　―　自然科学分析編　―

行田市教育委員会 A4

平成27年3月31日
行田市文化財調査報告書　第58集　市内遺跡発掘調査
報告書Ⅶ　池守遺跡（14次）　林遺跡（26次）

行田市教育委員会 A4

平成28年3月31日
行田市文化財調査報告書　第59集　市内遺跡発掘調査
報告書Ⅷ　高畑遺跡（3次）　船原・内郷通遺跡（17
次）

行田市教育委員会 A4

平成29年3月31日
行田市文化財調査報告書　第63集　市内遺跡発掘調査
報告書Ⅸ　蓮河原遺跡（1次）・蓮河原遺跡（2次）

行田市教育委員会 A4

平成30年3月30日
行田市文化財調査報告書　第67集　市内遺跡発掘調査
報告書Ⅹ　下埼玉通南遺跡（第3次）・中の山古墳

行田市教育委員会 A4

平成31年3月29日
行田市文化財調査報告書　第69集　神明遺跡（7次）
発掘調査報告書

行田市教育委員会 A4

平成10年3月31日 市内遺跡確認調査報告書　－平成8年度調査－ 行田市教育委員会 A4
平成12年3月31日 市内遺跡確認調査報告書　－平成10年度調査－ 行田市教育委員会 A4



平成13年3月31日 市内遺跡確認調査報告書　－平成11年度調査－ 行田市教育委員会 A4
平成14年3月31日 市内遺跡確認調査報告書　－平成12年度調査－ 行田市教育委員会 A4
平成15年3月31日 市内遺跡確認調査報告書　－平成13年度調査－ 行田市教育委員会 A4
平成16年3月31日 市内遺跡確認調査報告書　－平成14年度調査－ 行田市教育委員会 A4

平成11年6月30日
北大竹遺跡（8次）　(株)相互パッケージ行田工場発
掘調査報告書

行田市教育委員会 A4

平成3年3月 行田市の文化財 行田市教育委員会 B5 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

平成22年3月
足袋蔵歴史のまちガイドブック　足袋蔵と行田市の近
代化遺産

行田市教育委員会 A4 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

平成23年3月 埼玉県指定史跡　石田堤 行田市教育委員会 A4 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

平成23年3月
ぎょうだ歴史ロマンの道ガイドブック　1　ぎょうだ
古墳めぐりの旅

行田市教育委員会 A4 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

平成23年3月
ぎょうだ歴史ロマンの道ガイドブック　3　さきたま
歴史ロマンの旅コース　埼玉古墳群から古代蓮の里へ

行田市教育委員会文化財保
護課

A4 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

平成23年11月 行田市　文化財マップ
行田市教育委員会生涯学習
部文化財保護課

B5 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

国指定史跡　「南河原石塔婆」
行田市教育委員会文化財保
護課

B5 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

平成24年3月 ぎょうだ　歴史・文化の旅　忍城址から埼玉古墳群へ 行田市教育委員会 A4 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

平成31年3月
行田市指定有形文化財　旧忍町信用組合店舗保存修理
工事報告書

学校法人　ものつくり大
学横山研究室

行田市 A4

平成31年3月29日 行田の足袋製造用具及び製品資料整備事業報告書 行田市郷土博物館 行田市教育委員会 A4

昭和56年5月31日
行田市遺跡調査会報告　第1集　小針北遺跡　送電線
路新設工事（大竹線）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告
書

行田市遺跡調査会・東京電
力（株）埼玉支店

B5

平成12年10月30日
原遺跡（8次）・石田堤（2次）　コルコート株式会社
埼玉工場　工場棟建設に伴う発掘調査報告書

原遺跡発掘調査会・コル
コート株式会社埼玉工場

A4

昭和62年3月31日 忍城　第1次発掘調査概報 行田市郷土博物館 B5
平成9年1月15日 第7回テーマ展　忍商業銀行 行田市郷土博物館 A4

平成11年7月3日
行田市制施行50周年　21世紀へのメッセージ～人･
愛・環境～　第10回テーマ展　目でみる行田市の五〇
年

行田市郷土博物館 A4

平成11年10月9日
市制施行50周年記念13回企画展　忍藩主阿部家　藩政
と遺宝

行田市郷土博物館 A4

平成12年10月14日
第14回企画展　百年前にみた日本　－小川一真と幕
末・明治の写真－

行田市郷土博物館 A4

平成13年10月13日 第15回企画展　弓をもつ人々 行田市郷土博物館 A4
平成15年10月11日 第17回企画展　仏像と寺宝 行田市郷土博物館 A4

平成16年7月3日
市制旋行55周年記念　第15回テーマ展　日本の郷土玩
具　～藤間コレクション～

行田市郷土博物館 A4

平成16年10月9日 市制施行55周年記念・第18回企画展　幕末の忍藩 行田市郷土博物館 A4
平成18年10月7日 第20回企画展図録　板碑　－中世の行田を探る－ 行田市郷土博物館 A4

平成19年6月30日
重要文化財指定記念・開館20周年記念　第18回テーマ
展　「はにわ－酒巻古墳群の世界－」

行田市郷土博物館 A4

平成21年7月11日
市制施行60周年記念　第20回テーマ展　「絵馬－描か
れた祈り－」

行田市郷土博物館 A4



平成21年10月10日 市制施行6周年記念・第23回企画展　徳川三代と忍藩 行田市郷土博物館 A4
平成22年7月10日 第21回テーマ展　忍藩主松平家と東照宮 行田市郷土博物館 A4
平成22年10月9日 第24回企画展　天変地異　－災害の日本史－ 行田市郷土博物館 A4
平成23年2月5日 特別展　石田三成と刃城水攻め 行田市郷土博物館 A4
平成23年10月8日 兜～武将のシンボル～ 行田市郷土博物館 A4

平成24年7月10日
開館25周年記念　第22回テーマ展「行田の教育200年
史」

行田市郷土博物館 A4

平成24年10月6日 開館25周年記念　第26回企画展　城絵図と忍城 行田市郷土博物館 A4
平成25年7月6日 第23回テーマ展「忍の水物語－治水と利水－」 行田市郷土博物館 A4

平成25年8月10日
行田市・桑名市・白河市友好都市締結15周年記念合同
企画展　武門の緑－忍・桑名・白河、幕末への奇跡－

行田市・桑名市・白河市友
好都市締結15周年記念合同
企画展実行委員会

A4

平成25年11月2日
重要文化財修復記念　第27回企画展　「北武蔵の埴輪
－酒巻古墳群を中心として－」

行田市郷土博物館 A4

平成27年10月10日 第29回企画展　相撲　―いにしえの力士の姿― 行田市郷土博物館 A4
平成28年7月9日 第26回テーマ展　行田の足袋 行田市郷土博物館 A4
平成28年10月8日 第30回企画展　江戸湾沿岸警備と忍藩 行田市郷土博物館 A4
平成26年3月31日 行田市郷土博物館　常設展示解説図録 行田市郷土博物館 A4

平成29年7月8日
開館30周年記念　第27回テーマ展「古代への扉を開く
～行田発掘物語～」

行田市郷土博物館 A4

平成29年10月7日 開館30周年記念 第31回企画展　阿部正武と徳川綱吉 行田市郷土博物館 A4
平成30年7月7日 第28回テーマ展「酒とくらす」 行田市郷土博物館 A4
平成30年10月6日 第32回企画展　鷹狩と忍城 行田市郷土博物館 A4
平成6年3月10日 諸家文書目録1 行田市郷土博物館 B5
平成8年3月10日 諸家文書目録2 行田市郷土博物館 B5

平成21年3月31日
東間コレクション目録　日本の郷土玩具　行田市郷土
博物館収蔵資料目録　民俗2

行田市郷土博物館 A4

平成25年3月31日
行田市郷土博物館収蔵資料目録　小川一真関係資料目
録

行田市郷土博物館 A4

平成29年3月31日 行田市郷土博物館収蔵資料目録　中村家文書目録 行田市郷土博物館 A4
平成24年3月31日 行田市郷土博物館研究報告　第7集 行田市郷土博物館 A4
平成28年3月31日 行田市郷土博物館研究報告　第8集 行田市郷土博物館 A4
平成30年3月31日 行田市郷土博物館研究報告　第9集 行田市郷土博物館 A4
平成10年2月16日 行田市郷土博物館十周年記念誌 行田市郷土博物館 A4
平成13年10月31日 行田市郷土博物館報　平成11・12年度 行田市郷土博物館 A4
平成15年12月25日 行田市郷土博物館報　第12号　平成13・14年度 行田市郷土博物館 A4
平成21年8月18日 行田市郷土博物館報　第15号 行田市郷土博物館 A4
平成23年7月12日 行田市郷土博物館報　第16号 行田市郷土博物館 A4
平成26年3月31日 行田市郷土博物館報　第17号　平成23・24年度 行田市郷土博物館 A4
平成29年7月31日 行田市郷土博物館報　第19号　平成27・28年度 行田市郷土博物館 A4
平成10年2月7日 行田市郷土博物館だより　ミュージアム行田　№21 行田市郷土博物館 A4
平成13年10月13日 行田市郷土博物館だより　ミュージアム行田　№28 行田市郷土博物館 A4
平成18年10月7日 行田市郷土博物館だより　ミュージアム行田　№38 行田市郷土博物館 A4

総合学習ワークシート　行田の歴史を調べてみよう！ 行田市郷土博物館 A4 付図
　南河原村



　久喜市
平成元年3月27日 久喜市史　資料編Ⅰ　考古・古代・中世 久喜市史編さん室 久喜市 A5 付図
昭和61年3月10日 久喜市史　資料編Ⅱ　近世1 久喜市史編さん室 久喜市 A5
平成2年3月20日 久喜市史　資料編Ⅲ　近世2 久喜市史編さん室 久喜市 A5
昭和63年3月17日 久喜市史　資料編Ⅳ　近・現代 久喜市史編さん室 久喜市 A5
平成2年3月20日 久喜市史　自然編 久喜市史編さん室 久喜市 A5 付図
平成3年3月25日 久喜市史　民俗編 久喜市史編さん室 久喜市 A5
平成4年1月20日 久喜市史　通史編（上・下巻） 久喜市史編さん室 久喜市 A5 付録
昭和61年10月1日 久喜のあゆみ 久喜市史編さん室 久喜市 B6
昭和58年3月25日 久喜市史調査報告書　第1集　地誌 久喜市史編さん室 久喜市 B5
昭和59年2月25日 久喜市史調査報告書　第2集　清久村郷土誌 久喜市史編さん室 久喜市 B5
昭和59年3月25日 久喜市史調査報告書　第3集　久喜の祭りと行事 久喜市史編さん室 久喜市 B5

昭和60年2月15日
久喜市史調査報告書　第4集　久喜市の動・植物
（Ⅰ）

久喜市史編さん室 久喜市 B5

昭和60年2月15日 久喜市史調査報告書　第5集　久喜市の地震被害 久喜市史編さん室 久喜市 B5 付図
昭和60年11月15日 久喜市史調査報告書　第6集　新聞資料目録 久喜市史編さん室 久喜市 B5
昭和62年2月20日 久喜市史調査報告書　第7集　久喜市の遺跡 久喜市史編さん室 久喜市 B5 付図
昭和62年2月25日 久喜市史調査報告書　第8集　諸家文書目録（Ⅰ） 久喜市史編さん室 久喜市 B5
昭和62年3月25日 久喜市史調査報告書　第9集　自然環境の変遷 久喜市史編さん室 久喜市 B5
昭和63年3月25日 久喜市史調査報告書　第10集　久喜市の金石 久喜市史編さん室 久喜市 B5
昭和63年3月28日 久喜市史調査報告書　第11集　久喜市の気候 久喜市史編さん室 久喜市 B5 付図
平成元年2月15日 久喜市史調査報告書　第12集　諸家文書目録（Ⅱ） 久喜市史編さん室 久喜市 B5
平成元年3月24日 久喜市史調査報告書　第13集　地図で見る久喜の民俗 久喜市史編さん室 久喜市 B5
昭和58年3月31日 久喜菖蒲工業団地の発祥 久喜市教育委員会 A5
昭和60年3月30日 久喜市歴史年表 久喜市教育委員会 B5
平成23年3月14日 久喜市栗橋町史　民俗Ⅲ 久喜市教育委員会 B5
平成27年3月30日 久喜市栗橋町史　第1巻　通史編上 久喜市教育委員会 B5
平成26年3月15日 久喜市栗橋町史　第2巻　通史編下 久喜市教育委員会 B5
平成25年3月 久喜市栗橋町史　第4巻　資料編二　近世 久喜市教育委員会 B5
平成24年3月 久喜市栗橋町史　第5巻　資料編三　近現代 久喜市教育委員会 B5
平成25年3月 久喜市栗橋町史　資料2　栗橋町郷土誌・静村郷土誌 久喜市教育委員会 B5
平成27年9月30日 久喜市栗橋町史　図説　利根川と生きる栗橋のあゆみ 久喜市教育委員会 A4
昭和56年3月31日 昭和55年久喜市文化財調査報告書　久喜市の板石塔婆 久喜市教育委員会 B5

昭和57年3月31日
昭和56年久喜市文化財調査報告書　久喜市諸家文書文
書目録（Ⅱ）

久喜市教育委員会 B5

平成12年3月30日
平成12年　久喜市文化財調査報告書（ふるさと文化の
みちづくり事業－久喜市の教育－）　中島撫山関係調
査報告書（I)

久喜市教育委員会 A4

平成16年3月30日 久喜市文化財調査報告書　久喜の古民家 久喜市教育委員会 A4

平成24年3月30日
久喜市文化財調査報告書　第1集　久喜市指定文化財
「旗本内藤家歴代の墓所（宝篋印塔ほか）」・「善宗
寺嘉永三年銘宝篋印塔及び宝塔記碑」調査報告書

久喜市教育委員会 A4

平成25年3月25日 久喜市文化財調査報告書　第2集　栢間村郷土誌 久喜市教育委員会 A4

平成29年3月30日
歴史資料でよむ久喜市ゆかりの人物ブックレット①
中島撫山の生涯

村山吉廣監修　久喜市教
育委員会文化財保護課編
集

久喜市教育委員会 A5



平成29年3月30日
歴史資料でよむ久喜市ゆかりの人物ブックレット②
静御前の伝承

白井哲哉監修　久喜市教
育委員会文化財保護課編
集

久喜市教育委員会 A5

平成30年3月30日
歴史資料でよむ久喜市ゆかりの人物ブックレット③
内藤正成の活躍

久喜市教育委員会文化財
保護課

久喜市教育委員会 A5

平成31年3月27日
歴史資料でよむ久喜市ゆかりの人物ブックレット④
黙山元轟の伝記

久喜市教育委員会文化財
保護課
監修者　川口高風

久喜市教育委員会
ブック
レット
（Ａ5）

平成14年3月15日
久喜の昔（昭和初期）のことば　～～昔の年中行事・
昔の子ども歌～～

久喜市教育委員会 A5 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

平成23年3月 久喜市　文化財散歩
久喜市教育委員会文化財保
護課

A4 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

平成31年3月15日 久喜八雲神社の山車行事（天王山・堤灯祭） 久喜市教育委員会 A4
昭和63年3月27日 久喜市埋蔵文化財調査報告書　光明寺南遺跡 久喜市教育委員会 B5

平成12年3月24日
久喜市埋蔵文化財調査報告書　第9集　御陣山遺跡
（第8～12次発掘調査）

久喜市教育委員会 A4

平成15年3月28日
久喜市埋蔵文化財調査報告書　第10集　道合中遺跡
（第2次発掘調査）

久喜市教育委員会 A4

平成25年2月28日 久喜市埋蔵文化財調査報告書　第Ⅰ集　地獄田遺跡 久喜市教育委員会 A4
平成27年2月27日 久喜市埋蔵文化財調査報告書　第Ⅱ集　丸谷下遺跡 久喜市教育委員会 A4
平成28年2月29日 久喜市埋蔵文化財調査報告書　第Ⅲ集　東浦古墳 久喜市教育委員会 A4
平成29年2月28日 久喜市埋蔵文化財調査報告書　第Ⅳ集　天王山北遺跡 久喜市教育委員会 A4

平成31年2月28日
久喜市埋蔵文化財調査報告書　第Ⅴ集　神明神社東遺
跡　栢間小塚遺跡

埼玉県久喜市教育委員会 A4

平成23年3月19日 第1回特別展　久喜市の名宝 久喜市立郷土資料館 A4
平成23年10月15日 第2回特別展　中島撫山没後100年展 久喜市立郷土資料館 A4
平成24年10月13日 第3回特別展　鷲宮神社展～新出史料を中心として～ 久喜市立郷土資料館 A4

平成26年3月22日
第4回特別展　懐かしいふるさとの風景－久喜を写し
た古写真展－

久喜市立郷土資料館 A4

平成26年10月18日
第5回特別展　発掘！縄文時代のむら　－地獄田遺跡
展－

久喜市立郷土資料館 A4

平成27年10月17日
第6回特別展　懐かしい道具たち　－祭り・暮らし・
米作りの道具－

久喜市立郷土資料館 A4

平成28年10月22日 第7回特別展　社寺参詣と巡礼の旅　－久喜の信仰－ 久喜市立郷土資料館 A4

平成29年10月11日
第8回特別展　栗橋関所の番士でござる　－島田家文
書を紐解く－

久喜市立郷土資料館 A4

平成30年10月10日
第9回特別展　祈りと願い　彩る獅子　－久喜市の獅
子舞展－

久喜市郷土資料館 A4

令和元年10 月10日
合併10周年記念特別展（第10回特別展）久喜市の大絵
馬　－描かれた庶民の「願い」と「感謝」のかたち－

久喜市郷土資料館 A4

平成26年2月28日 神楽の世界と久喜の歴史・文化　－常設展示図録－ 久喜市立郷土資料館 A4
平成27年2月24日 久喜市立郷土資料館だより　笛の音　創刊号 久喜市立郷土資料館 A4
平成27年8月18日 久喜市立郷土資料館だより　笛の音　第2号 久喜市立郷土資料館 A4
平成27年12月11日 久喜市立郷土資料館だより　笛の音　第3号 久喜市立郷土資料館 A4
平成28年7月22日 久喜市立郷土資料館だより　笛の音　第4号 久喜市立郷土資料館 A4
平成29年2月24日 久喜市立郷土資料館だより　笛の音　第5号 久喜市立郷土資料館 A4



平成19年3月30日 久喜市遺跡調査会報告書　道合遺跡（第2次） 久喜市遺跡調査会 A4
平成23年3月 久喜街符 久喜市観光協会 A4

　栗橋町
平成20年3月 栗橋町史　第3巻　資料編一　原始・古代・中世 栗橋町教育委員会 B5
平成19年3月 栗橋町史　資料1　地誌 栗橋町教育委員会 B5
平成20年12月 栗橋町史　民俗編1　身のまわりの生活史と人の一生 栗橋町教育委員会 B5
平成22年2月10日 栗橋町史　民俗編2　水と暮らし、年中行事 栗橋町教育委員会 B5

昭和56年3月31日 栗橋町の文化財　第3集　水系編（附・文化財追録）
栗橋町文化財保護審議調
査委員会

栗橋町教育委員会 B5

平成4年3月 くりはしの年中行事
栗橋町文化財保護審議調
査委員会

栗橋町教育委員会 B5

平成14年3月 栗橋町の石造物 栗橋町教育委員会 B5 付図
　菖蒲町

平成18年3月15日 菖蒲町の歴史と文化財　通史編 社会教育課 菖蒲町教育委員会 B5
平成18年3月15日 菖蒲町の歴史と文化財　資料編 社会教育課 菖蒲町教育委員会 B5 通史編と同函
平成15年10月1日 菖蒲町史調査報告書　第1集　昔の生活と年中行事 菖蒲町教育委員会 A4
平成16年3月15日 菖蒲町史調査報告書　第2集　菖蒲町諸家文書目録 菖蒲町教育委員会 A4
平成16年11月1日 菖蒲町史調査報告書　第3集　菖蒲の力石 菖蒲町教育委員会 A4

平成17年3月1日
菖蒲町史調査報告書　第4集　菖蒲の樹木と木のはな
し

菖蒲町教育委員会 A4

昭和60年3月30日 郷土 菖蒲町教育委員会 B5 付図

昭和61年12月20日 菖蒲町の歴史ガイド
菖蒲町教育委員会社会教
育課

菖蒲町教育委員会 A5

昭和57年9月 菖蒲町文化財報告書　第4集　菖蒲町の石佛 菖蒲町教育委員会 B5 付図

昭和59年1月31日
菖蒲町文化財報告書　第5集　菖蒲町史近世基礎調査
資料

菖蒲町教育委員会 B5

昭和63年3月29日 菖蒲町文化財報告書　第6集　菖蒲町の絵馬 菖蒲町教育委員会 B5

平成6年3月30日 菖蒲町文化財報告書　第7集　菖蒲町の神社
菖蒲町教育委員会社会教育
課

B5

平成14年2月28日
菖蒲町文化財調査報告書　第8集　菖蒲町指定有形文
化財　木造毘沙門天立像修復事業報告書

菖蒲町教育委員会 A4

平成7年3月31日 菖蒲町の文化財 菖蒲町教育委員会 B5
菖蒲町の文化財マップ 菖蒲町教育委員会 鋪

　鷲宮町
昭和61年12月25日 鷲宮町史　通史　上 鷲宮町 A5 付図
昭和61年9月10日 鷲宮町史　通史　中 鷲宮町 A5
昭和62年7月22日 鷲宮町史　通史　下 鷲宮町 A5 付録
昭和55年3月30日 鷲宮町史　史料　一　近世 鷲宮町 A5
昭和56年2月20日 鷲宮町史　史料　二　近世 鷲宮町 A5
昭和57年7月29日 鷲宮町史　史料　三　中世 鷲宮町 A5
昭和58年3月20日 鷲宮町史　史料　四　中世 鷲宮町 A5 付録
昭和59年3月10日 鷲宮町史　史料　五　近現代 鷲宮町 A5
昭和60年2月27日 鷲宮町史　史料　六　近現代 鷲宮町 A5
昭和51年5月25日 鷲宮町史資料　第1集　鷲宮町の板石塔婆 鷲宮町史編纂室 鷲宮町 A5
昭和52年10月1日 鷲宮町史資料　第3集　鷲宮町の仏像 鷲宮町史編纂室 鷲宮町 A5
昭和53年5月1日 鷲宮町史資料　第4集　鷲宮神社日記 鷲宮町史編纂室 鷲宮町 A5



昭和53年12月1日 鷲宮町史資料　第5集　鷲宮の自然 鷲宮町史編纂室 鷲宮町 A5

昭和54年3月10日
鷲宮町史資料　第6集　鷲宮町諸家文書目録（第一
集）

鷲宮町史編纂室 鷲宮町 A5

昭和57年3月1日 鷲宮町史資料　第7集　鷲宮町の金石文 鷲宮町史編纂室 A5
平成2年3月29日 鷲宮町史　ふるさとガイド 鷲宮町企画財政課 A5
昭和58年3月30日 鷲宮町教育委員会調査報告書　第2集　中島撫山小伝 鷲宮町教育委員会 A5

平成15年3月20日
鷲宮町文化財調査報告　鷲宮神社所蔵資料総合調査報
告書

鷲宮町立郷土資料館 鷲宮町教育委員会 A4

平成6年3月初版第1
刷　平成13年3月改
訂版第1刷　平成16
年8月改訂版第2刷

鷲宮催馬楽神楽
鷲宮町教育委員会（鷲宮町
立郷土資料館）

A4

平成12年3月11日 第2回特別展　鷲宮周辺の名宝 鷲宮町立郷土資料館 A4

平成12年10月14日
第3回特別展　遊びの世界　～知ってる？ちょっと昔
のこんな遊び～

鷲宮町立郷土資料館 A4

平成13年7月20日 第4回特別展　合同葛西用水展～水の旅 鷲宮町立郷土資料館 A4
平成14年10月19日 第5回特別展　絵馬～願いをこめて～ 鷲宮町立郷土資料館 A4
平成22年2月13日 鷲宮町閉町記念　企画展　鷲宮町の55年　1995→2010 鷲宮町立郷土資料館 A4

昭和54年2月1日
武蔵国鷲宮神社　国指定重要無形民俗文化財　鷲宮の
神楽（土師一流催馬楽神楽）

土師一流催馬神楽保存会 A5

　熊谷市
昭和59年8月 熊谷市史　通史編 熊谷市史編さん室 A5
平成27年3月25日 熊谷市史　資料編1　考古 熊谷市教育委員会 熊谷市 B5 付図
平成25年3月 熊谷市史　資料編2　古代・中世　本編 熊谷市教育委員会 熊谷市・熊谷市教育委員会 B5 付図
平成25年3月 熊谷市史　資料編2　古代・中世　写真集 熊谷市教育委員会 熊谷市・熊谷市教育委員会 B5 付図
平成26年3月 熊谷市史　別編1　民俗編 熊谷市教育委員会 熊谷市 A4
平成28年3月 熊谷市史　別編2　妻沼聖天山の建築　史料集 熊谷市教育委員会 熊谷市 A4
平成28年3月 熊谷市史　別編2　妻沼聖天山の建築　本編 熊谷市教育委員会 熊谷市 A4
平成30年3月 熊谷市史　通史編上巻　原始・古代・中世 熊谷市教育委員会 熊谷市 B5

平成16年8月30日 熊谷市史調査報告書　民俗編（第1集）　年中行事
熊谷市立図書館　市史編
さん室

熊谷市史編さん室 A4

平成17年9月5日 熊谷市史調査報告書　民俗編（第2集）　食生活
熊谷市立図書館　市史編
さん室

熊谷市史編さん室 A4

平成18年9月25日
熊谷市史（旧熊谷市編）調査報告書　民俗編（第3
集）　衣生活

熊谷市立図書館　市史編さ
ん室

A4

平成19年9月20日
熊谷市史（旧熊谷市編）調査報告書　民俗編（第4
集）　人の一生

熊谷市教育委員会社会教
育課市史編さん室

熊谷市教育委員会 A4

平成21年10月1日
熊谷市史（熊谷地域編）調査報告書　民俗編　第6集
生産・生業

熊谷市教育委員会社会教
育課市史編さん室

熊谷市教育委員会 A4

平成22年11月1日
熊谷市史（熊谷地域編）調査報告書　民俗編　第7集
住生活・交通・交易

熊谷市教育委員会社会教
育課市史編さん室

熊谷市教育委員会 A4

平成18年2月1日
熊谷市史（旧妻沼町編）調査報告書　民俗編　第1集
年中行事

熊谷市教育委員会 A4

平成19年1月26日
熊谷市史（旧妻沼町編）調査報告書　民俗編（第2
集）　食生活

熊谷市立図書館　市史編
さん室

熊谷市史編さん室 A4



平成24年3月30日
熊谷市史（妻沼地域編）調査報告書　民俗編　第3集
衣生活

熊谷市教育委員会社会教
育課市史編さん室

熊谷市教育委員会 A4

平成20年1月18日
熊谷市史（妻沼地域編）調査報告書　民俗編　第4集
人の一生

熊谷市教育委員会社会教
育課市史編さん室

熊谷市教育委員会 A4

平成23年3月31日
熊谷市史（妻沼地域編）調査報告書　民俗編　第7集
住生活・交通・交易

熊谷市教育委員会社会教
育課市史編さん室

熊谷市教育委員会 A4

平成27年3月25日
熊谷市史調査報告書　第1集　冑山根岸家資料報告
（1）　－考古資料・古瓦－

熊谷市教育委員会　社会
教育課　市史編さん室

熊谷市教育委員会 A4

平成29年3月 熊谷市史調査報告書　第2集　別府地域出土資料報告
熊谷市教育委員会　社会教
育課市史編さん室

A4

平成26年3月25日 熊谷市史料集1　吉田市右衛門家文書「記録」
熊谷市教育委員会社会教育
課市史編さん室

B5

平成28年3月25日
熊谷市史料集2　元素楼養蚕関係文書「御用簿」「公
用記」

熊谷市教育委員会　社会教
育課市史編さん室

B5

平成29年3月24日
熊谷市史料集3　元素楼養蚕関係文書「御沙汰御廻状
留」「養蚕得失論」ほか

熊谷市教育委員会　社会教
育課市史編さん室

B5

平成29年3月24日 熊谷市史料集4　近世道中記
熊谷市教育委員会　社会教
育課市史編さん室

B5

平成23年3月25日 熊谷市史研究　第3号 熊谷市教育委員会 A5

平成24年3月30日 熊谷市史研究　第4号
熊谷市教育委員会社会教育
課市史編さん室

A5

平成25年3月25日 熊谷市史研究　第5号
熊谷市教育委員会社会教育
課市史編さん室

A5

平成26年3月25日 熊谷市史研究　第6号
熊谷市教育委員会社会教育
課市史編さん室

A5

平成27年3月25日 熊谷市史研究　第7号
熊谷市教育委員会　社会
教育課市史編さん室

熊谷市教育委員会 A5

平成28年3月25日 熊谷市史研究　第8号
熊谷市教育委員会　社会教
育課市史編さん室

A5

平成29年3月24日 熊谷市史研究　第9号
熊谷市教育委員会　社会教
育課市史編さん室

A5

平成30年3月26日 熊谷市史研究　第10号
熊谷市教育委員会社会教育
課　市史編さん室

A5

昭和60年3月20日 行政古文書目録　熊谷町役場編 熊谷市教育委員会 B5

平成24年3月21日
熊谷市指定文化財　「根岸家長屋門」　保存修理工事
報告書　2012

熊谷市教育委員会 A4

平成28年3月18日
熊谷市誕生10周年記念事業・熊谷市文化財ガイドブッ
ク

熊谷市教育委員会 A5

昭和57年3月31日
昭和56年　熊谷市埋蔵文化財調査概報　三尻遺跡群・
上辻遺跡   下辻遺跡

熊谷市教育委員会 B5

昭和57年3月31日
昭和56年　熊谷市埋蔵文化財調査報告書　中条遺跡群
Ⅲ 権現山古墳・常光院東遺跡

熊谷市教育委員会 B5

平成16年9月11日
第59回国民体育大会公開競技スポーツ芸術熊谷市主催
事業　武人還る　－くまがやの埴輪たち－

熊谷市教育委員会 A4

平成11年2月26日
平成10年度　熊谷市埋蔵文化財調査報告書　女塚遺
跡・女塚4号墳

熊谷市教育委員会 A4



平成11年3月31日
平成10年度　熊谷市埋蔵文化財調査報告書　横間栗遺
跡

熊谷市教育委員会 A4

平成11年3月31日
平成10年度　熊谷市埋蔵文化財調査報告書　稲荷東遺
跡

熊谷市教育委員会 A4

平成12年3月31日
平成11年度　熊谷市埋蔵文化財調査報告書　寺東遺
跡・別府氏館跡

熊谷市教育委員会 A4

平成12年3月31日
平成11年度　熊谷市埋蔵文化財調査報告書　西別府祭
祀遺跡

熊谷市教育委員会 A4

平成12年3月31日
平成11年度　熊谷市埋蔵文化財調査報告書　不二ノ腰
遺跡

熊谷市教育委員会 A4

平成12年3月31日
平成11年度　熊谷市埋蔵文化財調査報告書　一本木前
遺跡

熊谷市教育委員会 A4 付図

平成12年9月30日
平成12年度　熊谷市埋蔵文化財調査報告書　奈良東耕
地遺跡

熊谷市教育委員会 A4

平成13年3月31日
平成12年度　熊谷市埋蔵文化財調査報告書　一本木前
遺跡Ⅱ

熊谷市教育委員会 A4

平成15年3月31日
平成14年度　熊谷市埋蔵文化財調査報告書　三ヶ尻遺
跡Ⅲ

熊谷市教育委員会 A4

平成15年3月31日
平成14年度　熊谷市埋蔵文化財調査報告書　前中西遺
跡Ⅲ　－熊谷都市計画事業上之土地区画整理事業地内
遺跡発掘調査報告書Ⅱ－

熊谷市教育委員会 A4

平成15年3月31日
平成14年度　熊谷市埋蔵文化財調査報告書　一本木前
遺跡Ⅳ

熊谷市教育委員会 A4

平成16年3月31日
平成15年度　熊谷市埋蔵文化財調査報告書　一本木前
遺跡Ⅴ

熊谷市教育委員会 A4

平成16年3月31日
平成15年度　熊谷市埋蔵文化財調査報告書　篭原裏遺
跡　－熊谷都市計画事業籠原中央第一土地区画整理事
業地内遺跡発掘調査報告書－

熊谷市教育委員会 A4

平成17年3月31日
平成16年度　熊谷市埋蔵文化財調査報告書　籠原裏古
墳群　－熊谷都市計画事業籠原中央第一土地区画整理
事業地内遺跡発掘調査報告書Ⅱ－

熊谷市教育委員会 A4

平成18年3月31日
平成17年度　熊谷市埋蔵文化財調査報告書　拾六間後
遺跡　－熊谷都市計画事業籠原中央第二土地区画整理
事業地内遺跡発掘調査報告書－

熊谷市教育委員会 A4

平成19年3月23日
平成18年度　熊谷市埋蔵文化財調査報告書　諏訪木遺
跡Ⅱ・上之古墳群弟2号墳　－熊谷都市計画事業上之
土地区画整理事業地内遺跡発掘調査報告書Ⅲ－

熊谷市教育委員会 A4

平成19年3月30日
平成18年度　熊谷市埋蔵文化財調査報告書　－熊谷都
市計画事業籠原中央第二土地区画整理事業地内遺跡発
掘調査報告書－　拾六間後遺跡Ⅱ

熊谷市教育委員会 A4

平成20年3月21日
埼玉県熊谷市埋蔵文化財調査報告書　第1集　藤之宮
遺跡　熊谷都市計画事業上之土地区画整理事業地内遺
跡発掘調査報告書Ⅳ

熊谷市教育委員会 A4

平成20年3月30日
埼玉県熊谷市埋蔵文化財調査報告書　第2集　箕輪遺
跡　上前原遺跡3次、4次　市内遺跡（旧大里町・旧江
南町）Ⅰ

熊谷市教育委員会 A4



平成21年3月19日
埼玉県熊谷市埋蔵文化財調査報告書　第3集　前中西
遺跡Ⅳ　熊谷都市計画事業上之土地区画整理事業地内
遺跡発掘調査報告書Ⅴ

熊谷市教育委員会 A4

平成23年3月25日
熊谷市埋蔵文化財調査報告書　第8集　円山遺跡　熊
谷市内遺跡（旧大里町）の発掘調査報告書

熊谷市教育委員会 A4

平成23年3月18日
熊谷市埋蔵文化財調査報告書　第9集　前中西遺跡VI
－熊谷都市計画事業上之土地区画整理事業地内遺跡発
掘調査報告書VⅡ－

熊谷市教育委員会 A4

平成23年3月31日
熊谷市埋蔵文化財調査報告書　第10集　埼玉県指定史
跡「塩古墳群」の調査　熊谷市内遺跡（旧江南町）の
発掘調査報告書

熊谷市教育委員会 A4 付図

平成23年7月31日
熊谷市埋蔵文化財調査報告書　第11集　西別府祭祀遺
跡Ⅲ

熊谷市教育委員会 A4

平成24年3月16日
熊谷市埋蔵文化財調査報告書　第12集　前中西遺跡Ⅶ
－熊谷都市計画事業上之土地区画整理事業地内遺跡発
掘調査報告書Ⅷ－

熊谷市教育委員会 A4

平成24年3月30日
熊谷市埋蔵文化財調査報告書　第13集　西別府遺跡Ⅰ
西別府廃寺Ⅲ　－西別府遺跡群確認調査報告書Ⅱ－

熊谷市教育委員会 A4

平成25年3月26日
熊谷市埋蔵文化財調査報告書　第14集　前中西遺跡
西別府館跡　王子西遺跡　立野遺跡　－市内遺跡発掘
調査報告書Ⅳ－

熊谷市教育委員会 A4

平成25年3月26日
熊谷市埋蔵文化財調査報告書　第15集　西別府祭祀遺
跡、西別府廃寺、西別府遺跡　総括報告書Ⅰ　－西別
府官衙遺跡群確認調査報告書Ⅲ－

熊谷市教育委員会 A4

平成25年3月19日
熊谷市埋蔵文化財調査報告書　第16集　前中西遺跡Ⅷ
－熊谷都市計画事業上之土地区画整理事業地内遺跡発
掘調査報告書Ⅸ－

熊谷市教育委員会 A4

平成26年3月14日
熊谷市埋蔵文化財調査報告書　第17集　萩山遺跡
PL・図版編

熊谷市教育委員会 A4

平成27年3月20日
熊谷市埋蔵文化財調査報告書　第17集　萩山遺跡　本
文編

熊谷市教育委員会 A4

平成27年3月25日
熊谷市埋蔵文化財調査報告書　第18集　石原古墳群
Ⅳ・不二ノ腰遺跡Ⅲ　永井太田北廓遺跡　杉之道遺跡
彦松西遺跡－市内遺跡発掘調査報告書Ⅴ－

熊谷市教育委員会 A4

平成27年3月27日
熊谷市埋蔵文化財調査報告書　第19集　石原古墳群Ⅴ
不二ノ腰遺跡Ⅳ

熊谷市教育委員会 A4

平成27年3月16日

熊谷市埋蔵文化財調査報告書　第20集　籠原裏古墳群
Ⅳ（籠原裏古墳群第12・13・14・15号墳）　籠原裏遺
跡Ⅲ　－熊谷都市計画事業籠原中央第一土地区画整理
事業地内遺跡発掘調査報告書Ⅲ－

熊谷市教育委員会 A4

平成28年3月25日
埼玉県熊谷市教育委員会埋蔵文化財調査報告書　第21
集　池ノ上遺跡

熊谷市教育委員会 A4

平成28年3月25日
埼玉県熊谷市教育委員会埋蔵文化財調査報告書　第22
集　樋の上遺跡Ⅱ－幹線第3号線道路改良事業地内遺
跡発掘調査報告書－

熊谷市教育委員会 A4



平成28年3月25日
埼玉県熊谷市埋蔵文化財調査報告書　第23集　桜山遺
跡

熊谷市教育委員会 A4

平成28年3月25日
埼玉県熊谷市埋蔵文化財調査報告書　第24集　西別府
祭祀遺跡Ⅳ－西別府官衙遺跡群確認調査報告書Ⅳ－

熊谷市教育委員会 A4

平成29年3月24日
埼玉県熊谷市埋蔵文化財調査報告書　第25集　諏訪木
遺跡Ⅲ

熊谷市教育委員会 A4

平成30年3月31日
埼玉県熊谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第27集　中
西遺跡Ⅰ　－熊谷都市計画事業上之土地区画整理事業
地内遺跡発掘調査報告書Ⅹ-

埼玉県熊谷市教育委員会 A4

平成30年3月26日
埼玉県熊谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第28集　西
別府廃寺Ⅳ

埼玉県熊谷市教育委員会 A4

平成30年3月26日
埼玉県熊谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第29集　北
郭遺跡Ⅱ

埼玉県熊谷市教育委員会 A4

平成30年3月26日
埼玉県熊谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第30集　前
中西遺跡ⅩⅡ

埼玉県熊谷市教育委員会 A4

平成30年3月26日
埼玉県熊谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第31集　大
竹遺跡Ⅰ　－熊谷市幡羅官衙遺跡群確認調査]報告書
Ⅴ－

埼玉県熊谷市教育委員会 A4

平成31年3月27日
埼玉県熊谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第33集　賢
木丘東遺跡

埼玉県熊谷市教育委員会 A4

平成31年3月22日
埼玉県熊谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第34集　中
西遺跡Ⅱ－熊谷都市計画事業上之土地区画整理事業地
内遺跡発掘調査報告書ⅩⅠ-

埼玉県熊谷市教育委員会 A4

平成2年3月30日 行政古文書目録　玉井村役場編・私家文書目録 熊谷市立図書館 B5
1973年4月1日初
版・1983年2月1日
第2版・1993年4月1
日第3版

熊谷歴史年表　市制施行六十周年記念 熊谷市立図書館 A5

平成23年3月31日
熊谷市遺跡調査会埋蔵文化財調査報告書　瀬戸山遺
跡・山ヶ谷戸遺跡

熊谷市遺跡調査会 A4

平成24年3月23日 熊谷市遺跡調査会埋蔵文化財調査報告書　樋の上遺跡 熊谷市遺跡調査会 A4

平成25年3月31日
埼玉県熊谷市遺跡調査会埋蔵文化財報告書　上之古墳
群・諏訪木遺跡

熊谷市遺跡調査会 A4

平成28年3月31日
埼玉県熊谷市遺跡調査会埋蔵文化財調査報告書　第2
集　前中西遺跡Ⅹ

熊谷市遺跡調査会 A4

平成11年3月31日
熊谷市三ヶ尻遺跡調査会埋蔵文化財調査報告書　三ヶ
尻遺跡

熊谷市三ヶ尻遺跡調査会 A4

平成11年3月31日
熊谷市前中西遺跡調査会埋蔵文化財調査報告書　前中
西遺跡

熊谷市前中西遺跡調査会 A4

平成12年3月31日
熊谷市籠原裏遺跡調査会埋蔵文化財調査報告書　籠原
裏古墳群10号墳

熊谷市籠原裏遺跡調査会 A4

平成18年3月31日
熊谷市東浦遺跡調査会埋蔵文化財調査報告書　東浦遺
跡

熊谷市東浦遺跡調査会 A4

平成20年3月31日
熊谷市石原古墳群調査会埋蔵文化財調査報告書　石原
古墳群第2号墳

熊谷市石原古墳群調査会 A4



平成24年3月30日
熊谷市王子西遺跡調査会埋蔵文化財調査報告書　王子
西遺跡Ⅱ

熊谷市王子西遺跡調査会 A4

平成26年3月25日
埼玉県熊谷市南方遺跡調査会埋蔵文化財調査報告書
南方遺跡Ⅱ

熊谷市南方遺跡調査会 A4

平成26年3月28日
埼玉県熊谷市前中西遺跡調査会埋蔵文化財調査報告書
前中西遺跡Ⅸ

熊谷市前中西遺跡調査会 A4

平成26年3月28日
熊谷市不二ノ腰遺跡調査会埋蔵文化財調査報告書　不
二ノ腰遺跡Ⅱ

熊谷市不二ノ腰遺跡調査会 A4

平成27年3月31日
埼玉県熊谷市在家遺跡調査会埋蔵文化財調査報告書
在家遺跡

熊谷市在家遺跡調査会 A4

平成28年3月31日
埼玉県熊谷市前中西遺跡調査会埋蔵文化財調査報告書
第3集　前中西遺跡Ⅺ

熊谷市前中西遺跡調査会 A4

平成30年3月31日 埼玉県熊谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　宮下遺跡Ⅲ 埼玉県熊谷市教育委員会 A4
　大里町

平成2年7月25日 大里村史　通史編 大里村史編纂委員会 大里村 A5

昭和59年1月10日 大里村史調査報告書　第1集　近世史料目録Ⅰ
大里村総務課村史編さん
室

大里村 B5

昭和63年5月 大里村史報告書　近世における村と普請
大里村総務課村史編さん
室

大里村 A5

平成元年4月 大里村史報告書　大里村の民俗
大里村総務課村史編さん
室

大里村 A5

平成10年3月21日 大里村文化財調査報告書　第2集　円山古墳群 大里村教育委員会 B5

平成9年3月31日
大里村南部遺跡群調査会発掘調査報告書　第1冊　大
里村南部遺跡群発掘調査報告書Ⅰ－大里村南部土地区
画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－

大里村教育委員会・大里村
南部遺跡群調査会

A4

平成17年3月25日
会発足十周年記念　特別号　郷土の偉人　根岸友山と
その子武香

大里町歴史研究会 A4

　江南町
平成7年3月20日 江南町史　資料編1　考古 江南町史編さん委員会 江南町 A5 付図
平成10年12月8日 江南町史　資料編2　古代・中世 江南町史編さん委員会 江南町 A5
平成13年10月31日 江南町史　資料編3　近世 江南町史編さん委員会 江南町 A5
平成13年10月31日 江南町史　資料編4　近代・現代 江南町史編さん委員会 江南町 A5 付録2冊
平成8年3月25日 江南町史　資料編5　民俗 江南町史編さん委員会 江南町 A5
平成10年3月25日 江南町史　自然編1　動物 江南町史編さん委員会 江南町 A4
平成14年10月31日 江南町史　自然編2　植物 江南町史編さん委員会 江南町 A4
平成19年1月31日 江南町史　自然編3　地形・地質 江南町史編さん委員会 江南町 A4
平成16年9月30日 江南町史　通史編　上巻 江南町史編さん委員会 江南町 A5 別冊付録
平成16年3月30日 江南町史　通史編　下巻 江南町史編さん委員会 江南町 A5
平成15年3月31日 江南町史　報告編1　江南町の板碑 江南町教育委員会 江南町 A4 付図

平成17年10月5日
合併五十周年・町制施行二十周年記念　江南町のあゆ
み　江南町史　普及版

江南町教育委員会 江南町 A4

昭和57年3月31日
江南村文化財調査報告　第3集　塩前遺跡発掘調査報
告書（塩古墳群と集落の調査）

江南村教育委員会 B5

平成11年3月23日
江南町埋蔵文化財調査報告書　第12集　塩古墳群・狸
塚27号墳発掘調査報告書

江南町教育委員会 A4 付図



平成14年3月20日
江南町埋蔵文化財調査報告書　第13集　寺内遺跡範囲
確認調査関連報告書

江南町教育委員会 A4

平成17年3月22日
江南町埋蔵文化財調査報告書　第14集　立野古墳群発
掘調査報告書

江南町教育委員会 A4

平成18年3月22日
江南町埋蔵文化財調査報告書　第15集　上前原遺跡跡
第2次発掘調査報告書

江南町教育委員会 A4

平成5年3月31日
江南町文化財パンフレット№1　江南町の遺跡　江南
町の遺跡概要とその取扱について

江南町教育委員会 B5

平成8年3月18日
埼玉県江南町千代遺跡群発掘調査報告書1　千代遺跡
群発掘調査報告書　－縄文時代編－

江南町教育委員会 A4

平成10年3月25日
埼玉県江南町千代遺跡群発掘調査報告書2　千代遺跡
群　－弥生・古墳時代編－

江南町千代遺跡群発掘調査
会・江南町教育委員会

A4

　妻沼町
昭和60年2月15日 荻野吟子抄 奈良原春作 妻沼町 B6
平成17年9月30日 鵜ノ森遺跡　2005年発掘調査の概要 妻沼町遺跡調査会 A4
平成18年8月18日 埼玉県指定文化財　歓喜院貴惣門修理工事報告書 坂本才一郎 妻沼聖天山　歓喜院 A4

　鴻巣市
平成元年3月 鴻巣市史　資料編1　考古 鴻巣市市史編さん調査会 鴻巣市 A5
平成3年3月 鴻巣市史　資料編2　古代・中世 鴻巣市市史編さん調査会 鴻巣市 A5
平成5年9月 鴻巣市史　資料編3　近世一 鴻巣市市史編さん調査会 鴻巣市 A5
平成8年8月 鴻巣市史　資料編4　近世二 鴻巣市市史編さん調査会 鴻巣市 A5
平成4年3月 鴻巣市史　資料編5  近・現代一 鴻巣市市史編さん調査会 鴻巣市 A5
平成7年3月 鴻巣市史　資料編6  近・現代二 鴻巣市市史編さん調査会 鴻巣市 A5
平成10年9月 鴻巣市史　資料編7　近・現代三 鴻巣市市史編さん調査会 鴻巣市 A5
平成7年5月 鴻巣市史　民俗編 鴻巣市市史編さん調査会 鴻巣市 A5
平成12年8月 鴻巣市史　通史編1　原始・古代・中世・ 鴻巣市市史編さん調査会 鴻巣市 A5
平成16年2月 鴻巣市史　通史編2　近世 鴻巣市市史編さん調査会 鴻巣市 A5
平成18年6月 鴻巣市史　通史編3　近現代 鴻巣市市史編さん調査会 鴻巣市 A5 付録

平成13年3月
鴻巣市史石造物調査報告書1　鴻巣の石造物（箕田・
田間宮地区）

鴻巣市市史編さん調査会 鴻巣市 B5

平成15年2月
鴻巣市史石造物調査報告書2　鴻巣の石造物（鴻巣・
笠原地区）

鴻巣市市史編さん調査会 鴻巣市 B5

平成18年3月
鴻巣市史石造物調査報告書3　鴻巣の石造物（馬室・
常光地区）

鴻巣市市史編さん調査会 鴻巣市 B5

平成15年3月
鴻巣市史寺社調査報告書1　鴻巣の仏像（鴻巣・笠
原・常光地区）

鴻巣市市史編さん調査会 鴻巣市 B5

平成17年3月
鴻巣市史寺社調査報告書2　鴻巣の仏像（箕田・田間
宮・馬室地区）

鴻巣市市史編さん調査会 鴻巣市 B5

平成14年3月 鴻巣市史資料調査報告書1　諸家文書目録1 鴻巣市市史編さん調査会 鴻巣市 B5
平成16年3月 鴻巣市史資料調査報告書2　諸家文書目録2 鴻巣市市史編さん調査会 鴻巣市 B5
平成17年3月 鴻巣市史資料調査報告書3　諸家文書目録3 鴻巣市市史編さん調査会 鴻巣市 B5

昭和36年4月1日 鴻巣の文化財　第2集　附第1集
鴻巣市文化財保護委員会・
鴻巣市教育委員会

A5

昭和55年3月1日 鴻巣市の板石塔婆 鴻巣市教育委員会 A5

平成12年9月1日
＜開館記念＞鴻巣の文化財　第1号　－埴輪のさと鴻
巣－

鴻巣市教育委員会
鴻巣市教育委員会・鴻巣市
遺跡調査会

A4



平成13年11月30日 鴻巣の文化財　第2号　－大むかしの鴻巣－ 鴻巣市教育委員会
鴻巣市教育委員会・鴻巣市
遺跡調査会

A4

平成17年3月31日
鴻巣の文化財　第5号　日本各地の郷土玩具　「塚本
コレクション・土人形」

鴻巣市教育委員会
鴻巣市教育委員会・鴻巣市
遺跡調査会

A4

平成17年10月31日
（国重要文化財指定記念）　鴻巣の文化財　第6号
国指定重要文化財　生出塚埴輪窯跡出土品図録

鴻巣市教育委員会
鴻巣市教育委員会・鴻巣市
遺跡調査会

A4

平成19年3月30日 鴻巣の文化財　第7号　中山道鴻巣宿と間の宿吹上 鴻巣市教育委員会
鴻巣市教育委員会・鴻巣市
観光協会

A4

平成20年1月10日 鴻巣の文化財　第8号　吹上地域の文化財 鴻巣市教育委員会 A4

平成13年3月30日
鴻巣市文化財調査報告　第10集　生出塚遺跡（J地
点）

鴻巣市教育委員会 B5

平成14年3月29日
鴻巣市文化財調査報告　第11集　鴻巣市遺跡群X　－
生出塚遺跡M地点－

鴻巣市教育委員会・鴻巣市
遺跡調査会

A4

平成16年3月31日
鴻巣市文化財調査報告　第12集　鴻巣市遺跡群11　－
生出塚遺跡（N・X・30・33・37・41・地点）－

鴻巣市教育委員会・鴻巣市
遺跡調査会

A4

平成18年9月20日
鴻巣市文化財調査報告　第13集　鴻巣市遺跡群12　生
出塚遺跡（Ｗ地点）

鴻巣市教育委員会・鴻巣市
遺跡調査会

A4

平成19年10月30日
鴻巣市文化財調査報告　第14集　鴻巣市遺跡群13　九
右衛門遺跡（4・5・8次調査）・箕田4号墳

鴻巣市教育委員会・鴻巣市
遺跡調査会

A4

平成26年3月13日
鴻巣市文化財調査報告　第15集　馬室小校庭内遺跡
－第1次調査－

鴻巣市教育委員会 A4

平成26年3月13日
鴻巣市文化財調査報告　第16集　新屋敷遺跡　－第1
次・第2次調査－

鴻巣市教育委員会 A4

平成26年3月13日
鴻巣市文化財調査報告　第17集　伝源経基館　－第2
次～第9次調査－

鴻巣市教育委員会 A4 付図

平成27年3月13日
鴻巣市文化財調査報告　第18集　赤台遺跡（第4・5・
6次調査）

鴻巣市教育委員会 A4

平成27年3月13日
鴻巣市文化財調査報告　第19集　九右衛門遺跡（第
6・7次調査）

鴻巣市教育委員会 A4

平成27年3月13日
鴻巣市文化財調査報告　第20集　下閭遺跡（第2次調
査）

鴻巣市教育委員会 A4

平成28年3月13日
鴻巣市文化財調査報告　第21集　新屋敷遺跡（第5次
調査）

鴻巣市教育委員会 A4

平成28年3月13日
鴻巣市文化財調査報告　第22集　阿弥陀堂遺跡（第1
次調査）

鴻巣市教育委員会 A4

平成28年3月13日
鴻巣市文化財調査報告　第23集　大間原遺跡（第4・5
次調査）・登戸新田遺跡（第2次調査）

鴻巣市教育委員会 A4

平成27年9月25日 鴻巣市文化財マップ 鴻巣市教育委員会 マップ
昭和56年3月30日 鴻巣市遺跡調査会報告書　第2集　生出塚遺跡 鴻巣市遺跡調査会 B5

昭和58年5月20日
鴻巣市遺跡調査会報告書　第3集　上閭・登戸新田遺
跡

鴻巣市遺跡調査会 A5

平成10年3月30日
鴻巣市遺跡調査会報告書　第8集　生出塚遺跡　－H地
点－

鴻巣市遺跡調査会 A4

平成11年9月30日
鴻巣市遺跡調査会報告書　第9集　生出塚遺跡　－P地
点－

鴻巣市遺跡調査会 A4



平成12年1月31日
鴻巣市遺跡調査会報告書　第10集　宮前本田遺跡（第
3次調査）

鴻巣市遺跡調査会 A4

平成17年3月30日
鴻巣市遺跡調査会報告書　第11集　生出塚遺跡　－
35・39・45・46地点

鴻巣市遺跡調査会 A4

平成17年1月1日 のすっこ　第106号 のすっこの会 A4
平成17年3月1日 のすっこ　第107号 のすっこの会 A4

　川里町

平成6年3月 川里村史　資料編1　原始・古代・中世
川里村教育委員会町史編
さん担当

川里村教育委員会 A5 付図

平成8年3月29日 川里村史　資料編2　近世 川里村教育委員会 川里村 A5
平成13年9月28日 川里村史　資料編3　近・現代 川里村教育委員会 川里村 A5
平成17年8月31日 川里町史　通史編 川里町教育委員会 川里町 A5
平成15年7月31日 写真集　川里の民俗　まつりと行事 さいたま民俗文化研究所 川里町教育委員会 A4

平成3年3月1日
村史調査報告書　第2集　川里村諸家所蔵文書目録
（1）

川里村教育委員会村史編
さん係

川里村教育委員会 B5

平成4年3月1日
村史調査報告書　第3集　川里村諸家所蔵文書目録
（2）

川里村教育委員会村史編
さん係

川里村教育委員会 B5

平成7年3月31日 村史調査報告書　第4集　かわさとの石仏
川里村教育委員会村史編
さん係

川里村教育委員会 B5

平成8年3月29日 村史調査報告書　第5集　かわさとの民俗　第1巻
川里村教育委員会村史編
さん係

川里村教育委員会 A5

平成11年3月31日 川里村史調査報告書　第6集　かわさとの民俗　第2巻 川里村教育委員会 A5

平成11年3月31日 川里村史調査報告書　第7集　かわさとの民俗　第3巻
川里村教育委員会村史編
さん係

川里村教育委員会 A5

平成14年3月25日 川里村史調査報告書　第8集　諸家所蔵文書目録（3）
川里村教育委員会村史編
さん係

川里村教育委員会 B5

平成16年3月25日 川里町史調査報告書　第9集　諸家所蔵文書目録（4）
川里町教育委員会町史編
さん担当

川里町教育委員会 B5

昭和58年3月30日 赤城遺跡　発掘調査報告書 川里村教育委員会 B5
昭和63年3月31日 かわさと史談 文化財調査委員会 川里村教育委員会 A5

　吹上町
平成3年3月30日 吹上郷土読本 吹上町教育委員会 吹上町 A5
平成4年3月30日 吹上のむかしのはなし 吹上町教育委員会 吹上町 変型
昭和56年3月 ふきあげ文化財　第三集　板石塔婆編 吹上町教育委員会 B5
昭和61年3月20日 ふきあげ文化財　第四集　「絵馬編」 吹上町文化財保護委員会 吹上町教育委員会 B5
昭和57年3月30日 袋・台遺跡　吹上町埋蔵文化財調査報告書 吹上町教育委員会 B5

平成8年3月1日 石田堤史跡公園整備基本計画
吹上町教育委員会社会教
育課

吹上町教育委員会 A4

日本三大水攻　－忍城水攻め－　石田堤史跡公園
吹上町教育委員会生涯学習
課

変型 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

平成12年3月 中仙道「間の宿」吹上　歴史再発見紀行
吹上町商工会地域資源調査
事業実行委員会

変型

　越谷市
昭和62年10月25日 昭和62年度調査報告書　越谷市近現代資料目録 越谷市教育委員会 B5
平成元年3月25日 昭和63年度調査報告書　越谷市諸家文書目録 越谷市教育委員会 B5
昭和61年3月31日 越谷市の文化財（第9集） 越谷市教育委員会 B5



平成2年3月31日 越谷市の文化財（第10集） 越谷市教育委員会 B5

平成16年3月
越谷市の文化財　第13集　大間野町旧中村家住宅復元
整備工事報告書

財団法人文化財建造物保
存技術協会

越谷市教育委員会 A4

平成14年3月31日 越谷風土記 越谷市教育委員会 A5

平成28年3月25日
越谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第1集　大道遺跡
発掘調査報告書Ⅰ－西大袋土地区画整理事業に係る埋
蔵文化財発掘調査報告書－

越谷市教育委員会 A4

平成29年2月28日

越谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第2集　越ヶ谷御
殿跡発掘調査報告書Ⅰ－サンリットタウン越谷A・サ
ンリットタウン越谷B新築工事に係る埋蔵文化財発掘
調査報告書－

越谷市教育委員会 A4

越谷市保存民家　大間野町旧中村家住宅 越谷市 変型 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ
さいたま市

平成14年3月29日
さいたま市史調査報告書第1集　旧農民講道館史料調
査報告（上）

さいたま市総務部市政情
報課

さいたま市 A4

平成14年3月29日
さいたま市史調査報告書第1集　旧農民講道館史料調
査報告（下）

さいたま市総務部市政情
報課

さいたま市 A4

平成16年3月29日
さいたま市史調査報告書第2集　江川コレクション調
査報告

さいたま市総務局総務部
市政情報課

さいたま市 A4

平成14年3月29日 さいたま市新聞記事目録　平成12年版
さいたま市総務部市政情
報課

さいたま市 A4

平成15年3月31日 さいたま市新聞記事目録　平成13年版
さいたま市総務部市政情
報課

さいたま市 A4

平成16年3月31日 さいたま市新聞記事目録　平成14年版
さいたま市総務部市政情
報課

さいたま市 A4

平成17年3月31日 さいたま市新聞記事目録　平成15年版
さいたま市総務部市政情
報課

さいたま市 A4

平成18年3月31日 さいたま市新聞記事目録　平成16年版
さいたま市総務部市政情
報課

さいたま市 A4

平成19年3月26日 さいたま市新聞記事目録　平成17年版
さいたま市総務部市政情
報課

さいたま市 A4

平成20年3月24日 さいたま市新聞記事目録　平成18年版
さいたま市総務部市政情
報課

さいたま市 A4

平成22年3月23日 さいたま市新聞記事目録　平成20年版
さいたま市総務部市政情
報課

さいたま市 A4

平成23年3月18日 さいたま市新聞記事目録　－平成21年版－
さいたま市総務局総務部
総務課

さいたま市 A4

平成24年3月26日 さいたま市新聞記事目録　－平成22年版－
さいたま市総務局総務部
総務課

さいたま市 A4

平成25年3月27日 さいたま市新聞記事目録　－平成23年版－
さいたま市総務局総務部
総務課

さいたま市 A4

平成26年3月27日 さいたま市新聞記事目録　平成24年版
さいたま市総務局総務部
総務課

さいたま市 A4

平成27年3月27日 さいたま市新聞記事目録　－平成25年度－
さいたま市総務局総務部
総務課アーカイブズセン
ター

さいたま市 A4



平成28年3月25日 さいたま市新聞記事目録　平成26年版
さいたま市総務局総務部
総務課アーカイブズセン
ター

さいたま市 A4

平成28年3月30日 さいたま市新聞記事目録　平成27年版
さいたま市総務局総務部
総務課アーカイブズセン
ター

さいたま市 A4

平成14年3月29日 さいたま市史料叢書1　検地帳編1
さいたま市総務部市政情
報課

さいたま市 A5

平成15年3月31日 さいたま市史料叢書2　神社明細帳編
さいたま市総務部市政情
報課

さいたま市 A5

平成16年3月29日 さいたま市史料叢書3　寺院明細帳編1
さいたま市総務局総務部
市政情報課

さいたま市 A5

平成17年3月29日 さいたま市史料叢書4　寺院明細帳編2
さいたま市総務局総務部
市政情報課

さいたま市 A5

平成18年3月27日 さいたま市史料叢書5　寺院明細帳編3・堂庵明細帳編
さいたま市総務局総務部
市政情報課

さいたま市 A5

平成19年3月26日
さいたま市史料叢書6　神社明細帳編・寺院明細帳
編・堂庵明細帳編補遺

さいたま市総務局総務部
市政情報課

さいたま市 A5

平成15年3月31日 さいたま市史研究　第1号
さいたま市総務部市政情
報課

さいたま市 A5

平成30年3月23日 さいたま市アーカイブズセンター紀要　第2号
さいたま市総務局総務部
総務課アーカイブズセン
ター

さいたま市 B5

平成13年12月1日 さいたま市文化財保護年報　№1
さいたま市教育委員会生
涯学習部文化財保護課

さいたま市教育委員会 A4

平成14年7月31日 さいたま市文化財保護年報　№2　平成13年度
さいたま市教育委員会生
涯学習部文化財保護課

さいたま市教育委員会 A4

平成15年8月20日 さいたま市文化財保護年報　№3　平成14年度
さいたま市教育委員会生
涯学習部文化財保護課

さいたま市教育委員会 A4

平成16年7月15日 さいたま市文化財保護年報　№4　平成15年度
さいたま市教育委員会生
涯学習部文化財保護課

さいたま市教育委員会 A4

平成21年10月14日 さいたま市文化財保護年報　平成20年度
さいたま市教育委員会生
涯学習部文化財保護課

さいたま市教育委員会 A4

平成22年9月30日 さいたま市文化財保護年報　平成21年度
さいたま市教育委員会生
涯学習部文化財保護課

さいたま市教育委員会 A4

平成23年9月13日 さいたま市文化財保護年報　平成22年度
さいたま市教育委員会生
涯学習部文化財保護課

さいたま市教育委員会 A4

平成24年9月11日 さいたま市文化財保護年報　平成23年度
さいたま市教育委員会生
涯学習部文化財保護課

さいたま市教育委員会 A4

平成25年9月6日 さいたま市文化財保護年報　平成24年度
さいたま市教育委員会生
涯学習部文化財保護課

さいたま市教育委員会 A4

平成26年9月2日 さいたま市文化財保護年報　平成25年度
さいたま市教育委員会生
涯学習部文化財保護課

さいたま市教育委員会 A4

平成27年8月28日 さいたま市文化財保護年報　平成26年度
さいたま市教育委員会生
涯学習部文化財保護課

さいたま市教育委員会 A4



平成28年8月24日 さいたま市文化財保護年報　平成27年度
さいたま市教育委員会生
涯学習部文化財保護課

さいたま市教育委員会 A4 付図

平成29年9月15日 さいたま市文化財保護年報　平成28年度
さいたま市教育委員会生
涯学習部文化財保護課

さいたま市教育委員会 A4

平成30年9月14日 さいたま市文化財保護年報　平成29年度
さいたま市教育委員会生
涯学習部文化財保護課

さいたま市教育委員会 A4

令和元年9月6日 さいたま市文化財保護年報　平成30年度
さいたま市教育委員会生
涯学習部文化財保護課

さいたま市教育委員会 A4

平成16年1月31日 指定文化財総目録（平成15年11月1日現在） さいたま市教育委員会 A5
平成16年12月10日 指定文化財総目録 さいたま市教育委員会 A5
平成28年3月28日 史跡真福寺貝塚保存活用計画 さいたま市教育委員会 A4 付図

国指定史跡　真福寺貝塚
さいたま市教育委員会文化
財保護課

変型 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

平成14年3月25日
さいたま市文化財調査報告書　第1集　新指定文化財
調査報告

さいたま市教育委員会生涯
学習部文化財保護課

A4

平成14年3月26日
さいたま市文化財調査報告書　第2集　さいたま市の
塚調査報告

さいたま市教育委員会生涯
学習部文化財保護課

A4

平成15年1月31日
さいたま市文化財調査報告書　第3集　平成13年度新
指定文化財調査報告　市指定有形文化財修理報告

さいたま市教育委員会生涯
学習部文化財保護課

A4

平成21年3月25日

さいたま市文化財調査報告書　第9集　新指定文化財
調査報告　廓信寺木造金剛力士立像　特別天然記念物
田島ヶ原サクラソウ自生地影響調査概報（平成20年
度）

さいたま市教育委員会生
涯学習部文化財保護課

さいたま市教育委員会 A4

平成23年3月28日

さいたま市文化財調査報告書　第10集　新指定文化財
調査報告　福寿庵百観音　大久保領家遺跡出土常滑焼
大甕　附ガラス小玉4点　特別天然記念物田島ヶ原サ
クラソウ自生地影響調査概報（平成21・22年度）

さいたま市教育委員会生
涯学習部文化財保護課

さいたま市教育委員会 A4

平成25年3月29日

さいたま市文化財調査報告書　第11集　新指定文化財
調査報告　大宮氷川神社摂社門客人神社本殿・摂社天
津神社本殿・末社御嶽神社本殿　法光寺のシイノキ
馬場小室山遺跡第51号土壙出土縄文土器小室社のタブ
ノキ　特別天然記念物　田島ヶ原サクラソウ自生地影
響調査概報（平成23・24年度）

さいたま市教育委員会 A4

平成28年3月25日

さいたま市文化財調査報告書　第12集　新指定文化財
調査報告　岩槻城并侍屋敷城下町迄総絵図　中郷薬師
堂の元禄十三年無食供養塔　太田諏訪神社本殿　稲荷
原遺跡出土縄文時代早期土器及び石器　「岩槻の古式
土俵入り」笹久保地区の天幕　特別天然記念物田島ケ
原サクラソウ自生地調査概報（平成25・26・27年度）
基礎調査報告　武州鉄道橋台

さいたま市教育委員会生
涯学習部文化財保護課

さいたま市教育委員会 A4

平成19年3月30日 埼玉県指定史跡　岩槻藩遷喬館　復原修理事業報告書
さいたま市教育委員会（生
涯学習部文化財保護課）

A4

平成27年3月23日
国指定史跡真福寺貝塚総括報告書　第1集（第1期確認
調査報告書）

生涯学習部文化財保護課 さいたま市教育委員会 A4



平成14年3月25日
さいたま市内遺跡発掘調査報告書　第1集　中原後遺
跡　－第3次調査－　西新井大山遺跡　巽遺跡　－第3
次調査－

生涯学習部文化財保護課 さいたま市教育委員会 A4

平成15年3月20日

さいたま市内遺跡発掘調査報告書　第2集　東裏遺跡
（第6次調査）　円正寺遺跡（第4次調査）　附島遺跡
（第3・4次調査）　並木貝塚（第1次調査）　宿宮前
遺跡（第3・4次調査）

生涯学習部文化財保護課 さいたま市教育委員会 A4

平成16年3月22日
さいたま市内遺跡発掘調査報告書　第3集　椚谷遺跡
（第12・14次調査）　並木貝塚（第2次調査）　浄寺
坊遺跡（第2次調査）　東宮下原口遺跡

生涯学習部文化財保護課 さいたま市教育委員会 A4

平成17年3月15日

さいたま市内遺跡発掘調査報告書　第4集　側ヶ谷戸
貝塚（第5次調査）　道場寺院跡（第2次調査）　高見
北遺跡　東裏遺跡（第7次調査）　宿宮前遺跡（第5次
調査）

生涯学習部文化財保護課 さいたま市教育委員会 A4

平成18年3月30日
さいたま市内遺跡発掘調査報告書　第5集　宿宮前遺
跡（第6次調査）　明花東遺跡（第4次調査）　苗塚遺
跡（第5次調査）

生涯学習部文化財保護課 さいたま市教育委員会 A4

平成19年3月28日

さいたま市内遺跡発掘調査報告書　第6集　道場寺院
跡（第3次調査）　別所西野台遺跡（第2次調査）　上
木崎三丁目北遺跡（第1次調査）　白鍬宮腰遺跡（第6
次調査）

生涯学習部文化財保護課 さいたま市教育委員会 A4

平成20年3月31日

さいたま市内遺跡発掘調査報告書　第7集　西原遺跡
（第5地点）　B－3号遺跡（第2次・第3次調査）　本
太五丁目遺跡（第4次調査）　五関中島遺跡（第2次調
査）　下大久保遺跡（第7次調査）　別所子野上遺跡
（第11次調査）

生涯学習部文化財保護課 さいたま市教育委員会 A4

平成21年3月28日
さいたま市内遺跡発掘調査報告書　第8集　宿宮前員
跡（第1次調査）　三橋三島遺跡（第4次調査）　慈恩
寺山口中遺跡（第1次調査）

さいたま市教育委員会生
涯学習部文化財保護課

さいたま市教育委員会 A4

平成22年3月29日

さいたま市内遺跡発掘調査報告書　第9集　本杢遺跡
（第10地点）　上木崎足立遺跡（第2次調査）　塚本
西耕地遺跡（第1次調査）　下大久保新田遺跡（第9次
調査）

生涯学習部文化財保護課 さいたま市教育委員会 A4

平成23年3月29日
さいたま市内遺跡発掘調査報告書　第10集　太田貝塚
（第6地点）　三橋三島遺跡（第5～7次調査）

生涯学習部文化財保護課 さいたま市教育委員会 A4

平成24年3月26日

さいたま市内遺跡発掘調査報告書　第11集　与野東遺
跡（第4調査）　真福寺貝塚（I地点）　根岸遺跡（第
11次調査）　飯塚原地遺跡（第4地点）　関後耕地遺
跡（確認調査）

生涯学習部文化財保護課 さいたま市教育委員会 A4

平成25年3月26日
さいたま市内遺跡発掘調査報告書　第12集　亀在家南
遺跡（第2・3次調査）　古貝戸遺跡〈第2次調査）
中尾緑島東遺跡（第3・4次調査）

生涯学習部文化財保護課 さいたま市遺跡調査会 A4

平成26年3月25日

さいたま市内遺跡発掘調査報告書　第13集　宿宮前遺
跡（第8次調査）・白鍬宮腰遺跡（第7次調査）・根岸
遺跡（第10次調査）・桜山貝塚（第3次調査）・椚谷
遺跡（第18次調査）

さいたま市教育委員会生涯
学習部文化財保護課

A4



平成27年3月23日
さいたま市内遺跡発掘調査報告書　第14集　根切遺跡
（第9～12次調査）・真福寺貝塚（Ｊ地点）

生涯学習部文化財保護課 さいたま市教育委員会 A4

平成28年3月28日

さいたま市内遺跡発掘調査報告書　第15集　岩槻城跡
（二の丸跡第7地点）・土呂陣屋跡（Ｕ・Ｖ・Ｗ地
点）・大北遺跡（第9次調査）・側ヶ谷戸貝塚（第7次
調査）

生涯学習部文化財保護課 さいたま市教育委員会 A4

平成29年3月28日

さいたま市内遺跡発掘調査報告書　第16集　丸ヶ崎館
跡（第1次調査）　新曲輪遺跡（第2地点）　根切遺跡
（第13次調査）　大北遺跡（第10～13次調査）　西原
遺跡（第7地点）

生涯学習部文化財保護課 さいたま市教育委員会 A4

平成30年3月28日

さいたま市内遺跡発掘調査報告書　第17集　府内三丁
目南遺跡（第1地点）・白鍬宮腰遺跡（第8・10次調
査）・大在家遺跡（第2・3次調査）・茶臼塚古墳（第
1次調査）・側ヶ谷戸貝塚（第8次調査）

生涯学習部文化財保護課 さいたま市教育委員会 A4

平成31年3月28日

さいたま市内遺跡発掘調査報告書　第18集　南中丸下
高井遺跡（遺跡範囲確認調査・第2・3次調査）海老沼
遺跡（第2次調査）・真福寺貝塚（Ｋ地点・平成29年
度調査）

生涯学習部文化財保護課 さいたま市教育委員会 A4

平成18年3月30日

さいたま市埋蔵文化財調査報告書　第1集　大和田陣
屋跡（第2・3・4次調査）　裏慈恩寺下手遺跡（第1地
点）　柏崎中組遺跡（第1地点）　柏崎貝塚（第4地
点）

生涯学習部文化財保護課 さいたま市教育委員会 A4

平成19年3月30日
さいたま市埋蔵文化財調査報告書　第2集　岩槻城跡
（二の丸第1地点）発掘調査　南方遺跡出土骨の自然
科学的分析　埋蔵文化財確認調査

生涯学習部文化財保護課 さいたま市教育委員会 A4

平成20年3月31日
さいたま市埋蔵文化財調査報告書　第3集　岩槻城跡
（三の丸第7地点）発掘調査　保存処理・自然科学的
分析報告　埋蔵文化財確認調査

さいたま市教育委員会生
涯学習部文化財保護課

さいたま市教育委員会 A4

平成21年3月31日
さいたま市埋蔵文化財調査報告書　第4集　岩槻城跡
（二の丸跡第2地点）発掘調査　埋蔵文化財確認調査
出土遺物

さいたま市教育委員会生
涯学習部文化財保護課

さいたま市教育委員会 A4

平成22年3月31日
さいたま市埋蔵文化財調査報告書　第5集　岩槻城跡
（二の丸跡第3地点）発掘調査　黒谷貝塚前遺跡（第1
地点）発掘調査

生涯学習部文化財保護課 さいたま市教育委員会 A4

平成23年3月31日
さいたま市埋蔵文化財調査報告書　第6集　平林寺西
遺跡（第1地点）発掘調査　真福寺貝塚（Ｈ地点）確
認調査　史跡真福寺貝塚地内採取資料

生涯学習部文化財保護課 さいたま市教育委員会 A4

平成24年3月28日
さいたま市埋蔵文化財調査報告書　第7集　真福寺貝
塚（C地点）

生涯学習部文化財保護課 さいたま市教育委員会 A4

平成25年3月28日
さいたま市埋蔵文化財調査報告書　第8集　真福寺貝
塚（F地点）

生涯学習部文化財保護課 さいたま市教育委員会 A4

平成26年3月28日
さいたま市埋蔵文化財調査報告書　第9集　岩槻城跡
（御茶屋曲輪跡第1地点）発掘調査－遺構編－

生涯学習部文化財保護課 さいたま市教育委員会 A4

平成27年3月20日
さいたま市埋蔵文化財調査報告書　第10集　岩槻城跡
（御茶屋曲輪跡第１地点）発掘調査－遺物編－

生涯学習部文化財保護課 さいたま市教育委員会 A4



平成28年3月28日

さいたま市埋蔵文化財調査報告書　第11集　史跡見沼
通船堀（西塚）確認調査　史跡真福寺貝塚総合調査概
報（１）　翻刻　同志社大学歴史資料館所蔵　酒詰仲
男氏　「武蔵国柏崎村真福寺貝塚発掘報告」草稿

さいたま市教育委員会生
涯学習部文化財保護課

さいたま市教育委員会 A4

平成29年3月30日
さいたま市埋蔵文化財調査報告書　第12集　史跡真福
寺貝塚総合調査概報（2）

さいたま市教育委員会生
涯学習部文化財保護課

さいたま市教育委員会 A4

平成30年3月31日
さいたま市埋蔵文化財調査報告書　第13集　市指定史
跡岩槻城大構確認調査・埋蔵文化財確認調査

さいたま市教育委員会生
涯学習部文化財保護課

さいたま市教育委員会 A4

平成31年3月29日
さいたま市埋蔵文化財調査報告書　第14集　明花東遺
跡（第5次調査）

さいたま市教育委員会生
涯学習部文化財保護課

さいたま市教育委員会 A4

平成21年3月10日
高木北原遺跡（第1次調査）　－指扇北土地改良事業
に係る埋蔵文化財発掘調査報告－

さいたま市教育委員会生
涯学習部文化財保護課・
さいたま市遺跡調査会

さいたま市教育委員会 A4

平成30年9月15日 さいたま市内遺跡発掘調査成果発表会発表要旨
さいたま市教育委員会生涯
学習部文化財保護課

A4

平成14年3月29日 さいたま市文化財時報　榧りぽーと　第4号
さいたま市教育委員会生涯
学習部文化財保護課

A4

平成21年9月30日 さいたま市文化財時報　榧りぽーと　第34号
さいたま市教育委員会生涯
学習部文化財保護課

A4

平成21年12月14日 さいたま市文化財時報　榧りぽーと　第35号
さいたま市教育委員会生涯
学習部文化財保護課

A4

平成22年3月29日 さいたま市文化財時報　榧りぽーと　第36号
さいたま市教育委員会生涯
学習部文化財保護課

A4

平成22年9月30日 さいたま市文化財時報　榧りぽーと　第38号
さいたま市教育委員会生涯
学習部文化財保護課

A4

平成23年3月29日 さいたま市文化財時報　榧りぽーと　第40号
さいたま市教育委員会生涯
学習部文化財保護課

A4

平成23年6月30日 さいたま市文化財時報　榧りぽーと　第41号
さいたま市教育委員会生涯
学習部文化財保護課

A4

平成23年9月30日 さいたま市文化財時報　榧りぽーと　第42号
さいたま市教育委員会生涯
学習部文化財保護課

A4

平成24年3月30日 さいたま市文化財時報　榧りぽーと　第44号
さいたま市教育委員会生涯
学習部文化財保護課

A4

平成24年6月29日 さいたま市文化財時報　榧りぽーと　第45号
さいたま市教育委員会生涯
学習部文化財保護課

A4

平成24年10月10日 さいたま市文化財時報　榧りぽーと　第46号
さいたま市教育委員会生涯
学習部文化財保護課

A4

平成24年12月28日 さいたま市文化財時報　榧りぽーと　第47号
さいたま市教育委員会生涯
学習部文化財保護課

A4

平成25年3月29日 さいたま市文化財時報　榧りぽーと　第48号
さいたま市教育委員会生涯
学習部文化財保護課

A4

平成25年6月28日 さいたま市文化財時報　榧りぽーと　第49号
さいたま市教育委員会生涯
学習部文化財保護課

A4

平成25年9月30日 さいたま市文化財時報　榧りぽーと　第50号
さいたま市教育委員会生涯
学習部文化財保護課

A4



平成25年12月27日 さいたま市文化財時報　榧りぽーと　第51号
さいたま市教育委員会生涯
学習部文化財保護課

A4

平成26年3月31日 さいたま市文化財時報　榧りぽーと　第52号
さいたま市教育委員会生涯
学習文化財保護課

A4

平成26年6月30日 さいたま市文化財時報　榧りぽーと　第53号
さいたま市教育委員会　生
涯学習部　文化財保護課

A4

平成26年9月30日 さいたま市文化財時報　榧りぽーと　第54号
さいたま市教育委員会　生
涯学習部　文化財保護課

A4

平成26年12月26日 さいたま市文化財時報　榧りぽーと　第55号
さいたま市教育委員会　生
涯学習部　文化財保護課

A4

平成27年3月31日 さいたま市文化財時報　榧りぽーと　第56号
さいたま市教育委員会生涯
学習部文化財保護課

A4

平成27年9月30日 さいたま市文化財時報　榧りぽーと　第58号
さいたま市教育委員会生涯
学習部文化財保護課

A4

平成27年12月25日 さいたま市文化財時報　榧りぽーと　第59号
さいたま市教育委員会　生
涯学習部　文化財保護課

A4

平成28年3月30日 さいたま市文化財時報　榧りぽーと　第60号
さいたま市教育委員会生涯
学習部文化財保護課

A4

平成28年6月30日 さいたま市文化財時報　榧りぽーと　第61号
さいたま市教育委員会生涯
学習部文化財保護課

A4

平成28年9月30日 さいたま市文化財時報　榧りぽーと　第62号
さいたま市教育委員会生涯
学習部文化財保護課

A4

平成28年12月26日 さいたま市文化財時報　榧りぽーと　第63号
さいたま市教育委員会生涯
学習部　文化財保護課

A4

平成29年3月30日 さいたま市文化財時報　榧りぽーと　第64号
さいたま市教育委員会　生
涯学習部　文化財保護課

A4

平成29年6月30日 さいたま市文化財時報　榧りぽーと　第65号
さいたま市教育委員会　生
涯学習部　文化財保護課

A4

平成29年9月28日 さいたま市文化財時報　榧りぽーと　第66号
さいたま市教育委員会　生
涯学習部　文化財保護課

A4

平成29年12月26日 さいたま市文化財時報　榧りぽーと　第67号
さいたま市教育委員会　生
涯学習部　文化財保護課

A4

平成30年3月28日 さいたま市文化財時報　榧りぽーと　第68号
さいたま市教育委員会　生
涯学習部　文化財保護課

A4

平成30年6月28日 さいたま市文化財時報　榧りぽーと　第69号
さいたま市教育委員会生涯
学習部文化財保護課

A4

平成30年9月27日 さいたま市文化財時報　榧りぽーと　第70号
さいたま市教育委員会生涯
学習部文化財保護課

A4

平成30年12月26日 さいたま市文化財時報　榧りぽーと　第71号
さいたま市教育委員会生涯
学習部文化財保護課

A4

平成31年3月27日 さいたま市文化財時報　榧りぽーと　第72号
さいたま市教育委員会生涯
学習部文化財保護課

A4

令和元年6月27日 さいたま市文化財時報　榧りぽーと　第73号
さいたま市教育委員会生涯
学習部文化財保護課

A4

令和元年9月26日 さいたま市文化財時報　榧りぽーと　第74号
さいたま市教育委員会生涯
学習部文化財保護課

A4



令和元年12月26日 さいたま市文化財時報　榧りぽーと　第75号
さいたま市教育委員会生涯
学習部文化財保護課

A4

平成17年10月8日
さいたま市・岩槻市合併記念事業　特別展　戦国時代
のさいたま－城と館からさぐる－

さいたま市立博物館・さい
たま市立浦和博物館

A4

平成18年3月18日
第18回企画展　さいたまの縄文時代　～まずは後晩期
から

さいたま市立博物館 A4

平成28年3月12日 第27回企画展　桜　～さいたまの桜の景観～ さいたま市立博物館 A4
平成29年3月11日 第28回企画展　さいたまの酒造り さいたま市立博物館 A4
平成29年9月30日 第41回特別展　氷川神社　－大いなる宮居の歴史－ さいたま市立博物館 A4
平成30年3月10日 第29回企画展　さいたま 近代教育の幕開け さいたま市立博物館 A4
平成30年10月6日 第42回特別展　さいたまの茶葉　大海を渡る さいたま市立博物館 A4
令和元年10 月5日 第43回特別展　「見沼　～水と人の交流史～」 さいたま市立博物館 A4

平成18年3月31日 さいたま市博物館研究紀要　第5集
さいたま市立博物館・さい
たま市立浦和博物館

A4

平成14年3月22日

さいたま市遺跡調査会報告書　第4集　椚谷遺跡（第
9・10次）・南方遺跡（第5・6次）・南方西台遺跡
（第2次）・行谷遺跡（第3次）　－浦和市大門第二特
定土地区画整理地内遺跡発掘調査報告－

さいたま市遺跡調査会 A4

平成14年6月28日
さいたま市遺跡調査会報告書　第9集　側ヶ谷戸貝塚
-第4次調査-

さいたま市遺跡調査会 A4

平成14年8月30日
さいたま市遺跡調査会報告書　第10集　大久保領家片
町遺跡（第12地点）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成14年9月30日
さいたま市遺跡調査会報告書　第11集　二度栗山遺
跡・大戸本村1号遺跡（第3次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成15年3月10日
さいたま市遺跡調査会報告書　第12集　中里前原遺跡
（第4次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成15年3月20日
さいたま市遺跡調査会報告書　第14集　水深北遺跡
（第7次）・水深西遺跡（第4次）－さいたま市大間木
水深特定土地区画整理地内発掘調査報告7－

さいたま市遺跡調査会 A4 付図

平成15年3月20日
さいたま市遺跡調査会報告書　第15集　B－22号遺跡
（土呂陣屋跡）－L・M・N地点-　－さいたま市土呂農
住特定土地区画整理地内遺跡発掘調査報告－

さいたま市遺跡調査会 A4

平成15年3月20日
さいたま市遺跡調査会報告書　第16集　札之辻3号遺
跡（第1・2次調査）―南与野駅西口土地区画整理事業
地内発掘調査報告―

さいたま市遺跡調査会 A4

平成15年3月25日

さいたま市遺跡調査会報告書　第17集　善前北遺跡・
大谷口向原北遺跡（第2次）・大谷口向原東遺跡（第2
次）－さいたま市大谷口・太田窪土地区画整理地内遺
跡発掘調査報告5－

さいたま市遺跡調査会 A4

平成15年3月25日

さいたま市遺跡調査会報告書　第18集　椚谷遺跡（第
11次）・南方遺跡（第7次）・行谷遺跡（第4次）―さ
いたま市大門第二特定土地区画整理地内遺跡発掘調査
報告―

さいたま市遺跡調査会 A4

平成15年8月30日
さいたま市遺跡調査会報告書　第20集　鎌倉公園遺跡
（第2次調査）・松野氏館跡

さいたま市遺跡調査会 A4



平成15年12月26日
さいたま市遺跡調査会報告書　第22集　札之辻1号遺
跡（第4次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成15年12月26日
さいたま市遺跡調査会報告書　第23集　今宮2号遺跡
（第13次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成16年3月19日
さいたま市遺跡調査会報告書　第24集　大久保領家片
町遺跡（第13地点）　－さいたま市立大久保第二公民
館等複合施設（仮称）建設工事に伴う発掘調査報告－

さいたま市遺跡調査会 A4

平成16年9月30日
さいたま市遺跡調査会報告書　第32集　貝崎貝塚（第
4次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成16年9月30日
さいたま市遺跡調査会報告書　第33集　御屋敷山遺跡
（第2次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成16年9月30日
さいたま市遺跡調査会報告書　第34集　根切遺跡（第
7次調査）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成16年12月24日
さいたま市遺跡調査会報告書　第35集　善前南遺跡
（第2次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成16年12月24日
さいたま市遺跡調査会報告書　第36集　八王子浅間神
社遺跡（第8次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成17年3月10日
さいたま市遺跡調査会報告書　第37集　椚谷遺跡（第
15次）・南方遺跡（第9次）　－さいたま市大門第二
特定土地区画整理地内遺跡発掘調査報告－

さいたま市遺跡調査会 A4

平成17年3月18日
さいたま市遺跡調査会報告書　第38集　白幡本宿遺跡
（第8次）－さいたま市立白幡中学校給食室建設に伴
う発掘調査－

さいたま市遺跡調査会 A4

平成17年3月25日
さいたま市遺跡調査会報告書　第39集　水深遺跡（第
8次）－さいたま市大間木水深特定土地区画整理地内
発掘調査報告9－

さいたま市遺跡調査会 A4

平成17年3月25日

さいたま市遺跡調査会報告書　第40集　大谷口向原遺
跡（第3次）・大谷口向原南遺跡（第5次）　－さいた
ま市大谷口・太田窪土地区画整理地内発掘調査報告書
7－

さいたま市遺跡調査会 A4

平成17年3月29日

さいたま市遺跡調査会報告書　第41集　駒形南遺跡
（第4次）・中尾中丸遺跡（第4次）・中尾中丸南遺跡
（第2次）・中尾緑島遺跡（第3次）・不動谷東遺跡
（第2次）・不動谷南遺跡（第3次）　－さいたま市東
浦和第二土地区画整理地内遺跡発掘調査報告2－

さいたま市遺跡調査会 A4

平成17年3月31日
さいたま市遺跡調査会報告書　第42集　大谷場小池下
遺跡

さいたま市遺跡調査会 A4

平成17年12月24日
さいたま市遺跡調査会報告書　第44集　白鍬宮腰遺跡
（第5次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成17年12月22日
さいたま市遺跡調査会報告書　第45集　与野西遺跡
（第1次・第2次）　西浦1号遺跡（第1次）　諏訪坂遺
跡（第1次・第3次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成18年3月24日

さいたま市遺跡調査会報告書　第46集　中尾緑島東遺
跡（第1次）・中尾緑島遺跡（第4次）・中尾中丸遺跡
（第5次）・中尾中丸南遺跡（第3次）　－東浦和第二
土地区画整理地内遺跡発掘調査報告3－

さいたま市遺跡調査会 A4



平成18年3月24日
さいたま市遺跡調査会報告書　第47集　下野田本村遺
跡（第2次）－浦和東部第一特定土地区画整理事業に
伴う発掘調査報告1－

さいたま市遺跡調査会 A4

平成18年3月24日
さいたま市遺跡調査会報告書　第48集　札之辻3号遺
跡（第3・4・5・6次）・今宮2号遺跡（第14次）―南
与野駅西口土地区画整理事業地内発掘調査報告―

さいたま市遺跡調査会 A4

平成18年4月24日 さいたま市遺跡調査会報告書　第49集　亀在家南遺跡 さいたま市遺跡調査会 A4

平成18年12月20日
さいたま市遺跡調査会報告書　第51集　本杢遺跡（第
9地点）・中里前原北遺跡（第3次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成18年12月22日
さいたま市遺跡調査会報告書　第53集　大久保領家片
町遺跡（第14地点）・道場寺院跡（第4次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成19年2月28日
さいたま市遺跡調査会報告書　第55集　椚谷遺跡（第
16次）－さいたま市大門第二特定土地区画整理地内遺
跡発掘調査報告－

さいたま市遺跡調査会 A4

平成19年3月29日
さいたま市遺跡調査会報告書　第59集　別所子野上遺
跡（第10次）・本村遺跡（第ⅩⅦ地点）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成19年8月31日
さいたま市遺跡調査会報告書　第61集　大戸本村3号
遺跡・大戸本村5号遺跡

さいたま市遺跡調査会 A4

平成19年12月21日
さいたま市遺跡調査会報告書　第63集　岩槻城竹沢曲
輪跡（第2地点）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成20年3月14日
さいたま市遺跡調査会報告書　第66集　大戸本村8号
遺跡　さいたま都市計画道路事業3.2.8号道場三室線
建設に伴う遺跡発掘調査報告

さいたま市遺跡調査会 A4

平成20年3月14日
さいたま市遺跡調査会報告書　第67集　下野田稲荷原
遺跡（第9次）－さいたま市大門上・下野田特定土地
区画整理事業地内発掘調査報告7－

さいたま市遺跡調査会 A4

平成20年3月31日

さいたま市遺跡調査会報告書　第70集　南6号遺跡
（第1次）、苗塚遺跡（第1次）、今宮2号遺跡（第3
次）、八王子前原西遺跡（第1・2次）、八王子浅間神
社遺跡（第2・3次）、与野西遺跡（第3次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成20年6月30日
さいたま市遺跡調査会報告書　第71集　大久保領家遺
跡（第9次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成20年7月31日
さいたま市遺跡調査会報告書　第72集　南中野諏訪北
遺跡（第4次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成20年8月31日
さいたま市遺跡調査会報告書　第73集　三橋山王下遺
跡（第2次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成20年8月31日 さいたま市遺跡調査会報告書　第74集　古貝戸遺跡 さいたま市遺跡調査会 A4

平成20年8月31日
さいたま市遺跡調査会報告書　第75集　宿宮前遺跡
（第7次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成20年9月30日
さいたま市遺跡調査会報告書　第76集　下大久保新田
遺跡（第8次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成20年10月31日 さいたま市遺跡調査会報告書　第77集　奈良東前遺跡 さいたま市遺跡調査会 A4

平成20年11月14日
さいたま市遺跡調査会報告書　第78集　根岸遺跡（第
9次）

さいたま市遺跡調査会 A4



平成20年12月19日
さいたま市遺跡調査会報告書　第79集　大戸本村8号
遺跡（第2次）　－さいたま都市計画道路事業3.2.8号
道場三室線建設に伴う遺跡発掘調査報告－

さいたま市遺跡調査会 A4

平成20年12月24日
さいたま市遺跡調査会報告書　第80集　大久保領家遺
跡（第10次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成20年12月26日
さいたま市遺跡調査会報告書　第81集　側ヶ谷戸貝塚
（第6次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成21年1月31日
さいたま市遺跡調査会報告書　第82集　南中野西浦遺
跡

さいたま市遺跡調査会 A4

平成21年3月27日
さいたま市遺跡調査会報告書　第83集　中川稲荷山遺
跡（第2次・第3次第1地点・第4次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成21年3月19日
さいたま市遺跡調査会報告書　第84集　南中丸台遺
跡・春日氏館跡（第1・2・3次）　－さいたま市台・
一ノ久保特定土地区画整理地内遺跡発掘調査報告－

さいたま市遺跡調査会 A4

平成21年3月19日
さいたま市遺跡調査会報告書　第85集　南方遺跡（第
10次）・椚谷遺跡（第17次）－さいたま市大門第二特
定土地区画整理地内遺跡発掘調査報告－

さいたま市遺跡調査会 A4

平成21年3月19日
さいたま市遺跡調査会報告書　第86集　東裏遺跡（第
9次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成21年3月27日
さいたま市遺跡調査会報告書　第87集　中尾緑島東遺
跡（第2次）　－さいたま市東浦和第二土地区画整理
地内発掘調査報告－

さいたま市遺跡調査会 A4

平成21年3月31日
さいたま市遺跡調査会報告書　第88集　三橋山王下遺
跡（第1次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成21年3月31日 さいたま市遺跡調査会報告書　第89集　立葉遺跡 さいたま市遺跡調査会 A4

平成28年8月2日
さいたま市遺跡調査会報告書　第90集　Ｂ－101号遺
跡（第2次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成21年3月31日
さいたま市遺跡調査会報告書　第91集　中川稲荷山遺
跡（第3次第2地点）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成21年3月31日
さいたま市遺跡調査会報告書　第92集　玄蕃新田本田
遺跡（第4次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成21年3月31日
さいたま市遺跡調査会報告書　第93集　真土1号遺跡
（第2次）　神明遺跡（第7次）　内道西遺跡（第5
次）大戸本村3号遺跡（第1次・第2次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成21年4月30日
さいたま市遺跡調査会報告書　第94集　宿宮前遺跡
（第9次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成21年5月29日
さいたま市遺跡調査会報告書　第95集　貝崎貝塚〔第
6次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成21年6月30日 さいたま市遺跡調査会報告書　第96集　南1号遺跡 さいたま市遺跡調査会 A4

平成21年6月30日
さいたま市遺跡調査会報告書　第97集　八王子前原西
遺跡（第3次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成27年4月30日
さいたま市遺跡調査会報告書　第98集　本杢遺跡（第
11地点）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成21年7月31日
さいたま市遺跡調査会報告書　第99集　白幡本宿遺跡
（第9次）

さいたま市遺跡調査会 A4



平成21年9月30日
さいたま市遺跡調査会報告書　第100集　前窪遺跡
（第5次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成25年12月25日
さいたま市遺跡調査会報告書　第101集　西原遺跡
（第6地点）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成26年4月30日
さいたま市遺跡調査会報告書　第102集　土屋下遺跡
（第2次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成26年4月21日
さいたま市遺跡調査会報告書　第103集　西浦1号遺跡
（第3次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成21年12月28日

さいたま市遺跡調査会報告書　第104集　釣上新田上
遺跡　釣上高岡南遺跡（第1次・第2次）　尾ヶ崎新田
深町西遺跡（第1次・第2次）尾ヶ崎新田深町遺跡　－
さいたま都市計画事業岩槻南部新和西特定土地区画整
理事業地区内遺跡発掘調査報告－

さいたま市遺跡調査会 A4

平成27年2月27日
さいたま市遺跡調査会報告書　第105集　大北遺跡
（第8次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成26年4月16日
さいたま市遺跡調査会報告書　第106集　東裏西遺跡
（第4次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成22年3月26日

さいたま市遺跡調査会報告書　第107集　下野田稲荷
原遺跡（第10次）・下野田本村遺跡（第4～6次）・中
野田堀ノ内遺跡（第1次）　－さいたま都市計画事業
浦和東部第一特定土地区画整理事業に伴う発掘調査報
告4－

さいたま市遺跡調査会 A4

平成22年3月26日
さいたま市遺跡調査会報告書　第108集　土呂陣屋跡
[B－22]（Ｏ・Ｐ地点）さいたま市土呂農住特定土地
区画整理地内遺跡発掘調査報告

さいたま市遺跡調査会 A4

平成28年4月28日
さいたま市遺跡調査会報告書　第109集　府内三丁目
遺跡（第2次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成26年6月30日 さいたま市遺跡調査会報告書　第110集　宮本西遺跡 さいたま市遺跡調査会 A4

平成28年3月31日
さいたま市遺跡調査会報告書　第111集　前窪遺跡
（第6次・第7次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成26年1月21日
さいたま市遺跡調査会報告書　第112集　大古里遺跡
（第28地点）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成23年2月28日
さいたま市遺跡調査会報告書　第113集　上加遺跡
（第3次）　－日進駅周辺まちづくり推進事業地内遺
跡発掘調査報告－

さいたま市遺跡調査会 A4

平成23年3月18日

さいたま市遺跡調査会報告書　第114集　東裏遺跡
（第10次）　下野田稲荷原遺跡（第12次）　－さいた
ま市大門上・下野田特定土地区画整理地内発掘調査報
告8－

さいたま市遺跡調査会 A4

平成23年3月25日

さいたま市遺跡調査会報告書　第115集　中野田堀ノ
内遺跡（第2・3次）　下野田稲荷原遺跡（第11次）
下野田本村遺跡（第7次）　－さいたま都市計画事業
浦和東部第一特定土地区画整理事業に伴う発掘調査報
告5－

さいたま市遺跡調査会 A4



平成23年3月25日
さいたま市遺跡調査会報告書　第116集　釣上高岡東
移籍　－さいたま都市計画事業岩槻南部新和西特定土
地区画整理事業地区内遺跡発掘調査報告2－

さいたま市遺跡調査会 A4

平成23年3月29日
さいたま市遺跡調査会報告書　第117集　丸ヶ崎遺跡
群－Ⅱ－[A－147号遺跡（第1次）]

さいたま市遺跡調査会 A4

平成29年9月29日 さいたま市遺跡調査会報告書　第118集　B-55号遺跡 さいたま市遺跡調査会 A4

平成27年12月15日
さいたま市遺跡調査会報告書　第119集　道場寺院跡
（第5次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成24年1月31日
さいたま市遺跡調査会報告書　第120集　本杢遺跡
（第12地点）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成24年1月31日

さいたま市遺跡調査会報告書　第121集　尾ヶ崎新田
深町遺跡（第2次）　－さいたま都市計画事業岩槻南
部新和西特定土地区画整理事業地区内遺跡発掘調査報
告3－

さいたま市遺跡調査会 A4

平成24年1月31日
さいたま市遺跡調査会報告書　第122集　別所遺跡
（第8次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成24年3月9日
さいたま市遺跡調査会報告書　第123集　水深西遺跡
（第6次）　－さいたま市大間木水深特定土地区画整
理地内発掘調査報告10－

さいたま市遺跡調査会 A4

平成24年3月26日
さいたま市遺跡調査会報告書　第124集　丸ヶ崎遺跡
群－Ⅲ－[A－147号遺跡（第2次）]

さいたま市遺跡調査会 A4

平成24年3月26日
さいたま市遺跡調査会報告書　第125集　土呂陣屋跡
[B－22号遺跡]（Q・R・S地点）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成24年3月28日
さいたま市遺跡調査会報告書　第126集　中野田中原
遺跡（第1次）　中野田島ノ前遺跡（第3次）　下野田
本村遺跡（第8次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成24年3月31日
さいたま市遺跡調査会報告書　第127集　明花南遺跡
（第3次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成27年3月31日
さいたま市遺跡調査会報告書　第128集　貝崎貝塚
（第7次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成24年9月8日
さいたま市遺跡調査会報告書　第129集　白鍬宮腰遺
跡（第11次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成24年9月30日
さいたま市遺跡調査会報告書　第130集　白鍬宮腰遺
跡（第9次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成26年4月30日
さいたま市遺跡調査会報告書　第131集　亀在家南遺
跡　（第4次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成27年7月31日
さいたま市遺跡調査会報告書　第132集　立葉遺跡
（第2次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成27年7月31日
さいたま市遺跡調査会報告書　第133集　貝崎貝塚
（第8次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成27年4月30日
さいたま市遺跡調査会報告書　第134集　北袋新堀遺
跡（第2次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成25年1月31日 さいたま市遺跡調査会報告書　第135集　与野西遺跡 さいたま市遺跡調査会 A4

平成26年6月30日
さいたま市遺跡調査会報告書　第136集　下大久保新
田遺跡（第10次）

さいたま市遺跡調査会 A4



平成26年8月31日
さいたま市遺跡調査会報告書　第137集　大戸本村3号
遺跡

さいたま市遺跡調査会 A4

平成27年3月31日 さいたま市遺跡調査会報告書　第138集　C-8号遺跡 さいたま市遺跡調査会 A4

平成25年2月28日
さいたま市遺跡調査会報告書　第139集　土呂陣屋跡
[B－22号遺跡]（Ｔ・Ｘ地点）－さいたま市土呂農住
特定土地区画整理地内遺跡発掘調査報告－

さいたま市遺跡調査会 A4

平成25年3月15日
さいたま市遺跡調査会報告書　第140集　中川稲荷山
遺跡（第5次）－さいたま市中川第一特定土地区画整
理地内遺跡発掘調査報告2－

さいたま市遺跡調査会 A4

平成25年3月28日
さいたま市遺跡調査会報告書　第141集　中野田中原
遺跡（第2次・第3次）－さいたま都市計画事業浦和東
部第一特定土地区画整理事業に伴う発掘調査報告7－

さいたま市遺跡調査会 A4 付図

平成25年3月29日
さいたま市遺跡調査会報告書　第142集　別所遺跡
（第6次）－さいたま市立浦和別所小学校校舎改築事
業に伴う発掘調査－

さいたま市遺跡調査会 A4

平成25年3月29日
さいたま市遺跡調査会報告書　第143集　岩槻城跡三
の丸武具蔵跡（第5地点）（仮称）岩槻人形会館整備
事業に伴うも埋蔵文化財発掘調査

さいたま市遺跡調査会 A4 付図

平成27年10月30日
さいたま市遺跡調査会報告書　第144集　大久保領家
遺跡（第11次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成25年3月31日
さいたま市遺跡調査会報告書　第145集　白鍬宮腰遺
跡（第12次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成28年10月27日
さいたま市遺跡調査会報告書　第146集　小村田東遺
跡（第9次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成25年6月30日
さいたま市遺跡調査会報告書　第147集　Ａ－86号遺
跡（第2次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成25年7月31日 さいたま市遺跡調査会報告書　第149集　原山十三塚 さいたま市遺跡調査会 A4

平成25年7月31日
さいたま市遺跡調査会報告書　第150集　稲荷山遺跡
（第1次）・大門西遺跡（第3次）・関東遺跡（第2
次）・南鴻沼遺跡（第1次）・小村田東遺跡（第6次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成25年11月29日
さいたま市遺跡調査会報告書　第153集　大谷口向北
遺跡　－さいたま市都市計画道路事業東浦和駅北通り
線整備に伴う遺跡発掘調査報告－

さいたま市遺跡調査会 A4

平成29年4月30日
さいたま市遺跡調査会報告書　第154集　日向遺跡
（第2次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成26年3月10日
さいたま市遺跡調査会報告書　第155集　丸ヶ崎遺跡
群－Ⅳ－[A－147号遺跡（第3次）]

さいたま市遺跡調査会 A4

平成26年3月14日
さいたま市遺跡調査会報告書　第156集　土呂陣屋跡
[B－22号遺跡] (Y地点）　－さいたま市土呂農住特定
土地区画整理地内遺跡発掘調査報告－

さいたま市遺跡調査会 A4

平成26年3月20日
さいたま市遺跡調査会報告書　第157集　横根野方遺
跡

さいたま市遺跡調査会 A4

平成26年3月20日
さいたま市遺跡調査会報告書　第158集　風渡野往還
上西遺跡　－さいたま市七里駅北側特定区画整理地内
遺跡発掘調査報告－

さいたま市遺跡調査会 A4



平成26年3月28日
さいたま市遺跡調査会報告書　第159集　南2号遺跡
－さいたま都市計画道路町谷本太線建設事業地内埋蔵
文化財発掘調査報告1－

さいたま市遺跡調査会 A4

平成26年3月28日
さいたま市遺跡調査会報告書　第160集　日向北遺跡
（第4・5次）　－さいたま都市計画道路道場三室線2
工区建設事業地内埋蔵文化財発掘調査報告－

さいたま市遺跡調査会 A4

平成26年10月17日
さいたま市遺跡調査会報告書　第161集　岩槻城跡本
丸跡（第2地点）・岩槻城跡樹木屋敷跡（第4地点）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成27年2月27日
さいたま市遺跡調査会報告書　第162集　氷川神社遺
跡

さいたま市遺跡調査会 A4

平成27年3月23日
さいたま市遺跡調査会報告書　第163集　馬場小室山
遺跡（第32次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成27年3月23日 さいたま市遺跡調査会報告書　第164集　内道西遺跡 さいたま市遺跡調査会 A4

平成27年3月23日
さいたま市遺跡調査会報告書　第165集　南鴻沼遺跡
（第1分冊）　－さいたま市都市計画道路町谷本太線
建設事業地内埋蔵文化財発掘調査報告2－

さいたま市遺跡調査会 A4

平成27年4月30日
さいたま市遺跡調査会報告書　第166集　前窪遺跡
（第8次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成27年6月30日
さいたま市遺跡調査会報告書　第167集　上大久保新
田遺跡（第5次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成27年12月1日
さいたま市遺跡調査会報告書　第168集　大古里遺跡
（第29地点）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成28年2月26日
さいたま市遺跡調査会報告書　第169集　土呂陣屋跡
[Ｂ－22号遺跡]（第27・28地点）　－さいたま市土呂
農住特定土地区画整理地内遺跡発掘調査報告－

さいたま市遺跡調査会 A4

平成28年3月18日
さいたま市遺跡調査会報告書　第170集　釣上高岡南
遺跡（第3次）　－さいたま都市計画事業岩槻南部新
和西特定区画整理事業地区内遺跡発掘調査報告4ー

さいたま市遺跡調査会 A4

平成28年3月25日
さいたま市遺跡調査会報告書　第171集　小深作遺跡
（第4次）　－さいたま市七里駅北側特定土地区画整
理地内遺跡発掘調査報告－

さいたま市遺跡調査会 A4

平成28年3月22日
さいたま市遺跡調査会　第172集　南鴻沼遺跡（第2分
冊）　－さいたま都市計画道路町谷本太線建設事業地
内埋蔵文化財発掘調査報告3－

さいたま市遺跡調査会 A4

平成28年3月31日
さいたま市遺跡調査会報告書　第173集　大和田陣屋
跡（第5・6次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成28年12月20日
さいたま市遺跡調査会報告書　第174集　大戸本村1号
遺跡（第4次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成28年12月20日
さいたま市遺跡調査会報告書　第175集　前窪遺跡
（第10次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成29年2月28日
さいたま市遺跡調査会報告書　第176集　椚谷遺跡
（第20次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成29年3月22日
さいたま市遺跡調査会報告書　第177集　南鴻沼遺跡
（第3分冊）　－さいたま都市計画道路町谷本太線建
設事業地内埋蔵文化財発掘調査報告4－

さいたま市遺跡調査会 A4



平成29年3月24日

さいたま市遺跡調査会報告書　第178集　中野田堀之
内遺跡（第4・5・6・7次）　中野田島ノ前遺跡（第4
次）　中野田中原遺跡（第4次）　－さいたま都市計
画事業浦和東部第一特定土地区画整理事業に伴う発掘
調査報告8－

さいたま市遺跡調査会 A4 付図

平成29年3月31日
さいたま市遺跡調査会報告書　第179集　大間木内谷
遺跡（第33区）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成29年5月31日
さいたま市遺跡調査会報告書　第180集　向大谷西遺
跡[A－86号遺跡]（第3次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成29年9月25日
さいたま市遺跡調査会報告書　第181集　南2号遺跡
（第2次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成30年2月28日
さいたま市遺跡調査会報告書　第182集　水深西遺跡
（第7次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成30年3月23日

さいたま市遺跡調査会報告書　第183集　釣上高岡北
遺跡（第1次）　－さいたま都市計画事業岩槻南部新
和西特定土地区画整理事業地区内遺跡発掘調査報告5
－

さいたま市遺跡調査会 A4

平成30年3月23日

さいたま市遺跡調査会報告書　第184集　釣上高岡北
遺跡（第2次）　－さいたま都市計画事業岩槻南部新
和西特定土地区画整理事業地区内遺跡発掘調査報告6
－

さいたま市遺跡調査会 A4

平成30年3月23日

さいたま市遺跡調査会報告書　第185集　下野田本村
遺跡（第9次）下野田稲荷原遺跡（第13・14次）－さ
いたま都市計画事業浦和東部第一特定土地区画整理事
業に伴う発掘調査報告9－

さいたま市遺跡調査会 A4

平成30年3月28日
さいたま市遺跡調査会報告書　第186集　中川稲荷山
遺跡（第6次）　-さいたま市中川第一特定土地区画整
理地内遺跡発掘調査報告3－

さいたま市遺跡調査会 A4

平成30年3月31日
さいたま市遺跡調査会報告書　第187集　中川貝塚
（第4次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成30年3月31日
さいたま市遺跡調査会報告書　第188集　側ヶ谷貝塚
（第10次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成30年3月31日
さいたま市遺跡調査会報告書　第189集　府内三丁目
遺跡（第3次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成30年9月30日
さいたま市遺跡調査会報告書　第190集　大谷口向原
北遺跡（第4次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成30年9月30日
さいたま市遺跡調査会報告書　第191集　白鍬宮腰遺
跡（第14次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成30年10月30日
さいたま市遺跡調査会報告書　第192集　大谷稲荷東
遺跡（Ａ－196号遺跡）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成31年3月15日
さいたま市遺跡調査会報告書　第193集　山崎貝塚
（第7次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成31年3月15日
さいたま市遺跡調査会報告書　第194集　北宿遺跡
（第10次）－さいたま市立病院施設整備事業に伴う発
掘調査報告書－

さいたま市遺跡調査会 A4 付図



平成31年3月22日
さいたま市遺跡調査会報告書　第195集　中野田島ノ
前遺跡（第5次・第6次）中野田堀ノ内遺跡（第8
次）・中野田中原遺跡（第5次）

さいたま市遺跡調査会 A4

平成31年3月29日
さいたま市遺跡調査会報告書　第196集　神明遺跡ほ
か10遺跡

さいたま市遺跡調査会 A4

令和元年5月31日
さいたま市遺跡調査会報告書　第197集　山久保遺跡
（第6次）

さいたま市遺跡調査会 A4

令和元年6月28日
さいたま市遺跡調査会報告書　第198集　神田作田遺
跡

さいたま市遺跡調査会 A4

令和元年7月31日
さいたま市遺跡調査会報告書　第199集　中尾緑島東
遺跡（第5次）

さいたま市遺跡調査会 A4

　岩槻市
昭和56年3月31日 岩槻市史　近世史料編Ⅱ　浄国寺日鑑（上） 岩槻市市史編さん室 B5
昭和56年9月25日 岩槻市史　近世史料編Ⅱ　浄国寺日鑑（中） 岩槻市市史編さん室 B5
昭和56年10月9日 岩槻市史　近世史料編Ⅱ　浄国寺日鑑（下） 岩槻市市史編さん室 B5
昭和57年3月31日 岩槻市史　近世史料編Ⅳ　地方史料（上） 岩槻市市史編さん室 B5
昭和57年12月31日 岩槻市史　近世史料編Ⅳ　地方史料（下） 岩槻市市史編さん室 B5
昭和56年11月10日 岩槻市史　近・現代史料編Ⅱ　新聞史料 岩槻市市史編さん室 B5
昭和59年3月20日 岩槻市史　金石史料編Ⅰ　中世史料 岩槻市市史編さん室 B5
昭和59年3月20日 岩槻市史　金石史料編Ⅱ　近世・近代・現代史料 岩槻市市史編さん室 B5
昭和60年3月15日 岩槻市史　通史編 岩槻市市史編さん室 B5

昭和50年1月31日 岩槻市史料　第三巻　－近世・近代・現代編－
岩槻市教育委員会社会教育
課

B5

昭和63年3月25日 岩槻市史料　第十八巻
岩槻市教育委員会社会教育
課

B5

昭和49年3月30日 岩槻市文化財調査報告　第4号　岩槻市文書所在目録 岩槻市市史編さん室 B5

昭和61年3月31日
岩槻市文化財調査報告　第12号　埼玉県岩槻市内遺跡
群　埋蔵文化財の調査（Ⅰ）

岩槻市教育委員会 B5

平成12年3月31日
岩槻市文化財調査報告書　第20集　埼玉県指定史跡岩
槻藩遷喬館　－保存管理計画策定報告書－

岩槻市教育委員会 A4

平成12年3月31日
岩槻市文化財調査報告書　第21集　史跡真福寺貝塚調
査報告書Ⅰ　－貝塚・集落跡の地下レーダー探査　・
及び泥炭層遺跡のボーリング調査－

岩槻市教育委員会 A4

平成13年3月31日
岩槻市文化財調査報告書　第22集　木曽良・上野六丁
目・西原・村国道下

岩槻市教育委員会 A4

平成14年3月31日
岩槻市文化財調査報告書　第23集　史跡真福寺貝塚調
査報告書Ⅱ　－史跡隣接地A・D地点の調査－

岩槻市教育委員会 A4

平成15年3月31日
岩槻市文化財調査報告書　第24集　史跡真福寺貝塚調
査報告書Ⅲ　－史跡隣接地B地点の調査－

岩槻市教育委員会 A4

平成16年3月31日
岩槻市文化財調査報告書　第25集　岩槻城関連遺跡群
発掘調査報告書3　－岩槻城大溝跡・諏訪小路武家地
の調査－

岩槻市教育委員会 A4

平成10年3月31日 平成9年度　岩槻市内遺跡発掘調査報告書 岩槻市教育委員会 A4
平成11年3月31日 平成10年度　岩槻市内遺跡発掘調査報告書 岩槻市教育委員会 A4
平成12年3月31日 平成11年度　岩槻市内遺跡発掘調査報告書 岩槻市教育委員会 A4
平成13年3月31日 平成12年度　岩槻市内遺跡発掘調査報告書 岩槻市教育委員会 A4



平成14年3月31日 平成13年度　岩槻市内遺跡発掘調査報告書 岩槻市教育委員会 A4

平成15年3月31日
平成14年度　岩槻市内遺跡発掘調査報告書　－真福寺
貝塚F地点試掘調査の概要－

岩槻市教育委員会 A4

平成16年3月31日 平成15年度　岩槻市内遺跡発掘調査報告書 岩槻市教育委員会 A4
平成17年1月31日 平成16年度　岩槻市内遺跡発掘調査報告書 岩槻市教育委員会 A4
平成11年3月31日 いわつき郷土文庫　第1集　岩槻の指定文化財 岩槻市教育委員会 B5 付図
平成14年1月31日 いわつき郷土文庫　第2集　岩槻の伝説 岩槻市教育委員会 B5

平成17年3月31日 いわつき郷土文庫　第3集
岩槻市教育委員会教育総
務部

岩槻市教育委員会 変型

昭和62年3月31日 上野遺跡 岩槻市教育委員会 B5

昭和59年2月20日 裏慈恩寺東遺跡
岩槻市遺跡調査会・岩槻市
教育委員会

B5

平成2年3月25日
岩槻市遺跡調査会発掘調査報告書　第2集　真福寺向
原遺跡（ゴルフ練習場建設に伴う埋蔵文化財発掘調査
報告書）

岩槻市遺跡調査会 B5

昭和51年3月25日 黒谷田端前遺跡 岩槻市遺跡調査会 B5
昭和63年8月25日 徳力西遺跡　飯塚原地遺跡 岩槻市遺跡調査会 B5
平成10年12月24日 馬込五番遺跡発掘調査報告書 岩槻市遺跡調査会 A4

平成11年3月19日
笹久保宮野遺跡発掘調査報告書　－近世土坑墓群の調
査－

岩槻市遺跡調査会 A4

平成12年8月31日 岩槻城新曲輪跡隣接第2地点発掘調査報告書 岩槻市遺跡調査会 A4
平成14年7月31日 府内三丁目遺跡　Ⅰ 岩槻市遺跡調査会 A4
平成14年11月25日 太田貝塚第3・4地点発掘調査報告書 岩槻市遺跡調査会 A4
平成15年6月25日 馬込三番北遺跡・南下新井妙見遺跡発掘調査報告書 岩槻市遺跡調査会 A4
平成15年10月31日 岩槻城二の丸跡第4地点発掘調査報告書 岩槻市遺跡調査会 A4
平成16年3月31日 太田貝塚第5地点発掘調査報告書 岩槻市遺跡調査会 A4

平成16年12月25日
加倉洞雲寺境内遺跡　－洞雲寺本堂建設に伴う埋蔵文
化財の調査－

岩槻市遺跡調査会 A4

　浦和市
昭和57年6月30日再
版

浦和市史　第一巻　考古資料編
浦和市総務部市史編さん
室

浦和市 A5

平成3年1月31日 浦和市史　考古資料編（続編）
浦和市総務部市史編さん
室

浦和市 A5

昭和52年3月30日 浦和市史　第二巻　古代中世史料編Ⅰ
浦和市総務部市史編さん
室

浦和市 A5

昭和53年3月30日 浦和市史　第二巻　古代中世史料編Ⅱ
浦和市総務部市史編さん
室

浦和市 A5

昭和56年3月30日 浦和市史　第三巻　近世史料編Ⅰ
浦和市総務部市史編さん
室

浦和市 A5

昭和61年3月31日 浦和市史　第三巻　近世史料編Ⅱ
浦和市総務部市史編さん
室

浦和市 A5

昭和59年1月31日 浦和市史　第三巻　近世史料編Ⅲ
浦和市総務部市史編さん
室

浦和市 A5

昭和60年3月30日 浦和市史　第三巻　近世史料編Ⅳ
浦和市総務部市史編さん
室

浦和市 A5



昭和54年3月30日 浦和市史　第四巻　近代史料編Ⅱ
浦和市総務部市史編さん
室

浦和市 A5

昭和56年11月30日 浦和市史　第四巻　近代史料編Ⅲ
浦和市総務部市史編さん
室

浦和市 A5

昭和57年3月30日 浦和市史　第四巻　近代史料編Ⅳ
浦和市総務部市史編さん
室

浦和市 A5

平成11年3月30日 浦和市史　第五巻　現代史料編Ⅰ 浦和市総務部行政管理課 浦和市 A5
平成12年3月30日 浦和市史　第五巻　現代史料編Ⅱ 浦和市総務部行政管理課 浦和市 A5

昭和62年3月31日 浦和市史　通史編Ⅰ
浦和市総務部市史編さん
室

浦和市 A5

昭和63年3月31日 浦和市史　通史編Ⅱ
浦和市総務部市史編さん
室

浦和市 A5

平成2年3月20日 浦和市史　通史編Ⅲ
浦和市総務部市史編さん
室

浦和市 A5

平成13年3月19日 浦和市史　通史編Ⅳ 浦和市総務部行政管理課 浦和市 A5
平成7年3月31日 浦和市史料叢書1　検地帳編Ⅰ 浦和市総務部行政資料室 浦和市 A5
平成8年3月31日 浦和市史料叢書2　検地帳編Ⅱ 浦和市総務部行政管理課 浦和市 A5
平成9年3月31日 浦和市史料叢書3　検地帳編Ⅲ 浦和市総務部行政管理課 浦和市 A5
平成10年3月31日 浦和市史料叢書4　検地帳編Ⅳ 浦和市総務部行政管理課 浦和市 A5
平成11年3月31日 浦和市史料叢書5　検地帳編Ⅴ 浦和市総務部行政管理課 浦和市 A5
平成12年3月31日 浦和市史料叢書6　検地帳編Ⅵ 浦和市総務部行政管理課 浦和市 A5
平成13年3月29日 浦和市史料叢書7　検地帳編Ⅶ 浦和市総務部行政管理課 浦和市 A5

昭和57年11月30日 大正・昭和史科目録
浦和市総務部市史編さん
室

浦和市役所 B5

平成5年3月31日 図説　浦和のあゆみ 浦和市総務部行政資料室 浦和市 B5
平成4年3月31日 わがまち浦和　 地域別案内（改訂版） 浦和市総務部行政資料室 浦和市役所 A5
平成8年3月31日 浦和自然誌－身近な動植物－ 浦和市環境部生活環境課 A4

MAP　OF　URAWA　私たちの街うらわ 浦和市役所広報課 鋪
昭和54年3月30日 浦和市史調査報告書　第七集 浦和市総務部市史編さん室 A5
昭和54年8月23日 浦和市史調査報告書　第八集 浦和市総務部市史編さん室 A5
昭和54年11月15日 浦和市史調査報告書　第九集 浦和市総務部市史編さん室 A5
昭和55年9月20日 浦和市史調査報告書　第十集　諸家文書目録 浦和市総務部市史編さん室 A5
昭和56年1月31日 浦和市史調査報告書　第十一集　諸家文書目録 浦和市総務部市史編さん室 A5
昭和56年3月30日 浦和市史調査報告書　第十二集　諸家文書目録 浦和市総務部市史編さん室 A5
昭和56年10月30日 浦和市史調査報告書　第十三集　諸家文書目録 浦和市総務部市史編さん室 A5
昭和57年3月30日 浦和市史調査報告書　第十四集 浦和市総務部市史編さん室 A5
昭和58年3月25日 浦和市史調査報告書　第十五集 浦和市総務部市史編さん室 A5
昭和59年1月31日 浦和市史調査報告書　第十六集　諸家文書目録 浦和市総務部市史編さん室 A5

昭和60年3月30日 浦和市史調査報告書　第17集　自然編
浦和市総務部市史編さん
室

浦和市役所 B5

昭和60年8月30日 浦和市史研究　第1号 浦和市総務部市史編さん室 A5
昭和63年3月30日 浦和市史研究　第3号 浦和市総務部市史編さん室 A5
平成元年3月30日 浦和市史研究　第4号 浦和市総務部市史編さん室 A5
平成3年3月18日 浦和市史研究　第6号 浦和市総務部市史編さん室 A5
平成4年3月31日 浦和市史研究　第7号 浦和市総務部市史編さん室 A5
平成5年3月31日 浦和市史研究　第8号 浦和市総務部行政資料室 A5



平成6年3月31日 浦和市史研究　第9号 浦和市総務部行政資料室 A5
平成7年3月31日 浦和市史研究　第10号 浦和市総務部行政資料室 A5
平成8年3月29日 浦和市史研究　第11号 浦和市総務部行政管理課 A5
平成9年3月28日 浦和市史研究　第12号 浦和市総務部行政管理課 A5
平成10年3月27日 浦和市史研究　第13号 浦和市総務部行政管理課 A5
平成11年3月29日 浦和市史研究　第14号 浦和市総務部行政管理課 A5
平成12年3月29日 浦和市史研究　第15号 浦和市総務部行政管理課 A5
平成13年3月27日 浦和市史研究　第16号 浦和市総務部行政管理課 A5

平成12年10月31日 浦和市文化財保護年報9　平成11年度
浦和市教育委員会文化財
保護課

浦和市教育委員会 A4

平成13年3月26日 田島ヶ原サクラソウ自生地保護増殖実験調査報告書 浦和市教育委員会 A4

平成5年3月31日
浦和市内遺跡発掘調査報告書　第19集　細野北遺跡・
大古里遺跡

浦和市教育委員会 B5

平成5年3月31日 浦和市内遺跡発掘調査報告書　第20集　松木遺跡
浦和市教育委員会・浦和市
遺跡調査会

B5 付図1

平成6年10月31日 浦和市出土品百選 浦和市教育委員会 B5

平成7年3月31日
浦和市内遺跡発掘調査報告書　第23集　根岸遺跡・大
古里遺跡・本村遺跡

浦和市教育委員会 A4

平成10年3月25日
浦和市内遺跡発掘調査報告書　第26集　大古里遺跡・
井沼方遺跡・井沼方南遺跡

浦和市教育委員会 A4

平成12年3月27日
浦和市内遺跡発掘調査報告書　第28集　別所子野上遺
跡・本太5丁目遺跡・井沼方南遺跡・大久保領家遺
跡・皇山町遺跡・根岸遺跡

浦和市教育委員会 A4

平成13年3月30日
浦和市内遺跡発掘調査報告書　第29集　山崎貝塚・皇
山西遺跡・根岸遺跡・木村遺跡・付編　山崎貝塚第一
次調査資料

浦和市教育委員会 A4

昭和57年3月31日
浦和市遺跡調査会報告書　第20集　井沼方・大北・和
田北・西谷・吉場遺跡発掘調査報告書

浦和市遺跡調査会 B5

昭和58年3月31日
浦和市遺跡調査会報告書　第24集　北宿、馬場北、馬
場東、馬場・小室山遺跡発掘調査報告書　－馬場土地
区画整理地内遺跡2－

浦和市遺跡調査会 B5

昭和58年3月31日
浦和市遺跡調査会報告書　第25集　西谷・和田南・大
北・大間木内谷遺跡発掘調査報告書

浦和市遺跡調査会 B5

昭和58年3月31日
浦和市遺跡調査会報告書　第26集　北宿遺跡発掘調査
報告書

浦和市遺跡調査会 B5

昭和58年11月30日
浦和市遺跡調査会報告書　第32集　井沼方遺跡発掘調
査報告書

浦和市遺跡調査会 B5 付図

昭和59年3月31日
浦和市遺跡調査会報告書　第35集　三室遺跡・松木北
遺跡発掘調査報告書　－松木土地区画整理地内2－

浦和市遺跡調査会 B5

昭和59年3月31日
浦和市遺跡調査会報告書　第36集　馬場北・馬場小室
山・北宿遺跡発掘調査報告書　－馬場土地区画整理地
内遺跡3－

浦和市遺跡調査会 B5 付図

昭和59年3月31日
浦和市遺跡調査会報告書　第38集　大古里遺跡（第5
地点）発掘調査報告報告書

浦和市遺跡調査会 B5

昭和59年10月31日
浦和市遺跡調査会報告書　第43集　梅所遺跡発掘調査
報告書

浦和市遺跡調査会 B5 付図



昭和60年3月15日
浦和市遺跡調査会報告書　第44集　松木・三室・南宿
南・馬場小室山遺跡発掘調査報告書　－松木土地区画
整理地内3－

浦和市遺跡調査会 B5

昭和60年5月31日
浦和市遺跡調査会報告書　第53集　別所西野台遺跡発
掘調査報告書

浦和市遺跡調査会 B5 付図

昭和60年3月31日
浦和市遺跡調査会報告書　第54集　北宿遺跡発掘調査
報告書　－浦和市立病院総合化に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告2－

浦和市遺跡調査会 B5

昭和61年3月31日
浦和市遺跡調査会報告書　第63集　北宿西・北宿南遺
跡発掘調査報告書　＜三室西土地区画整理地内＞

浦和市遺跡調査会 A4 付図5

昭和61年3月25日
浦和市遺跡調査会報告書　第65集　鶴巻遺跡・駒形遺
跡発掘調査報告書　県道浦和越谷線建設地内遺跡1

浦和市遺跡調査会 B5

昭和62年3月31日
浦和市遺跡調査会報告書　第74集　本田遺跡発掘調査
報告書

浦和市遺跡調査会 B5 付図

昭和62年3月25日
浦和市遺跡調査会報告書　第75集　西谷・大間木内
谷・和田北・宮前遺跡発掘調査報告書

浦和市遺跡調査会 B5

昭和62年3月25日
浦和市遺跡調査会報告書　第81集　大久保条里遺跡発
掘調査報告書（第2次）

浦和市遺跡調査会 A4 付図

昭和62年9月30日
浦和市遺跡調査会報告書　第83集　山崎貝塚発掘調査
報告書

浦和市遺跡調査会 B5

昭和62年9月21日
浦和市遺跡調査会報告書　第84集　原山坊ノ在家遺跡
発掘調査報告書

浦和市遺跡調査会 B5

昭和62年9月30日
浦和市遺跡調査会報告書　第85集　諏訪入遺跡発掘調
査報告書

浦和市遺跡調査会 B5

昭和63年3月23日

浦和市遺跡調査会報告書　第90集　上野田膝子・上野
田西台・上野田向原遺跡　発掘調査報告書　－県道新
方須賀与野線,大宮鳩ヶ谷線改良工事に伴う発掘調査
－

浦和市遺跡調査会 B5 付図

昭和63年3月31日
浦和市遺跡調査会報告書　第99集　北宿遺跡発掘調査
報告書　－浦和市立病院総合化に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告4－

浦和市遺跡調査会 B5 付図

昭和63年3月31日
浦和市遺跡調査会報告書　第100集　北宿遺跡発掘調
査報告書　－浦和市立病院総合化に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告5－

浦和市遺跡調査会 B5 付図

平成元年9月20日
浦和市遺跡調査会報告書　第121集　別所子野上遺跡
発掘調査報告書（第2次）

浦和市遺跡調査会 B5

平成2年3月31日
浦和市遺跡調査会報告書　第133集　松木・馬場小室
山遺跡発掘調査報告書　－松木土地区画整理地内12-

浦和市遺跡調査会 B5

平成3年3月25日
浦和市遺跡調査会報告書　第143集　駒前遺跡発掘調
査報告書（第2次）　－県道大宮東京線建設工事に伴
う発掘調査－

浦和市遺跡調査会 B5

平成3年3月25日
浦和市遺跡調査会報告書　第145集　会ノ谷遺跡発掘
調査報告書（第3次）　－浦和都市計画道路大牧三室
線建設工事に伴う発掘調査－

浦和市遺跡調査会 A4



平成4年3月25日
浦和市遺跡調査会報告書　第150集　不動谷遺跡（第2
次）・駒前南遺跡発掘調査報告書―県道浦和越谷線建
設地内遺跡2―

浦和市遺跡調査会 B5 付図

平成4年3月31日
浦和市遺跡調査会報告書　第151集　北宿遺跡発掘調
査報告書（第17次）―浦和市老人保健施設・ケアハウ
ス建設に伴う発掘調査―

浦和市遺跡調査会 B5 付図

平成4年7月31日
浦和市遺跡調査会報告書　第154集　本太三丁目遺跡
（第4次）発掘調査報告書

浦和市遺跡調査会 B5

平成5年3月10日
浦和市遺跡調査会報告書　第161集　白幡本宿遺跡発
掘調査報告書（第7次）

浦和市遺跡調査会 B5

平成5年3月25日
浦和市遺跡調査会報告書　第165集　宮本遺跡発掘調
査報告書

浦和市遺跡調査会 B5

平成5年3月31日
浦和市遺跡調査会報告書　第172集　前窪遺跡発掘調
査報告書（第2次）

浦和市遺跡調査会 B5

平成6年3月25日
浦和市遺跡調査会報告書　第177集　中原後遺跡発掘
調査報告書（第2次）

浦和市遺跡調査会 A4

平成6年3月25日
浦和市遺跡調査会報告書　第181集　明花東遺跡遺跡
発掘調査報告書―県道大宮東京線新設工事に伴う発掘
調査―

浦和市遺跡調査会 A4

平成6年3月25日
浦和市遺跡調査会報告書　第185集　井沼片遺跡発掘
調査報告書（第12次）

浦和市遺跡調査会 A4

平成7年3月22日
浦和市遺跡調査会報告書　第188集　山久保遺跡発掘
調査報告書（第4次）

浦和市遺跡調査会 B5

平成7年3月28日
浦和市遺跡調査会報告書　第194集　大久保領家片町
遺跡発掘調査報告書（第3地点）

浦和市遺跡調査会 A4

平成7年3月28日
浦和市遺跡調査会報告書　第195集　太田窪南遺跡発
掘調査報告書

浦和市遺跡調査会 A4

平成8年1月31日
浦和市遺跡調査会報告書　第204集　本杢遺跡発掘調
査報告書（第4地点）

浦和市遺跡調査会 A4

平成8年2月28日

浦和市遺跡調査会報告書　第207集　玄蕃新田本田遺
跡（第3次）・鶴巻西遺跡（第1次）・大崎東新井遺跡
（第1次）発掘調査報告書―国道463号建設地内（大崎
大門地区）発掘調査報告1

浦和市遺跡調査会 A4

平成8年3月24日
浦和市遺跡調査会報告書　第208集　不動谷遺跡発掘
調査報告書（第6次）―浦和都市計画道路道場三室線
地内発掘調査報告―

浦和市遺跡調査会 A4 付図2

平成8年3月24日

浦和市遺跡調査会報告書　第209集　本太三丁目遺跡
発掘調査報告書（第2次・第3次・第6次・第7次・第8
次）―浦和都市計画道路道場三室線新浦和橋建設関係
―

浦和市遺跡調査会 A4 付図2

平成8年6月30日
浦和市遺跡調査会報告書　第213集　前窪遺跡発掘調
査報告書（第3次）

浦和市遺跡調査会 A4

平成8年9月30日

浦和市遺跡調査会報告書　第216集　大崎東新井遺跡
（第2次）、大崎北久保遺跡（第1次、第2次）、鶴巻
西遺跡（第2次）発掘調査報告書―国道463号建設地内
（大崎大門地区）発掘調査報告2―

浦和市遺跡調査会 A4 付図2



平成8年9月30日
浦和市遺跡調査会報告書　第217集　東裏遺跡発掘調
査報告書（第3次）

浦和市遺跡調査会 A4

平成8年3月26日
浦和市遺跡調査会報告書　第218集　山久保遺跡発掘
調査報告書（第5次）

浦和市遺跡調査会 A4

平成9年3月25日
浦和市遺跡調査会報告書　第221集　馬場小室山遺跡
発掘調査報告書（第30次）

浦和市遺跡調査会 A4

平成9年3月25日
浦和市遺跡調査会報告書　第222集　真鳥山城遺跡発
掘調査報告書

浦和市遺跡調査会 A4

平成9年3月25日
浦和市遺跡調査会報告書　第226集　松木遺跡発掘調
査報告書（第19次）

浦和市遺跡調査会 A4

平成9年12月25日
浦和市遺跡調査会報告書　第235集　山崎貝塚発掘調
査報告書（第4次）

浦和市遺跡調査会 A4

平成10年2月5日
浦和市遺跡調査会報告書　第239集　椚谷遺跡発掘調
査報告書（第6次）

浦和市遺跡調査会 A4

平成10年3月25日
浦和市遺跡調査会報告書　第241集　井沼方遺跡（第
13・14・15次）・井沼方南遺跡発掘調査報告書

浦和市遺跡調査会 A4

平成10年3月25日
浦和市遺跡調査会報告書　第242集　上木崎足立遺跡
発掘調査報告書

浦和市遺跡調査会 A4

平成10年3月25日
浦和市遺跡調査会報告書　第243集　別所遺跡発掘調
査報告書（第3次）―別所小学校校庭改修工事に伴う
確認調査―

浦和市遺跡調査会 A4

平成10年10月31日
浦和市遺跡調査会報告書　第248集　北宿南遺跡発掘
調査報告書（第2次）

浦和市遺跡調査会 A4

平成11年3月25日
浦和市遺跡調査会報告書　第249集　水深北遺跡発掘
調査報告書（第4次）

浦和市遺跡調査会 A4

平成11年3月26日
浦和市遺跡調査会報告書　第250集　大谷口向原遺跡
発掘調査報告書―浦和市大谷口・太田窪土地区画整理
地内遺跡1―

浦和市遺跡調査会 A4

平成11年3月31日
浦和市遺跡調査会報告書　第255集　大田窪貝塚発掘
調査報告書

浦和市遺跡調査会 A4

平成11年6月30日
浦和市遺跡調査会報告書　第262集　太田窪南遺跡発
掘調査報告書（第2次）

浦和市遺跡調査会 A4

平成11年7月30日
浦和市遺跡調査会報告書　第263集　広ヶ谷戸稲荷越
遺跡発掘調査報告書（第4次）

浦和市遺跡調査会 A4

平成11年9月30日
浦和市遺跡調査会報告書　第264集　北宿南遺跡発掘
調査報告書（第3次）

浦和市遺跡調査会 A4

平成11年12月25日
浦和市遺跡調査会報告書　第269集　大崎松原後遺跡
発掘調査報告書

浦和市遺跡調査会 A4

平成12年3月24日
浦和市遺跡調査会報告書　第275集　大谷口向原北遺
跡発掘調査報告書―浦和市大谷口・太田窪土地区画整
理地内遺跡2―

浦和市遺跡調査会 A4 付図

平成12年3月27日
浦和市遺跡調査会報告書　第276集　大間木内谷北遺
跡発掘調査報告書（第2次）―浦和市内谷・会ノ谷特
定土地区画整理地内発掘調査報告1―

浦和市遺跡調査会 A4



平成12年3月27日

浦和市遺跡調査会報告書　第277集　東裏西遺跡（第2
次）・東裏遺跡（第4次）・下野田稲荷原遺跡（第3
次）・大門西裏南遺跡（第2次）発掘調査報告書―浦
和市大門上・下野田特定土地区画整理地内―発掘調査
報告2

浦和市遺跡調査会 A4

平成12年6月30日
浦和市遺跡調査会報告書　第280集　井沼方遺跡発掘
調査報告書（第17次）

浦和市遺跡調査会 A4

平成12年7月25日
浦和市遺跡調査会報告書　第281集　井沼方遺跡発掘
調査報告書（第18次）

浦和市遺跡調査会 A4

平成12年7月31日
浦和市遺跡調査会報告書　第282集　井沼方遺跡発掘
調査報告書（第28次）

浦和市遺跡調査会 A4

平成12年11月30日
浦和市遺跡調査会報告書　第285集　井沼方遺跡発掘
調査報告書（第19次）

浦和市遺跡調査会 A4

平成12年11月30日
浦和市遺跡調査会報告書　第286集　別所子野上遺跡
発掘調査報告書（第9次）

浦和市遺跡調査会 A4

平成13年3月12日
浦和市遺跡調査会報告書　第291集　大久保領家片町
遺跡発掘調査報告書（第11地点）

浦和市遺跡調査会 A4

平成13年3月15日
浦和市遺跡調査会報告書　第292集　大間木内谷北遺
跡発掘調査報告書

浦和市遺跡調査会 A4

平成13年3月23日
浦和市遺跡調査会報告書　第293集　北宿遺跡発掘調
査報告書（第18次・第19次）

浦和市遺跡調査会 A4

平成13年3月27日
浦和市遺跡調査会報告書　第294集　大谷口向原南遺
跡発掘調査報告書（第1・2次）

浦和市遺跡調査会 A4 付図

平成13年3月27日

浦和市遺跡調査会報告書　第295集　―浦和市大門
上・下野田特定土地区画整理地内―発掘調査報告3
下野田稲荷原遺跡（第5次）・東裏遺跡（第5次）・大
門西裏南遺跡（第3次）発掘調査報告書

浦和市遺跡調査会 A4 付図

平成13年3月29日
浦和市遺跡調査会報告書　第296集　大古里遺跡発掘
調査報告書（第19地点）

浦和市遺跡調査会 A4

平成13年3月30日
浦和市遺跡調査会報告書　第297集　大間木会ノ谷遺
跡発掘調査報告書（第8次）

浦和市遺跡調査会 A4

平成13年3月30日
浦和市遺跡調査会報告書　第298集　細野北遺跡発掘
調査報告書（第2次）

浦和市遺跡調査会 A4

平成13年3月29日
浦和市遺跡調査会報告書　第299集　大北遺跡発掘調
査報告書

浦和市遺跡調査会 A4

平成13年3月30日
浦和市遺跡調査会報告書　第300集　大古里遺跡発掘
調査報告書（第20地点）

浦和市遺跡調査会 A4

平成13年3月30日
浦和市遺跡調査会報告書　第301集　大古里遺跡発掘
調査報告書（第24地点）

浦和市遺跡調査会 A4

平成13年3月30日
浦和市遺跡調査会報告書　第302集　大久保領家片町
遺跡発掘調査報告書（第10地点）

浦和市遺跡調査会 A4

平成13年3月30日
浦和市遺跡調査会報告書　第303集　本村遺跡発掘調
査報告書（第ⅩⅤ地点）

浦和市遺跡調査会 A4

平成13年3月29日
浦和市遺跡調査会報告書　第304集　本太三丁目遺跡
発掘調査報告書（第9次）

浦和市遺跡調査会 A4



昭和59年3月20日
浦和市東部遺跡群発掘調査報告書　第4集　松木遺跡
（第2次）

浦和市教育委員会 浦和市遺跡調査会 B5

昭和51年3月31日 大古里遺跡発掘調査報告書　本文編 浦和市大古里遺跡調査会 B5
昭和51年3月31日 大古里遺跡発掘調査報告書　図版編１（遺跡・遺構） 浦和市大古里遺跡調査会 B5
昭和51年3月31日 大古里遺跡発掘調査報告書　図版編Ⅱ（遺物） 浦和市大古里遺跡調査会 B5

　大宮市
平成元年3月31日 続大宮市史Ⅰ　現代資料編 大宮市役所 B5
平成5年3月31日 大宮市史　資料編三 大宮市役所 B5
昭和60年3月30日 大宮市史　別巻一　補遺　年表 大宮市役所 A5
平成7年2月28日 大宮市史　別巻二　永田壮作関係書簡集 大宮市役所 A5

平成4年4月
みんなで歩こうみどりの大宮　－大宮自然観察シリー
ズⅠ－

アジア航測株式会社 大宮市役所 変型

平成7年4月
大宮動物ガイド　みんなで歩こうみどりの大宮　－大
宮自然観察シリーズⅡ－

アジア航測株式会社
大宮市県建設局都市計画部
みどり課

変型

平成7年11月3日 まんが　大宮の歴史～夢ひろがるまち大宮～ 株式会社アコワーク 大宮市 B6
平成12年11月3日 大宮市市制施行60周年記念写真集　大宮と鉄道 大宮市 A4

大宮ものがたり　CD－ROM 大宮市 CD

平成3年3月30日 石川家・守屋家文書目録
大宮市秘書企画室統計資料
課

B5

平成9年3月28日 大宮市史調査報告書　第1集　大宮市歴史年表
大宮市企画財政部統計資料
課

A4

平成10年3月31日
大宮市史調査報告書　第2集　大宮市新聞記事目録　1
埼玉新聞　昭和20年～昭和31年

大宮市企画財政部統計資料
課

A4

平成11年3月31日
大宮市史調査報告書　第3集　大宮市新聞記事目録　2
埼玉新聞　昭和32年～昭和42年

大宮市企画財政部統計資料
課

A4

平成13年3月30日
大宮市史調査報告書　第4集　大宮市新聞記事目録　3
埼玉新聞　昭和18年～昭和20年

大宮市企画財政部統計資料
課

A4

昭和63年3月30日 GUIDO　BOOK　大宮をあるく　Ⅰ～東部編～ 大宮市教育委員会 変型
平成元年3月25日 GUIDO　BOOK　大宮をあるく　Ⅱ～西部編～ 大宮市教育委員会 変型
平成2年3月30日 GUIDO　BOOK　大宮を歩く　Ⅲ～川と街道～ 大宮市教育委員会 変型
平成元年3月31日 大宮の教育史調査概報（Ⅰ） 大宮市立博物館 大宮市教育委員会 B5

平成2年2月20日
大宮の教育史調査概報（Ⅱ）　大宮の石造物（1）
東部地域編

大宮市立博物館 大宮市教育委員会 B5

平成元年3月31日 大宮の教育史調査報告書（Ⅳ） 大宮市立博物館 大宮市教育委員会 B5
平成2年3月31日 大宮の教育史調査報告書（Ⅴ） 大宮市立博物館 大宮市教育委員会 B5

昭和53年3月25日
大宮市文化財調査報告　第12集　貝崎貝塚第3次発掘
調査報告

大宮市教育委員会社会教
育課

大宮市教育委員会 B5

昭和54年3月30日 大宮市文化財調査報告　第13集　大宮の板石塔婆Ⅰ
大宮市教育委員会社会教
育課

大宮市教育委員会 B5

昭和55年3月25日
大宮市文化財調査報告　第14集　深作沼動植物調査報
告

大宮市教育委員会社会教育
課

B5 付図

昭和56年3月27日 大宮市文化財調査報告　第15集　大宮の板石塔婆Ⅱ
大宮市教育委員会社会教
育課

大宮市教育委員会 B5

昭和57年3月25日
大宮市文化財調査報告　第16集　片柳南部遺跡群発掘
調査報告書

大宮市教育委員会社会教育
課

B5



昭和60年3月30日
大宮市文化財調査報告　第18集　宮ヶ谷塔遺跡群発掘
調査報告

大宮市教育委員会社会教育
課

B5

昭和60年3月30日
大宮市文化財調査報告　第19集　東北原遺跡発掘調査
報告

大宮市教育委員会社会教育
課

B5

昭和61年3月30日
大宮市文化財調査報告　第20集　染谷遺跡群発掘調査
報告

大宮市教育委員会社会教育
課

B5

昭和61年3月25日
大宮市文化財調査報告　第21集　－第6次調査－Ⅱ
東北原遺跡発掘調査報告

大宮市教育委員会社会教育
課

B5

昭和62年3月25日
大宮市文化財調査報告　第23集　稲荷塚古墳周溝確認
調査報告

大宮市教育委員会社会教育
課

B5

昭和63年3月31日
大宮市文化財調査報告　第24集　大和田村古文書（資
料抄録）

大宮市教育委員会 B5

昭和63年3月30日
大宮市文化財調査報告　第25集　市内遺跡群発掘調査
報告　馬宮遺跡群・宮ヶ谷塔貝塚

大宮市教育委員会 B5

平成2年3月20日
大宮市文化財調査報告　第27集　御蔵台遺跡発掘調査
報告

大宮市教育委員会社会教育
課

B5

平成4年3月25日
大宮市文化財調査報告　第31集　市内遺跡発掘調査報
告　C―1号遺跡　―第3次調査―

大宮市教育委員会社会教育
課

B5

平成5年3月25日
大宮市文化財調査報告　第32集　市内遺跡発掘調査報
告　根切遺跡（C－1号遺跡）－第4次調査－

大宮市教育委員会指導部文
化財課

B5

平成5年3月31日
大宮市文化財調査報告　第33集　都築家古文書（目
録）

大宮市教育委員会文化財
課

大宮市教育委員会 B5

平成6年3月30日
大宮市文化財調査報告　第34集　氷川神社社叢調査報
告

大宮市教育委員会指導部文
化財課

B5

平成6年3月30日
大宮市文化財調査報告　第35集　市内遺跡発掘調査報
告　根切遺跡（第2次調査）　C-108号遺跡（第2次調
査）

大宮市教育委員会指導部文
化財課

B6

平成6年3月31日
大宮市文化財調査報告　第36集　大宮市指定文化財
旧坂東家住宅解体調査報告

大宮市教育委員会指導部文
化財課

A4

平成7年3月31日
大宮市文化財調査報告　第37集　旧坂東家住宅関係資
料報告

大宮市教育委員会指導部文
化財課

A4

平成7年3月30日
大宮市文化財調査報告　第38集　市内遺跡発掘調査報
告　根切遺跡（第5次調査）　A-165号遺跡

大宮市教育委員会 A4

平成8年3月25日
大宮市文化財調査報告　第39集　都築家古文書（資料
抄録）　－武蔵国足立郡遊馬村－

大宮市教育委員会 A4

平成8年3月29日
大宮市文化財調査報告　第40集　市内遺跡発掘調査報
告　－御蔵台遺跡Ⅱ－

大宮市教育委員会 A4

平成8年3月29日
大宮市文化財調査報告　第41集　市内遺跡発掘調査報
告　金谷遺跡

大宮市教育委員会 A4 付図

平成9年3月24日
大宮市文化財調査報告　第43集　市内遺跡発掘調査報
告―東北原遺跡（第11次調査）―　文化財指定樹木の
活力度表　仏像調査報告　加茂神社祭り用具調査報告

大宮市教育委員会 A4

平成10年3月26日
大宮市文化財調査報告　第45集　市内遺跡発掘調査報
告　八雲貝塚（第1次調査）

大宮市教育委員会 A4

平成11年3月30日
大宮市文化財調査報告　第46集　市内遺跡発掘調査報
告　東北原遺跡（第4次調査）

大宮市教育委員会 A4



平成12年3月23日
大宮市文化財調査報告　第47集　市内遺跡発掘調査報
告　－奈良新堤遺跡－　－日進西谷遺跡－　片岡家文
書（一）

指導部文化財課 大宮市教育委員会 A4

平成12年3月24日
大宮市文化財調査報告　第48集　片岡家文書（二）
－武蔵国足立郡指扇領清河寺村－

指導部文化財課 大宮市教育委員会 A4

平成13年3月23日

大宮市文化財調査報告　第50集　市内遺跡発掘調査報
告　－根切遺跡（第6次調査）－　－茶臼塚古墳範囲
確認調査－　大宮の塚（一）　－池上家冨士浅間塚調
査報告－

指導部文化財課 大宮市教育委員会 A4

平成10年3月31日 おおみや双書1　大宮の庚申塔 大宮市教育委員会 B6

平成13年3月23日
土器の館収蔵資料集　出土品でみる大宮の遺跡　－近
年の発掘調査から－

大宮市教育委員会指導部
文化財

大宮市教育委員会 A5

平成5年2月26日 大むかしのくらし　－掘りおこされた大宮の昔－ 大宮市教育委員会 B5
平成元年3月31日 大宮市立博物館研究紀要　第1号 大宮市立博物館 B5
平成2年3月31日 大宮市立博物館研究紀要　第2号 大宮市立博物館 B5
平成2年3月1日 大宮市立博物館　要覧　第3号 大宮市立博物館 B5
昭和60年7月30日 円空－激情に秘めた祈り－図鑑 大宮市立博物館 B5

平成元年10月11日
第12回特別展「知られざる巨匠　永田二郎」－大宮の
生んだ近代画家－

大宮市立博物館 B5

平成2年3月20日 常設展示図鑑　大宮の歴史 大宮市立博物館 B5
昭和56年3月25日 大宮市遺跡調査会報告　第1集　五味貝戸貝塚 大宮市遺跡調査会 B5

昭和56年5月26日
大宮市遺跡調査会報告　第2集　東北原遺跡―第5次調
査―

大宮市遺跡調査会 B5

昭和57年3月29日
大宮市遺跡調査会報告　第3集　深作東部遺跡群発掘
調査報告

大宮市遺跡調査会 B5

昭和57年3月31日 大宮市遺跡調査会報告　第4集　膝子八幡神社遺跡 大宮市遺跡調査会 B5
昭和57年3月31日 大宮市遺跡調査会報告　第5集　宮ヶ谷塔第5貝塚 大宮市遺跡調査会 B5

昭和58年2月25日
大宮市遺跡調査会報告　第6集　鷲山遺跡発掘調査報
告

大宮市遺跡調査会 B5

昭和58年3月10日
大宮市遺跡調査会報告　第7集　小深作前遺跡遺跡・
青葉園東遺跡　発掘調査報告

大宮市遺跡調査会 B5

昭和59年3月20日
大宮市遺跡調査会報告　第9集　鎌倉公園遺跡発掘調
査報告

大宮市遺跡調査会 B5

昭和59年3月20日 大宮市遺跡調査会報告　第10集　深作東部遺跡群 大宮市遺跡調査会 B5 付図1
深作東部遺跡群　図版編 大宮市遺跡調査会 B5

昭和60年3月25日
大宮市遺跡調査会報告　第11集　西大宮バイパス
No.1遺跡No.2遺跡発掘調査報告

大宮市遺跡調査会 B5

昭和60年3月30日 大宮市遺跡調査会報告　第12集　原遺跡 大宮市遺跡調査会 B5

昭和60年3月31日
大宮市遺跡調査会報告　第13集　宮ヶ谷塔貝塚発掘調
査報告

大宮市遺跡調査会 B5

昭和60年6月25日
大宮市遺跡調査会報告　第14集　A―77番遺跡　A―
146番遺跡　B―2番遺跡　B―29番遺跡

大宮市遺跡調査会 B5

昭和61年3月1日
大宮市遺跡調査会報告　第15集　B―13番遺跡　A―79
番遺跡　A―239番遺跡　A―116番遺跡

大宮市遺跡調査会 B5

昭和61年3月20日
大宮市遺跡調査会報告　第16集　西大宮バイパス№4
遺跡　一般国道16号バイパス関係　―Ⅱ―

大宮市遺跡調査会 B5



昭和61年10月1日 大宮市遺跡調査会報告　第17集　八幡耕地遺跡 大宮市遺跡調査会 B5

昭和62年3月25日
大宮市遺跡調査会報告　第18集　A―64号遺跡 (大宮
都市計画道路3・4・4中央通線）

大宮市遺跡調査会 B5

昭和62年4月25日 大宮市遺跡調査会報告　第19集　北袋遺跡 大宮市遺跡調査会 B5

昭和62年4月25日
大宮市遺跡調査会報告　第20集　B―92号遺跡　A―
230号遺跡　A―61号遺跡

大宮市遺跡調査会 B5

昭和63年3月11日
大宮市遺跡調査会報告　第21集　下加遺跡　―大宮住
宅建設に伴う発掘調査―

大宮市遺跡調査会 B5

昭和63年3月30日 大宮市遺跡調査会報告　第22集　南中野諏訪遺跡 大宮市遺跡調査会 B5
昭和63年4月18日 大宮市遺跡調査会報告　第23集　南中丸下高井遺跡 大宮市遺跡調査会 B5

平成元年3月20日
大宮市遺跡調査会報告　第24集　西大宮バイパス№5
遺跡　一般国道16号バイパス関係　―Ⅲ―

大宮市遺跡調査会 B5

平成元年3月29日
大宮市遺跡調査会報告　第25集　B－20号遺跡　B－61
号遺跡　B－92号遺跡

大宮市遺跡調査会 B5

平成元年6月10日 大宮市遺跡調査会報告　第27集　A－239号遺跡 大宮市遺跡調査会 B5

平成元年11月29日
大宮市遺跡調査会報告　第28集　B―101号遺跡　B―7
号遺跡

大宮市遺跡調査会 B5

平成2年2月15日 大宮市遺跡調査会報告　第29集　A―86号遺跡 大宮市遺跡調査会 B5

平成2年3月20日
大宮市遺跡調査会報告　第30集　下加遺跡　―大宮住
宅建設に伴う発掘調査・Ⅱ―

大宮市遺跡調査会 B5

平成3年3月30日 大宮市遺跡調査会報告　第31集　A―69号遺跡 大宮市遺跡調査会 B5

平成3年6月24日
大宮市遺跡調査会報告　第32集　B―66号遺跡　B―91
号遺跡　B―92号遺跡

大宮市遺跡調査会 B5

平成4年3月31日 大宮市遺跡調査会報告　第34集　B―105号遺跡 大宮市遺跡調査会 B5

平成4年3月30日
大宮市遺跡調査会報告　第35集　下加遺跡　―大宮駐
屯地における埋蔵文化財発掘調査―

大宮市遺跡調査会 B5

平成4年3月30日 大宮市遺跡調査会報告　第36集　中川貝塚 大宮市遺跡調査会 B5

平成4年6月30日
大宮市遺跡調査会報告　第37集　C―23号遺跡　A―
214号遺跡

大宮市遺跡調査会 B5

平成4年10月22日 大宮市遺跡調査会報告　第38集　大和田高明遺跡 大宮市遺跡調査会 B5
平成4年10月27日 大宮市遺跡調査会報告　第39集　指扇下戸遺跡 大宮市遺跡調査会 B5

平成5年3月8日
大宮市遺跡調査会報告　第40集　深作稲荷台遺跡　東
北原遺跡　―第9次調査―

大宮市遺跡調査会 B5

平成5年3月25日 大宮市遺跡調査会報告　第41集　C―26号遺跡 大宮市遺跡調査会 B5

平成5年3月25日
大宮市遺跡調査会報告　第42集　氷川神社東遺跡　氷
川神社遺跡　B―17号遺跡　―県営硬式野球場・周辺
施設整備事業関係埋蔵文化財発掘調査報告―

大宮市遺跡調査会 B5 付図8

平成5年12月20日
大宮市遺跡調査会報告　第43集　B―66W号遺跡・C―
66号遺跡

大宮市遺跡調査会 B5

平成6年3月7日
大宮市遺跡調査会報告　第44集　深作稲荷台遺跡―第
2・3次調査―　・A―137号遺跡

大宮市遺跡調査会 B5 付図1

平成6年3月15日
大宮市遺跡調査会報告　第45集　原遺跡　―第2次調
査―

大宮市遺跡調査会 B5

平成6年3月25日 大宮市遺跡調査会報告　第46集　B―37号遺跡 大宮市遺跡調査会 B5
平成6年3月30日 大宮市遺跡調査会報告　第47集　土屋下遺跡 大宮市遺跡調査会 B5



平成7年3月16日
大宮市遺跡調査会報告　第49集　東北原遺跡―第10次
調査―

大宮市遺跡調査会 A4

平成7年3月24日 大宮市遺跡調査会報告　第50集　丸ヶ崎遺跡群―Ⅰ― 大宮市遺跡調査会 A4 付図

平成7年3月28日
大宮市遺跡調査会報告　第51集　A―124号・B―61号
遺跡

大宮市遺跡調査会 A4

平成7年5月25日
大宮市遺跡調査会報告　第52集　大和田陣屋跡　今羽
丸山遺跡

大宮市遺跡調査会 A4 付図

平成7年6月22日
大宮市遺跡調査会報告　第53集　B―53号遺跡　C―64
号遺跡

大宮市遺跡調査会 A4

平成8年3月12日
大宮市遺跡調査会報告　第54集　B―17号遺跡（第2次
調査）―大宮公園内小動物園舎建設に係る埋蔵文化財
調査報告―

大宮市遺跡調査会 A4

平成8年3月15日
大宮市遺跡調査会報告　第55集　B―22号遺跡（土呂
陣屋跡）発掘調査報告

大宮市遺跡調査会 A4 付図2

平成8年5月24日
大宮市遺跡調査会報告　第57集　御蔵山中遺跡―第3
次調査―

大宮市遺跡調査会 A4

平成9年3月24日
大宮市遺跡調査会報告　第58集　側ケ谷戸貝塚―第2
次調査―

大宮市遺跡調査会 A4

平成10年3月16日 大宮市遺跡調査会報告　第59集　峰岸北遺跡 大宮市遺跡調査会 A4

平成10年3月20日
大宮市遺跡調査会報告　第60集　八雲貝塚―第2次調
査―

大宮市遺跡調査会 A4

平成10年3月20日 大宮市遺跡調査会報告　第61集　B―3号遺跡 大宮市遺跡調査会 A4

平成10年5月26日
大宮市遺跡調査会報告　第62集　A―61号遺跡　―第2
次調査―

大宮市遺跡調査会 A4

平成10年5月29日
大宮市遺跡調査会報告　第63集　中川貝塚―第3次調
査―

大宮市遺跡調査会 A4

平成10年7月28日
大宮市遺跡調査会報告　第64集　大和田本村北遺跡
―第2次調査―

大宮市遺跡調査会 A4

平成11年3月30日
大宮市遺跡調査会報告　第65集　上加遺跡（第2次調
査）・中野林袋遺跡・茗花遺跡・指扇下戸遺跡（第2
次調査）

大宮市遺跡調査会 A4

平成12年3月6日
大宮市遺跡調査会報告　第66集　B－22号遺跡（土呂
陣屋跡）－J・K地点－大宮都市計画事業土呂農住特定
土地区画整理事業関係発掘調査

大宮市遺跡調査会 A4

平成12年3月15日
大宮市遺跡調査会報告　第67集　側ケ谷戸貝塚　－第
3次調査－

大宮市遺跡調査会 A4

平成12年3月21日
大宮市遺跡調査会報告　第68集　中里遺跡　－第3次
調査－

大宮市遺跡調査会 A4

平成13年1月31日
大宮市遺跡調査会報告　第69集　北袋新堀遺跡　－都
市計画道路大宮産業道路関係埋蔵文化財発掘調査報告
－

大宮市遺跡調査会 A4

平成13年2月23日
大宮市遺跡調査会報告　第70集　深作原遺跡　－第2
次調査－

大宮市遺跡調査会 A4

平成13年3月19日
大宮市遺跡調査会報告　第71集　三橋三島遺跡　－第
3次調査－

大宮市遺跡調査会 A4

平成13年3月19日 大宮市遺跡調査会報告　第72集　山王遺跡 大宮市遺跡調査会 A4



昭和61年9月25日
大宮市遺跡調査会報告　別冊3　吉野原遺跡　下加南
遺跡

大宮市遺跡調査会 B5

昭和63年3月30日
大宮市遺跡調査会報告　別冊4　中里遺跡　篠山遺跡
―付編　東宮下出土の埴輪―

大宮市遺跡調査会 B5

平成元年3月25日
大宮市遺跡調査会報告　別冊5　篠山遺跡発掘調査報
告　－Ⅱ－

大宮市遺跡調査会 B5

平成2年3月29日
大宮市遺跡調査会報告　別冊7　小深作遺跡　―第3次
調査―

大宮市遺跡調査会 B5

平成6年3月30日
大宮市遺跡調査会報告　別冊11　市内遺跡発掘調査報
告　根切遺跡（第2次調査）　C―108号遺跡（第2次調
査）

大宮市遺跡調査会 B5

昭和52年7月31日 大丸山遺跡発掘調査報告書 大丸山遺跡調査会 B5
　与野市

昭和59年6月18日 与野市史　自然・原始古代資料編
与野市総務部市史編さん
室

与野市 A5

平成2年3月26日 与野市史　史料編補遺
与野市総務部市史編さん
室

与野市 A5

平成2年3月26日
明治末期の与野町大戸（与野市史　史料編補遺　別
冊）

武井　武 与野市 A5 補遺と同函

昭和58年3月31日 与野市史　文化財編
与野市企画部市史編さん
室

与野市 A5

平成3年3月28日 与野市史　別巻　井原和一日記Ⅰ
与野市総務部市史編さん
室

与野市 A5

平成4年2月29日 与野市史　別巻　井原和一日記Ⅱ
与野市教育委員会市史編
さん室

与野市 A5

平成5年3月20日 与野市史　別巻　井原和一日記Ⅲ
与野市教育委員会市史編
さん室

与野市 A5

平成6年3月21日 与野市史　別巻　井原和一日記Ⅳ
与野市教育委員会市史編
さん室

与野市 A5

平成7年3月24日 与野市史　別巻　井原和一日記Ⅴ
与野市教育委員会市史編
さん室

与野市 A5

昭和62年6月15日 与野市史　通史編　上巻
与野市総務部市史編さん
室

与野市 A5

昭和63年11月15日 与野市史　通史編　下巻
与野市総務部市史編さん
室

与野市 A5

昭和63年10月25日 市制施行三十周年記念　与野の歴史
与野市総務部市史編さん
室

与野市 A5

平成7年12月25日 与野の歴史散歩
与野市教育委員会市史編
さん室

与野市 A5

平成10年10月16日 与野人物誌
与野市教育委員会生涯学
習課市史編さん係

与野市 A5

昭和58年1月30日 与野市史調査報告書　第5集 企画部市史編さん室 与野市 B5
昭和59年3月30日 与野市史調査報告書　第6集 総務部市史編さん室 与野市 B5
昭和60年3月30日 与野市史調査報告書　第7集 総務部市史編さん室 与野市 B5

平成9年3月31日 与野市史調査報告書　第8集
与野市教育委員会市史編
さん室

与野市 B5



昭和51年3月30日 与野市文化財報告書　円阿弥の万作踊り　調査概報 与野市教育委員会 B5
昭和53年3月30日 与野市文化財報告書　第3集　大戸の神楽 与野市教育委員会 B5
昭和55年3月31日 与野市文化財報告書　第4集　笠間神社境内遺跡 与野市教育委員会 B5

昭和56年6月30日
与野市文化財報告書　第5集　中里前原遺跡　―第二
次発掘調査（B地点）―

与野市教育委員会 B5

昭和57年3月31日
与野市文化財報告書　第6集　八王子浅間神社遺跡
―発掘調査報告書―

与野市遺跡調査会 与野市教育委員会 B5

昭和57年9月30日 与野市文化財報告書　第7集　大戸本村6号遺跡 与野市遺跡調査会 与野市教育委員会 B5

昭和58年3月31日
与野市文化財報告書　第8集　曲庭遺跡　―発掘調査
報告書―

与野市遺跡調査会 B5

昭和58年3月31日
与野市文化財報告書　第9集　円乗院ならびに妙行寺
朱印状

与野市教育委員会 B5

昭和58年3月31日 与野市文化財報告書　第10集　蔵骨器 与野市教育委員会 B5
昭和59年3月31日 与野市文化財報告書　第11集　稲垣田龍　調査慨報 与野市教育委員会 B5

（昭和62年3月）
与野市文化財報告書　第12集　長伝寺木造聖観音坐像
―調査報告書―

与野市教育委員会 B5

昭和63年12月21日
与野市文化財調査報告書　第13集　中原前原遺跡群
中里前原北遺跡・上太寺遺跡

与野市遺跡調査会 与野市教育委員会 B5

平成2年3月24日
与野市文化財報告書　第14集　円福寺木造釈迦如来坐
像　―調査報告書―

与野市教育委員会 B5

平成3年3月25日
与野市文化財報告書　第15集　「弘法尊院」二度栗山
大師　五百羅漢像　―調査報告書―

与野市教育委員会 B5

平成4年3月25日
与野市文化財報告書　第16集　正円寺板彫「阿弥陀聖
衆来迎図」　―調査報告書―

与野市教育委員会 B5

平成4年3月25日
与野市文化財報告書　第17集　諏訪坂遺跡　中里前原
遺跡　中里前原北遺跡　上太寺遺跡　―出土遺物調査
報告書―

与野市教育委員会 B5

平成5年3月25日
与野市文化財報告書　第18集　「西浦１号遺跡出土の
土師器」　「与野町絵図」　―調査報告書―

与野市教育委員会 B5

平成6年3月25日
与野市文化財報告書　第19集　「矢垂遺跡出土遺物」
「正野友三郎関係資料」　―調査報告書―

与野市教育委員会 B5

平成7年3月25日
与野市文化財報告書　第20集　円乗院舎利宝塔　井原
和一日記―筆の後―　－調査報告書－

与野市教育委員会 A4

平成8年3月25日
与野市文化財報告書　第21集　武州与野町講中神酒枠
高札　－調査報告書－

与野市教育委員会 A4

平成9年3月14日
与野市文化財報告書　第22集　「諏訪坂遺跡第3次発
掘調査出土遺物」　「円乗院金銅花籠」　大戸の「お
聖さま」　－調査報告書－

与野市教育委員会 A4

平成10年3月15日

与野市文化財報告書　第23集　「正元2年銘板石塔
婆」　「円乗院の石造地蔵菩薩立像」　「赤山通りの
石造地蔵菩薩立像」　「上峰諏訪神社の力石」－調査
報告書－

与野市教育委員会 A4

平成11年3月26日
与野市文化財報告書　第24集　「鏝絵の絵馬」　「鈴
木荘丹自筆の俳句」　－調査報告書－

与野市教育委員会 A4

平成12年3月26日
与野市文化財報告書　第25集　「庚申塔」－4基－
「一山神社冬至祭」－調査報告書－

与野市教育委員会生涯学
習課

与野市教育委員会 A4



平成13年3月30日

与野市文化財報告書　第26集　円乗院「木製　柄香炉
形仏具」　長伝寺「木製　三葉葵紋香炉」　長伝寺
「絹本着色阿弥陀如来画像」　長伝寺「木造　閻魔王
坐像」　－調査報告書－

与野市教育委員会 A4

平成3年4月26日 第7回与野市文化財展図録　絵巻のなかの与野
与野市教育委員会社会教
育課

与野市・与野市教育委員会 B5

平成6年3月30日 与野市文化財展図録　与野の不思議探検
与野市教育委員会社会教
育課

与野市教育委員会 B5

昭和55年10月11日 中里前原遺跡　―第一次発掘調査報告書― 与野市中里前原遺跡調査会 B5
　坂戸市

昭和58年3月15日 坂戸市史　原始史料編 坂戸市教育委員会 坂戸市 A5 図版、付図
平成4年3月15日 坂戸市史　古代史料編 坂戸市教育委員会 坂戸市 A5 付図
昭和61年3月25日 坂戸市史　中世史料編Ⅰ 坂戸市教育委員会 坂戸市 A5 付録
昭和55年8月30日 坂戸市史　中世史料編Ⅱ 坂戸市教育委員会 坂戸市 A5 附図
昭和62年9月1日 坂戸市史　近世史料編Ⅰ 坂戸市教育委員会 坂戸市 A5 付録
平成3年3月20日 坂戸市史　近世史料編Ⅱ 坂戸市教育委員会 坂戸市 A5
平成2年2月28日 坂戸市史　近代史料編 坂戸市教育委員会 坂戸市 A5
昭和62年3月27日 坂戸市史　現代史料編 坂戸市教育委員会 坂戸市 A5 付図
昭和60年3月15日 坂戸市史　民俗史料編Ⅰ 坂戸市教育委員会 坂戸市 A5
昭和58年2月15日 坂戸市史　民俗史料編Ⅱ　石造遺物 坂戸市教育委員会 坂戸市 A5 附図
平成4年3月19日 坂戸市史　通史編Ⅰ 坂戸市教育委員会 坂戸市 A5
平成3年3月10日 坂戸市史　通史編Ⅱ 坂戸市教育委員会 坂戸市 A5
昭和58年3月15日 坂戸市史調査資料　第9号　坂戸風土記 坂戸市教育委員会 B5
昭和58年3月25日 坂戸市史調査資料　第10号　坂戸風土記 坂戸市教育委員会 B5
昭和59年2月29日 坂戸市史調査資料　第11号　坂戸風土記 坂戸市教育委員会 B5
昭和60年3月30日 坂戸市史調査資料　第12号　坂戸風土記 坂戸市教育委員会 B5
平成元年3月28日 坂戸市史調査資料　第15号　坂戸風土記 坂戸市教育委員会 B5
平成8年3月20日 中世のさかど 坂戸市教育委員会 B5

平成3年12月10日
坂戸市民俗調査報告書　坂戸市の民俗　一　横沼の民
俗

坂戸市教育委員会 B5 付図

平成5年8月30日
坂戸市民俗調査報告書　坂戸市の民俗　二　赤尾の民
俗

坂戸市教育委員会 B5

平成8年3月25日
坂戸市民俗調査報告書　坂戸市の民俗　三　坂戸宿の
民俗

坂戸市教育委員会 B5

平成8年3月25日 坂戸市の民俗　三　坂戸宿の民俗・写真図版 坂戸市教育委員会 B5
昭和61年3月31日 坂戸人物誌　第3集 坂戸市教育委員会 B6
平成4年10月1日 坂戸市郷土歴史資料　第1集　坂戸の古代文字資料 坂戸市教育委員会 変型

平成6年3月1日
坂戸市郷土歴史資料　第2集　天保一四年日光山御参
詣一件（稲生正光家文書）

坂戸市教育委員会 坂戸市 B5

平成8年3月25日
坂戸市郷土歴史資料　第3集　坂戸市関係新聞記事資
料目録（一）

坂戸市教育委員会 B5

平成7年3月24日
坂戸市郷土歴史資料　第4集　坂戸市関係新聞記事資
料目録（二）

坂戸市教育委員会 B5

平成9年3月25日
坂戸市郷土歴史資料　第5集　諸家文書目録　大家
（その一）

坂戸市教育委員会 B5



平成9年11月25日
坂戸市郷土歴史資料　第6集　諸家文書目録　大家
（その二）

坂戸市教育委員会 B5

平成10年10月28日 坂戸市郷土歴史資料　第7集　諸家文書目録　入西 坂戸市教育委員会 B5
平成12年3月30日 坂戸市郷土歴史資料　第8集　諸家文書目録　勝呂 坂戸市教育委員会 B5

平成15年3月26日
坂戸市郷土歴史資料　第9集　諸家文書目録　三芳野
（その一）

坂戸市教育委員会 B5

平成16年3月29日
坂戸市郷土歴史資料　第10集　諸家文書目録　三芳野
（その二）

坂戸市教育委員会 B5

平成17年3月29日 坂戸市郷土歴史資料　第11集　諸家文書目録　坂戸 坂戸市教育委員会 B5
平成6年3月第1版
平成22年11月第2版

郷土の人　大川平三郎 坂戸市教育委員会 A4

平成4年3月30日 坂戸市文化財ガイド　坂戸の歴史
坂戸市教育委員会社会教育
課文化財保護係

B5

平成11年2月24日 埋文さかど年報（平成9年度） 坂戸市教育委員会 A4
平成12年2月23日 埋文さかど年報（平成10年度） 坂戸市教育委員会 A4
平成14年12月25日 埋文さかど年報（平成13年度） 坂戸市教育委員会 A4
平成16年1月7日 埋文さかど年報（平成14年度） 坂戸市教育委員会 A4
平成17年1月7日 埋文さかど年報（平成15年度） 坂戸市教育委員会 A4
平成17年12月26日 埋文さかど年報（平成16年度） 坂戸市教育委員会 A4
平成19年1月10日 埋文さかど年報（平成17年度） 坂戸市教育委員会 A4
平成20年1月9日 埋文さかど年報（平成18年度） 坂戸市教育委員会 A4
平成21年3月24日 埋文さかど年報（平成19年度） 坂戸市教育委員会 A4
平成20年5月19日 埋文さかど年報（平成20年度） 坂戸市教育委員会 A4
平成23年5月20日 埋文さかど年報（平成21年度） 坂戸市教育委員会 A4
平成24年6月22日 埋文さかど年報（平成22年度） 坂戸市教育委員会 A4
平成25年3月26日 埋文さかど年報（平成23年度） 坂戸市教育委員会 A4
平成26年1月27日 埋文さかど年報（平成24年度） 坂戸市教育委員会 A4
平成26年11月21日 埋文さかど年報（平成25年度） 坂戸市教育委員会 A4
平成28年1月18日 埋文さかど年報（平成26年度　発掘調査） 坂戸市教育委員会 A4
平成29年2月17日 埋文さかど年報（平成27年度　発掘調査） 坂戸市教育委員会 A4
平成30年3月27日 埋文さかど年報（平成28年度　発掘調査） 坂戸市教育委員会 A4
平成31年3月26日 埋文さかど年報（平成29年度　発掘調査） 坂戸市教育委員会 A4
平成11年11月30日 景台遺跡　－景台遺跡発掘調査報告書Ⅱ－ 坂戸市教育委員会 A4 付図
平成13年3月29日 柊遺跡　－柊遺跡発掘調査報告書Ⅰ（第1分冊） 坂戸市教育委員会 A4
平成13年7月31日 柊遺跡　－柊遺跡発掘調査報告書Ⅰ（第2分冊） 坂戸市教育委員会 A4
平成17年3月30日 若葉台遺跡　－若葉台遺跡発掘調査報告書Ⅵ－ 坂戸市教育委員会 A4 付図
平成20年11月20日 宮裏遺跡　－宮裏遺跡発掘調査報告書Ⅰ－ 坂戸市教育委員会 A4
平成22年3月25日 上谷遺跡　－上谷遺跡発掘調査報告書2－ 坂戸市教育委員会 A4
平成22年3月30日 宮町遺跡　－宮町遺跡発掘調査報告書Ⅱ－ 坂戸市教育委員会 A4
平成23年3月30日 原遺跡　－原遺跡発掘調査報告書 坂戸市教育委員会 A4
平成24年3月16日 下田遺跡1　－下田遺跡1区－1発掘調査報告書－ 坂戸市 A4
平成24年3月16日 池ノ台遺跡1　池ノ台遺跡3区発掘調査報告書 坂戸市教育委員会 A4

平成24年3月25日
前林遺跡１　－前林遺跡市道58号線・60号線・5号
線・3区発掘調査報告書－

坂戸市教育委員会 A4

平成24年3月25日 上谷遺跡4　－上谷遺跡6区・7区発掘調査報告書－ 坂戸市教育委員会 A4
平成24年3月25日 上谷遺跡5　－上谷遺跡10区発掘調査報告書－ 坂戸市教育委員会 A4



平成24年3月26日 大河原遺跡2　－大河原遺跡5区発掘調査報告書－ 坂戸市教育委員会 A4

平成24年12月21日
芦山・宝戸ヶ谷遺跡2　芦山・宝戸ヶ谷遺跡3区発掘調
査報告書

坂戸市教育委員会 A4

平成25年3月26日 中原遺跡3・4区/大穴遺跡4区/新田前遺跡9区 坂戸市教育委員会 A4
平成25年3月29日 長岡遺跡1　－長岡遺跡12区発掘調査報告書－ 坂戸市教育委員会 A4
平成26年3月25日 上谷遺跡6　－上谷遺跡3区発掘調査報告書－ 坂戸市教育委員会 A4

平成27年3月6日
宮裏遺跡2　－土屋神社西遺跡・宮裏遺跡22区・28区
発掘調査報告書－

坂戸市教育委員会 A4

平成27年11月20日 新山古墳群3区 坂戸市教育委員会 A4
平成28年3月15日 宮裏遺跡3　―宮裏遺跡9・10区発掘調査報告書― 坂戸市教育委員会 A4
平成29年3月10日 別所遺跡5区／花影遺跡24区 坂戸市教育委員会 A4

平成29年3月15日
宮浦遺跡4　－宮浦遺跡13区・14区・15区発掘調査報
告書－

坂戸市教育委員会 A4

平成29年10月26日
下田遺跡2　－下田遺跡2区・4区発掘調査報告書－
（第1分冊）

埼玉県坂戸市教育委員会 A4

平成29年10月26日
下田遺跡2　－下田遺跡2区・4区発掘調査報告書－
（第2分冊）

埼玉県坂戸市教育委員会 A4

平成31年3月29日
下田遺跡3　－下田遺跡3区・5区発掘調査報告書－
（第1分冊）

埼玉県坂戸市教育委員会 A4

平成31年3月29日
下田遺跡3　－下田遺跡3区・5区発掘調査報告書－
（第2分冊）

埼玉県坂戸市教育委員会 A4

平成31年3月15日
上谷遺跡7　－上谷遺跡2‐a・2‐b区発掘調査報告書
－

埼玉県坂戸市教育委員会 A4

平成31年3月31日 埼玉県坂戸市　勝呂廃寺Ｇ地区第1次発掘調査概報
駒澤大学考古学研究室・坂
戸市教育委員会

A4

平成26年3月26日 東山道武蔵路と古代のさかど 坂戸市教育委員会 A4 ﾘｰﾌﾚｯﾄ
（平成27.3.14～
8.3開催）

越辺川流域の地形と今回展示する遺跡 坂戸市教育委員会 ﾏｯﾌﾟ

平成28年11月1日
第2回坂戸市・国分寺市合同企画展　路でつながる古
代の国分寺と坂戸　東山道武蔵路とともに生きる

坂戸市教育委員会・国分寺
市教育委員会

A4

平成29年10月14日
第3回坂戸市・国分寺市合同企画展　勝呂廃寺の瓦と
武蔵国分寺　瓦でつながる古代の国分寺と坂戸

坂戸市教育委員会・国分寺
市教育委員会

A4

平成11年3月31日 景台遺跡　－景台遺跡発掘調査報告書Ⅲ－ 坂戸市遺跡発掘調査団 A4 付図
平成12年5月25日 若葉台遺跡　－若葉台遺跡発掘調査報告書Ⅴ－ 坂戸市遺跡発掘調査団 B5 付図

　幸手市
平成6年8月31日 幸手市史　自然環境編Ⅰ 生涯学習課市史編さん室 幸手市教育委員会 B5
平成12年3月24日 幸手市史　自然環境編Ⅱ 生涯学習課市史編さん室 幸手市教育委員会 B5
平成14年3月27日 幸手市史　考古資料編 生涯学習課市史編さん室 幸手市教育委員会 B5
平成7年10月1日 幸手市史　古代･中世資料編 生涯学習課市史編さん室 幸手市教育委員会 B5
平成8年3月15日 幸手市史　近世資料編Ⅰ 生涯学習課市史編さん室 幸手市教育委員会 A5
平成10年3月25日 幸手市史　近世資料編Ⅱ 生涯学習課市史編さん室 幸手市教育委員会 A5 付録
平成10年3月25日 幸手市史　近・現代資料編Ⅰ 生涯学習課市史編さん室 幸手市教育委員会 A5
平成11年3月25日 幸手市史　近・現代資料編Ⅱ 生涯学習課市史編さん室 幸手市教育委員会 A5
平成9年3月25日 幸手市史　民俗編 生涯学習課市史編さん室 幸手市教育委員会 B5
平成14年6月28日 幸手市史　通史編Ⅰ　自然、原始・古代、中世、近世 生涯学習課市史編さん室 幸手市教育委員会 B5
平成15年3月20日 幸手市史　通史編Ⅱ　近・現代 生涯学習課市史編さん室 幸手市教育委員会 B5



平成14年1月30日 「幸手市史　特別版」　幸手歴史物語　川と道 幸手市史編さん室 幸手市教育委員会 A4

昭和63年9月6日 幸手市史編さん基本計画
幸手市教育委員会社会教
育課市史編さん室

幸手市教育委員会 B5

平成元年3月30日 幸手市史調査報告書　第1集　吉羽家文書目録 幸手市史編さん室 幸手市教育委員会 B5
平成2年3月30日 幸手市史調査報告書　第2集　船川家文書目録 幸手市史編さん室 幸手市教育委員会 B5
平成3年3月20日 幸手市史調査報告書　第3集　船川家文書目録 幸手市史編さん室 幸手市教育委員会 B5
平成4年3月30日 幸手市史調査報告書　第4集　中村家文書目録 幸手市史編さん室 幸手市教育委員会 B5

平成5年3月19日
幸手市史調査報告書　第5集　川嶋家・増田家・麻生
家文書目録

幸手市史編さん室 幸手市教育委員会 B5

平成6年3月25日 幸手市史調査報告書　第6集　金子家文書目録 幸手市史編さん室 幸手市教育委員会 B5
平成7年3月17日 幸手市史調査報告書　第7集　幸手の民家 幸手市史編さん室 幸手市教育委員会 B5
平成11年3月25日 幸手市史調査報告書　第8集　幸手地区諸家文書目録 幸手市史編さん室 幸手市教育委員会 B5

平成12年3月24日
幸手市史調査報告書　第9集　幸手一色氏　－系図か
ら伝承まで－

幸手市史編さん室 幸手市教育委員会 A4

平成13年3月26日
幸手市史調査報告書　第10集　村と町　－往時の幸手
－

幸手市史編さん室 幸手市教育委員会 B5

平成17年3月25日
幸手市文化遺産調査報告書　第1集　幸手の石造物Ⅰ
－幸手地区－

幸手市教育委員会生涯学
習課

幸手市教育委員会 A4

平成18年3月24日
幸手市文化遺産調査報告書　第2集　幸手の石造物Ⅱ
吉田地区①

幸手市教育委員会生涯学
習課

幸手市教育委員会 A4

平成19年3月9日
幸手市文化遺産調査報告書　第3集　幸手の石造物Ⅲ
吉田地区②

幸手市教育委員会生涯学
習課

幸手市教育委員会 A4

平成20年3月24日
幸手市文化遺産調査報告書　第4集　幸手の石造物Ⅳ
－幸手地区②・行幸地区・長倉地区－

幸手市教育委員会生涯学
習課

幸手市教育委員会 A4

平成21年3月25日
幸手市文化遺産調査報告書　第5集　幸手の石造物Ⅴ
権現堂川地区・八代地区①

幸手市教育委員会生涯学
習課

幸手市教育委員会 A4

平成22年3月25日
幸手市文化遺産調査報告書　第6集　幸手の石造物Ⅵ
八代地区②・上高野地区・補遺資料

幸手市教育委員会生涯学
習課

幸手市教育委員会 A4

平成元年3月31日 幸手の記念碑
幸手市教育委員会生涯学
習課

幸手市教育委員会 B5

昭和63年3月31日 幸手のかたりべ　（録音ﾃーﾌﾟ･全三集） 幸手市教育委員会 B5
カセットテー
プ3本

昭和58年11月1日 幸手町の絵馬 幸手町の絵馬編集委員会 幸手市教育委員会 B5

昭和62年3月31日 幸手の職人芸
幸手市教育委員会社会教
育課

幸手市教育委員会 B5

昭和55年3月31日 幸手の板石塔婆 幸手市教育委員会 B5
昭和58年3月31日 幸手町のかたりべ　第1集　関東大震災編 幸手町かたりべ 幸手市教育委員会 B5

昭和59年12月1日 幸手町　民具写真集
幸手町民具写真集編集委
員会

幸手市教育委員会 B5

平成3年3月 幸手市　お祭りマップ 幸手市教育委員会 B5

平成23年3月1日 幸手市文化遺産だより　VOL.8
幸手市教育委員会生涯学
習課

幸手市教育委員会 A4

平成24年3月1日 幸手市文化遺産だより　第9号
幸手市教育委員会生涯学
習課

幸手市教育委員会 A4

平成8年3月
広報さって　縮刷版Ⅱ　昭和54年1月号～昭和61年12
月号

幸手市秘書課 A4



平成8年3月
広報さって　縮刷版Ⅲ　昭和62年1月号～平成5年12月
号

幸手市秘書課 A4

平成30年3月1日 御殿所　聖福寺だより　第73号 聖福寺 A4

　狭山市
昭和61年3月31日 狭山市史　原始･古代資料編 狭山市 A5 付図
昭和60年3月31日 狭山市史　近世資料編Ⅰ 狭山市 A5
昭和62年3月31日 狭山市史　近世資料編Ⅱ 狭山市 A5
昭和63年3月31日 狭山市史　近代資料編 狭山市 A5
昭和59年1月10日 狭山市史　現代資料編 狭山市 A5
昭和60年3月30日 狭山市史　民俗編 狭山市 A5 付図
平成元年3月31日 狭山市史　地誌編 狭山市 A5 付図
平成8年3月29日 狭山市史　通史編Ⅰ 狭山市 A5
平成7年12月20日 狭山市史　通史編Ⅱ 狭山市 A5

昭和58年3月
狭山市史編さん調査報告書12　狭山市遺跡分布調査報
告書　第1集

狭山市総務部庶務課市史
編さん係

狭山市 B5

昭和59年3月
狭山市史編さん調査報告書13　狭山市遺跡分布調査報
告書　第2集

狭山市総務部庶務課市史
編さん係

狭山市 B5

昭和59年3月31日 狭山市文化財調査報告　第9集　狭山市の社寺誌 狭山市教育委員会 B5

平成2年3月30日
狭山市文化財調査報告　第17集　狭山市埋蔵文化財調
査報告書9　沢台遺跡　高根遺跡　八木遺跡

狭山市教育委員会 B5

平成12年3月31日

狭山市文化財調査報告　第21集　狭山市埋蔵文化財調
査報告書12 宮ノ越遺跡－第8次調査－　城ノ越遺跡－
第12・13次調査－　個人住宅・道路整備に伴う　埋蔵
文化財発掘調査報告

狭山市教育委員会 A4

平成12年3月31日 狭山市文化財調査報告　第22集　狭山の石碑 狭山市教育委員会 A5

平成13年3月31日
狭山市文化財調査報告　第23集　狭山市埋蔵文化財調
査報告書13　城ノ越遺跡－第7・8次調査－個人住宅・
ほ場整備に伴う　埋蔵文化財発掘調査報告

狭山市教育委員会 A4

平成14年3月29日
狭山市文化財調査報告　第24集　狭山市埋蔵文化財調
査報告書14　上広瀬古墳群

狭山市教育委員会 A4

平成18年3月31日
狭山市文化財調査報告　第25集　山川水車場調査報告
書

山川水車調査団 狭山市教育委員会 A4

平成19年3月30日
狭山市文化財調査報告　第26集　狭山市埋蔵文化財調
査報告書15　宮地遺跡　第6次調査－個人専用車庫建
設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－

狭山市教育委員会 A4

平成19年3月30日
狭山市文化財調査報告　第27集　狭山の旗本　小笠原
家調査報告

狭山市教育委員会 A4

平成21年9月

狭山市文化財調査報告　第28集　狭山市埋蔵文化財調
査報告書　16　今宿遺跡　－第20～24・26・28・29・
31次調査－　個人住宅建設・学術調査に伴う埋蔵文化
財発掘調査報告書

狭山市教育委員会 A4

平成22年1月29日

狭山市文化財調査報告　第29集　狭山市埋蔵文化財調
査報告書　17  高根遺跡　第2次調査　町久保遺跡
第1次調査　－西の原地区ほ場整備事業に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書－

狭山市教育委員会 A4



平成23年3月

狭山市文化財調査報告　第30集　狭山市埋蔵文化財調
査報告書　18 御所の内遺跡　第6次調査　城ノ越遺跡
第18次調査　鳥ノ上遺跡　第2次調査　個人住宅建
設・ガソリンスタンド建設・市道建設に伴う埋蔵文化
財発掘調査報告書　市内遺跡確認調査

狭山市教育委員会 A4

side.1　さやまの文化財　MAP
狭山市教育委員会生涯学習
部社会教育課文化財担当

A4 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

狭山市遺跡分布図 鋪 1:15000
平成4年10月24日 開館一周年記念特別展　狭山の指定文化財 狭山市立博物館 B5

平成2年3月31日 狭山市入間の歴史
狭山市入間の歴史編纂委
員会

狭山市立入間公民館 B5

平成4年5月31日 続狭山市入間の歴史
続狭山市入間の歴史編纂
委員会

狭山市立入間公民館 B5

平成8年9月30日
狭山市遺跡調査会報告書　第9集　金井林遺跡　柏原
金井林地区土地改良事業に伴う　埋蔵文化財発掘調査
報告

狭山市遺跡調査会 B5

平成10年3月30日 狭山市遺跡調査会報告書　第10集　今宿遺跡 狭山市遺跡調査会 B5
平成10年3月30日 狭山市遺跡調査会報告書　第11集　宮ノ越遺跡 狭山市遺跡調査会 B5

平成10年3月31日
狭山市遺跡調査会報告書　第12集　滝祗園遺跡－第3
次調査－　共同住宅建設に伴う　埋蔵文化財発掘調査
報告

狭山市遺跡調査会 B5

平成15年9月30日
狭山市遺跡調査会報告書　第13集　丸山遺跡　－学校
法人　国際学院グランド造成に伴う埋蔵文化財発掘調
査報告書－

狭山市遺跡調査会 A4 付図

平成17年3月31日
狭山市遺跡調査会報告書　第14集　森ノ上遺跡　流通
センター建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

狭山市遺跡調査会 A4 付図

平成17年7月21日
狭山市遺跡調査会報告書　第15集　城ノ越遺跡－15次
調査－　ガソリンスタンド建設に伴う　埋蔵文化財発
掘調査報告書

狭山市遺跡調査会 A4

平成17年8月1日
狭山市遺跡調査会報告書　第16集　中原遺跡－第2次
遺跡－分譲住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

狭山市遺跡調査会 A4

平成18年3月1日
狭山市遺跡調査会報告書　第17集　戸張遺跡　分譲住
宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

狭山市遺跡調査会 A4

平成19年9月1日
狭山市遺跡調査会報告書　第18集　揚櫨木遺跡－第10
次調査－店舗建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

狭山市遺跡調査会 A4

平成19年7月31日
狭山市遺跡調査会報告書　第19集　宮原遺跡　－携帯
電話用無線鉄塔建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
－

狭山市遺跡調査会 A4

平成20年8月29日
狭山市遺跡調査会報告書　第20集　峰遺跡　－第2次
調査－　分譲住宅建設予定地内埋蔵文化財発掘調査報
告書

狭山市遺跡調査会 A4

平成21年2月27日
狭山市遺跡調査会報告書　第21集　今宿遺跡　－第30
次調査－　宅地造成に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

狭山市遺跡調査会 A4

平成29年10月27日
狭山市遺跡調査会報告書　第26集　稲荷上遺跡　第6
次調査　－学校法人文理佐藤学園　西武学園文理小学
校建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－

狭山市遺跡調査会 A4



　志木市
昭和59年10月1日 志木市史　原始・古代資料編 志木市 A5
昭和61年3月31日 志木市史　中世資料編 志木市 A5
昭和62年3月31日 志木市史　近世資料編Ⅰ 志木市 A5
昭和63年3月31日 志木市史　近世資料編Ⅱ 志木市 A5
昭和62年3月31日 志木市史　近世資料編Ⅲ 志木市 A5
昭和63年1月31日 志木市史　近代資料編 志木市 A5
昭和61年3月31日 志木市史　現代資料編 志木市 A5
昭和60年3月25日 志木市史　民俗資料編Ⅰ 志木市 A5
昭和56年3月1日 志木市史　民俗資料編Ⅱ・石造遺物 志木市 A5
平成2年3月31日 志木市史　通史編上（原始・古代・中世･近世） 志木市 A5 付図
平成元年3月31日 志木市史　通史編下（近代･現代） 志木市 A5
昭和57年3月1日 志木市史　別編　星野半右衛門日記 志木市 A5

昭和59年1月31日 志木市史調査報告書　志木風土記（第5集）
志木市総務部市史編さん
室

志木市 B5

昭和59年3月31日 志木市史調査報告書　諸家文書目録　第2集
志木市総務部市史編さん
室

志木市 B5

昭和60年3月1日 志木市史調査報告書　志木風土記（第6集）
志木市総務部市史編さん
室

志木市 B5

昭和61年3月1日 志木市史調査報告書　志木風土記（第7集）
志木市総務部市史編さん
室

志木市 B5

昭和62年3月1日 志木市史調査報告書　志木風土記（第8集）
志木市総務部市史編さん
室

志木市 B5

昭和62年12月31日 志木市史調査報告書　志木風土記（第9集）
志木市総務部市史編さん
室

志木市 B5

昭和63年12月31日 志木市史調査報告書　志木風土記（第10集）
志木市総務部市史編さん
室

志木市 B5

昭和63年12月31日 志木市史調査報告書　郷土の地名
志木市総務部市史編さん
室

志木市 A4 附録

平成6年10月31日 志木市史調査報告書　諸家文書目録　第3集 志木市総務部行政資料室 志木市 B5
平成2年7月1日 志木市史編さんの歩み 志木市総務部行政資料室 志木市 B5
平成3年3月31日 志木市関係埼玉県行政文書目録 志木市総務部行政資料室 志木市 B5
平成5年3月30日 志木市の行政資料目録（1） 志木市総務部行政資料室 志木市 B5
平成10年7月15日二
版

戦争体験記　明日の平和のために 志木市自治文化課 志木市役所 A5

昭和56年3月31日 志木の伝説（第二集） 志木市教育委員会 A5
昭和58年3月31日 志木市の文化財　第9集　志木市の絵馬 志木市教育委員会 B5
昭和60年3月31日 志木市の文化財　第10集　志木市の社寺 志木市教育委員会 B5

平成4年3月31日
志木市の文化財　第19集　調査報告書　志木市の百万
遍

志木市教育委員会 B5

平成12年2月29日 志木市の文化財　第28集　志木市遺跡群10 志木市教育委員会 A4

平成12年3月31日
志木市の文化財　第29集　埋蔵文化財調査報告書1
田子山遺跡第19地点　田子山遺跡第21地点　田子山遺
跡第25地点　中道遺跡第27地点　大原遺跡第1地点

志木市教育委員会 A4

平成13年3月30日
志木市の文化財　第30集　志木市遺跡群11　中野遺跡
第50地点　西原大塚遺跡第43地点

志木市教育委員会 A4



平成13年3月30日
志木市の文化財　第31集　埋蔵文化財調査報告書2
中野遺跡第25地点

志木市教育委員会 A4

平成14年2月28日
志木市の文化財　第32集　志木市遺跡群12　田子山遺
跡第69地点　西原大塚遺跡第47地点

志木市教育委員会 A4

平成14年3月29日
志木市の文化財　第33集　伝統的建造物　旧村山快哉
堂・旧西川家潜り門復元修理工事報告書

志木市教育委員会 A4

平成14年11月29日
志木市の文化財　第34集　埋蔵文化財調査報告書3
城山遺跡第15地点　城山遺跡第16地点

志木市教育委員会 A4

平成15年3月31日
志木市の文化財　第35集　志木市遺跡群13　田子山遺
跡第78地点　西原大塚遺跡第54地点

志木市教育委員会 A4

平成16年10月29日
志木市の文化財　第36集　志木市遺跡群14　田子山遺
跡第81地点　西原大塚遺跡第65地点

志木市教育委員会 A4

平成19年1月19日
志木市の文化財　第37集　志木市遺跡群15 西原大塚
遺跡第67地点

志木市教育委員会 A4

平成20年3月21日
志木市の文化財　第38集　志木市遺跡群16　城山遺跡
第46地点　城山遺跡第55地点

志木市教育委員会 A4

平成20年11月14日
志木市の文化財　第39集　志木市遺跡群17　城山遺跡
第49地点　城山遺跡第57地点　西原大塚遺跡第113地
点　西原大塚遺跡第124地点

志木市教育委員会 A4

平成21年3月31日 志木市の文化財　第40集　埋蔵文化財調査報告書4 志木市教育委員会 A4
平成21年11月30日 志木市の文化財　第41集　志木市遺跡群18 志木市教育委員会 A4

平成21年12月28日
志木市の文化財　第42集　西原大塚遺跡第108地点埋
蔵文化財発掘調査報告書

志木市教育委員会 A4

平成22年3月31日
志木市の文化財　第43集　中野遺跡第71地点　埋蔵文
化財発掘調査報告書

志木市教育委員会 A4

平成23年3月31日
志木市の文化財　第44集　市場裏遺跡第13地点　埋蔵
文化財発掘調査報告書

志木市教育委員会 A4

平成23年3月31日 志木市の文化財　第45集　志木市遺跡群19 志木市教育委員会 A4

平成23年3月31日
志木市の文化財　第46集　 城山遺跡第63地点　埋蔵
文化財発掘調査報告書

志木市教育委員会 A4

平成24年3月31日
志木市の文化財　第47集　西原大塚遺跡第169地点
埋蔵文化財発掘調査報告書

志木市教育委員会 A4

平成24年3月31日
志木市の文化財　第48集　城山遺跡第62地点　埋蔵文
化財発掘調査報告書

志木市教育委員会 A4

平成24年3月31日
志木市の文化財　第49集　城山遺跡第72地点　埋蔵文
化財発掘調査報告書

志木市教育委員会 A4

平成24年3月31日
志木市の文化財　第50集　田子山遺跡第121地点　埋
蔵文化財発掘調査報告書

志木市教育委員会 A4

平成25年3月28日
志木市の文化財　第51集　志木市遺跡郡　20　田子山
遺跡第107地点　新邸遺跡第10地点　西原大塚遺跡第
159地点

志木市教育委員会 A4

平成25年3月31日
志木市の文化財　第52集　城山遺跡第76地点　埋蔵文
化財発掘調査報告書

志木市教育委員会 A4

平成25年3月31日
志木市の文化財　第53集　城山遺跡第64地点　埋蔵文
化財発掘調査報告書

志木市教育委員会 A4



平成25年3月31日
志木市の文化財　第54集　城山遺跡第71地点　埋蔵文
化財発掘調査報告書

志木市教育委員会 A4

平成25年3月31日
志木市の文化財　第55集　西原大塚遺跡第1741地点
埋蔵文化財発掘調査報告書

志木市教育委員会 A4 付DVD

平成25年3月15日
志木市の文化財　第56集　西原大塚遺跡第179地点
埋蔵文化財発掘調査報告書

志木市教育委員会 A4

平成25年3月31日
志木市の文化財　第57集　中野遺跡第78地点　埋蔵文
化財発掘調査報告書

志木市教育委員会 A4

平成25年3月31日

志木市の文化財　第58集　志木市遺跡群　21　城山遺
跡第62地点①～⑪地点　西原大塚遺跡第165地点　西
原大塚遺跡第166地点　西原大塚遺跡166地点　西原大
塚遺跡第171地点

志木市教育委員会 A4

平成25年3月31日
志木市の文化財　第59集　埼玉県志木市　埋蔵文化財
発掘調査報告書5　城山遺跡第26地点

志木市教育委員会 A4

平成26年12月19日
志木市の文化財　第60集　城山遺跡第82地点　埋蔵文
化財発掘調査報告書

志木市教育委員会 A4

平成27年3月31日
志木市の文化財　第61集　田子山遺跡第131地点　埋
蔵文化財発掘調査報告書

志木市教育委員会 A4

平成27年3月31日
志木市の文化財　第62集　富士前遺跡第23地点　埋蔵
文化財発掘調査報告書

志木市教育委員会 A4

平成27年3月31日
志木市の文化財　第63集　埼玉県志木市　埋蔵文化財
発掘調査報告書6　城山遺跡第27地点・城山遺跡第28
地点・中道遺跡第56地点

志木市教育委員会 A4

平成27年3月31日
志木市の文化財　第64集　志木市遺跡群　22　西原大
塚遺跡第172①～④地点

志木市教育委員会 A4

平成28年3月31日
志木市の文化財　第65集　田子山遺跡第132①地点
埋蔵文化財発掘調査報告書

志木市教育委員会 A4

平成28年3月31日
志木市の文化財　第66集　埼玉県志木市　埋蔵文化財
発掘調査報告書7　中道遺跡第38地点・中道遺跡第39
地点

志木市教育委員会 A4

平成29年3月17日
志木市の文化財　第67集　中野遺跡第91地点　埋蔵文
化財発掘調査報告書

埼玉県志木市教育委員会 A4

平成29年3月31日
志木市の文化財　第68集　市場裏遺跡第23地点　城山
遺跡第87地点　西原大塚遺跡第207地点　中野遺跡第
95地点　埋蔵文化財発掘調査報告書

埼玉県志木市教育委員会 A4

平成30年3月31日
志木市の文化財　第69集　中道遺跡第76地点　城山遺
跡第91①地点　西原大塚遺跡第211地点　埋蔵文化財
発掘調査報告書

埼玉県志木市教育委員会 A4

平成30年3月31日
志木市の文化財　第70集　志木市遺跡群23　西原大塚
遺跡第180地点～184地点

埼玉県志木市教育委員会 A4

平成30年12月28日
志木市の文化財　第71集　埼玉県志木市　埋蔵文化財
調査報告書8　田小山遺跡第51地点　中野遺跡第55地
点　中野遺跡第57地点

埼玉県志木市教育委員会 A4

平成30年3月26日
埼玉県指定有形民俗文化財　「田子山富士塚」保存修
理事業報告書

田子山富士保存会 A4 （志木市）



平成12年11月30日
志木市遺跡調査会調査報告　第6集　西原大塚遺跡第
45地点　発掘調査調査報告書

志木市遺跡調査会 A4 付図

平成16年10月29日
志木市遺跡調査会調査報告　第7集　中野遺跡第49地
点　－東京電力志木変電所の埋蔵文化財発掘調査報告
－

志木市遺跡調査会 A4

平成17年3月31日
志木市遺跡調査会調査報告　第8集　西原大塚遺跡第
111地点　埋蔵文化財発掘調査報告書

志木市遺跡調査会 A4

平成17年6月30日
志木市遺跡調査会調査報告　第9集　西原大塚遺跡第
110地点　埋蔵文化財発掘調査報告書

志木市遺跡調査会 A4

平成17年11月30日
志木市遺跡調査会調査報告　第10集　城山遺跡第42地
点　埋蔵文化財発掘調査報告書

志木市遺跡調査会 A4

平成19年7月31日
志木市遺跡調査会調査報告　第11集　新邸遺跡第8地
点　埋蔵文化財発掘調査報告書

志木市遺跡調査会 A4

平成19年6月30日
志木市遺跡調査会調査報告　第12集　中道遺跡第65地
点　埋蔵文化財発掘調査報告書

志木市遺跡調査会 A4

平成21年2月27日
志木市遺跡調査会調査報告　第13集　西原大塚遺跡Ⅰ
西原特定土地区画整理事業に伴う発掘調査報告書

志木市遺跡調査会 A4 付図

平成21年2月27日
志木市遺跡調査会調査報告　第13集　西原大塚遺跡Ⅱ
西原特定土地区画整理事業に伴う発掘調査報告書

志木市遺跡調査会 A4 付図

平成21年2月27日
志木市遺跡調査会調査報告　第13集　西原大塚遺跡Ⅲ
西原特定土地区画整理事業に伴う発掘調査報告書

志木市遺跡調査会 A4

平成20年6月30日
志木市遺跡調査会調査報告　第14集　西原大塚遺跡第
138地点　西原大塚遺跡第154地点　埋蔵文化財発掘調
査報告書

志木市遺跡調査会 A4

平成20年6月30
志木市遺跡調査会調査報告　第15集　西原大塚遺跡第
120地点　　西原大塚遺跡第131地点　田子山遺跡第97
地点　　埋蔵文化財発掘調査報告書

志木市遺跡調査会 A4

平成20年12月26日
志木市遺跡調査会調査報告　第16集　城山遺跡第61地
点　埋蔵文化財発掘調査報告書

志木市遺跡調査会 A4

平成20年12月31日
志木市遺跡調査会調査報告　第17集　城山遺跡58・60
地点　埋蔵文化財発掘調査報告書

志木市教育委員会 A4

昭和47年12月15日 考古部会調査報告　Ⅰ　志木市板碑集成
志木市郷土史研究会考古部
会

B5

平成3年3月3日 ふるさと写真集
志木市市制施行20周年記念
事業市民実行委員会文化部
会

A5

　白岡市（白岡町）
昭和59年9月1日 ふるさと白岡 白岡町 変型
平成2年3月27日 白岡町史　民俗編 白岡町史編さん委員会 白岡町 A5
平成元年3月25日 白岡町史　通史編上巻 白岡町 B5 付図
平成4年9月25日 白岡町史　通史編下巻 白岡町史編さん委員会 白岡町 B5
平成4年9月25日 白岡町史通史編下巻　付録　白岡町史　年表 白岡町史編さん委員会 白岡町 A5

平成11年9月1日
うるおいと活力のある生活拠点都市　しらおかタウン
グラフィティ　白岡　白岡町勢要覧

白岡町広聴広報課 白岡町 A4

平成11年9月1日
別冊付録　しらおかキーワード百科　キーワードで読
む白岡アラカルト

白岡町広聴広報課 白岡町 A4



平成16年9月
町制施行50周年記念誌　白岡町勢要覧　第1部　色彩
の映えるまち

広聴広報課 白岡町 A4

平成16年9月
町制施行50周年記念誌　白岡町勢要覧　第2部　白岡
町史（現代）　語り継がれる記憶

生涯学習課 白岡町 A4

平成16年9月
町制施行50周年記念誌　白岡町勢要覧　第3部　しら
おかデータブック

広聴広報課 白岡町 A4

平成16年9月
町制施行50周年記念誌　白岡町勢要覧　第4部　歴史
散策マップ

生涯学習課 白岡町 A4

ふるさとシリーズ3　ふるさとの歴史（絵葉書） 教育委員会町史編さん室 白岡町 葉書 6葉セット

昭和57年3月30日 白岡町史資料　地誌
白岡町教育委員会町史編さ
ん室

B5

昭和58年3月20日 白岡町史資料2　原始古代Ⅰ（遺跡分布調査）
白岡町教育委員会町史編
さん室

白岡町 B5 付図

昭和58年3月30日 白岡町社寺堂庵書上
白岡町教育委員会町史編さ
ん室

A5 付図

昭和59年3月30日 白岡町史資料3　民俗Ⅰ（大山地区の民俗）
白岡町教育委員会町史編さ
ん室

B5

昭和59年3月30日 白岡町史資料4　民俗Ⅱ（篠津地区の民俗）
白岡町教育委員会町史編さ
ん室

B5

昭和61年2月15日
白岡町史資料5　新聞・公報（新聞にみる白岡のでき
ごと）

白岡町教育委員会町史編さ
ん室

B5

昭和61年3月29日 白岡町史資料6　金石Ⅰ
白岡町教育委員会町史編さ
ん室

B5

昭和62年1月30日 白岡町史資料7　自然
白岡町教育委員会町史編さ
ん室

B5

昭和62年3月30日 白岡町史資料8　民俗Ⅲ
白岡町教育委員会町史編さ
ん室

B5

昭和62年3月30日 白岡町史資料9　原始・古代Ⅱ
白岡町教育委員会町史編さ
ん室

B5 付図

昭和62年10月30日
白岡町史資料10　近世文書Ⅰ（近世文書にみる白岡の
できごと）

白岡町教育委員会町史編さ
ん室

B5

平成3年3月30日 白岡町史資料13　写真で見る白岡町の近現代 　
白岡町教育委員会町史編さ
ん室

B5

平成3年8月30日 白岡町史資料14　日勝村誌
白岡町教育委員会町史編さ
ん室

B5

昭和60年3月30日 白岡町史調査報告書一　篠津地区文書目録
白岡町教育委員会町史編さ
ん室

B5

昭和61年3月20日 白岡町史調査報告書二　日勝地区文書目録Ⅰ
白岡町教育委員会町史編さ
ん室

B5

平成4年10月30日 白岡町史編さんの歩み
白岡町教育委員会町史編さ
ん室

B5

平成16年8月26日 白岡町町制施行50周年記念事業
白岡町教育委員会生涯学習
課

A4

昭和52年3月10日 白岡町の文化財　第2集 白岡町教育委員会 B5
昭和53年3月10日 白岡町の文化財　第3集 白岡町教育委員会 B5
昭和56年3月20日 白岡町の文化財　第6集 白岡町教育委員会 B5



昭和57年3月20日 白岡町の文化財　第7集 白岡町教育委員会 B5
平成11年3月3日 大むかしの白岡　旧石器・縄文時代編 白岡町教育委員会 B5
平成23年3月 「開設100年！写真で見る白岡駅」展　写真図録 白岡町教育委員会 A4

白岡町遺跡マップ 白岡町教育委員会 A5 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

平成15年3月31日
白岡町埋蔵文化財調査報告書　第12集　タタラ山遺跡
（第5地点・第6地点）町内遺跡群発掘調査報告書Ⅹ

白岡町教育委員会 B5

平成16年3月31日
白岡町埋蔵文化財調査報告書　第13集　赤砂利遺跡
（第2地点）　町内遺跡群発掘調査報告書ⅩⅠ

白岡町教育委員会 B5

平成17年3月31日
白岡町埋蔵文化財調査報告書　第14集　タタラ山遺跡
第7地点　町内遺跡群発掘調査報告書ⅩⅡ

白岡町教育委員会 B5

平成18年3月31日
白岡町埋蔵文化財調査報告書　第15集　諏訪八幡神社
遺跡　町内遺跡群発掘調査報告書ⅩⅢ

白岡町教育委員会 B5

平成19年3月30日
白岡町埋蔵文化財調査報告書　第16集　入耕地遺跡
（第5地点・第6地点）　町内遺跡群発掘調査報告書Ⅹ
Ⅳ

白岡町教育委員会 B5

平成20年3月28日

白岡町埋蔵文化財調査報告書　第17集　新屋敷遺跡
中妻遺跡（第1地点）　鶴巻遺跡（第2地点）　清左衛
門遺跡（第1地点）　赤砂利遺跡（第3地点・第4地
点）　大町遺跡　町内遺跡群発掘調査報告書ⅩⅤ

白岡町教育委員会 B5

平成20年11月14日
白岡町埋蔵文化財調査報告書　第18集　茶屋遺跡（第
4地点・第5地点・第6地点）　町内遺跡群発掘調査報
告書ⅩⅥ

白岡町教育委員会 B5

平成23年3月21日
白岡町埋蔵文化財調査報告書　第20集　山遺跡（第7
地点）　町内遺跡郡発掘調査報告書XⅧ

白岡町教育委員会 A4

平成25年3月29日
白岡市埋蔵文化財調査報告書　第22集　上小笠原遺跡
〈第1・2・3地点）　市内遺跡群発掘調査報告書ⅩⅩ

白岡市教育委員会 A4

平成26年3月31日
白岡市埋蔵文化財調査報告書　第23集　前田遺跡（第
2地点）　市内遺跡群発掘調査報告書ⅩⅩⅠ

白岡市教育委員会 A4

平成27年3月31日
白岡市埋蔵文化財調査報告書　第24集　沖山遺跡（第
1地点）・沖山西遺跡（第1・2・3地点）・大町遺跡
（第2地点）　市内遺跡群発掘調査報告書ⅩⅩⅡ

白岡市教育委員会 A4

平成28年3月31日
白岡市埋蔵文化財調査報告書　第25集　中妻遺跡（第
9・10・11・12・17地点）　市内遺跡群発掘調査報告
書ⅩⅩⅢ

白岡市教育委員会 A4

平成29年3月31日
白岡市埋蔵文化財調査報告書　第26集　七カマド遺跡
（第1地点）・赤砂利遺跡（第5・7・10・11地点）
市内遺跡群発掘調査報告書ⅩⅩⅣ

白岡市教育委員会 A4

平成30年3月30日
白岡市埋蔵文化財調査報告書　第27集　入耕地遺跡
（第8・9・11地点）　正福院貝塚（第2地点）　市内
遺跡群発掘調査報告書ⅩⅩⅤ

白岡市教育委員会 A4

平成31年3月29日
白岡市埋蔵文化財調査報告書　第28集　入耕地遺跡
（第10・12地点）　市内遺跡群発掘調査報告書ⅩⅩⅥ

白岡市教育委員会 A4

平成20年1月31日
白岡町遺跡調査会調査報告書　第6集　タタラ山遺跡
（第2地点）

白岡町遺跡調査会 B5

平成20年7月31日
白岡町遺跡調査会調査報告書　第7集　山遺跡（第2地
点）

白岡町遺跡調査会 B5



平成22年12月24日
白岡町遺跡調査会調査報告書　第9集　入耕地遺跡－
第1・3地点－

白岡町遺跡調査会 B5

平成24年3月30日
白岡町遺跡調査会調査報告書　第10集　入耕地遺跡－
第4・7地点－

白岡町遺跡調査会 A4

白岡町観光協会　あるいてみよっ。しらおか　緑と水
の里・白岡～白岡町は、梨の名産地です。～

白岡町観光協会 A5 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

平成31年3月31日
白岡ミュージアムブックレット1　白岡の至宝～護り
伝える地域の文化～（白岡市生涯学習センター〔こも
れびの森〕開館記念特別展示図録）

白岡市教育委員会
ブック
レット
（Ａ5）

平成31年3月31日 白岡市生涯学習センター歴史資料展示室　紀要1 白岡市教育委員会 A4

平成30年10月1日
のよみち創刊号　白岡市生涯学習センター〔こもれび
の森〕歴史資料展示室だより

白岡市教育委員会 A4

平成31年1月1日
のよみち第2号　白岡市生涯学習センター〔こもれび
の森〕歴史資料展示室だより

白岡市教育委員会 A4

平成31年4月1日
のよみち第3号　白岡市生涯学習センター〔こもれび
の森〕歴史資料展示室だより

白岡市教育委員会 A4

　杉戸町
平成元年11月３日 杉戸町の歴史 杉戸町史編さん室 杉戸町 B5
平成13年3月31日 杉戸町史　上高野村連合戸長役場史料編 杉戸町（町史編さん室） B5
平成15年3月31日 杉戸町史　考古資料編 杉戸町（町史編さん室） B5
平成15年3月31日 杉戸町史　古代・中世資料編 杉戸町（町史編さん室） B5
平成16年3月31日 杉戸町史　近世資料編 杉戸町（町史編さん室） B5
平成16年3月31日 杉戸町史　近現代資料編 杉戸町（町史編さん室） B5
平成17年3月31日 杉戸町史　民俗編 杉戸町（町史編さん室） B5
平成17年3月31日 杉戸町史　通史編 杉戸町（町史編さん室） B5
平成16年3月31日 杉戸町史資料叢書　1　高野記（抄） 杉戸町史編さん室 杉戸町 B5
平成17年3月31日 杉戸町史資料叢書　2　杉戸宿本陣休泊帳 杉戸町史編さん室 杉戸町 B5
平成30年3月31日 杉戸町史資料叢書　3　杉戸宿関係史料集Ⅰ 杉戸町教育委員会 A4
平成3年3月30日 杉戸町史調査報告書　第1集　杉戸町の災害 杉戸町史編さん室 杉戸町 B5 付図
平成5年3月31日 杉戸町史調査報告書　第2集　諸家文書目録　Ⅰ 杉戸町史編さん室 杉戸町 B5

平成6年3月31日
杉戸町史調査報告書　第3集　秋山家・板橋家文書目
録

杉戸町史編さん室 杉戸町 B5

平成7年3月31日 杉戸町史調査報告書　第4集　寺院神社・神社編 杉戸町史編さん室 杉戸町 B5
平成8年3月29日 杉戸町史調査報告書　第5集　寺院神社・（寺院編） 杉戸町史編さん室 杉戸町 B5 付図
平成11年11月1日 杉戸町史調査報告書　第6集　堀江家文書目録 杉戸町史編さん室 杉戸町 B5
平成12年3月1日 杉戸町史調査報告書　第7集　大木家文書目録 杉戸町史編さん室 杉戸町 B5

平成12年8月1日
杉戸町史調査報告書　第8集　上高野村連合戸長役場
文書目録

杉戸町史編さん室 杉戸町 B5

平成12年12月1日 杉戸町史調査報告書　第9集　諸家文書目録　Ⅱ 杉戸町史編さん室 杉戸町 B5
平成14年3月1日 杉戸町史調査報告書　第11集　小島家文書目録 杉戸町史編さん室 杉戸町 B5
平成6年3月 広報すぎと　第2巻　縮刷版 杉戸町 B5

昭和50年3月19日 杉戸町郷土史料　第1集　杉戸町の百年
杉戸町文化財専門委員
会・杉戸町年表編さん協
力員

杉戸町教育委員会 B5



昭和51年3月31日初
版・昭和59年3月31
日第2版

杉戸町郷土史料　第3集　間宮家文書の研究
杉戸町文化財専門委員
会・杉戸町文化財調査協
力委員会

杉戸町教育委員会 B5

昭和53年3月31日初
版・昭和59年3月1
日第2版

杉戸町郷土史料　第4集　名主仕法　間宮家「擁炉閑
話」の研究

杉戸町文化財専門委員
会・杉戸町文化財調査協
力委員会

杉戸町教育委員会 B5

昭和52年3月31日初
版・昭和59年3月31
日第2版

杉戸町郷土史料　第5集　杉戸町の板石塔婆
杉戸町文化財専門委員
会・杉戸町文化財調査協
力委員会

杉戸町教育委員会 B5

昭和53年3月31日初
版・昭和59年3月1
日第2版

杉戸町郷土史料　第6集　幸手領下野村村固メ（村
法）の研究

杉戸町文化財専門委員
会・杉戸町文化財調査協
力委員会

杉戸町教育委員会 B5

昭和53年3月31日初
版・昭和59年3月31
日第2版

杉戸町郷土史料　第7集　杉戸町歴史ハイキング
杉戸町文化財専門委員
会・杉戸町文化財調査協
力委員会

杉戸町教育委員会 B5

昭和54年3月31日
杉戸町郷土史料　第8集　長瀬家文書　杉戸町五人組
改帳について

杉戸町文化財専門委員会 杉戸町教育委員会 B5

昭和54年7月31日初
版・昭和59年3月1
日第2版

杉戸町郷土史料　第9集　藤城家文書目録 杉戸町文化財専門委員会 杉戸町教育委員会 B5

昭和56年3月31日 杉戸町郷土史料　第10集　間宮家・小島家文書目録 杉戸町文化財専門委員会 杉戸町教育委員会 B5

昭和57年3月31日
杉戸町郷土史料　第11集　大島新田の歴史と民俗（第
1集）

杉戸町文化財専門委員
会・杉戸町郷土史研究会

杉戸町教育委員会 B5

昭和59年3月31日
杉戸町郷土史料　第12集　心学－大島有隣・関口保宣
－（第一集）

杉戸町文化財専門委員
会・杉戸町文化財調査協
力委員会

杉戸町教育委員会 B5

昭和59年12月25日
杉戸町郷土史料　第13集　杉戸町民具調査報告書　泉
地区

杉戸町文化財専門委員
会・杉戸町教育委員会

杉戸町教育委員会 B5

昭和60年3月30日
杉戸町郷土史料　第14集　杉戸町民具調査報告書　南
地区

杉戸町文化財専門委員
会・杉戸町教育委員会

杉戸町教育委員会 B5

昭和61年3月25日
杉戸町郷土史料　第15集　杉戸町民具調査報告書　西
地区

杉戸町文化財専門委員
会・杉戸町教育委員会

杉戸町教育委員会 B5

昭和61年3月31日
杉戸町郷土史料　第16集　大島新田の歴史と民俗（第
2集）

杉戸町文化財専門委員会 杉戸町教育委員会 B5

平成17年3月31日 郷土史料　第28集　さんぽ道（3）
杉戸町文化財保護審議
会・杉戸町教育委員会

杉戸町教育委員会 B6

昭和39年7月1日初
版　　　昭和59年3
月1日第2版

杉戸町文化財調査報告書　第1集　杉戸町目沼遺跡 杉戸町教育委員会 B5

昭和56年1月17日 杉戸町文化財調査報告書　第3集　目沼8・9号墳 杉戸町教育委員会 B5

昭和56年12月15日 杉戸町文化財調査報告書　第4集　木津内貝塚
杉戸町木津内目沼遺跡調査
会

B5

平成14年3月25日
杉戸町文化財調査報告書　第6集　木津内貝塚・向山
遺跡

杉戸町教育委員会 A4

平成17年3月31日
杉戸町文化財調査報告書　第12集　宮前前原遺跡　－
第1次・第2次調査－

杉戸町教育委員会 A4



平成17年3月31日
杉戸町文化財調査報告書　第13集　向台遺跡　－第1
次～第3次調査－

杉戸町教育委員会 A4

平成18年3月31日

杉戸町文化財調査報告　第14集　目沼古墳群地域内遺
跡　目沼西遺跡（第1次・第2次調査）・目沼前遺跡
（第1次調査）・向山遺跡（第2次・第3次調査、確認
調査）

杉戸町教育委員会 A4

平成18年3月31日 杉戸町文化財調査報告　第15集　関口氏屋敷跡 杉戸町教育委員会 A4

平成25年3月29日
杉戸町文化財調査報告書　第18集　大堀荒田遺跡　－
第1次・第2次調査－

杉戸町教育委員会 A4

平成25年3月29日
杉戸町文化財調査報告書　第19集　町内遺跡発掘調査
Ⅱ

杉戸町教育委員会 A4

平成26年3月26日
杉戸町文化財調査報告　第20集　町内遺跡発掘調査Ⅲ
東上遺跡第1次調査　鷲巣前原遺跡第6次調査　神明貝
塚第1次調査　中椿遺跡第1次調査

杉戸町教育委員会 A4

平成27年9月30日
杉戸町文化財調査報告書　第21集　町内遺跡発掘調査
Ⅳ　大堀荒田遺跡第3次調査　堤遺跡第1次調査　浅間
前遺跡確認調査（平成5・8年度）

杉戸町教育委員会 A4

平成28年2月29日
杉戸町文化財調査報告書　第22集　平成21～26年度町
内遺跡確認調査報告書　－国庫・県費補助事業－

杉戸町教育委員会 A4

平成29年3月31日
杉戸町文化財調査報告書　第23集　町内遺跡発掘調査
Ⅴ

杉戸町教育委員会 A4

昭和59年3月31日第
2版

埼玉県遺跡調査会報告　第21集　上椿遺跡発掘調査報
告書

杉戸町教育委員会 B5

平成27年3月31日
講演録　「江戸の村と教育力」（講師　東京学芸大学
教授　大石学先生）

杉戸町教育委員会 A4

エコ・スポいずみ　文化財常設展示室 杉戸町教育委員会 パンフレット

平成25年9月30日
杉戸町遺跡調査会報告書　第2集　東上遺跡第2次調査
－特別養護老人ホーム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査
－

杉戸町遺跡調査会 A4

平成27年11月30日
杉戸町遺跡調査会報告書　第3集　上杉戸南遺跡第1次
調査　－太陽光パネル設置に伴う埋蔵文化財発掘調査
－

杉戸町遺跡調査会 A4

平成28年3月10日 杉戸町遺跡調査会報告書　第4集　杉内遺跡第2次調査 杉戸町遺跡調査会 A4

平成29年3月31日
杉戸町遺跡調査会報告書　第5集　佐内新田遺跡第1次
調査

杉戸町遺跡調査会 A4

　草加市
昭和63年3月31日 草加市史　自然・考古編 草加市史編さん委員会 草加市 A5 付図
昭和62年3月9日 草加市史　民俗編 草加市史編さん委員会 草加市 A5
平成2年3月31日 草加市史　資料編　地誌 草加市史編さん委員会 草加市 A5 付図
昭和60年3月30日 草加市史　資料編Ⅰ 草加市史編さん委員会 草加市 A5
平成元年3月31日 草加市史　資料編Ⅱ 草加市史編さん委員会 草加市 A5
平成4年3月31日 草加市史　資料編Ⅲ 草加市史編さん委員会 草加市 A5
平成3年3月30日 草加市史　資料編Ⅳ 草加市史編さん委員会 草加市 A5
平成8年3月29日 草加市史　資料編Ⅴ 草加市史編さん委員会 草加市 A5
平成9年3月31日 草加市史　通史編　上巻 草加市史編さん委員会 草加市 A5
平成13年3月31日 草加市史　通史編　下巻 草加市史編さん委員会 草加市 A5



平成3年3月30日 草加文庫　街道遊歩
草加市企画財政部広報広
聴課

草加市 B6

昭和57年2月20日 草加市史調査報告書　第1集　草加の民家 草加市史編さん委員会 草加市 B5
昭和59年3月30日 草加市史調査報告書　第2集　草加の金石 草加市史編さん委員会 草加市 B5
昭和60年1月29日 草加市史調査報告書　第3集　草加の社寺 草加市史編さん委員会 草加市 B5
平成元年3月23日 草加市史調査報告書　第4集　草加の社寺資料 草加市史編さん委員会 草加市 B5

平成4年3月30日
草加市史調査報告書　第5集　草加せんべい－味と歴
史－

草加市史編さん委員会 草加市 B5

平成14年10月31日
復刊

草加市史調査報告書　第5集　草加せんべい－味と歴
史－

草加市史編さん委員会 草加市 B5

昭和58年1月31日 草加市史研究   第2号 草加市史編さん委員会 草加市 A5
昭和59年1月14日 草加市史研究   第3号 草加市史編さん委員会 草加市 A5
昭和60年8月20日 草加市史研究   第4号 草加市史編さん委員会 草加市 A5
昭和63年2月20日 草加市史研究   第5号 草加市史編さん委員会 草加市 A5
平成元年3月17日 草加市史研究   第6号 草加市史編さん委員会 草加市 A5
平成5年3月30日 草加市史研究   第8号 草加市史編さん委員会 草加市 A5
平成7年3月30日 草加市史研究   第9号 草加市史編さん委員会 草加市 A5
平成8年3月30日 草加市史研究   第10号 草加市史編さん委員会 草加市 A5
平成10年3月30日 草加市史研究   第11号 草加市史編さん委員会 草加市 A5
平成12年3月30日 草加市史研究   第12号 草加市史編さん委員会 草加市 A5
昭和63年9月15日 明治43年水害調査報告書 日本河川開発調査会 草加市総務部市史編さん室 B5

昭和58年4月29日 草加市史協年報　2
「草加市史協年報」編集
会議

草加市史編さん協力会 B5

昭和51年3月31日 草加市の文化財（1）－調査報告書－ 草加市教育委員会 A5
昭和60年2月15日 昭和59年度文化財調査報告書　草加市の文化財（10） 草加市教育委員会 A5

平成14年3月10日
平成13年度　文化財調査報告書　草加市の文化財
（20）

草加市教育委員会 B5

平成25年3月29日
平成24年度　文化財調査報告書　草加市の文化財
（29）

草加市教育委員会 A5

平成26年3月28日
平成25年度　文化財調査報告書　草加市の文化財
（30）

草加市教育委員会 A5

平成27年3月29日
平成26年度　文化財調査報告書　草加市の文化財
（31）

草加市教育委員会 A5

平成28年3月30日
平成27年度　文化財調査報告書　草加市の文化財
（32）

草加市教育委員会 A5

平成29年3月30日
平成28年度　文化財調査報告書　草加市の文化財
（33）

草加市教育委員会 A5

平成30年3月30日 平成29年度文化財調査報告書　草加市の文化財（34） 草加市教育委員会 A5
平成25年3月29日 草加市の歴史と文化財ハンドブック 草加市教育委員会 A5

平成29年3月31日
国指定名勝「おくのほそ道の風景地　　草加松原」保
存活用計画

草加市教育委員会 A4

平成29年3月13日
草加市埋蔵文化財調査報告書　第1集　仲町沼田遺跡
第3地点発掘調査報告書　－集合住宅建設に伴う発掘
調査報告書－

草加市教育委員会 A4

平成30年3月 草加市文化財保護指針
草加市教育委員会教育総務
部生涯学習課

A4



　秩父市

平成23年3月31日 大滝村誌　上
秩父市大滝村誌編さん委
員会

秩父市 A5

平成23年3月31日 大滝村誌　下
秩父市大滝村誌編さん委
員会

秩父市 A5

平成23年3月31日 大滝村誌　資料編　写真集
秩父市大滝村誌編さん委
員会

秩父市 A4

平成12年11月11日
秩父市制施行50周年記念　前期旧石器フォーラム－秩
父原人　その時代と生活－

（財）埼玉県埋蔵文化財
調査事業団

秩父市 A4

昭和57年3月20日
飯塚・招木古墳群発掘調査報告書　埼玉県秩父市所在
県指定史跡

飯塚招木古墳発掘調査会 秩父市教育委員会 B5

平成28年3月 椋神社の龍勢総合調査報告書 秩父市教育委員会 A4
平成30年3月 民俗文化財伝承・活用等事業報告書　塚越の花まつり 秩父市教育委員会 A4

平成29年7月29日
ユネスコ無形文化遺産登録記念シンポジウム　～秩父
祭の未来を語る～

ユネスコ無形文化遺産登録
記念事業実行委員会（事務
局：秩父市教育委員会文化
財保護課）

A4

平成30年3月30日
ユネスコ無形文化遺産登録記念シンポジウム　～秩父
祭の未来を語る～　報告書

ユネスコ無形文化遺産登録
記念事業実行委員会（事務
局：秩父市教育委員会文化
財保護課）

A4

平成13年6月29日 秩父・中村遺跡’98 秩父市遺跡調査会 B5
　荒川村

昭和58年12月28日 荒川村誌 荒川村村誌編さん委員会 荒川村 A5 付図
昭和60年9月 荒川村の文化財 荒川村教育委員会 B5

平成4年3月 秩父・平家物語－平将門から畠山次郎重忠まで－
荒川村教育委員会・荒川村
歴史民俗研究会

B5

平成4年3月 村のまつり　荒川村誕生五十周年記念特輯 荒川村歴史民俗研究会 荒川村教育委員会 A5
平成4年10月吉日 荒川村の民話と伝説　荒川村誕生五十周年記念特輯 山田えいじ 荒川村教育委員会 A5
昭和57年3月30日 長尾景春と熊倉城 荒川村郷土研究会 B5

　大滝村

平成23年3月31日 大滝村誌　上
秩父市大滝村誌編さん委
員会

秩父市 A5

平成23年3月31日 大滝村誌　下
秩父市大滝村誌編さん委
員会

秩父市 A5

平成23年3月31日 大滝村誌　資料編　写真集
秩父市大滝村誌編さん委
員会

秩父市 A4

昭和59年1月 大滝村の文化財
大滝村教育委員会社会教
育係

大滝村教育委員会・大滝村
文化財保護委員会

A5

平成14年3月 大滝村の文化財
大滝村教育委員会社会教
育係

大滝村教育委員会 A4

　吉田町
昭和57年3月31日 吉田町史 吉田町 A5 付図

　鶴ヶ島市
平成3年3月30日 鶴ヶ島町史　原始・古代・中世編 鶴ヶ島町史編さん室 鶴ヶ島町 B5
昭和57年3月25日 鶴ヶ島町史　近世資料編Ⅰ 鶴ヶ島町史編さん室 鶴ヶ島町 B5



昭和58年3月20日 鶴ヶ島町史　近世資料編Ⅱ 鶴ヶ島町史編さん室 鶴ヶ島町 B5
昭和59年8月30日 鶴ヶ島町史　近世資料編Ⅲ 鶴ヶ島町史編さん室 鶴ヶ島町 B5
昭和60年10月31日 鶴ヶ島町史　近世資料編Ⅳ 鶴ヶ島町史編さん室 鶴ヶ島町 B5
平成4年2月29日 鶴ヶ島町史　近現代資料編 鶴ヶ島町史編さん室 鶴ヶ島町 B5
平成4年3月23日 鶴ヶ島町史　民俗社会編 鶴ヶ島町史編さん室 鶴ヶ島町 B5
昭和63年3月31日 鶴ヶ島町史　文化・地誌編 鶴ヶ島町史編さん室 鶴ヶ島町 B5 付図
昭和62年3月31日 鶴ヶ島町史　通史編 鶴ヶ島町史編さん室 鶴ヶ島町 B5

平成2年3月26日
鶴ヶ島町史　自然編Ⅰ　鶴ヶ島の地質－大地にきざま
れた歴史－

鶴ヶ島町史編さん室 鶴ヶ島町 B5

平成2年3月26日 鶴ヶ島町史　自然編Ⅱ　鶴ヶ島の植物 鶴ヶ島町史編さん室 鶴ヶ島町 B5
平成3年3月25日 鶴ヶ島町史　自然編Ⅲ　鶴ヶ島の動物 鶴ヶ島町史編さん室 鶴ヶ島町 B5
昭和62年3月31日 鶴ヶ島町史　別編　動植物編Ⅱ　鶴ヶ島町の植生2 鶴ヶ島町史編さん室 B5 付図
昭和63年3月31日 鶴ヶ島町諸家文書目録（1）　小川嘉子家文書目録 鶴ヶ島町史編さん室 鶴ヶ島町 B5
平成2年11月5日 鶴ヶ島町諸家文書目録（2）　田中修家文書目録 鶴ヶ島町史編さん室 鶴ヶ島町 B5

平成4年6月30日 鶴ヶ島市諸家文書目録（3）
鶴ヶ島市教育委員会社会
教育課

鶴ヶ島市 B5

平成5年3月30日 鶴ヶ島市諸家文書目録（4）
鶴ヶ島市教育委員会社会
教育課

鶴ヶ島市 B5

平成6年3月31日 鶴ヶ島市諸家文書目録（5）
鶴ヶ島市教育委員会社会
教育課

鶴ヶ島市 B5

平成7年3月30日 鶴ヶ島市諸家文書目録（6）
鶴ヶ島市教育委員会社会
教育課

鶴ヶ島市 B5

平成8年3月25日 鶴ヶ島市諸家文書目録（7）
鶴ヶ島市教育委員会社会
教育課

鶴ヶ島市 B5

昭和54年3月24日 鶴ヶ島町の歴史 藤倉寛三 鶴ヶ島町史編纂室 A5

昭和54年3月31日 鶴ヶ島町郷土史資料集　第1集・第2集
鶴ヶ島村郷土史研究会、
藤倉寛三

鶴ヶ島町史編纂室 B5

昭和54年3月25日 鶴ヶ島民具図誌 高篠喜一 鶴ヶ島町史編纂室 B5
昭和55年3月25日 むらの戦時記録 高篠喜一 鶴ヶ島町史編さん室 A5
昭和55年3月25日 鶴ヶ島町の板碑 鶴ヶ島町史編さん室 B5
昭和59年3月30日 鶴ヶ島研究　1 鶴ヶ島町史編さん室 B5
昭和60年3月27日 鶴ヶ島研究　2 鶴ヶ島町史編さん室 B5
昭和61年3月31日 鶴ヶ島研究　3 鶴ヶ島町史編さん室 B5
昭和62年3月28日 鶴ヶ島研究　4 鶴ヶ島町史編さん室 B5
昭和63年3月28日 鶴ヶ島研究　5 鶴ヶ島町史編さん室 B5
平成元年3月25日 鶴ヶ島研究　6 鶴ヶ島町史編さん室 B5
平成2年3月28日 鶴ヶ島研究　7 鶴ヶ島町史編さん室 B5
平成2年3月28日 鶴ヶ島研究　8 鶴ヶ島町史編さん室 B5
平成2年12月3日 鶴ヶ島研究　9 鶴ヶ島町史編さん室 B5
平成3年3月28日 鶴ヶ島研究　10 鶴ヶ島町史編さん室 B5
平成10年3月25日 鶴ヶ島の石造物 鶴ヶ島市教育委員会 A4

昭和61年3月 鶴ヶ島町の文化財
鶴ヶ島町教育委員会社会教
育課

B5

平成9年3月 鶴ヶ島市の文化財 鶴ヶ島市教育委員会 A4

平成13年3月30日
埼玉県選択無形民俗文化財・鶴ヶ島市指定無形文化財
脚折の雨乞い

鶴ヶ島市教育委員会 A4



平成15年3月31日 鶴ヶ島の民俗行事　心にのこる原風景 鶴ヶ島市教育委員会 A5

昭和58年3月 若葉台遺跡シンポジウム
鶴ヶ島町教育委員会・若葉
台遺跡発掘調査団

B5

昭和59年3月30日 若葉台遺跡群　Ｊ・Ｋ・Ｌ地点発掘調査概報 鶴ヶ島市教育委員会 B5

昭和59年3月30日
鶴ヶ島北部遺跡群　一天狗遺跡Ｏ.Ｐ.Ｑ地点　発掘調
査概報

鶴ヶ島市教育委員会 B5

平成7年3月28日
仲道柴山遺跡（1～4次）　俗称金塚　かな古墳　発掘
調査報告書

鶴ヶ島市教育委員会・鶴ヶ
島市遺跡調査会

A4

平成7年3月31日
鶴ヶ島市内遺跡発掘調査報告書Ⅰ　新田遺跡B　お寺
山遺跡・内野氏屋敷　一天狗遺跡2次　野々宮遺跡

鶴ヶ島市教育委員会 A4

平成8年3月29日
鶴ヶ島市内遺跡発掘調査報告書Ⅱ　高倉砦･天神前遺
跡　一天狗遺跡T地点南

鶴ヶ島市教育委員会 A4

平成8年3月28日 上山田遺跡　1～5次　発掘調査報告書
鶴ヶ島市教育委員会・鶴ヶ
島市遺跡調査会

A4

平成9年3月14日 鶴ヶ島中学西遺跡　発掘調査報告書 鶴ヶ島市教育委員会 A4
平成9年3月29日 羽折遺跡A　1次・2次・3次調査　発掘調査報告書 鶴ヶ島市教育委員会 A4
平成10年3月30日 鶴ヶ島中学西遺跡　第2次調査　発掘調査報告書 鶴ヶ島市教育委員会 A4
平成10年3月30日 一天狗遺跡　X・Y・Z地点　発掘調査報告書 鶴ヶ島市教育委員会 A4
平成11年3月25日 一天狗遺跡　J地点13区　発掘調査報告書 鶴ヶ島市教育委員会 A4
平成5年3月22日 館跡　三ツ木屋敷　発掘調査報告書（第一次） 鶴ヶ島市遺跡調査会 B5 付図
平成5年3月25日 新右衛門遺跡　第3次　発掘調査報告書 鶴ヶ島市遺跡調査会 B5

平成5年3月25日
若葉台遺跡Ｏ・Ｐ・Ｑ・Ｒ・Ｔ地点　富士見西児童公
園　発掘調査報告書

鶴ヶ島市遺跡調査会 A4 付図

平成6年12月26日 一天狗遺跡　Ｎ地点発掘調査報告書 鶴ヶ島市遺跡調査会 A4

平成7年3月28日
新右衛門遺跡　第1、2（A・B地点）、4、5次　発掘調
査報告書

鶴ヶ島市遺跡調査会 A4 付図

平成8年3月28日
一天狗遺跡Ｊ地点4区南・Ｗ地点　電電池東遺跡Ｆ地
点　発掘調査報告書

鶴ヶ島市遺跡調査会 A4

平成9年3月28日
向山遺跡　仲山遺跡　新右衛門遺跡第6次調査　浅間
塚　発掘調査報告書

鶴ヶ島市遺跡調査会 A4

平成10年3月27日 新右衛門遺跡　第7次調査　発掘調査報告書 鶴ヶ島市遺跡調査会 A4
平成11年3月25日 当貫遺跡　発掘調査報告書 鶴ヶ島市遺跡調査会 A4
平成12年3月31日 お寺山遺跡0地点・内野氏屋敷　発掘調査報告書 鶴ヶ島市遺跡調査会 A4
平成12年3月31日 鶴ヶ島中学西遺跡　3次調査　発掘調査報告書 鶴ヶ島市遺跡調査会 A4

平成13年3月30日
鶴ヶ島市埋蔵文化財調査報告　第48集　羽折遺跡　1
次調査　発掘調査報告書

鶴ヶ島市遺跡調査会 A4

平成13年3月30日
鶴ヶ島市埋蔵文化財調査報告　第49集　仲道柴山遺跡
5・6次調査　発掘調査報告書

鶴ヶ島市遺跡調査会 A4

平成14年3月29日
鶴ヶ島市埋蔵文化財調査報告　第50集　北権現遺跡
1・2次調査　発掘調査報告書

鶴ヶ島市遺跡調査会 A4

平成14年3月29日
鶴ヶ島市埋蔵文化財調査報告　第51集　小萱野遺跡
高倉館 発掘調査報告書

鶴ヶ島市遺跡調査会 A4

平成15年2月28日
鶴ヶ島市埋蔵文化財調査報告　第52集　地慶沼遺跡
第1～3次調査　発掘調査報告書

鶴ヶ島市遺跡調査会 A4

平成15年3月31日
鶴ヶ島市埋蔵文化財調査報告　第53集　若宮遺跡　第
1次調査・東遺跡　第一次調査　発掘調査報告書

鶴ヶ島市遺跡調査会 A4



平成15年3月31日
鶴ヶ島市埋蔵文化財調査報告　第54集　泉橋遺跡　第
1次調査・三ツ木屋敷　第2次調査　発掘調査報告書

鶴ヶ島市遺跡調査会 A4

平成16年3月25日
鶴ヶ島市埋蔵文化財調査報告　第55集　向山遺跡　第
2・3次調査　発掘調査報告書

鶴ヶ島市遺跡調査会 A4

平成17年3月31日
鶴ヶ島市埋蔵文化財調査報告　第56集　台遺跡　第1
次調査　発掘調査報告書

鶴ヶ島市遺跡調査会 A4

平成17年11月1日
鶴ヶ島市埋蔵文化財調査報告　第57集　池の台遺跡A
第1次・上山田遺跡　第6次・羽折遺跡B　第1次　発掘
調査報告書

鶴ヶ島市遺跡調査会 A4

平成18年3月20日
鶴ヶ島市埋蔵文化財調査報告　第58集　仲道柴山遺跡
第8次・第9次　発掘調査報告書

鶴ヶ島市遺跡調査会 A4

平成18年9月29日
鶴ヶ島市埋蔵文化財調査報告　第59集　俗称旗塚古
墳・泉橋遺跡第2次　発掘調査報告書

鶴ヶ島市遺跡調査会 A4

平成19年3月23日
鶴ヶ島市埋蔵文化財調査報告　第60集　北権現遺跡
第3次調査　発掘調査報告書

鶴ヶ島市遺跡調査会 A4

平成20年3月10日
鶴ヶ島市埋蔵文化財調査報告　第61集　仲道柴山遺跡
第11次　発掘調査報告書

鶴ヶ島市遺跡調査会 A4

平成21年11月10日
鶴ヶ島市埋蔵文化財調査報告　第63集　鶴ヶ島市内遺
跡発掘調査報告書Ⅲ　天神前遺跡第3次・岸田氏屋
敷・北権現遺跡第9次

鶴ヶ島市教育委員会 A4

平成22年3月19日
鶴ヶ島市埋蔵文化財調査報告　第64集　一天狗遺跡
第4・6・7・8次発掘調査報告書

鶴ヶ島市遺跡調査会 A4

平成23年3月11日
鶴ヶ島市埋蔵文化財調査報告　第66集　鶴ヶ島市内遺
跡発掘調査報告書Ⅳ　一天狗遺跡第5・9・10次　仲道
紫山遺跡第7・10次　新田遺跡B2次

鶴ヶ島市教育委員会 A4

平成24年2月29日
鶴ヶ島市埋蔵文化財調査報告　第67集　宮廻館跡　発
掘調査報告書

鶴ヶ島市教育委員会 A4

平成24年3月27日
鶴ヶ島市埋蔵文化財調査報告　第68集　上山田遺跡
第7・8・10次　発掘調査報告書

鶴ヶ島市遺跡調査会 A4

平成25年1月31日
鶴ヶ島市埋蔵文化財調査報告　第69集　仲道柴山遺跡
第15次　発掘調査報告書

鶴ヶ島市遺跡調査会 A4

平成25年1月31日 鶴ヶ島市埋蔵文化財調査報告　第70集　大山遺跡 鶴ヶ島市遺跡調査会 A4

平成25年3月5日
鶴ヶ島市埋蔵文化財調査報告　第71集　仲道柴山遺跡
第12・14次発掘調査報告書

鶴ヶ島市遺跡調査会 A4

平成25年8月30日
鶴ヶ島市埋蔵文化財調査報告　第72集　羽折遺跡　第
2次発掘調査報告書

鶴ヶ島市遺跡調査会 A4

平成26年3月5日
鶴ヶ島市埋蔵文化財調査報告　第73集　鶴ヶ島市内遺
跡発掘調査報告書Ⅴ　天神前遺跡第1・4次　上山田遺
跡第9・11次

鶴ヶ島市教育委員会 A4

平成26年12月1日
鶴ヶ島市埋蔵文化財調査報告　第74集　元屋敷遺跡B
発掘調査報告書

鶴ヶ島市遺跡調査会 A4

平成27年3月10日
鶴ヶ島市埋蔵文化財調査報告　第75集　鶴ヶ島市内遺
跡発掘調査報告書Ⅵ　一天狗遺跡第11・13・14次　仲
道柴山遺跡第13次

鶴ヶ島市教育委員会 A4



平成28年3月14日
鶴ヶ島市埋蔵文化財調査報告　第76集　鶴ヶ島市内遺
跡発掘調査報告書Ⅶ　一天狗遺跡O・P・Q・R・J－
11・J－12地点

鶴ヶ島市教育委員会 A4

平成29年2月14日
鶴ヶ島市埋蔵文化財調査報告　第77集　仲道柴山遺跡
第21次　発掘調査報告書

鶴ヶ島市遺跡調査会 A4

平成29年3月6日
鶴ヶ島市埋蔵文化財調査報告　第78集　岸田氏館　第
2次　発掘調査報告書

鶴ヶ島市遺跡調査会 A4

平成29年3月24日
鶴ヶ島市埋蔵文化財調査報告　第79集　鶴ヶ島市内遺
跡発掘調査報告書Ⅷ　一天狗遺跡S・U・V地点・第12
次

鶴ヶ島市教育委員会 A4

平成30年3月9日
鶴ヶ島市埋蔵文化財調査報告　第80集　仲道柴山遺跡
第16・18・19次発掘調査報告書

鶴ヶ島市遺跡調査会 A4

平成30年3月23日
鶴ヶ島市埋蔵文化財調査報告　第81集　鶴ヶ島市内遺
跡発掘調査報告書Ⅸ　北権現遺跡第14・15次　山田遺
跡N地点・上山田遺跡第12次

鶴ヶ島市教育委員会 A4

平成31年2月15日
鶴ヶ島市埋蔵文化財調査報告　第82集　鶴ヶ島市内遺
跡発掘調査報告書Ⅹ　若葉台遺跡Ｕ地点　一天狗遺跡
第1次

鶴ヶ島市教育委員会 A4

平成31年3月22日
鶴ヶ島市埋蔵文化財調査報告　第83集　市内遺跡発掘
調査報告書ⅩⅠ　北権現遺跡第19・20次・確認調査
仲道柴山遺跡第20次

鶴ヶ島市教育委員会 A4

昭和58年3月26日 脚折遺跡群　一天狗遺跡Ｎ地点　発掘調査報告書
鶴ヶ島町脚折遺跡群発掘調
査団

B5

　ときがわ町

平成19年3月31日
ときがわ町埋蔵文化財調査報告　第1集　村内遺跡Ⅲ
埼玉県指定史跡　小倉城跡　第3次発掘調査報告書

ときがわ町教育委員会 A4

平成20年3月31日
ときがわ町埋蔵文化財調査報告　第2集　町内遺跡Ⅱ
－旧医光寺跡　第2次発掘調査報告書－

ときがわ町教育委員会 A4

平成23年3月31日
ときがわ町埋蔵文化財調査報告　第5集　町内遺跡Ⅳ
－旧慈光寺跡　No.41平場の調査－

ときがわ町教育委員会 A4

平成24年3月30日
ときがわ町埋蔵文化財調査報告　第6集　町内遺跡Ⅴ
－大福寺境内遺跡　遺跡範囲確認調査報告書－

ときがわ町教育委員会 A4

平成25年3月29日

ときがわ町埋蔵文化財調査報告　第7集　町内遺跡Ⅵ
大福寺東遺跡Ⅰ　－遺跡範囲確認調査－　旧慈光寺跡
Ⅲ№41平場西地点　－森林管理道路肩崩落に伴う工事
立会調査－

ときがわ町教育委員会 A4

平成26年3月31日

ときがわ町埋蔵文化財調査報告　第8集　町内遺跡Ⅶ
玉川陣屋跡Ⅰ－民間開発に伴う確認調査－　旧慈光寺
跡Ⅳ　№42東・63・126平場地点－森林管理道路肩崩
落に伴う工事立会調査－　－平場内容確認調査－

ときがわ町教育委員会 A4

平成27年3月31日
ときがわ町埋蔵文化財調査報告　第9集　町内遺跡Ⅷ
大福寺境内遺跡Ⅱ－範囲確認調査－・伊勢ノ台遺跡Ⅱ
－民間開発に伴う試掘調査－

ときがわ町教育委員会 A4

平成28年3月31日
ときがわ町埋蔵文化財調査報告　第10集　町内遺跡Ⅸ
市の川遺跡Ⅰ－確認調査－　町内遺跡試掘調査Ⅰ　－
平成26年度－

ときがわ町教育委員会 A4



平成29年3月31日
ときがわ町埋蔵文化財調査報告　第11集　町内遺跡Ⅹ
市の川遺跡Ⅱ－確認調査－　町内遺跡試掘調査Ⅱ－平
成27年度・28年度－

ときがわ町教育委員会 A4

平成30年3月31日
ときがわ町埋蔵文化財調査報告　第12集　町内遺跡Ⅹ
Ⅰ　町内遺跡試掘調査Ⅲ　－平成28年度　伊勢の台遺
跡Ⅰ地点－

ときがわ町教育委員会 A4

国指定史跡　比企城館跡群　小倉城跡
ときがわ町教育委員会生涯
学習課

A4 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

平成26年3月7日
平成25年度　文化庁文化芸術振興費補助金（文化遺産
を活かした地域活性化事業）ときがわ町文化財ガイド
ブック

ときがわ町文化遺産活用実
行委員会

B6

　玉川村

平成3年1月31日 玉川村史　通史編 玉川村教育委員会 玉川村 A5
付録、現代資
料編

平成3年12月25日 玉川村の民俗 玉川村教育委員会 玉川村 A5
平成7年3月1日 玉川村植物誌 玉川村教育委員会 玉川村 B5
平成10年12月28日 玉川村教育誌 玉川村教育委員会 玉川村 B5
平成7年9月30日 玉川消防の歩み 玉川村 B5

平成7年10月30日
平和への誓い　昭和二十年八月十五日の証言　そのと
きわたしは

玉川村教育委員会・玉川
村郷土愛好会

玉川村教育委員会 A5

平成元年10月17日 玉川村史調査報告書　第1集　諸家文書目録 玉川村史編さん事務局 玉川村教育委員会 B5

平成2年3月31日
玉川村史調査報告書　第2集　玉川堀ノ内館跡Ⅰ－村
史編さん事業に伴なう玉川堀ノ内館跡（伝藤原盛吉
館）の調査－

玉川村教育委員会 B5

平成2年10月17日 玉川村史調査報告書　第3集　諸家文書目録 玉川村史編さん事務局 玉川村教育委員会 B5
平成5年2月15日 玉川村史調査報告書　第4集　諸家文書目録 玉川村史編さん事務局 玉川村教育委員会 B5
平成6年3月31日 玉川村史調査報告書　第5集　春日神社境内遺跡 玉川村教育委員会 B5

平成17年3月31日
玉川村埋蔵文化財調査報告　第12集　村内遺跡Ⅰ　埼
玉県指定史跡　小倉城跡　第1次発掘調査報告書

玉川村教育委員会 A4

平成17年12月28日
玉川村埋蔵文化財調査報告　第13集　村内遺跡Ⅱ　－
埼玉県指定史跡　小倉城跡　第2次発掘調査報告書－

玉川村教育委員会 A4

　都幾川村
平成11年3月31日 都幾川村史　地理編 都幾川村史編さん委員会 都幾川村 B5 付図
平成11年3月30日 都幾川村史　民俗編 都幾川村史編さん委員会 都幾川村 B5
平成13年3月30日 都幾川村史　通史編 都幾川村史編さん委員会 都幾川村 B5 付図
平成13年6月29日 都幾川村の歩み　－都幾川村史普及版－ 都幾川村史編さん委員会 都幾川村 B5
平成2年3月25日 都幾川村史資料　1　地誌Ⅰ 都幾川村史編さん委員会 都幾川村 B5
平成10年1月31日 都幾川村史資料　2　考古資料編 都幾川村史編さん委員会 都幾川村 B5 付図
平成9年3月28日 都幾川村史資料　3　古代・中世資料編 都幾川村史編さん委員会 都幾川村 B5
平成5年3月25日 都幾川村史資料　4（1）　近世編　平地区Ⅰ 都幾川村史編さん委員会 都幾川村 B5
平成5年3月25日 都幾川村史資料　4（2）　近世編　平地区Ⅱ 都幾川村史編さん委員会 都幾川村 B5
平成6年3月25日 都幾川村史資料　4（3）　近世編　大椚地区Ⅰ 都幾川村史編さん委員会 都幾川村 B5
平成8年3月25日 都幾川村史資料　4（4）　近世編　大椚地区Ⅱ 都幾川村史編さん委員会 都幾川村 B5
平成10年3月30日 都幾川村史資料　4（5）　近世編　明覚地区Ⅰ 都幾川村史編さん委員会 都幾川村 B5
平成10年3月30日 都幾川村史資料　4（6）　近世編　明覚地区Ⅱ 都幾川村史編さん委員会 都幾川村 B5
平成6年3月25日 都幾川村史資料　5（1）　明治・大正Ⅰ 都幾川村史編さん委員会 都幾川村 B5



平成6年3月25日 都幾川村史資料　5（2）　明治・大正Ⅱ 都幾川村史編さん委員会 都幾川村 B5
平成8年12月25日 都幾川村史資料　5（3）　近・現代編　昭和Ⅰ 都幾川村史編さん委員会 都幾川村 B5
平成8年12月25日 都幾川村史資料　5（4）　近・現代編　昭和Ⅱ 都幾川村史編さん委員会 都幾川村 B5
平成5年3月25日 都幾川村史資料　6（1）　文化財編　石造物Ⅰ 都幾川村史編さん委員会 都幾川村 B5
平成5年3月25日 都幾川村史資料　6（2）　文化財編　石造物Ⅱ 都幾川村史編さん委員会 都幾川村 B5 地図
平成7年3月25日 都幾川村史資料　6（3）　文化財編　中世石造物 都幾川村史編さん委員会 都幾川村 B5

平成12年3月30日
都幾川村史資料　6（4）　文化財編  美術工芸品・建
造物

都幾川村史編さん委員会 都幾川村 B5

平成2年1月8日 都幾川村史編さん大綱
都幾川村・都幾川村教育委
員会 B5

昭和58年10月1日・
昭和60年11月1日第
2刷

都幾川村の史跡と文化財　＝ふるさとの散歩ガイド＝
都幾川村文化財調査委員
会

都幾川村教育委員会 B5

平成2年3月25日 であいふれあい文化財－ふるさと都幾川ガイドブック 都幾川村教育委員会 B6
平成2年3月25日 都幾川村文化財ガイドマップ 都幾川村教育委員会 鋪

　所沢市
昭和62年9月30日 所沢市史　原始・古代史料 所沢市史編さん委員会 所沢市 B5
昭和63年3月27日 所沢市史　近代史料Ⅱ 所沢市史編さん委員会 所沢市 B5
平成2年3月29日 所沢市史　現代史料 所沢市史編さん委員会 所沢市 B5
平成元年3月29日 所沢市史　民俗 所沢市史編さん委員会 所沢市 B5
平成3年9月30日 所沢市史　上 所沢市史編さん委員会 所沢市 B5
平成4年11月30日 所沢市史　下 所沢市史編さん委員会 所沢市 B5
昭和61年3月30日 写真集　所沢 所沢市史編さん委員会 所沢市 B5
平成3年3月 こんなところにこんな生きもの　所沢の自然 所沢市 B5

平成18年3月20日
市制施行55周年記念　ところざわ歴史物語　所沢市史
ダイジェスト版

所沢市教育委員会 A4

昭和50年9月30日 所沢市史調査資料　2　地誌資料編1 所沢市史編集委員 所沢市史編さん室 B5
昭和50年9月30日 所沢市史調査資料　3　近世史料目録編2 所沢市史編集委員 所沢市史編さん室 B5
昭和51年1月27日 所沢市史調査資料　4　近世史料目録編3 所沢市史編集委員 所沢市史編さん室 B5
昭和51年3月30日 所沢市史調査資料　5　近世史料目録編4 所沢市史編集委員 所沢市史編さん室 B5
昭和58年3月30日 所沢市史調査資料　22　近世史料目録編12 所沢市史編集委員 所沢市史編さん室 B5
昭和58年3月30日 所沢市史調査資料　23　近世史料目録編13 所沢市史編集委員 所沢市史編さん室 B5
昭和58年3月30日 所沢市史調査資料　24　近世史料目録編14 所沢市史編集委員 所沢市史編さん室 B5
昭和59年3月30日 所沢市史調査資料　25　近代史料目録編4 所沢市史編集委員 所沢市史編さん室 B5

昭和60年3月30日
所沢市史調査資料　26　近代史料目録編5　明治・大
正期新聞雑誌記事目録

所沢市史編集委員 所沢市史編さん室 B5

昭和61年3月31日 所沢市史調査資料　27　民俗資料編2　豊年万作代本 所沢市史編集委員 所沢市史編さん室 B5
昭和62年3月30日 所沢市史調査資料　28　近代史料目録編6 所沢市史編集委員 所沢市史編さん室 B5
昭和63年3月30日 所沢市史調査資料　29　近代史料目録編7 所沢市史編集委員 所沢市史編さん室 B5
平成元年3月30日 所沢市史調査資料　30　近世史料目録編15 所沢市史編集委員 所沢市史編さん室 B5
平成2年3月30日 所沢市史調査資料　31　所沢市の庚申塔 所沢市史編集委員 所沢市史編さん室 B5
平成4年3月30日 所沢市史調査資料　32　所沢市の馬頭観音・地蔵塔 所沢市史編集委員 所沢市史編さん室 B5
平成5年3月30日 所沢市史調査資料　33　近代史料目録編8 所沢市史編集委員 所沢市史編さん室 B5

平成7年3月30日 所沢市史調査資料　34　近世史料目録編16
所沢市教育委員会文化財保
護課

B5



平成8年3月29日 所沢市史調査資料　35　近代史料目録編9
所沢市教育委員会文化財保
護課

B5

平成9年3月31日 所沢市史調査資料　36　近世史料目録編17
所沢市教育委員会文化財保
護課

B5

平成10年3月30日 所沢市史調査資料　37　所沢市の諸尊・供養塔 所沢市文化財保護課 B5
昭和58年3月30日 郷土の歌　－所沢市史調査資料別集5－ 所沢市史編さん室 A5

昭和59年3月29日
織物沿革誌・所沢織物誌・所沢町誌　－所沢市史調査
資料別集6－

所沢市史編さん室 A5

昭和60年3月29日
所沢関係新聞雑誌記事資料1　明治編　－所沢市史調
査資料別集7－

所沢市史編さん室 A5

昭和61年3月29日
所沢関係新聞雑誌記事資料2　大正編　－所沢市史調
査資料別集8－

所沢市史編さん室 A5

昭和62年3月31日
所沢市事務報告書1　所沢町編　－所沢市史調査資料
別集9－

所沢市史編さん室 A5

昭和63年3月31日
所沢市事務報告書2　三ヶ島村編　－所沢市史調査資
料別集10－

所沢市史編さん室 A5

平成元年3月31日
所沢織物産地の形成と発展　－所沢市史調査資料別集
11－

所沢市史編さん室 A5

平成2年1月29日 検地帳集成Ⅱ　－所沢市史調査資料別集12－ 所沢市史編さん室 A5
平成2年1月29日 検地帳集成Ⅲ　－所沢市史調査資料別集13－ 所沢市史編さん室 A5

平成3年3月31日
所沢市事務報告書3　富岡・柳瀬・吾妻村編　－所沢
市史調査資料別集14－

所沢市史編さん室 A5

平成3年3月31日
所沢市事務報告書4　山口・小手指村編　－所沢市史
調査資料別集15－

所沢市史編さん室 A5

平成4年3月31日
所沢の民具1　ツクテ作り・麦作・さつま芋作り・牛
蒡作り編　－所沢市史調査資料別集16－

所沢市史編さん室 B5

平成6年3月31日
所沢の民具2　稲作・茶作り編　－所沢市史調査資料
別集17－

所沢市史編さん室 B5

昭和58年3月28日 所沢市史研究　第7号 所沢市史編集委員 所沢市史編さん室 A5
昭和59年3月28日 所沢市史研究　第8号 所沢市史編集委員 所沢市史編さん室 A5
昭和60年3月28日 所沢市史研究　第9号 所沢市史編集委員 所沢市史編さん室 A5
昭和61年3月28日 所沢市史研究　第10号 所沢市史編集委員 所沢市史編さん室 A5
昭和62年3月28日 所沢市史研究　第11号 所沢市史編集委員 所沢市史編さん室 A5
昭和63年3月28日 所沢市史研究　第12号 所沢市史編集委員 所沢市史編さん室 A5
平成元年3月28日 所沢市史研究　第13号 所沢市史編集委員 所沢市史編さん室 A5
平成2年3月28日 所沢市史研究　第14号 所沢市史編集委員 所沢市史編さん室 A5
平成3年3月30日 所沢市史研究　第15号 所沢市史編集委員 所沢市史編さん室 A5
平成5年3月30日 所沢市史研究　第16号 所沢市史編集委員 所沢市史編さん室 A5
平成6年3月30日 所沢市史研究　第17号 所沢市史編さん室 所沢市教育委員会 A5

平成7年3月30日 所沢市史研究　第18号
所沢市教育委員会文化財
保護課

所沢市教育委員会 A5

平成8年3月30日 所沢市史研究　第19号
所沢市教育委員会文化財
保護課

所沢市教育委員会 A5

平成9年3月31日 所沢市史研究　第20号
所沢市教育委員会文化財
保護課

所沢市教育委員会 A5



平成10年3月31日 所沢市史研究　第21号
所沢市教育委員会文化財
保護課

所沢市教育委員会 A5

平成11年3月31日 所沢市史研究　第22号
所沢市教育委員会文化財
保護課

所沢市教育委員会 A5

平成12年3月31日 所沢市史研究　第23号
所沢市教育委員会文化財
保護課

所沢市教育委員会 A5

平成17年12月（第5
版）

所沢文化財マップ
所沢市教育委員会教育総
務部文化財保護課

所沢市 A4

昭和56年3月30日 所沢市文化財調査報告書　第6集　白幡塚遺跡 所沢市教育委員会 B5

昭和59年3月30日
所沢市文化財調査報告書　第11集　柳瀬川流域遺跡跡
群（Ⅱ）

所沢市教育委員会 B5

昭和60年3月30日
所沢市文化財調査報告書　第15集　日向遺跡　－埼玉
県立緑ヶ丘高等学校建設に伴う発掘調査－　（第1分
冊）本文編

所沢市教育委員会 A4

昭和60年3月30日
所沢市文化財調査報告書　第15集　日向遺跡　－埼玉
県立緑ヶ丘高等学校建設に伴う発掘調査－　（第2分
冊）写真図版編

所沢市教育委員会 A4

昭和61年3月31日
所沢市文化財調査報告書　第17集　西上遺跡　－遺構
篇－

所沢市教育委員会 B5

平成3年3月29日
所沢市文化財調査報告書　第28集　和田遺跡（第6
次）・東内手遺跡・場北遺跡（第2次）・前久保峰遺
跡・膳棚遺跡（確認調査）

所沢市教育委員会 B5

平成9年3月31日
所沢市　砂川旧石器時代遺跡　－範囲確認調査および
砂川流域旧石器時代遺跡群分布調査報告書－

砂川遺跡調査団 所沢市教育委員会 A4

平成28年8月20日
所沢市生涯学習推進センターふるさと研究グループ
平成28年度夏季企画展展示図録　「飛行機、浦町、
ディープなマチ場」

所沢市教育委員会 A4

平成12年3月30日 所沢市石造物調査報告書　1　富岡・所沢の石造物
所沢市教育委員会文化財保
護課

A4

平成13年3月30日 所沢市石造物調査報告書　2　三ヶ島の石造物
所沢市教育委員会文化財保
護課

A4

平成14年3月29日 所沢市石造物調査報告書　3　柳瀬・松井の石造物
所沢市教育委員会文化財保
護課

A4

平成15年3月25日 所沢市石造物調査報告書　4　山口・吾妻の石造物
所沢市教育委員会文化財保
護課

A4

平成16年3月31日
所沢市石造物調査報告書　5 小手指・新所沢・並木の
石造物

所沢市教育委員会 A4

平成14年3月29日 所沢たてもの帖　所沢市中心市街地歴史的建造物調査 所沢市教育委員会 A4

平成20年12月22日 狭山山不動寺所在銅燈籠調査報告書
所沢市教育委員会文化財
保護課

所沢市教育委員会 A4

昭和60年3月30日 所沢市文化財調査報告書　第14集　武野原遺跡 所沢市教育委員会 B5

昭和60年3月30日
所沢市文化財調査報告書　第16集　柳瀬川流域遺跡群
（Ⅲ）

所沢市教育委員会 B5 付図

平成29年2月 所沢市文化財情報紙　ところざわ文化遺産　第2号
所沢市教育委員会　文化財
保護課

A4



平成22年3月30日 ふるさと研究　年報準備号
所沢市生涯学習推進セン
ター

A4

平成23年3月25日 ふるさと研究　年報　第1号
所沢市生涯学習推進セン
ター

A4

平成24年3月23日 ふるさと研究　年報　第2号
所沢市生涯学習推進セン
ター

A4

平成24年9月25日 ふるさと研究　年報　第3号
所沢市生涯学習推進セン
ター

A4

平成25年10月31日 ふるさと研究　年報　第4号（平成24年度事業）
所沢市生涯学習推進セン
ター

A4

平成26年10月1日 ふるさと研究　年報　第5号（平成25年度事業）
所沢市生涯学習推進セン
ター

A4

平成27年12月25日 ふるさと研究　年報　第6号（平成26年度事業）
所沢市生涯学習推進セン
ター

A4

平成28年9月30日 ふるさと研究　年報　第7号（平成27年度事業）
所沢市生涯学習推進セン
ター

A4

平成30年9月30日 ふるさと研究年報　第9号（平成29年度事業）
所沢市生涯学習推進セン
ター

A4

平成12年3月31日
所沢市埋蔵文化財調査報告書　第20集　市内遺跡調査
報告6　宮前遺跡第10次D区/海谷遺跡第9次E区/宮前遺
跡第13次/海谷遺跡第14次

所沢市教育委員会・所沢市
立埋蔵文化財調査センター

A4

平成12年3月31日
所沢市埋蔵文化財調査報告書　第21集　東の上遺跡
第33次調査

所沢市教育委員会・所沢市
立埋蔵文化財調査センター

A4

平成12年3月31日
所沢市埋蔵文化財調査報告書　第22集　海谷遺跡　第
10次調査　遺構編

所沢市教育委員会・所沢市
立埋蔵文化財調査センター

A4

平成13年3月31日
所沢市埋蔵文化財調査報告書　第23集　市内遺跡調査
報告7　海谷遺跡第9次F区/海谷遺跡第15次/宮前遺跡
第14次

所沢市教育委員会・所沢市
立埋蔵文化財調査センター

A4

平成13年3月30日
所沢市埋蔵文化財調査報告書　第24集　東の上遺跡
第37次調査　第77次調査　山下後遺跡　第5次調査

所沢市教育委員会・所沢市
立埋蔵文化財調査センター

A4

平成13年3月30日
所沢市埋蔵文化財調査報告書　第25集　木村遺跡第5
次調査

所沢市教育委員会・所沢市
立埋蔵文化財調査センター

A4

平成15年3月31日
所沢市埋蔵文化財調査報告書　第31集　第二椿峰遺跡
群　海谷遺跡第1～9・12・13・16～18次　（第1分
冊）

所沢市教育委員会・所沢市
立埋蔵文化財調査センター

A4

平成15年3月31日
所沢市埋蔵文化財調査報告書　第31集　第二椿峰遺跡
群　宮前遺跡第3～10・12・16～19・22～29・31～33
次　（第2分冊）

所沢市教育委員会・所沢市
立埋蔵文化財調査センター

A4

平成15年3月31日
所沢市埋蔵文化財調査報告書　第31集　第二椿峰遺跡
群　写真図版　（第3分冊）

所沢市教育委員会・所沢市
立埋蔵文化財調査センター

A4

平成16年3月29日
所沢市埋蔵文化財調査報告書　第32集　市内遺跡調査
報告10　－東の上遺跡第83・85次調査－　附篇　平成
15年度市内遺跡確認調査－

所沢市教育委員会・所沢市
立埋蔵文化財調査センター

A4

平成16年3月31日
所沢市埋蔵文化財調査報告書　第33集　東内手遺跡－
第5・6次調査－・境窪遺跡－第5・6・7次調査－・東
の上遺跡－第72次調査－・山下後遺跡－第7次調査－

所沢市教育委員会・所沢市
立埋蔵文化財調査センター

A4



平成17年3月29日
所沢市埋蔵文化財調査報告書　第34集　市内遺跡調査
報告11　－宮前遺跡第35・38次調査－　－附篇　平成
16年度市内遺跡確認調査（国庫・県費補助対象分）－

所沢市教育委員会・所沢市
立埋蔵文化財調査センター

A4

平成17年3月31日
所沢市埋蔵文化財調査報告書　第35集　宮林遺跡－第
1次調査－・城西の上遺跡－第1次調査－・茨山遺跡－
第1・2次調査－・ 野竹遺跡－第5次調査－

所沢市教育委員会・所沢市
立埋蔵文化財調査センター

A4

平成17年3月31日
所沢市埋蔵文化財調査報告書　第36集　西椿峰遺跡－
第1次調査－

所沢市教育委員会・所沢市
立埋蔵文化財調査センター

A4

平成18年3月31日

所沢市埋蔵文化財調査報告書　第37集　市内遺跡調査
報告12　－滝の城跡第11次調査－・－東の上遺跡第88
次調査－・－和田遺跡第28次調査－　附篇　平成17年
度市内遺跡確認調査（国庫・県費補助対象分）

所沢市教育委員会・所沢市
立埋蔵文化財調査センター

A4

平成18年3月31日
所沢市埋蔵文化財調査報告書　第38集　後内手遺跡－
第2・3次調査－　滝の城跡－第5～10次調査－

所沢市教育委員会・所沢市
立埋蔵文化財調査センター

A4

平成18年3月31日
所沢市埋蔵文化財調査報告書　第39集　東原遺跡　－
第1次調査－　遺構編

所沢市教育委員会・所沢市
立埋蔵文化財調査センター

A4

平成19年3月30日

所沢市埋蔵文化財調査報告書　第40集　市内遺跡調査
報告13　－和田遺跡第29次調査－・－海谷遺跡第21次
調査－　附篇　平成18年度市内遺跡確認調査（国庫・
県費補助対象分）

所沢市教育委員会・所沢市
立埋蔵文化財調査センター

A4

平成19年3月30日
所沢市埋蔵文化財調査報告書　第41集　西上遺跡　－
第1次調査－・遺物編

所沢市教育委員会・所沢市
立埋蔵文化財調査センター

A4

平成20年3月17日

所沢市埋蔵文化財調査報告書　第42集　市内遺跡調査
報告14　－和田遺跡第30次調査－・－野竹遺跡第7・8
次調査－・－向遺跡第1次調査－　附篇　平成19年度
市内遺跡確認調査（国庫・県費補助対象分）

所沢市教育委員会・所沢市
立埋蔵文化財調査センター

A4

平成20年3月17日

所沢市埋蔵文化財調査報告書　第43集　本郷東上遺跡
第1次調査、寺山遺跡　第1次調査、畦の前遺跡　第
2・4～7次調査、東内出遺跡　第2・4次調査、美園上
遺跡　第4次調査、日向遺跡　第2次調査、新山遺跡
第1次調査、城遺跡　第3次調査、比良遺跡　第3次調
査、中台遺跡　第1次調査、宮前遺跡　第36・37次調
査

所沢市教育委員会・所沢市
立埋蔵文化財調査センター

A4

平成21年2月20日
所沢市埋蔵文化財調査報告書　第44集　海谷遺跡第19
次調査　海谷遺跡第20次調査

所沢市教育委員会・所沢市
立埋蔵文化財調査センター

A4

平成21年3月17日
所沢市埋蔵文化財調査報告書　第45集　市内遺跡調査
報告15　和田遺跡第31次調査　附篇　平成20年度市内
遺跡確認調査（国庫・県費補助対象分）

所沢市教育委員会・所沢市
立埋蔵文化財調査センター

A4

平成21年3月17日

所沢市埋蔵文化財調査報告書　第46集　本村遺跡第2
～4次調査　荒久遺跡第1～4次調査　駿河台遺跡第1次
調査　吉野遺跡第8次調査　山口城跡第9次調査　野竹
遺跡第6次調査

所沢市教育委員会・所沢市
立埋蔵文化財調査センター

A4

平成21年3月19日
所沢市埋蔵文化財調査報告書　第47集　谷戸遺跡　第
1次調査

所沢市教育委員会・所沢市
立埋蔵文化財調査センター

A4



平成23年3月31日

所沢市埋蔵文化財調査報告書　第52集　市内遺跡調査
報告17－東の上遺跡第90次調査－南打出遺跡第1次調
査－（推定）東山道武蔵路調査（1）－（推定）東山
道武蔵路調査（2）－附編　平成22年度市内遺跡確認
調査－（国庫・県費補助対象分）

所沢市教育委員会・所沢市
立埋蔵文化財調査センター

A4

平成23年3月31日
所沢市埋蔵文化財調査報告書　第53集　東の上遺跡
－飛鳥・奈良・平安時代編　Ⅱ－

所沢市教育委員会・所沢市
立埋蔵文化財調査センター

A4

平成24年1月31日
所沢市埋蔵文化財調査報告書　第54集　上新井台遺跡
－第1・2次調査

所沢市教育委員会・所沢市
立埋蔵文化財調査センター

A4

平成24年3月30日
所沢市埋蔵文化財調査報告書　第55集　市内遺跡調査
報告18 －宮前遺跡第43次調査－　－附篇　平成23年
度市内遺跡確認調査－（国庫・県費補助対象分）

所沢市教育委員会・所沢市
立埋蔵文化財調査センター

A4

平成24年3月30日
所沢市埋蔵文化財調査報告書　第56集　山際遺跡　－
第2・3次調査－

所沢市教育委員会・所沢市
立埋蔵文化財調査センター

A4

平成24年3月30日
所沢市埋蔵文化財調査報告書　第57集　下安松遺跡
－第3・5次調査－

所沢市教育委員会・所沢市
立埋蔵文化財調査センター

A4

平成25年3月29日

所沢市埋蔵文化財調査報告書　第58集　市内遺跡調査
報告19　－東の上遺跡弟93・94次調査－　－附篇　平
成24年度市内遺跡確認調査－（国庫・県費補助対象
分）

所沢市教育委員会・所沢市
立埋蔵文化財調査センター

A4

平成25年3月29日
所沢市埋蔵文化財調査報告書　第59集　東の上遺跡
－飛鳥・奈良・平安時代篇　Ⅲ－

所沢市教育委員会・所沢市
立埋蔵文化財調査センター

A4

平成26年3月28日
所沢市埋蔵文化財調査報告書　第60集　市内遺跡調査
報告20　－下安松遺跡第6次調査－　－附篇　平成25
年度市内遺跡確認調査－（国庫・県費補助対象分）

所沢市教育委員会・所沢市
立埋蔵文化財調査センター

A4

平成26年3月28日
所沢市埋蔵文化財調査報告書　第61集　北久米遺跡
－第1～4次調査－

所沢市教育委員会・所沢市
立埋蔵文化財調査センター

A4

平成26年3月31日
所沢市埋蔵文化財調査報告書　第62集　谷戸遺跡　－
第3次調査－

所沢市教育委員会・所沢市
立埋蔵文化財調査センター

A4

平成27年3月27日

所沢市埋蔵文化財調査報告書　第63集　市内遺跡調査
報告21　－下安松遺跡第8次調査－　－附篇　平成26
年度　市内遺跡確認調査－　（国庫・県費補助対象
分）

所沢市教育委員会・所沢市
立埋蔵文化財調査センター

A4

平成27年3月27日
所沢市埋蔵文化財調査報告書　第64集　ハケ遺跡－第
1～7次調査－・六所協遺跡－第1次調査－

所沢市教育委員会・所沢市
立埋蔵文化財調査センター

A4

平成27年3月27日
所沢市埋蔵文化財調査報告書　第65集　柳野遺跡　－
第1次調査－

所沢市教育委員会・所沢市
立埋蔵文化財調査センター

A4

平成27年9月30日
所沢市埋蔵文化財調査報告書　第66集　駿河台遺跡
第4次調査

所沢市教育委員会　所沢市
埋蔵文化財調査センター

A4 付CD

平成28年3月31日
所沢市埋蔵文化財調査報告書　第67集　市内遺跡調査
報告22　－下安松遺跡第9次調査－　－附篇　平成27
年度市内遺跡確認調査（国庫・県費補助対象分）－

所沢市教育委員会　所沢市
埋蔵文化財調査センター

A4

平成28年3月31日
所沢市埋蔵文化財調査報告書　第68集　膳棚遺跡　－
第10・11次調査－

所沢市教育委員会　所沢市
埋蔵文化財調査センター

A4



平成29年3月24日

所沢市埋蔵文化財調査報告書　第69集　市内遺跡調査
報告23　－下安松遺跡第10次調査-　－附篇　平成28
年度市内遺跡調査確認調査－（国庫・県費補助対象
分）

所沢市教育委員会　所沢市
立埋蔵文化財調査センター

A4

平成29年3月31日
所沢市埋蔵文化財調査報告書　第70集　東原遺跡　－
第1次調査－　遺物編

所沢市教育委員会　所沢市
立埋蔵文化財調査センター

A4

平成29年9月29日
所沢市埋蔵文化財調査報告書　第72集　山口城跡－第
10次調査－

埼玉県所沢市教育委員会・
所沢市立埋蔵文化財調査セ
ンター

A4

平成30年3月30日
所沢市埋蔵文化財調査報告書　第73集　市内遺跡調査
報告書24　－平成29年度　市内遺跡確認調査－（国
庫・県費補助対象分）

埼玉県所沢市教育委員会・
所沢市立埋蔵文化財調査セ
ンター

A4

平成30年3月30日
所沢市埋蔵文化財調査報告書　第74集　馬先遺跡－第
1次調査－　西内手遺跡－第1次調査－　西椿峰遺跡－
第2次調査－

埼玉県所沢市教育委員会・
所沢市立埋蔵文化財調査セ
ンター

A4

平成31年1月31日
所沢市埋蔵文化財調査報告書　第75集　和田遺跡-第
26・27次調査-

埼玉県所沢市教育委員会
所沢市立埋蔵文化財調査セ
ンター

A4

平成31年3月22日
所沢市埋蔵文化財調査報告書　第76集　宮前遺跡-第
39～42・44～49次調査-

埼玉県所沢市教育委員会
所沢市立埋蔵文化財調査セ
ンター

A4

平成31年3月22日
所沢市埋蔵文化財調査報告書　第77集　市内遺跡調査
報告25　-下安松遺跡第13次調査-　－附篇　平成30年
度市内遺跡確認調査-（国庫・県費補助対象）

埼玉県所沢市教育委員会
所沢市立埋蔵文化財調査セ
ンター

A4

令和元年9月30日
所沢市埋蔵文化財調査報告書　第78集　宮前遺跡　-
第51次調査-

埼玉県所沢市教育委員会 A4

平成12年3月25日
所沢市立埋蔵文化財調査センター　年報№5（平成10
年度）

所沢市立埋蔵文化財調査セ
ンター

A4

平成13年3月26日
所沢市立埋蔵文化財調査センター　年報№6（平成11
年度）

所沢市立埋蔵文化財調査セ
ンター

A4

平成16年3月26日
所沢市立埋蔵文化財調査センター　年報№9（平成14
年度）

所沢市立埋蔵文化財調査セ
ンター

A4

平成17年3月25日
所沢市立埋蔵文化財調査センター　年報№10（平成15
年度）

所沢市立埋蔵文化財調査セ
ンター

A4

平成18年3月25日
所沢市立埋蔵文化財調査センター　年報№11（平成16
年度）

所沢市立埋蔵文化財調査セ
ンター

A4

平成19年1月15日
所沢市立埋蔵文化財調査センター　年報№12（平成17
年度）

所沢市立埋蔵文化財調査セ
ンター

A4

平成20年3月17日
所沢市立埋蔵文化財調査センター　年報№13（平成18
年度）

所沢市立埋蔵文化財調査セ
ンター

A4

平成20年8月29日
所沢市立埋蔵文化財調査センター　年報№14（平成19
年度）

所沢市立埋蔵文化財調査セ
ンター

A4

平成21年9月11日
所沢市立埋蔵文化財調査センター　年報№15（平成20
年度）

所沢市立埋蔵文化財調査セ
ンター

A4

平成23年10月31日
所沢市立埋蔵文化財調査センター　年報№17（平成22
年度）

所沢市立埋蔵文化財調査セ
ンター

A4



平成24年10月31日
所沢市立埋蔵文化財調査センター　年報№18（平成23
年度）

所沢市立埋蔵文化財調査セ
ンター

A4

平成25年11月28日
所沢市立埋蔵文化財調査センター　年報№19（平成24
年度）

所沢市立埋蔵文化財調査セ
ンター

A4

平成27年1月30日
所沢市立埋蔵文化財調査センター　年報№20（平成25
年度）

所沢市立埋蔵文化財調査セ
ンター

A4

平成28年1月29日
所沢市立埋蔵文化財調査センター　年報№21（平成26
年度）

所沢市立埋蔵文化財調査セ
ンター

A4

平成28年10月27日
所沢市立埋蔵文化財調査センター　年報№22（平成27
年度）

所沢市立埋蔵文化財調査セ
ンター

A4

平成29年9月19日
所沢市立埋蔵文化財調査センター　年報№23（平成28
年度）

所沢市立埋蔵文化財調査セ
ンター

A4

平成30年10月31日 所沢市立埋蔵文化財調査センター年報　№24
所沢市立埋蔵文化財調査セ
ンター

A4

昭和61年 赤ばっけ　第3号 所沢考古研究会 B5
　戸田市

昭和58年3月15日 戸田市史　資料編二　近世1 戸田市 A5
昭和60年3月26日 戸田市史　資料編三　近世2 戸田市 A5
昭和59年3月15日 戸田市史　資料編四　近代･現代1 戸田市 A5
昭和60年3月26日 戸田市史　資料編五　近代･現代2 戸田市 A5
昭和61年8月30日 戸田市史　通史編　上 戸田市 A5
昭和62年3月28日 戸田市史　通史編　下 戸田市 A5 付図
昭和58年3月15日 戸田市史　民俗編 戸田市 A5 付図
平成28年10月1日 市制施行50周年記念　戸田市史　昭和から平成へ 戸田市教育委員会 戸田市 B5 付DVD
平成元年3月30日 戸田市いまむかし 戸田市立郷土博物館 戸田市 A5

平成3年3月29日 戸田市史年表
戸田市立郷土博物館（文
書係）

戸田市 A5

昭和58年10月26日
市史調査報告書　第9集　戸田市諸家所蔵文書目録
（4）

戸田市市史編さん室 戸田市 B5

昭和60年3月20日 市史調査報告書　第10集　美女木・下笹目の民俗 戸田市史編さん室 戸田市 B5

昭和61年3月15日
市史調査報告書　第11集　戸田の地質（2）　古環境
変遷史・資料

戸田市市史編さん室 戸田市 A4

昭和62年3月16日 市史調査報告書　第12集　新曽・上戸田の民俗 戸田市史編さん室 戸田市 B5

昭和63年9月30日
市史調査報告書　第13集　戸田市諸家所蔵文書目録
（5）

戸田市立郷土博物館 戸田市 B5

平成2年3月29日
市史調査報告書　第14集　戸田市諸家所蔵文書目録
（6）

戸田市立郷土博物館 戸田市 B5

平成4年3月25日
市史調査報告書　第15集　戸田市関係新聞記事索引
（明治・大正）

戸田市立郷土博物館 戸田市 B5

平成6年3月25日
市史調査報告書　第16集　戸田市関係新聞記事索引
（昭和）

戸田市立郷土博物館文書
係

戸田市 B5

平成8年3月28日
市史調査報告書　第17集　戸田市関係新聞記事索引
（昭和Ⅱ）

戸田市立郷土博物館文書
係

戸田市 B5

平成10年3月27日
市史調査報告書　第18集　戸田市関係新聞記事索引
（昭和Ⅲ・平成）

戸田市立郷土博物館文書
係

戸田市 B5

平成16年3月31日 市史調査報告書　第19集　戸田市関係新聞記事索引 戸田市立郷土博物館 A4



昭和59年3月12日 戸田市史研究　第6号 戸田市史編さん室 戸田市 A5
昭和61年3月25日 戸田市史研究　第7号 戸田市市史編さん室 戸田市 A5

平成2年3月30日 戸田市史研究　第8号
戸田市立郷土博物館（文
書係）

戸田市 A5

平成5年3月30日 戸田市史研究　第9号
戸田市立郷土博物館（文
書係）

戸田市 A5

平成7年3月30日 戸田市史研究　第10号
戸田市立郷土博物館（文
書係）

戸田市 A5

平成9年3月30日 戸田市史研究　第11号
戸田市立郷土博物館（文
書係）

戸田市 A5

平成11年3月30日 戸田市史研究　第12号
戸田市立郷土博物館（文
書係）

戸田市 A5

昭和58年3月31日 戸田教育今昔誌 戸田市教育委員会 B5
昭和51年3月30日初
版・昭和57年1月20
日増修版

増修　戸田市の植物 戸田市立教育研究所 戸田市教育委員会 B5

昭和46年3月30日 戸田市文化財調査報告　Ⅳ　板碑 戸田市教育委員会 B5

昭和59年3月31日
戸田市文化財調査報告　ⅩⅤ　鍛冶谷・新田口遺跡第
3次発掘調査概要

戸田市教育委員会 B5

昭和60年3月30日
昭和59年度　戸田市文化財調査報告　ⅩⅥ　戸田市の
寺社

戸田市教育委員会 B5

平成22年12月31日
戸田市文化財調査報告　ⅩⅦ　南原遺跡Ⅸ　埋蔵文化
財発掘調査報告書

戸田市教育委員会 A4

平成25年12月25日
戸田市文化財調査報告　ⅩⅧ　南原遺跡Ⅺ　埋蔵文化
財発掘調査報告書

戸田市教育委員会 A4

平成26年3月25日
戸田市文化財調査報告　ⅩⅨ　前谷遺跡Ⅱ　埋蔵文化
財発掘調査報告書

戸田市教育委員会 A4

平成27年3月25日
戸田市文化財調査報告　ⅩⅩ　前谷遺跡Ⅳ埋蔵文化財
発掘調査報告書　付萹　南原遺跡第8次発掘調査出土
の埴輪

戸田市教育委員会 A4

平成27年3月25日
戸田市文化財調査報告　ⅩⅩⅠ　大前遺跡Ⅰ埋蔵文化
財発掘調査報告書

戸田市教育委員会 A4

平成27年3月25日
戸田市文化財調査報告　ⅩⅩⅡ　南原遺跡ⅩⅢ埋蔵文
化財発掘調査報告書

戸田市教育委員会 A4

平成27年3月31日
戸田市文化財調査報告　ⅩⅩⅢ　鍛治谷・新田口遺跡
Ⅸ　埋蔵文化財発掘調査報告書

戸田市教育委員会 A4

平成28年3月15日
戸田市文化財調査報告　ⅩⅩⅣ　鍛治谷・新田口遺跡
Ⅹ　埋蔵文化財発掘調査報告書

戸田市教育委員会 A4

平成28年3月15日
戸田市文化財調査報告　ⅩⅩⅤ　南原遺跡ⅩⅡ　埋蔵
文化財発掘調査報告書

戸田市教育委員会 A4

平成29年3月24日
戸田市文化財調査報告　ⅩⅩⅥ　南原遺跡Ⅶ　埋蔵文
化財発掘調査報告書

戸田市教育委員会 A4

平成30年3月9日
戸田市文化財調査報告　ⅩⅩⅦ　前谷遺跡Ⅴ　埋蔵文
化財発掘調査報告書

埼玉県戸田市教育委員会 A4

平成28年3月 戸田市生涯学習に関する市民意識調査報告書
戸田市教育委員会　生涯学
習課

A4



平成29年3月 第4次戸田市生涯学習推進計画
戸田市教育委員会　生涯学
習課

A4

平成29年3月 第4次戸田市生涯学習推進計画　概要版
戸田市教育委員会　生涯学
習課

A4

平成14年3月31日
戸田市教育委員会文化財調査報告書　第1集　戸田市
の民俗芸能　新曽新田観音経

戸田市教育委員会 B5

第55回埼玉県名刀展　古刀の美～もののふのこころ～ 戸田市教育委員会 A4 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ
平成25年3月 戸田市　史ある記マップ 戸田市教育委員会 A5 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

平成11年7月6日
第15回特別展　「寺小屋から明治期の学校風景－学校
教育の原点を求めて－」

戸田市立郷土博物館 A4

平成12年10月10日
第16回特別展　さいたまの飛鳥　美里　～姉妹都市～
美里

戸田市立郷土博物館 A4

平成13年10月10日 第17回特別展　高柳重信展 戸田市立郷土博物館 A4
平成15年10月11日 第19回特別展　戸田河岸と荒川の舟運 戸田市立郷土博物館 A4
平成21年7月11日 企画展「図書館・郷土博物館　25年大百科」 戸田市立郷土博物館 A6

平成21年10月10日
第25回特別展（図書館・郷土博物館開館25周年記念）
月光浴びて飛翔する狩人～みみずくとその仲間たち～

戸田市立郷土博物館 A4

平成11年3月31日 研究紀要　第14号 戸田市立郷土博物館 B5
平成14年3月31日 研究紀要　第16号 戸田市立郷土博物館 B5
平成15年3月31日 研究紀要　第17号 戸田市立郷土博物館 B5
平成16年3月31日 研究紀要　第18号 戸田市立郷土博物館 A4
平成23年3月31日 郷土博物館だより　第39号 戸田市立郷土博物館 A4
平成23年3月31日 郷土博物館だより　第40号 戸田市立郷土博物館 A4
平成23年3月 たんけん　昔の暮らし 戸田市立郷土博物館 A4
平成8年3月1日 戸田市立郷土博物館要覧　1995年度版 戸田市立郷土博物館 B5
平成12年2月20日 戸田市立郷土博物館要覧　1999年度版 戸田市立郷土博物館 A4
平成15年7月1日 戸田市立郷土博物館要覧　2003年度版 戸田市立郷土博物館 A4
平成13年10月1日 戸田市　彩湖自然学習センター　VoI.3　彩湖だより 彩湖自然学習センター A4

平成13年3月27日
戸田市遺跡調査会報告書　第8集　鍛冶谷・新田口遺
跡Ⅶ

戸田市遺跡調査会 B5

平成16年3月18日 戸田市遺跡調査会報告書　第9集　上戸田本村遺跡Ⅳ 戸田市遺跡調査会 B5

平成17年3月25日
戸田市遺跡調査会報告書　第10集　鍛冶谷・新田口遺
跡Ⅷ

戸田市遺跡調査会 B5

　長瀞町
平成7年3月25日 長瀞町史　近代・現代資料編 長瀞町教育委員会 長瀞町 A5
平成9年3月24日 長瀞町史　長瀞の自然 長瀞町教育委員会 長瀞町 B5
平成11年3月29日 長瀞町史　民俗編Ⅰ 長瀞町教育委員会 A5
平成3年3月25日 長瀞町史　民俗編Ⅱ　野の石造物 長瀞町教育委員会 長瀞町 A5
昭和56年5月1日 長瀞町乃板石塔婆 長瀞町教育委員会 B5

平成8年3月25日
秩父・岩下遺跡'95　－井戸上郷区農村センター建設
工事に伴う発掘調査報告書－

長瀞町教育委員会 B5

平成11年3月25日 秩父・辻遺跡'97　－町内遺跡発掘調査報告書1－ 長瀞町教育委員会 B5

平成12年3月25日
秩父・袋遺跡'96　秩父・辻遺跡'99　－町内遺跡発掘
調査報告書2－

長瀞町教育委員会 B5

平成13年3月25日 秩父・尭田遺跡1996　－町内遺跡発掘調査報告書3－ 長瀞町教育委員会 B5
平成15年3月25日 秩父・六道遺跡1996　－町内遺跡発掘調査報告書4－ 長瀞町教育委員会 B5



平成16年3月29日 秩父・大滝遺跡2000　－町内遺跡発掘調査報告書5－ 長瀞町教育委員会 B5

平成3年11月11日 秩父・上長瀞古墳群'90　発掘調査報告書
長瀞町上長瀞古墳群発掘調
査会

B5

　滑川町
昭和59年10月31日 滑川村史　通史編 滑川村企画財政課 滑川村 A5
昭和59年10月31日 滑川村史　民俗編 滑川村企画財政課 滑川村 A5 付図

平成20年3月31日
月輪遺跡群　滑川町月輪土地区画整理事業関係埋蔵文
化財発掘調査報告　第1分冊（月輪古墳群編）

滑川町月輪遺跡群発掘調査
会

A4 付図

平成20年3月31日
月輪遺跡群　滑川町月輪土地区画整理事業関係埋蔵文
化財発掘調査報告　第2分冊（月輪古墳群編）

滑川町月輪遺跡群発掘調査
会

A4

平成23年3月31日
滑川町　寺谷廃寺・平谷窯跡Ⅰ　－飛鳥時代の寺院跡
と窯跡の発掘調査報告－

駒沢大学考古学研究室・滑
川町教育委員会

A4 付DVD

　新座市

昭和59年3月20日 新座市史　第1巻　自然・考古・古代中世資料編
新座市教育委員会市史編
さん室

新座市 A5

昭和60年3月30日 新座市史　第2巻　近世資料編
新座市教育委員会市史編
さん室

新座市 A5

昭和60年2月20日 新座市史　第3巻　近代・現代資料編
新座市教育委員会市史編
さん室

新座市 A5

昭和61年12月15日 新座市史　第4巻　民俗編
新座市教育委員会市史編
さん室

新座市 A5

昭和62年9月20日 新座市史　第5巻　通史編
新座市教育委員会市史編
さん室

新座市 A5

昭和63年3月10日 新座市史編さんの歩み
新座市教育委員会市史編
さん室

新座市 B5

昭和58年1月15日 新座市史調査報告書5　新座市史料所在目録（1）
新座市教育委員会市史編
さん室

新座市 B5

昭和58年3月31日 新座市史調査報告書6　片山の民俗
新座市教育委員会市史編
さん室

新座市 B5

昭和58年11月1日 新座市史調査報告書7　新座市史料所在目録（Ⅱ）
新座市教育委員会市史編
さん室

新座市 B5

昭和59年3月30日 新座市史調査報告書8　野火止台地の地下水系統
新座市教育委員会市史編
さん室

新座市 B5

昭和60年3月25日
新座市史調査報告書9　大和田の民俗（大和田・北
野・菅沢・西堀地区）

新座市教育委員会市史編
さん室

新座市 B5

昭和60年3月30日 新座市史調査報告書10　新座市の民家
新座市教育委員会市史編
さん室

新座市 A4

昭和60年12月25日 新座市史調査報告書11　地誌
新座市教育委員会市史編
さん室

新座市 B5

昭和47年3月31日 郷土史新座 新座市教育委員会 B5

平成7年3月31日
新座市埋蔵文化財報告　第14集　新座市内遺跡Ⅵ　西
上遺跡2地点

新座市教育委員会 A4

平成16年3月31日
新座市埋蔵文化財報告　第15集　新座市内遺跡Ⅶ　新
開遺跡第8地点　新開遺跡第9地点

新座市教育委員会 A4

平成17年3月31日 新座市埋蔵文化財報告　第16集　新座市内遺跡Ⅷ 新座市教育委員会 A4
平成18年3月31日 新座市埋蔵文化財報告　第17集　新座市内遺跡Ⅸ 新座市教育委員会 A4



平成18年3月30日 新座市埋蔵文化財報告　第18集　新座市内遺跡Ⅹ 新座市教育委員会 A4
平成20年3月31日 新座市埋蔵文化財報告　第19集　新座市内遺跡ⅩⅠ 新座市教育委員会 A4
平成21年3月31日 新座市埋蔵文化財報告　第20集　新座市内遺跡ⅩⅡ 新座市教育委員会 A4

平成21年7月31日
新座市埋蔵文化財調査報告　第21集　新開遺跡第10地
点　発掘調査報告書

株式会社東京航業研究所 新座市教育委員会 A4

平成22年3月31日 新座市埋蔵文化財報告　第22集　新座市内遺跡ⅩⅢ 新座市教育委員会 A4
平成23年3月31日 新座市埋蔵文化財報告　第23集　新座市内遺跡ⅩⅣ 新座市教育委員会 A4

平成24年1月31日
新座市埋蔵文化財調査報告　第24集　中通遺跡第1地
点　発掘調査報告書

株式会社東京航業研究所 新座市教育委員会 A4

平成24年3月30日 新座市埋蔵文化財報告　第25集　新座市内遺跡15 新座市教育委員会 A4

平成24年7月31日
新座市埋蔵文化財調査報告　第26集　埼玉県選定重要
遺跡「嵯峨山遺跡」第14地点　発掘調査報告書

株式会社東京航業研究所 新座市教育委員会 A4

平成25年3月29日 新座市埋蔵文化財報告　第27集　新座市内遺跡16 新座市教育委員会 A4

平成25年6月28日
新座市埋蔵文化財調査報告　第28集　埼玉県選定重要
遺跡「嵯峨山遺跡」第15地点　発掘調査報告書

株式会社東京航業研究所 新座市教育委員会 A4

平成25年6月28日
新座市埋蔵文化財調査報告　第29集　根通遺跡第1地
点発掘調査報告書

株式会社東京航業研究所 新座市教育委員会 A4

平成26年3月31日
新座市埋蔵文化財報告　第30集　新座市内遺跡17　新
座市内遺跡確認調査報告書

新座市教育委員会 A4

平成26年9月30日
新座市埋蔵文化財調査報告　第31集　駒形遺跡第2地
点発掘調査報告書

株式会社東京航業研究所 新座市教育委員会 A4

平成27年1月30日
新座市埋蔵文化財調査報告　第32集　埼玉県指定史跡
「野火止用水」本流第3地点発掘調査報告書

株式会社東京航業研究所 新座市教育委員会 A4

平成27年3月31日
新座市埋蔵文化財調査報告　第33集　新座市内遺跡18
新座市内遺跡確認調査報告書

新座市教育委員会 A4

平成28年3月31日
新座市埋蔵文化財報告　第34集　新座市内遺跡19　新
座市内遺跡確認調査報告書

新座市教育委員会 A4

平成29年3月21日
新座市埋蔵文化財調査報告　第35集　坂下遺跡第1地
点発掘調査報告書

新座市教育委員会 A4

平成29年3月31日
新座市埋蔵文化財報告　第36集　新座市内遺跡20　新
座市内遺跡確認調査報告書

新座市教育委員会 A4

平成30年3月30日
新座市埋蔵文化財調査報告　第38集　栗原遺跡第1地
点発掘調査報告書

株式会社東京航業研究所 新座市教育委員会 A4

平成30年3月30日
新座市埋蔵文化財報告　第39集　新座市内遺跡21　新
座市内遺跡確認調査報告書

新座市教育委員会 A4

平成31年3月29日
新座市埋蔵文化財報告第41集　新座市内遺跡22　新座
市内遺跡確認調査報告書

新座市教育委員会 A4

平成31年3月 大和田カミ遺跡群発掘調査概報
埼玉県新座市教育委員会教
育総務部生涯学習スポーツ
課

A4

平成25年10月　改
訂第9版

新座文化財マップ
教育総務部生涯学習ス
ポーツ課

新座市教育委員会 鋪

文化財散策ガイド2　野火止用水をあるく
教育総務部生涯学習課（新
座市）

パンフ
レットB4
（四つ折
り）



新座市睡足軒の森
（新座市教育委員会生涯学
習スポーツ課）

A4 ﾘｰﾌﾚｯﾄ

平成24年3月 野火止用水・平林寺の文化的景観保存計画
新座市教育委員会教育総
務部生涯学習課

新座市・新座市教育委員会 A4

平成24年3月 野火止用水・平林寺の文化的景観保存計画　概要版
新座市教育委員会生涯学習
課

A4 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

平成27年3月 国指定天然記念物平林寺境内林保存管理計画
新座市教育委員会教育総
務部生涯学習スポーツ課

宗教法人平林寺 A4

国指定天然記念物　平林寺境内林
新座市教育委員会生涯学習
スポーツ課

A4 ﾘｰﾌﾚｯﾄ

平成27年3月 文化財散策ガイド　1　大和田宿をあるく
新座市教育委員会生涯学習
スポーツ課

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

平成27年3月改訂 文化財散策ガイド　3　黒目の里をあるく
新座市教育委員会生涯学習
スポーツ課

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

　蓮田市
平成10年3月31日 蓮田市史　考古資料編Ⅰ 社会教育課市史編さん係 蓮田市教育委員会 B5
平成11年3月31日 蓮田市史　考古資料編Ⅱ　古代・中世資料編 社会教育課市史編さん係 蓮田市教育委員会 B5
平成12年3月31日 蓮田市史　近世資料編Ⅰ 社会教育課市史編さん係 蓮田市教育委員会 B5
平成9年3月31日 蓮田市史　近世資料編Ⅱ 社会教育課市史編さん係 蓮田市教育委員会 B5 付録
平成13年3月31日 蓮田市史　近代資料編 社会教育課市史編さん係 蓮田市教育委員会 B5
平成14年3月25日 蓮田市史　現代資料編 社会教育課市史編さん係 蓮田市教育委員会 B5
平成14年12月25日 蓮田市史　通史編Ⅰ 社会教育課市史編さん係 蓮田市教育委員会 B5
平成16年9月30日 蓮田市史　通史編Ⅱ 社会教育課市史編さん係 蓮田市教育委員会 B5
平成15年3月31日 飯野喜四郎日記Ⅰ 社会教育課市史編さん係 蓮田市教育委員会 B5
平成16年2月27日 飯野喜四郎日記Ⅱ 社会教育課市史編さん係 蓮田市教育委員会 B5
昭和47年10月1日 蓮田市史料集 第1号　武州埼玉郡下関戸村御用留集 石井修次郎 蓮田市史編さん委員会 A5

昭和47年10月10日
蓮田市史料集 第2号　下関戸村五人組帳・下関戸村宗
門人別御改帳

石井修次郎 蓮田市史編さん委員会 A5

昭和47年11月17日 蓮田市史料集 第3号　近世遊芸俗謡 石井修次郎 蓮田市史編さん委員会 A5
昭和47年12月5日 蓮田市史料集 第4号　地方落穂集　巻一 石井修次郎 蓮田市史編さん委員会 A5
昭和47年12月19日 蓮田市史料集 第5号　地方落穂集　巻之二 石井修次郎 蓮田市史編纂委員会 A5
昭和47年12月 蓮田市史料集 第6号　地方落穂集　巻之三 石井修次郎 蓮田市史編纂委員会 A5
昭和48年1月 蓮田市史料集 第7号　地方落穂集　巻之四 石井修次郎 蓮田市史編纂委員会 A5
昭和48年1月 蓮田市史料集 第8号　地方落穂集　巻之十三 石井修次郎 蓮田市史編纂委員会 A5
昭和48年2月15日 蓮田市史料集 第9号　江戸時代蓮田地方風土記 石井修次郎 蓮田市史編纂委員会 A5
昭和48年3月1日 蓮田市史料集 第10号　近代蓮田町合併史 石井修次郎 蓮田文化協会 A5

昭和55年7月31日 神社と寺院
蓮田市教育委員会・蓮田文
化協会

A5

昭和55年3月31日 蓮田市文化財調査報告書　第1集　八番遺跡 蓮田市教育委員会 A5

昭和56年3月31日
蓮田市文化財調査報告書　第2集　的場　八番　荒川
附遺跡

蓮田市教育委員会 A5

平成7年3月31日 蓮田市文化財調査報告書　第26集　日野手長崎遺跡 蓮田市教育委員会 B5

平成9年3月31日
蓮田市文化財調査報告書　第31集　関山貝塚　―第2
調査地点―・根金大山遺跡　―第1調査地点―

蓮田市教育委員会 B5



平成12年3月29日
蓮田市文化財調査報告書　第34集　的場遺跡－第3調
査地点－　黒浜寺前遺跡－第1調査地点－　城西谷遺
跡－第1調査地点－

蓮田市教育委員会 B5

平成13年3月29日
蓮田市文化財調査報告書　第35集　宿上遺跡―第13調
査地点―・宿下遺跡―第21調査地点―

蓮田市教育委員会 B5

平成14年3月30日
蓮田市文化財調査報告書　第36集　馬込七番第2遺跡
－第3調査地点－　県指定史跡黒浜貝塚－詳細確認調
査（1）－

蓮田市教育委員会 B5

平成15年3月31日
蓮田市文化財調査報告書　第37集　県指定史跡黒浜貝
塚－詳細確認調査（2）－

蓮田市教育委員会 B5

平成16年3月30日
蓮田市文化財調査報告書　第38集　宿上遺跡－第14調
査地点－　県指定史跡黒浜貝塚－詳細確認調査（2）
－

蓮田市教育委員会 B5

平成17年3月31日
蓮田市文化財調査報告書　第39集　県指定史跡黒浜貝
塚－詳細確認調査（4）－

蓮田市教育委員会 B5

平成17年3月3日
蓮田市文化財調査報告書　第40集　～黒浜貝塚群～
宿浦遺跡　宿上遺跡　天神前遺跡　－黒浜土地区画整
理事業に伴う発掘調査2－（第1分冊）

蓮田市教育委員会 B5 付DVD

平成17年3月3日
蓮田市文化財調査報告書　第40集　～黒浜貝塚群～
宿下遺跡　－黒浜土地区画整理事業に伴う発掘調査2
－（第2分冊）

蓮田市教育委員会 B5 付DVD

平成17年3月31日
蓮田市文化財調査報告書　第41集　椿山遺跡　－第6
調査地点－　－第7調査地点－

蓮田市教育委員会 B5

平成18年2月10日
蓮田市文化財調査報告書　第42集　県指定史跡黒浜貝
塚　椿山遺跡　－詳細確認調査総合報告書－

蓮田市教育委員会 B5

平成18年3月31日
蓮田市文化財調査報告書　第43集　荒川附遺跡－第14
調査地点－

蓮田市教育委員会 B5

平成19年3月30日

蓮田市文化財調査報告書　第44集　帆立山遺跡－第3
調査地点－　殿の下遺跡－第2調査地点－　荒川附遺
跡－第19調査地点－　付編　国指定史跡黒浜貝塚低地
部地質調査結果について

蓮田市教育委員会 B5

平成20年3月31日
蓮田市文化財調査報告書　第45集　関山貝塚－第4調
査地点－　根金大山遺跡－第2調査地点－　荒川附遺
跡－第21調査地点

蓮田市教育委員会 B5

平成21年3月31日
蓮田市文化財調査報告書　第46集　久台遺跡－第9調
査地点－　荒川附遺跡－第22調査地点－　附編　黒浜
貝塚－低地部地質調査及び自然科学分析調査報告－

蓮田市教育委員会 B5

平成22年3月31日

蓮田市文化財調査報告書　第47集　山の内遺跡－第4
調査地点－　ささら遺跡－第8調査地点－　ささら遺
跡－第9調査地点－宿上遺跡－第17調査地点－　附編
黒浜貝塚周辺科学分析調査報告

蓮田市教育委員会 B5

平成23年3月31日
蓮田市文化財調査報告書　第48集　宿上遺跡－第18調
査地点－　山の内遺跡－第5調査地点－　黒浜貝塚－
物理探査及び科学分析結果・年代測定結果報告－

蓮田市教育委員会 B5



平成24年3月28日

蓮田市文化財調査報告書　第49集　宿下遺跡－第23調
査地点－　根金大山遺跡－第3調査地点－　山の内遺
跡－第8調査地点－　山の内遺跡－第9調査地点－　附
編－黒浜貝塚ボ－リング及び科学分析調査報告－

蓮田市遺跡調査会 B5

平成25年3月29日

蓮田市文化財調査報告書　第50集　宿下遺跡－第24調
査地点－　宿上遺跡－第19調査地点－　山の内遺跡－
第11調査地点－　馬込八番遺跡－第13調査地点－　附
編－黒浜貝塚地形電波調査報告－

蓮田市教育委員会 A4

平成26年3月31日
蓮田市文化財調査報告書　第51集　宿浦遺跡－第20調
査地点－　宿浦遺跡－第22調査地点－　荒川附遺跡－
第25調査地点－　天神前遺跡－第31調査地点－

蓮田市教育委員会 A4

平成26年3月31日
蓮田市文化財調査報告書　第52集　国指定史跡　黒浜
貝塚　地質調査・物理探査・科学分析総合調査報告書

蓮田市教育委員会 A4 付DVD

平成26年3月31日

蓮田市文化財調査報告書　第53集　宿浦遺跡　黒浜土
地区画整理事業に伴う発掘調査3　－23’区－　－第
15地点－　－第16地点－　－第21地点－　－第23地点
－　－第24地点－　－第25地点－

蓮田市教育委員会 B5

平成27年3月31日

蓮田市文化財調査報告書　第54集　山の内遺跡－第12
調査地点－　山の内遺跡－第13調査地点－　荒川附遺
跡－第26調査地点－　炭釜屋敷貝塚－第2調査地点－
綾瀬貝塚－第1調査地点－　黒浜貝塚詳細確認調査報
告

蓮田市教育委員会 A4

平成28年3月31日
蓮田市文化財調査報告書　第55集　関山貝塚－第5調
査地点－　殿の下遺跡－第3調査地点－　黒浜貝塚詳
細確認調査報告

蓮田市教育委員会 A4

平成29年3月29日
埼玉県蓮田市文化財調査報告書　第56集　井沼遺跡－
第3調査地点－　黒浜貝塚詳細確認調査報告－第1期整
備工事（椿山のムラ）－

蓮田市教育委員会 A4

平成30年3月30日
埼玉県蓮田市文化財調査報告書　第57集　井沼館跡－
第2次調査地点－・帆立山遺跡－第4調査地点－・黒浜
寺前遺跡－第2調査地点－

蓮田市教育委員会 A4

平成31年3月29日
埼玉県蓮田市文化財調査報告書第58集　請野遺跡-第1
調査地点-　城東谷遺跡-第1調査地点-　九台遺跡-第
12調査地点-

蓮田市教育委員会 A4

平成31年3月29日
埼玉県蓮田市文化財調査報告書第59集　椿山遺跡-第
12調査地点-

蓮田市教育委員会 A4

平成31年3月29日
埼玉県蓮田市文化財調査報告書第60集　正御地遺跡-
第1調査地点-

蓮田市教育委員会 A4

平成20年3月 国指定史跡　黒浜貝塚　－保存管理計画策定報告書－ 蓮田市教育委員会 A4

平成26年3月
国指定史跡　黒浜貝塚　－整備基本構想・基本計画策
定報告書－

蓮田市教育委員会 A4

国指定史跡　黒浜貝塚 蓮田市 A4
国指定史跡黒浜貝塚整備事業計画（案） （蓮田市教育委員会） ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ （A3二つ折）

平成12年3月31日 蓮田市石造物調査報告書　第6集　根金の石造物 蓮田市教育委員会 A4

平成13年3月29日
蓮田市石造物調査報告書　第7集　貝塚の石造物・上
蓮田Ⅰの石造物

蓮田市教育委員会 A4



平成14年3月29日
蓮田市石造物調査報告書　第8集　上蓮田の石造物
Ⅱ・馬込の石造物

蓮田市教育委員会 A4

平成15年3月20日 蓮田市石造物調査報告書　第9集　閏戸の石造物 蓮田市教育委員会 A4
平成16年3月30日 蓮田市石造物調査報告書　第10集　下蓮田の石造物 蓮田市教育委員会 A4

平成16年12月10日
蓮田市石造物調査報告書　第11集　城・新宿の石造物
川島の石造物　笹山の石造物　江ヶ崎の石造物

蓮田市教育委員会 A4

平成17年3月30日 蓮田市石造物調査報告書　第12集　黒浜の石造物 蓮田市教育委員会 A4

平成5年4月 「かわらばん　文化財」　第5号
蓮田市教育委員会社会教育
課

A5

平成11年3月30日 てくてく・まっぷ～Ｔｉｍｅ trip HASUDA～ 蓮田市教育委員会 変型 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

平成17年3月31日 蓮田の年中行事と祭り
社会教育課（郷土資料
館）

蓮田市教育委員会 B5

平成24年10月30日
2012　市制施行40周年記念企画展　蓮田の生い立ち－
いにしえの足跡から市制施行40周年まで－

蓮田市文化財展示館 蓮田市教育委員会 A4

平成25年
2013企画展　最新収蔵品・出土品展－蓮田のお宝
vol.2－

蓮田市文化財展示館 A4 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

（2014.10.28～
2015.2.15）

2014企画展　災害と蓮田　－太古から様々な災害と向
き合った人々－

蓮田市文化財展示館 蓮田市教育委員会 A4

（平成27年11月3
日）

2015 企画展　最新収蔵品・出土品展　－蓮田のお宝
vol.3－

蓮田市文化財展示館 蓮田市教育委員会 A4

（平成28年11月1日
～平成29年2月19
日）

黒浜貝塚国指定10周年記念企画展　埼玉県の関山式土
器・黒浜式土器～縄文時代前期前半の文化形成～

蓮田市文化財展示館 蓮田市教育委員会 A4

平成18年3月31日 資料館だより　～第1号～ 蓮田市郷土資料館 A4

平成11年10月29日
蓮田市遺跡調査会調査報告書　第26集　馬込八番遺跡
－第7・8調査地点－

蓮田市遺跡調査会 B5

平成13年11月30日
蓮田市遺跡調査会調査報告書　第27集　宿上遺跡　－
第11調査地点－

蓮田市遺跡調査会 B5

平成13年12月20日
蓮田市遺跡調査会調査報告書　第28集　宿下遺跡　－
第22調査地点－

蓮田市遺跡調査会 B5

平成21年12月28日
蓮田市遺跡調査会調査報告書　第31集　荒川附遺跡
－第14調査地点－　－第16調査地点－　－第17調査地
点－

蓮田市遺跡調査会 B5

平成23年12月22日
蓮田市遺跡調査会調査報告書　第32集　坂堂貝塚－第
2調査地点－　ささら遺跡－第8調査地点－

蓮田市遺跡調査会 B5

　鳩山町
平成18年3月31日 鳩山町史1　鳩山の歴史　上 鳩山町史編集委員会 鳩山町 A4
平成18年3月31日 鳩山町史2　鳩山の歴史　下 鳩山町史編集委員会 鳩山町 A4
平成18年3月31日 鳩山町史　別巻1　鳩山の民俗 鳩山町史編集委員会 鳩山町 A4
平成18年3月31日 鳩山町史　別巻2　鳩山の地誌 鳩山町史編集委員会 鳩山町 A4
平成17年3月3日 鳩山町史　別巻3　鳩山の自然【植物】 鳩山町史編集委員会 鳩山町 A4

平成11年10月29日
鳩山町史編さん調査報告書　第1集　高野倉　－歴史
と史料－

鳩山町史編集委員会 鳩山町 A4

平成13年3月30日 鳩山町史編さん調査報告書　第2集　鳩山風土記稿 鳩山町史編集委員会 鳩山町 A4
平成14年3月29日 鳩山町史編さん調査報告書　第3集　鳩山の地名 鳩山町史編集委員会 鳩山町 A4
平成15年3月31日 鳩山町史編さん調査報告書　第4集　鳩山の修験 鳩山町史編集委員会 鳩山町 A4



平成15年3月31日
鳩山町史編さん調査報告書　第5集　鳩山の中世石造
物

鳩山町史編集委員会 鳩山町 A4

平成16年3月31日 鳩山町史編さん調査報告書　第6集　鳩山の近代 鳩山町史編集委員会 鳩山町 A4
平成16年3月31日 鳩山町史編さん調査報告書　第7集　鳩山の中世 鳩山町史編集委員会 鳩山町 A4
平成17年3月3日 鳩山町史編さん調査報告書　第8集　近世鳩山図誌 鳩山町史編集委員会 鳩山町 A4

平成18年3月31日
鳩山町史編さん調査報告書　第9集　目で見る鳩山100
年

鳩山町史編集委員会 鳩山町 A4

平成19年3月30日
鳩山町史編さん調査報告書　第10集　鳩山の遺跡・古
代窯業

鳩山町教育委員会 鳩山町 A4

平成10年3月31日 鳩山町史研究　創刊号 鳩山町教育委員会 A5
平成16年3月31日 鳩山町史研究　第4号 鳩山町教育委員会 A5
平成13年3月30日 鳩山町史研究　第3号 鳩山町教育委員会 A5

平成24年3月30日
鳩山町文化財調査報告書　第2集　高野倉村名主家文
書目録

鳩山町教育委員会 A4

平成6年11月18日 第8回文化財展　「拓本にみる鳩山の板碑」 鳩山町教育委員会 B5
平成元年3月20日 鳩山町埋蔵文化財調査報告　第3集　中丸遺跡 鳩山町教育委員会 B5

平成元年3月25日
鳩山町埋蔵文化財調査報告　第4集　埋蔵文化財の調
査（昭和62年度）

鳩山町教育委員会 B5

平成元年6月30日 鳩山町埋蔵文化財調査報告　第5集　境田遺跡
鳩山町遺跡調査会・鳩山町
教育委員会

B5

平成3年3月30日 鳩山町埋蔵文化財調査報告　第9集　十郎横穴墓群 鳩山町教育委員会 A4

平成12年3月31日
鳩山町埋蔵文化財調査報告　第20集　天沼遺跡　第2
次発掘調査報告書

鳩山町教育委員会 A4

平成12年3月31日
鳩山町埋蔵文化財調査報告　第21集　町内遺跡Ⅲ－中
遺跡発掘調査・平成10年度確認調査報告書－

鳩山町教育委員会 A4

平成13年3月28日
鳩山町埋蔵文化財調査報告　第22集　町内遺跡Ⅳ－平
成11・12年度確認調査報告書－

鳩山町教育委員会 A4

平成13年3月28日
鳩山町埋蔵文化財調査報告　第23集　鳩山町の埋蔵文
化財（3）－平成7・8・9年度確認調査報告書－

鳩山町教育委員会 A4

平成13年3月28日 鳩山町埋蔵文化財調査報告　第24集　愛宕遺跡
鳩山町遺跡調査会・鳩山町
教育委員会

A4

平成15年3月31日 鳩山町埋蔵文化財調査報告　第25集　町内遺跡Ⅴ 鳩山町教育委員会 A4

平成15年3月31日
鳩山町埋蔵文化財調査報告　第26集　鳩山町遺跡分布
調査報告書

鳩山町教育委員会 A4

平成20年3月31日
鳩山町埋蔵文化財調査報告　第27集　今宿東遺跡群Ⅰ
－天神台・天神台東・糀谷・小路谷・台遺跡発掘調査
報告書－

鳩山町遺跡調査会・鳩山町
教育委員会

A4

平成16年3月31日
鳩山町埋蔵文化財調査報告　第28集　町内遺跡Ⅵ　－
仮宿遺跡第2次　平成15年度確認調査報告書－

鳩山町教育委員会 A4

平成16年3月31日 鳩山町埋蔵文化財調査報告　第29集　泉井山下遺跡
鳩山町教育委員会・鳩山町
遺跡調査会

A4

平成18年3月31日
鳩山町埋蔵文化財調査報告　第30集　町内遺跡Ⅶ　－
平成16・17年度発掘調査・確認調査報告書－

鳩山町教育委員会 A4

平成19年3月30日 鳩山町埋蔵文化財調査報告　第31集　今宿東遺跡群Ⅱ
鳩山町遺跡調査会・鳩山町
教育委員会

A4

平成20年3月31日 鳩山町埋蔵文化財調査報告　第32集　町内遺跡Ⅷ 鳩山町教育委員会 A4



平成20年3月31日
鳩山町埋蔵文化財調査報告　第33集　追ヶ谷戸遺跡
発掘調査報告書

鳩山町遺跡調査会・鳩山町
教育委員会

A4

平成21年3月31日 鳩山町埋蔵文化財調査報告　第34集　今宿東遺跡群Ⅲ
鳩山町遺跡調査会・鳩山町
教育委員会

A4

平成21年3月31日 鳩山町埋蔵文化財調査報告　第35集　町内遺跡Ⅸ 鳩山町教育委員会 A4
平成24年3月19日 鳩山町埋蔵文化財調査報告　第39集　町内遺跡11 鳩山町教育委員会 A4
平成24年3月31日 鳩山町埋蔵文化財調査報告　第40集　赤沼高在家遺跡 鳩山町教育委員会 A4
平成26年3月18日 鳩山町埋蔵文化財調査報告　第41集　町内遺跡12 鳩山町教育委員会 A4

平成26年12月24日
鳩山町埋蔵文化財調査報告　第42集　町内遺跡13　平
成25年度国庫補助事業調査報告書

鳩山町教育委員会 A4

平成27年3月13日
鳩山町埋蔵文化財調査報告　第43集　天神台遺跡第7
次

鳩山町教育委員会 A4

平成28年3月31日
鳩山町埋蔵文化財調査報告書　第44集　新沼窯跡　第
1次～第4次発掘調査報告書

鳩山町教育委員会 A4

平成14年3月29日 文化財だより　－第22号－ 鳩山町文化財保護委員会 鳩山町教育委員会 A4
平成15年3月31日 文化財だより　－第23号－ 鳩山町文化財保護委員会 鳩山町教育委員会 A4
平成20年3月31日 文化財だより　－第27集－ 鳩山町文化財保護委員会 鳩山町教育委員会 A4

　羽生市
平成元年3月31日 羽生市の文化財 羽生市教育委員会 B5

羽生昔がたり　第10巻 羽生市秘書広報課 B5

羽生昔がたり　第13巻
羽生市秘書広報課広聴広報
係

B5

昭和63年3月31日 羽生領二十一ヶ所札所めぐり－浄土への祈り－ 羽生郷土研究会 羽生市教育委員会 A5

平成8年7月30日 国指定30周年記念　ムジナモ保護の歩み
羽生市教育委員会社会教
育課

羽生市教育委員会 B5

平成27年3月30日 宝蔵寺沼ムジナモ自生地緊急調査報告書 羽生市教育委員会 A4

2015年
国指定天然記念物「宝蔵寺沼ムジナモ自生地」保存管
理計画

羽生市教育委員会 A4

国指定天然記念物　宝蔵寺沼　ムジナモ自生地
羽生市ムジナモ保存会・羽
生市教育委員会

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

平成22年3月26日
羽生市文化財調査報告書　第2集　羽生市諸家古文書
目録Ⅱ

羽生市教育委員会 A4

平成23年3月25日
羽生市文化財調査報告書　第3集　羽生市諸家古文書
目録Ⅲ

羽生市教育委員会 A4

平成22年3月31日
羽生市文化財調査報告書　第4集　羽生古墳群－利根
川中流域右岸における古墳の測量調査－

大正大学文学部歴史学
科・羽生市教育委員会

羽生市教育委員会 A4

平成21年3月10日
羽生市発掘調査報告書　第2集　大道遺跡（羽生市立
西中学校建設に伴う埋蔵文化財発掘調査）

羽生市教育委員会 A4

平成25年3月19日
羽生市発掘調査報告書　第3集　堀越屋敷跡（五輪塔
覆屋建築に伴う埋蔵文化財発掘調査）（保存目的の範
囲確認調査）

羽生市教育委員会 A4

平成26年3月20日
羽生市発掘調査報告書　第4集　小松古墳群1号墳（水
道管敷設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査）

羽生市教育委員会 A4

平成29年3月10日
羽生市発掘調査報告書　第5集　永明寺古墳（保存目
的の範囲確認調査）

羽生市教育委員会 A4



平成30年3月23日
羽生市発掘調査報告書　第6集　中岩瀬遺跡（土地区
画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査）

羽生市教育委員会
羽生市岩瀬土地区画整理組
合

A4

平成28年1月30日
埼玉県指定記念特別展　展示図録　「永明寺古墳とそ
の時代―武蔵国村君の大古墳―」

羽生市教育委員会 A4

　飯能市
昭和57年12月27日 飯能市史　年表 飯能市史編集委員会 飯能市 B5
昭和58年3月1日 飯能市史　資料編Ⅵ　民俗 飯能市史編集委員会 飯能市 B5
昭和59年1月26日 飯能市史　資料編Ⅶ　行政二 飯能市史編集委員会 飯能市 B5
昭和59年1月26日 飯能市史　資料編Ⅷ　近世文書 飯能市史編集委員会 飯能市 B5
昭和60年2月13日 飯能市史　資料編Ⅸ　飯能の自然－動物 飯能市史編集委員会 飯能市 B5
昭和60年3月20日 飯能市史　資料編Ⅹ　産業 飯能市史編集委員会 飯能市 B5
昭和61年3月31日 飯能市史　資料編ⅩⅠ　地名・姓氏 飯能市史編集委員会 飯能市 B5 付図
昭和61年7月30日 飯能市史　資料編ⅩⅡ　飯能の自然－地形・地質 飯能市史編集委員会 飯能市 B5
昭和63年2月11日 飯能市史　通史編 飯能市史編集委員会 飯能市 A5
昭和63年3月 飯能市史編さん事業　完了報告書 飯能市秘書広報課 A5
昭和55年3月2日・
平成4年12月18日三

飯能の仏像　Ⅰ 飯能市教育委員会 B5

昭和56年3月10日 飯能の仏像　Ⅱ 飯能市教育委員会 B5
平成13年3月31日 飯能の民家 飯能市教育委員会 A4
平成17年3月31日 飯能の石塔　－浄土への道標－ 飯能市教育委員会 A4
平成18年3月21日 飯能の獅子舞　－舞い狂う祓いの芸能－ 飯能市教育委員会 A4

平成20年3月31日 名栗の歴史（上）
飯能市名栗村史編集委員
会

飯能市教育委員会 A5

平成22年3月20日 名栗の歴史（下）
飯能市名栗村史編集委員
会

飯能市教育委員会 A5

平成20年3月31日 名栗の民俗（下） さいたま民俗文化研究所 飯能市教育委員会 A5
平成21年3月31日 飯能市指定有形文化財店蔵絹甚復原修理工事報告書 飯能市教育委員会 A4

平成24年3月31日
飯能の社寺建築　－埼玉県飯能市社寺建築調査報告書
－

飯能市教育委員会 A4

平成31年3月31日 天覧山・多峯主山の植物　夏編 飯能市教育委員会 A5
平成28年3月28日 富士見市文化財総合目録～水が育んだ文化～ 富士見市教育委員会 A4
平成3年3月30日 飯能の指定文化財 飯能市教育委員会 B6
平成21年3月31日 飯能の指定文化財 飯能市教育委員会 B5

平成14年12月1日 飯能　文化財時報　第129号
飯能市文化財保護審議委
員会

飯能市教育委員会 A4

平成15年3月31日 飯能　文化財時報　第130号
飯能市文化財保護審議委
員会

飯能市教育委員会 A4

平成15年12月1日 飯能　文化財時報　第131号
飯能市文化財保護審議委
員会

飯能市教育委員会 A4

平成16年3月31日 飯能　文化財時報　第132号
飯能市文化財保護審議委
員会

飯能市教育委員会 A4

平成18年3月31日 飯能　文化財時報　第134号
飯能市文化財保護審議委
員会

飯能市教育委員会 A4

平成22年3月31日 飯能　文化財時報　第138号
飯能市文化財保護審議委
員会

飯能市教育委員会 A4



平成23年3月31日 飯能　文化財時報　第139号
飯能市文化財保護審議委
員会

飯能市教育委員会 A4

平成24年3月30日 飯能　文化財時報　第140号
飯能市文化財保護審議委
員会

飯能市教育委員会 A4

平成25年3月29日 飯能　文化財時報　第141号 飯能市教育委員会 A4
平成26年3月31日 飯能　文化財時報　第142号 飯能市教育委員会 A4
平成27年3月31日 飯能　文化財時報　第143号 飯能市教育委員会 A4
平成28年3月31日 飯能　文化財時報　第144号 飯能市教育委員会 A4
平成29年3月31日 飯能　文化財時報　第145号 飯能市教育委員会 A4
平成30年3月31日 飯能　文化財時報　第146号 飯能市教育委員会 A4
平成31年3月31日 飯能　文化財時報　第14７号 飯能市教育委員会 A4

平成2年3月31日
飯能市内遺跡群発掘調査報告書　7　飯能の遺跡（9）
張摩久保遺跡第12次調査

飯能市教育委員会 B5

平成4年3月31日
西川小遺跡（第1・2次）発掘調査報告書　飯能の遺跡
（13）

飯能市教育委員会 B5

平成12年3月20日
飯能市内遺跡発掘調査報告書　12　大河原森下遺跡第
1次調査

飯能市教育委員会 A4

平成12年2月10日
飯能市内遺跡発掘調査報告書　14　飯能の遺跡（28）
甲新田遺跡　第2次調査・張摩久保遺跡　第28次調査

飯能市教育委員会 A4

平成12年3月10日
県営かんがい排水事業（排水対策特別型）（南小畦地
区）発掘調査報告書　飯能の遺跡（29）　栗木田向遺
跡第1次調査

飯能市教育委員会 A4

平成13年3月31日
医療法人くすのき会飯能ホスピタル地内埋蔵文化財発
掘調査報告書　落合上ノ台遺跡第1次調査

飯能市教育委員会 A4

平成15年3月31日

天王前遺跡　市単独事業発掘調査報告書　飯能の遺跡
（31）　天王前遺跡/芳ヶ谷遺跡第1次調査　張摩久保
遺跡第27次調査/小久保向原遺跡第2次調査・郷路遺跡
第1次調査　森ノ木遺跡第1次調査/菅沢遺跡第1次調査

飯能市教育委員会 A4

平成16年3月31日
飯能の遺跡（32）　滝ノ下遺跡第1次調査／原郷遺跡
第1次調査／茶内遺跡第2次調査／ヨマキ遺跡第1次調
査／旭原遺跡第2・第3次調査　他

飯能市教育委員会 A4

平成17年3月15日

新井原遺跡第7次調査他　市単独事業発掘調査報告書
飯能の遺跡（33）　新井原遺跡　第7次調査／株木遺
跡　第3次調査／栗屋遺跡　第6次調査／飯能上野遺跡
第2次調査

飯能市教育委員会 A4

平成18年3月31日
飯能焼原窯跡　市単独事業発掘調査報告書　飯能の遺
跡（34）　飯能焼原窯跡第3～5次

飯能市教育委員会 A4

平成19年11月30日 飯能の遺跡（35）　飯能焼原窯跡　第6次調査 飯能市教育委員会 A4 付図2

平成20年3月17日
飯能市内遺跡発掘調査報告書　16　飯能市遺跡分布調
査報告書Ⅱ　―名栗地域―

飯能市教育委員会 A4

平成21年1月30日

飯能市内遺跡発掘調査報告書　17　飯能の遺跡（36）
芋久保遺跡　第4次調査・堂ノ根遺跡　第2次調査・栗
屋遺跡　第8次調査・張摩久保遺跡　第29次調査・張
摩久保遺跡　第30次調査・張摩久保遺跡　第32次調
査・張摩久保遺跡　第34次調査

飯能市教育委員会 A4



平成23年3月31日

飯能市内遺跡発掘調査報告書　18　飯能の遺跡（37）
飯能上野遺跡　第3次調査・旭原遺跡　第4次調査・旭
原遺跡　第5次調査・旭原遺跡　第7A次調査・旭原遺
跡　第7B次調査・旭原遺跡　第8次調査・旭原遺跡
第9次調査・旭原遺跡　第11次調査・茶内遺跡　第3次
調査

飯能市教育委員会 A4

平成23年3月31日
飯能の遺跡（38）　三ｹ谷戸遺跡　第1・2次調査　丙
新田遺跡　第2次調査

飯能市教育委員会 A4

平成24年3月30日 飯能の遺跡（39） 飯能市教育委員会 A4

平成25年3月29日
飯能の遺跡（40）　横道下遺跡第1～5次調査Ⅰ（古代
編）

飯能市教育委員会 A4

平成26年3月28日 飯能の遺跡（41）　堂前遺跡　第6～10次調査 飯能市教育委員会 A4

平成27年3月31日
飯能市内遺跡発掘調査報告書　19　飯能の遺跡（42）
加能里遺跡　第41次調査・県指定史跡中山信吉墓　第
1次調査・秋津遺跡　第1次調査

飯能市教育委員会 A4

平成29年3月28日
飯能の遺跡（43）　永田久保遺跡　第1次調査・池ノ
東遺跡　第4次～6次調査

飯能市教育委員会 A4

平成30年3月30日

飯能市内遺跡発掘調査報告書　20　飯能の遺跡（44）
芋久保遺跡　第6次調査・ヤタリ遺跡　第2次調査・栗
屋遺跡　第10次調査・向原Ｂ遺跡　第3～6次調査・大
六天遺跡　第2・3次調査・道間遺跡　第3・4・7次調
査

埼玉県飯能市教育委員会 A4

平成31年3月29日
飯能の遺跡（45）横道下遺跡第1次～5次調査Ⅱ（縄文
時代編）

埼玉県飯能市教育委員会 A4

平成23年3月1日 はんのう遺跡分布地図
飯能市教育委員会生涯学習
課

A4

平成22年3月31日 はんのう文化財マップⅢ　－原市場・名栗地区－
飯能市教育委員会生涯学習
課
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平成23年3月31日 はんのう文化財マップⅣ　－飯能・南高麗地区－
飯能市教育委員会生涯学習
課

A4

平成18年3月31日 はんのう　お宝スポット　VOL.5
飯能市教育委員会生涯学習
課

A4

平成23年3月31日 はんのう　お宝スポット　VOL.6
飯能市教育委員会生涯学習
課

A4

平成25年3月29日 はんのう　お宝スポット　VOL.8
飯能市教育委員会教育部生
涯学習課（文化財担当）

A4

平成26年3月31日 はんのう　お宝スポット　VOL.9
飯能市教育委員会教育部生
涯学習課（文化財担当）

A4

平成27年3月31日 はんのう　お宝スポット　VOL.10
飯能市教育委員会教育部生
涯学習課（文化財担当）

A4

平成28年3月31日 はんのう　お宝スポット　VOL.11
飯能市教育委員会教育部生
涯学習課（文化財担当）

A4

平成29年3月31日 はんのう　お宝スポット　VOL.12
飯能市教育委員会教育部生
涯学習課

A4



平成30年3月31日 はんのう　お宝スポット　VOL.13
飯能市教育委員会生涯学習
スポーツ部生涯学習課（文
化財担当）

A4

平成31年3月31日 はんのう　お宝スポット　VOL.14
飯能市教育委員会生涯学習
スポーツ部生涯学習課（文
化財担当）

A4

平成28年3月31日 落合西光寺双盤念仏　埼玉県飯能市
平成2７年度埼玉県民俗
文化財を活かした地域活
性化実行委員会

飯能市教育委員会 DVD

平成6年3月31日 平成6年度特別展図録「幕末・明治の幻陶　飯能焼」 飯能市郷土館 B5

平成6年10月11日
平成6年特別展図録「ジャパン・マイセン　－瀬戸の
磁器人形－」

飯能市郷土館 B5

平成7年10月 特別展　飯能の村医者－幕末・明治の医療－ 飯能市郷土館 B5
平成8年4月 猫・ねずみ　絵ぞうし展 飯能市郷土館 B5

平成8年10月14日
特別展図録「飯能の刀匠　－小沢正壽を中心として
－」

飯能市郷土館 A4

平成9年10月14日 特別展図録「祈りのメッセージ　－飯能の絵馬－」 飯能市郷土館 A4

平成10年3月31日
特別展図録「高麗の里の独楽展　～昔遊びのすすめ
～」

飯能市郷土館 B5

平成10年10月14日 特別展図録「時の記憶　－飯能の写真展－」 飯能市郷土館 A4
平成11年3月19日 特別展図録「収蔵品展－美術品を中心にして－」 飯能市郷土館 A4
平成12年2月5日 飯能スポーツ　特別展　平成12年2月6日～3月26日 飯能市郷土館 A4

平成12年10月3日
特別展図録「飯能、戦後のくらし～私たちを豊かにし
たモノ～」

飯能市郷土館 A4

平成13年10月13日
特別展図録「黎明のとき－飯能焼・原窯からの発信
－」

飯能市郷土館 A4

平成17年10月9日
特別展　飯能の水力発電　～吾野・名栗に電気がひけ
た日～

飯能市郷土館 A4

平成19年10月13日 特別展　西川林業の道具　－森林文化の遺産－ 飯能市郷土館 A4

平成24年10月11日
特別展　山上の霊地　－子ノ権現・竹寺・高山不動・
岩殿観音－

飯能市郷土館 A4

平成25年10月13日
特別展　飯能方面湖水の如し　－失われる災害の記憶
－

飯能市郷土館 A4

平成26年10月12日
特別展　機屋の挑戦　－明治から昭和へ、小槻工場物
語－

飯能市郷土館 A4

平成28年10月9日
高麗郡建郡1300年記念特別展　高麗人集結　―霊亀二
年にやってきた開拓者たち―

飯能市郷土館 A4

平成30年10月12日 特別展　吾野～未来へつなぐ地域の記録～ 飯能市博物館 A4
平成30年3月31日 常設展示図録　飯能市立博物館展示ガイドブック 飯能市郷土館 A4
平成6年3月30日 飯能昭和史年表 飯能市郷土館 A5
平成17年11月30日 名栗村史科目録　第7集　名栗村関係埼玉県行政文書 名栗村史編集委員会 飯能史郷土館 B5
平成18年3月31日 名栗村史科目録　第8集　豊住三芳家（5区）文書 名栗村史編集委員会 飯能史郷土館 B5

平成19年3月31日
名栗村史科目録　第9集　加藤衛拡家（5区）・槙田む
津み家（12区）文書

名栗村史編集委員会 飯能史郷土館 B5

平成18年3月31日 名栗村史研究　那栗郷　5 名栗村史編集委員会 飯能史郷土館 B5
平成19年3月31日 名栗村史研究　那栗郷　6　名栗の近代史料 名栗村史編集委員会 飯能史郷土館 B5



平成15年3月31日
飯能市郷土館収蔵資料目録1　写真資料目録Ⅰ－明治
～昭和初期－

飯能市郷土館 A4

平成17年3月31日
飯能市郷土館収蔵資料目録2　写真資料目録Ⅱ－昭
和・平成－

飯能市郷土館 A4

平成19年3月31日
飯能市郷土館収蔵資料目録3　埼玉県指定有形民俗文
化財　飯能の西川材関係用具

飯能市郷土館 A4

平成21年3月20日
飯能市郷土館収蔵資料目録4（収蔵文書目録その1）
武蔵国高麗郡矢颪村　中村家文書目録

飯能市郷土館 A4

平成23年3月31日
飯能市郷土館収蔵資料目録5　写真資料目録Ⅲ－名栗
地区－

飯能市郷土館 A4

平成26年3月20日
飯能市郷土館収蔵資料目録6（民俗資料目録2）　護
符・版木など

飯能市郷土館 A4

平成28年3月31日
飯能市郷土館収蔵資料目録7（収蔵文書目録その2）
原市場地区諸家文書目録

飯能市郷土館 A4

平成30年3月20日
飯能市郷土館収蔵資料目録8　（収蔵文書目録その3）
武蔵国秩父郡　南村岡部家・北川村淺海公介家文書目
録

飯能市郷土館 A4

平成24年3月31日 飯能戦争関係史料集 飯能市郷土館 B5

平成24年3月31日
旧平岡レース（株）　事務所棟・食堂棟　調査報告書
－建築家「遠藤　新」健物調査－

飯能市郷土館 A4

平成13年3月31日 飯能市郷土館研究紀要　第1号 飯能市郷土館 A4
平成14年3月31日 飯能市郷土館研究紀要　第2号 飯能市郷土館 A4
平成16年3月31日 飯能市郷土館研究紀要　第3号 飯能市郷土館 A4
平成20年3月31日 飯能市郷土館研究紀要　第4号 飯能市郷土館 A4
平成25年3月31日 飯能市郷土館研究紀要　第6号 飯能市郷土館 A4
平成29年3月24日 飯能市郷土館研究紀要　第8号 飯能市郷土館 A4

平成12年3月31日
飯能市郷土館館報　郷土館のプロフィール　第2号
（活動報告書）　平成8年度～平成10年度

飯能市郷土館 A4

平成15年3月
飯能市郷土館館報　郷土館のプロフィール　第3号
（活動報告書）

飯能市郷土館 A4

平成18年3月31日
飯能市郷土館館報　郷土館のプロフィール　第4号
（活動報告書）

飯能市郷土館 A4

平成21年3月31日
飯能市郷土館館報　郷土館のプロフィール　第5号
（活動報告書）

飯能市郷土館 A4

平成23年3月31日
飯能市郷土館館報　郷土館のプロフィール　第7号
（活動報告書）

飯能市郷土館 A4

平成24年3月31日
飯能市郷土館館報　郷土館のプロフィール　第8号
（活動報告書）

飯能市郷土館 A4

平成25年3月31日
飯能市郷土館館報　郷土館のプロフィール　第9号
（活動報告書）

飯能市郷土館 A4

平成26年3月31日
飯能市郷土館館報　郷土館のプロフィール　第10号
（活動報告書）

飯能市郷土館 A4

平成28年3月31日
飯能市郷土館館報　郷土館のプロフィール　第12号
（活動報告書）　平成26年度

飯能市郷土館 A4

平成29年3月15日
飯能市郷土館館報　郷土館のプロフィール（実績報告
書）　第13号　平成27年度

飯能市郷土館 A4



平成30年3月29日
飯能市郷土資料館館報　郷土館のプロフィール（実績
報告書）　第14号

飯能市郷土館 A4

平成11年3月31日
飯能日高ゴルフコース地内埋蔵文化財調査報告書　大
日向遺跡・八王子遺跡

飯能市遺跡調査会 A4

平成12年3月20日
飯能市遺跡調査会発掘調査報告書　12　大河原森下遺
跡第1次調査

飯能市遺跡調査会 A4

平成19年3月30日

笠縫土地区画整理事業地内埋蔵文化財調査報告書　3
新井原遺跡　第5次調査ほか　新井原遺跡　第5・6・8
～10次調査・榎戸遺跡　第3次調査・後際遺跡　第1次
調査・六道遺跡　第1・2次調査・加能里遺跡　第19次
調査・新堀西遺跡　第1次調査

飯能市遺跡調査会 A4

平成23年3月28日
岩沢北部土地区画整理事業地内埋蔵文化財調査報告書
1　加能里遺跡第36次調査ほか　加能里遺跡　第34・
36・37・39・40次調査

飯能市遺跡調査会 A4

平成28年3月18日
岩沢北部土地区画整理事業地内埋蔵文化財調査報告書
2　加能里遺跡　第42次・43次調査

飯能市遺跡調査会 A4

平成12年3月31日 埼玉県指定有形文化財長光寺本堂修理工事報告書 長光寺 A4
　名栗村

昭和57年3月20日 名栗之石佛 名栗村教育委員会 A5
平成6年3月31日 名栗の仏像　－名栗村仏像調査報告書－ 名栗村仏像調査委員会 名栗村教育委員会 B5
平成16年11月30日 名栗の民俗（上） さいたま民俗文化研究所 名栗村教育委員会 A5
平成12年3月31日 名栗村史料目録　第1集　名栗村森林組合文書 名栗村史資料調査委員会 名栗村教育委員会 B5

平成13年3月31日
名栗村史科目録　第2集　柏木家（9区）　浅見欽一郎
家（12区）　佐野國太郎家（13区）　加藤樹家（13
区）

名栗村史資料調査委員会 名栗村教育委員会 B5

平成14年3月31日 名栗村史科目録　第3集　原田雅義家（7区）文書 名栗村史編集委員会 名栗村教育委員会 B5
平成15年3月31日 名栗村史科目録　第4集　平沼宏之家（7区）文書 名栗村史資料調査委員会 名栗村教育委員会 B5
平成15年3月31日 名栗村史科目録　第5集　小澤高司家（4区）文書 名栗村史資料調査委員会 名栗村教育委員会 B5
平成16年7月1日 名栗村史科目録　第6集　下名栗地区諸家文書 名栗村史編集委員会 名栗村教育委員会 B5
平成12年3月31日 名栗村史研究　那栗郷　1 名栗村史資料調査委員会 名栗村教育委員会 B5
平成13年3月31日 名栗村史研究　那栗郷　2 名栗村史資料調査委員会 名栗村教育委員会 B5
平成14年3月31日 名栗村史研究　那栗郷　3 名栗村史資料調査委員会 名栗村教育委員会 B5
平成16年3月31日 名栗村史研究　那栗郷　4 名栗村史編集委員会 名栗村教育委員会 B5

　東秩父村
昭和61年8月1日 東秩父の石佛 東秩父村教育委員会 B5 付図

　東松山市
昭和60年3月31日 東松山市の歴史　上巻 市史編さん課 東松山市 A5
昭和60年3月31日 東松山市の歴史　中巻 市史編さん課 東松山市 A5
昭和61年3月25日 東松山市の歴史　下巻 市史編さん課 東松山市 A5

昭和57年8月20日
東松山市史　資料編　第2巻　古代～中世　文書・記
録　板石塔婆編

東松山市教育委員会市史
編さん課

東松山市 B5 地図

昭和59年3月30日
市史編さん調査報告　第25集　旗本領の村落の形成と
支配－武蔵国比企郡毛塚村を事例として－

東松山市 B5

昭和56年10月30日 東松山市石造記念物調査報告　石佛
東松山市教育委員会市史
編さん課

東松山市 B5 付図、付録



昭和60年3月31日 東松山市仏像調査報告　佛像
東松山市教育委員会市史
編さん課

東松山市 B5 分布図

昭和61年8月1日
平和への願いをこめて　戦時（平和）資料所在調査報
告書

東松山市立図書館 東松山市 B5

平成11年3月31日
東松山市文化財調査報告書　第23集　古凍14号墳（第
1・2次）　東松山市埋蔵文化財発掘調査報告

東松山市教育委員会 A4

平成15年3月31日
東松山市文化財調査報告書　第24集　杉の木遺跡（第
3次）　東松山市埋蔵文化財発掘調査報告

東松山市教育委員会 A4

平成20年3月31日
東松山市文化財調査報告書　第26集　おくま山古墳
（第1・2次）　東松山市埋蔵文化財発掘調査報告

東松山市教育委員会 A4

平成21年3月31日
東松山市文化財調査報告書　第27集　大西遺跡（第9
次）　東松山市埋蔵文化財発掘調査報告

東松山市教育委員会 A4

平成21年11月30日
東松山市文化財調査報告書　第28集　代正寺遺跡（第
3次）　東松山市埋蔵文化財発掘調査報告

東松山市教育委員会 A4

平成24年3月31日
東松山市文化財調査報告書　第29集　三千塚古墳群
－発掘調査の概要－　東松山市埋蔵文化財発掘調査報
告

東松山市教育委員会 A4

平成25年3月31日
東松山市文化財調査報告書　第30集　東耕地遺跡（1
次～5次）・東耕地3号墳　埼玉県東松山市埋蔵文化財
発掘調査報告

東松山市教育委員会 A4

平成25年3月25日
東松山市文化財調査報告書　第31集　八幡遺跡（第9
次）埼玉県東松山市埋蔵文化財発掘調査報告

有限会社毛野考古学研究
所

東松山市教育委員会 A4

平成25年5月31日
東松山市文化財調査報告書　第32集　古吉海道遺跡
（第10次）　－埼玉県東松山市埋蔵文化財発掘調査報
告書－

東松山市教育委員会 A4

平成25年6月28日
東松山市文化財調査報告書　第33集　大西遺跡（第13
次）　埼玉県東松山市埋蔵文化財発掘調査報告

東松山市教育委員会 A4

平成26年3月25日
東松山市文化財調査報告書　第34集　八幡遺跡（第7
次）　埼玉県東松山市埋蔵文化財発掘調査報告

東松山市教育委員会 A4

平成26年7月30日
東松山市文化財調査報告書　第35集　山王裏遺跡（第
9次）　埼玉県東松山市埋蔵文化財発掘調査報告

有）毛野考古学研究所 東松山市教育委員会 A4

平成26年8月31日
東松山市文化財調査報告書　第36集　高坂三番町西遺
跡（第2次）　埼玉県東松山市埋蔵文化財発掘調査報
告

有）毛野考古学研究所 東松山市教育委員会 A4

平成27年3月24日
東松山市文化財調査報告書　埼玉県東松山市葛袋地区
化石調査報告書

東松山市教育委員会 A4

平成28年1月30日
東松山市文化財調査報告書　第37集　下寺前遺跡（第
21次）　－埼玉県東松山市埋蔵文化財発掘調査報告書
－

東松山市教育委員会・株式
会社東京航業研究所

A4

平成29年5月31日
東松山市文化財調査報告書　第38集　大西遺跡　（第
16次）　埼玉県東松山市埋蔵文化財発掘調査報告

東松山市教育委員会・関東
文化財振興会株式会社

A4

平成30年1月31日
東松山市文化財調査報告書　第39集　大西遺跡　（第
17次）　－埼玉県東松山市埋蔵文化財発掘調査報告－

東松山市教育委員会・株式
会社東京航業研究所

A4

平成30年8月7日
東松山市文化財調査報告書　第40集　高坂二番町西遺
跡　（第7次）　－埼玉県東松山市埋蔵文化財発掘調
査報告－

東松山市教育委員会・関東
文化財振興会株式会社

A4



平成30年8月31日
東松山市文化財調査報告書　第41集　代正寺遺跡
（第9次）　－埼玉県東松山市埋蔵文化財発掘調査報
告－

有限会社毛野考古学研究
所

東松山市教育委員会 A4

平成13年3月28日
「東松山上岡観音の絵馬市の習俗」調査・記録作成事
業報告書　東松山上岡観音の絵馬市の習俗

東松山市教育委員会 A4

平成24年3月 県指定史跡「若宮八幡古墳」修復保存整備報告書 東松山市教育委員会 A4

平成25年3月
東松山の化石図鑑　探そう！葛袋の1500万年前のサメ
の歯化石

東松山市葛袋地区化石利
活用検討委員会調査部会

東松山市教育委員会 変型

埼玉県で初めての発見！　三角縁陳氏作四神二獣鏡 東松山市教育委員会 A4

平成27年1月17日
市制施行60周年記念事業　シンポジウム　三角縁神獣
鏡と3～4世紀の東松山　発表要旨資料

東松山市教育委員会 A4

平成30年12月9日 シンポジウム　野本将軍塚古墳の時代　発表要旨 東松山市教育委員会 A4
平成13年3月31日 泉蔵寺総合調査報告書　東松山市文化財調査報告書 東松山市教育委員会 A4

平成29年5月31日
考古学リーダー26　市制施行60周年記念事業シンポジ
ウム　三角縁神獣鏡と3～4世紀の東松山

東松山市教育委員会 六一書房 A5

平成16年5月29日
東松山市遺跡調査会発掘調査報告書　第2集　上松本
遺跡（第2次）　東松山市埋蔵文化財発掘調査報告

東松山市遺跡調査会 A4

平成17年5月30日
東松山市遺跡調査会発掘調査報告書　第3集　高坂館
跡　東松山市埋蔵文化財発掘調査報告

東松山市遺跡調査会 A4

平成19年2月28日
東松山市遺跡調査会発掘調査報告書　第5集　見入遺
跡（第3次）　東松山市埋蔵文化財発掘調査報告

東松山市遺跡調査会 A4

平成20年6月30日
東松山市遺跡調査会発掘調査報告書　第6集　八幡遺
跡（第3・8次）　東松山市埋蔵文化財発掘調査報告

東松山市遺跡調査会 A4

　日高市
平成元年3月20日 日高町史　民俗編 日高町教育委員会 日高市 A5 附図
平成2年3月31日 日高町史　文化財 日高町教育委員会 日高市 A5 附図

平成3年3月30日 日高町史　自然史編
日高市史編集委員会・日
高市教育委員会

日高市 B5

平成9年3月31日 日高市史　原始・古代資料編
日高市史編集委員会・日
高市教育委員会

日高市 A5 附図

平成7年3月20日 日高市史　中世資料編
日高市史編集委員会・日
高市教育委員会

日高市 A5 附図

平成8年9月30日 日高市史　近世資料編
日高市史編集委員会・日
高市教育委員会

日高市 A5

平成9年3月31日 日高市史　近現代資料編
日高市史編集委員会・日
高市教育委員会

日高市 A5

平成12年3月10日 日高市史　通史編
日高市史編集委員会・日
高市教育委員会

日高市 A5

昭和58年3月25日 日高町史調査報告　第1集　近代資料目録1 日高町史編さん委員会 日高市教育委員会 B5
昭和59年3月24日 日高町史調査報告　第2集　近世資料目録1 日高町史編さん委員会 日高市教育委員会 B5
昭和60年3月20日 日高町史調査報告　第3集　民俗Ⅰ 日高市編集委員会 日高市教育委員会 B5
昭和61年3月25日 日高町史調査報告　第4集　民俗Ⅱ 日高市編集委員会 日高市教育委員会 B5
昭和62年3月25日 日高町史調査報告　第5集　民俗Ⅲ 日高市編集委員会 日高市教育委員会 B5
平成2年3月20日 日高町史調査報告　第6集　日高町の板碑 日高市教育委員会 日高町 B5
平成4年3月15日 日高市史調査集録　高萩村郷土誌 日高市教育委員会 日高市 B5



昭和62年10月31日
日高町民俗音楽シリーズⅡ　わらべうた2　一番はじ
めは一の宮　解説資料

日高町史編さん委員会・日
高町教育委員会企画製作

変型

平成元年3月31日
日高町民俗音楽シリーズⅢ　わらべうた3　お月さま
いくつ　解説資料

日高町史編さん委員会・日
高町教育委員会企画製作

変型

平成元年3月31日
日高町民俗音楽シリーズⅣ　労働・祝祭・唱えごと
岩殿山でなく鳥は　解説資料

日高町史編さん委員会・日
高町教育委員会企画製作

変型

平成18年3月28日 武蔵高萩駅 日高市教育委員会 A4
平成27年3月31日 日高の石造物 日高市教育委員会 A4

国指定史跡　高麗村石器時代住居跡 日高市教育委員会 A4

昭和58年3月31日
日高町埋蔵文化財調査報告　第5集　若宮－第3次発掘
調査概報－

日高町教育委員会 B5

平成11年9月30日
日高市埋蔵文化財調査報告　第29集　大日向遺跡　発
霧遺跡

日高市遺跡調査会 A4

平成15年3月28日
日高市埋蔵文化財調査報告　第31集　常木久保遺跡
稲荷遺跡　神明遺跡

日高市教育委員会 A4

平成18年3月28日 日高市埋蔵文化財調査報告書　第32集　寺脇 日高市教育委員会 A4

平成21年3月31日
日高市埋蔵文化財調査報告書　第33集　若宮－34・35
次調査－　大黒ヶ谷戸－2・3次調査－　古道－2・6次
調査－　宿東－28次調査－

日高市教育委員会 A4

平成25年3月29日
日高市埋蔵文化財調査報告書　第34集　北ノ原－1次
調査－　西沸－2・3次調査－　森ノ腰－2次調査－

日高市教育委員会 A4

平成26年3月28日
日高市埋蔵文化財調査報告書　第35集　高麗石器時代
住居跡遺跡－確認調査報告書－

日高市教育委員会 A4

平成28年3月31日
日高市埋蔵文化財調査報告書　第36集　常木久保－80
区調査－

日高市遺跡調査会 A4

平成29年3月31日
日高市埋蔵文化財調査報告書　第37集　若宮－45次調
査－　古道　－14次調査－

日高市教育委員会 A4

平成31年2月28日
日高市埋蔵文化財調査報告書　第38集　西不動－1・2
次調査－

日高市教育委員会 A4

平成31年1月31日 日高市埋蔵文化財調査報告書　第39集　拾石遺跡 日高市教育委員会 A4
　深谷市

昭和56年3月31日 目で見る深谷の歴史 深谷市教育委員会 深谷市 B5
平成13年3月 誠之堂ステンドグラス調査報告書 清水建設株式会社 深谷市 A4
平成18年3月10日 岡部町史　原始・古代資料編 深谷市教育委員会 B5 付図
昭和60年3月31日 深谷郷土史料集　第2集　中瀬河岸河田家文書 深谷郷土史料編集会 深谷市教育委員会 A5

平成12年3月31日
深谷郷土史料集　第3集　石塚村関係文書（小川キミ
氏寄贈文書）

深谷市教育委員会 A4

平成13年3月30日
深谷郷土史料集　第4集　東方村関係文書（北光夫氏
寄贈文書　他）

深谷市教育委員会 A4

昭和59年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第7集　城下遺跡
（第2次）

深谷市教育委員会 B5

昭和59年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第8集　萱場松原
遺跡

深谷市教育委員会 B5

昭和62年3月25日 深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第17集　深谷城跡 深谷市教育委員会 B5

昭和63年3月21日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第18集　諏訪台遺
跡

深谷市教育委員会 B5



昭和63年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第19集　深谷市内
遺跡群Ⅰ

深谷市教育委員会 B5

昭和63年3月25日 深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第20集　東方城跡 深谷市教育委員会 B5

平成元年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第22集　小台遺跡
（第5次）

深谷市教育委員会 B5

平成2年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第24集　小台遺跡
（第4次）

深谷市教育委員会 B5

平成3年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第26集　上敷免遺
跡（第3次～第6次）・上敷免北遺跡（第3次）

深谷市教育委員会 B5

平成3年3月30日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第32集　明戸南部
遺跡群Ⅱ

深谷市教育委員会 A4

平成4年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第33集　明戸南部
遺跡群Ⅲ

深谷市教育委員会 B5

平成4年3月31日 深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第34集　根岸遺跡 深谷市教育委員会 B5
平成5年3月31日 深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第36集　押切遺跡 深谷市教育委員会 B5

平成5年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第37集　深谷市内
遺跡Ⅴ

深谷市教育委員会 B5

平成6年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第38集　庁鼻和城
跡（第3次）

深谷市教育委員会 B5

平成6年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第39集　上敷免森
下遺跡

深谷市教育委員会 B5

平成6年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第40集　深谷市内
遺跡Ⅵ

深谷市教育委員会 B5

平成7年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第41集　天神/砂
田/宮ヶ谷戸遺跡Ⅱ

深谷市教育委員会 A4

平成7年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第42集　城下遺跡
（第3次）

深谷市教育委員会 A4

平成7年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第43集　小台遺跡
（第6次）

深谷市教育委員会 A4

平成7年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第44集　町田西遺
跡（第2次）

深谷市教育委員会 A4

平成7年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第46集　深谷市内
遺跡Ⅶ

深谷市教育委員会 A4

平成8年3月29日 深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第47集　柳町遺跡 深谷市教育委員会 A4

平成8年3月29日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第48集　下手計西
浦遺跡　付　木の本13号墳

深谷市教育委員会 A4

平成8年3月29日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第49集　深谷城跡
（第4次）

深谷市教育委員会 A4

平成8年3月29日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第50集　深谷市内
遺跡Ⅷ

深谷市教育委員会 A4

平成9年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第52集　深谷城跡
（第6次）

深谷市教育委員会 A4

平成9年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第53集　深谷市内
遺跡Ⅸ

深谷市教育委員会 A4

平成10年3月24日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第54集　上唐沢地
区遺跡群

深谷市教育委員会 A4



平成10年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第55集　島之上遺
跡

深谷市教育委員会 A4

平成10年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第56集　根岸遺跡
（第2次）　－北通り線建設工事に伴う発掘調査Ⅱ－

深谷市教育委員会 A4

平成10年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第57集　常盤町東
遺跡

深谷市教育委員会 A4

平成10年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第58集　深谷市内
遺跡Ⅹ

深谷市教育委員会 A4

平成11年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第59集　庁鼻和城
跡（第4次）

深谷市教育委員会 A4

平成11年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第60集　小台遺跡
（第7次）

深谷市教育委員会 A4

平成12年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第61集　根岸遺跡
（第3次・第4次）　－北通り線建設工事に伴う発掘調
査Ⅱ－

深谷市教育委員会 A4

平成12年3月30日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第62集　皿沼西／
堀南　－深谷市内遺跡Ⅺ－

深谷市教育委員会 A4

平成12年3月30日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第63集　宮ヶ谷戸
遺跡（第3次）

深谷市教育委員会 A4

平成12年3月30日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第64集　割山遺跡
（第6次）／市内遺跡確認　－深谷市内遺跡Ⅻ－

深谷市教育委員会 A4

平成13年3月30日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第65集　根岸遺跡
（第5次）

深谷市教育委員会 A4

平成13年3月27日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第66集　島之上
（第2次）／仲町／市内遺跡確認　－深谷市内遺跡Ⅹ
Ⅲ－

深谷市教育委員会 A4

平成15年2月26日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第67集　割山埴輪
窯跡（第7次）

深谷市教育委員会 A4

平成15年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第68集　八日市遺
跡

深谷市教育委員会 A4

平成16年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第69集　深谷城跡
（第7次）

深谷市教育委員会 A4

平成16年3月31日 深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第70集　侍町遺跡 深谷市教育委員会 A4
平成16年3月31日 深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第71集　鼠／西窪 深谷市教育委員会 A4

平成16年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第72集　下郷遺跡
Ⅱ

深谷市教育委員会 A4

平成17年1月31日 深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第73集　森下遺跡 深谷市教育委員会 A4
平成17年12月22日 深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第74集　城西遺跡 深谷市教育委員会 A4

平成18年3月15日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第75集　幡羅遺跡
Ⅰ　－正倉跡の調査（1）－

深谷市教育委員会 A4

平成18年3月20日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第76集　町内遺跡
Ⅶ〈旧岡部町〉

深谷市教育委員会 A4

平成18年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第77集　深谷城跡
（第8～11次）

深谷市教育委員会 A4

平成18年7月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第78集　長在家上
遺跡（第2次）

深谷市教育委員会 A4



平成18年10月1日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第79集　熊野遺跡
Ⅴ

深谷市教育委員会 A4

平成18年10月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第80集　下道南遺
跡

深谷市教育委員会 A4

平成18年11月20日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第81集　白山遺跡
Ⅱ

深谷市教育委員会 A4

平成19年3月1日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第82集　熊野遺跡
Ⅵ

深谷市教育委員会 A4

平成19年2月28日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第83集　熊野遺跡
Ⅶ（立堀地区の調査）　お手山古墳（発掘調査/確認
調査）

深谷市教育委員会 A4

平成19年3月15日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第84集　熊野遺跡
Ⅷ

深谷市教育委員会 A4

平成19年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第85集　深谷市内
遺跡ⅩⅣ

深谷市教育委員会 A4

平成19年3月28日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第86集　塚東遺跡
Ⅱ

深谷市教育委員会 A4

平成19年3月30日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第87集　白山遺跡
Ⅲ

深谷市教育委員会 A4

平成19年3月30日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第88集　幡羅遺跡
Ⅱ　－正倉跡の調査（2）－

深谷市教育委員会 A4

平成19年3月30日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第89集　高畑遺跡
（第2次）

深谷市教育委員会 A4

平成19年3月1日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第90集　上本田遺
跡Ⅱ－2次～6次、8次調査の記録－

深谷市教育委員会 A4

平成19年3月30日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第91集　川端遺跡
1次調査　荷鞍ヶ谷戸遺跡　2次調査　向山遺跡　1次
調査

深谷市教育委員会 A4

平成19年8月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第92集　居立（第
2次）/森吉古墳/下郷

深谷市教育委員会 A4

平成19年10月31日 深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第93集　吹張遺跡 深谷市教育委員会 A4

平成20年3月19日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第94集　深谷市内
遺跡ⅩⅤ

深谷市教育委員会 A4

平成20年3月20日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第95集　四十塚古
墳群－第4次調査－

深谷市教育委員会 A4

平成20年3月29日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第96集　水窪遺跡
－第3次調査－

深谷市教育委員会 A4

平成20年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第97集　橋屋遺跡
（第2次）

深谷市教育委員会 A4

平成21年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第98集　木の本3
号墳

深谷市教育委員会 A4

平成20年3月
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第99集　幡羅遺跡
Ⅲ　－実務官衙域の調査（1）・道路跡の調査－

深谷市教育委員会 A4

平成20年3月
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第100集　亥ノ堀
遺跡　諦光寺廃寺　鹿島遺跡（5次調査）

深谷市教育委員会 A4



平成20年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第101集　花小路
遺跡

深谷市教育委員会 A4

平成21年1月30日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第103集　森下遺
跡（第2次）

深谷市教育委員会 A4

平成21年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第104集　幡羅遺
跡Ⅳ　－実務官衙域の調査(2)

深谷市教育委員会 A4

平成21年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第105集　深谷市
内遺跡ⅩⅥ

深谷市教育委員会 A4

平成21年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第106集　熊野遺
跡Ⅸ

深谷市教育委員会 A4

平成21年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第107集　深谷城
跡（第12次）

深谷市教育委員会 A4

平成21年8月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第108集　深谷城
跡（第13次）

深谷市教育委員会 A4

平成21年10月30日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第109集　幡羅遺
跡Ⅴ

深谷市教育委員会 A4

平成22年1月29日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第110集　深谷城
跡（第14次）

深谷市教育委員会 A4

平成22年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第111集　幡羅遺
跡Ⅵ

深谷市教育委員会 A4

平成22年2月26日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第112集　熊野遺
跡X（第132次）

深谷市教育委員会 A4

平成22年3月25日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第113集　狢山古
墳群（5号墳）

深谷市教育委員会 A4

平成22年3月25日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第114集　塚原古
墳群

深谷市教育委員会 A4

平成22年3月25日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第115集　宮台遺
跡（第2次）

深谷市教育委員会 A4

平成22年3月26日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第116集　深谷市
内遺跡XⅦ（熊野163次）

深谷市教育委員会 A4

平成22年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第117集　熊野遺
跡XI（第142次・第154次調査）

深谷市教育委員会 A4

平成22年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第118集　下郷遺
跡Ⅲ　－北通り線建設工事に伴う発掘調査Ⅲ－

深谷市教育委員会 A4

平成22年8月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第119集　台耕地
遺跡（第5次）

深谷市教育委員会 A4

平成22年12月24日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第120集　下郷遺
跡Ⅳ

深谷市教育委員会 A4

平成23年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第121集　熊野遺
跡ⅩⅡ

深谷市教育委員会 A4

平成23年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第122集　深谷市
内遺跡ⅩⅧ

深谷市教育委員会 A4

平成23年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第123集　幡羅遺
跡Ⅶ－遺跡南西部の調査－/下郷遺跡Ⅴ－周辺集落の
調査－

深谷市教育委員会 A4



平成23年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第124集　白山遺
跡Ⅳ

深谷市教育委員会 A4

平成24年3月30日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第125集　下郷遺
跡Ⅵ－北通り線建設工事に伴う発掘調査Ⅴ－

深谷市教育委員会 A4

平成24年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第126集　深谷市
内遺跡ⅩⅨ

深谷市教育委員会 A4

平成24年3月30日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第127集　幡羅遺
跡Ⅷ－総括報告書Ⅰ－

深谷市教育委員会 A4

平成24年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第128集　二の丸
遺跡/熊野遺跡143次・146次/黒田豊前守陣屋跡

深谷市教育委員会 A4

平成25年3月29日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第129集　上敷免
森下遺跡（第2次）

深谷市教育委員会 A4

平成25年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第130集　下郷遺
跡Ⅶ北通り線建設工事に伴う発掘調査Ⅵ－

深谷市教育委員会 A4

平成25年3月29日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第131集　榛沢遺
跡群Ⅰ－石蒔遺跡A・大寄遺跡A－

深谷市教育委員会 A4

平成25年3月29日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第132集　狢山古
墳群（5号墳）Ⅱ

深谷市教育委員会 A4

平成25年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第133集　熊野遺
跡ⅩⅢ（133次調査）

深谷市教育委員会 A4

平成25年3月29日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第134集　上南原
下遺跡（第4次）

深谷市教育委員会 A4

平成25年3月29日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第135集　外谷田
遺跡

深谷市教育委員会 A4

平成26年2月28日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第136集　下郷遺
跡Ⅷ

深谷市教育委員会 A4

平成26年3月20日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第137集　白山遺
跡Ⅴ

深谷市教育委員会 A4

平成26年3月28日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第138集　上敷免
北遺跡（第6次）

深谷市教育委員会 A4

平成26年3月28日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第139集　深谷市
内遺跡ⅩⅩ

深谷市教育委員会 A4

平成26年3月28日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第140集　熊野遺
跡ⅩⅣ（第153次）

深谷市教育委員会 A4

平成26年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第141集　小前田
古墳群（第2次）

深谷市教育委員会 A4

平成27年1月30日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第142集　下郷遺
跡Ⅸ―北通り線建設工事に伴う発掘調査Ⅶ―

深谷市教育委員会 A4

平成27年3月27日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第143集　深谷城
跡（第17次）

深谷市教育委員会 A4

平成27年3月27日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第144集　深谷市
内遺跡ⅩⅩⅠ（火の見塚古墳）

深谷市教育委員会 A4

平成27年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第145集　雷電遺
跡

深谷市教育委員会 A4

平成28年1月29日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第146集　深谷城
跡（第18次）

深谷市教育委員会 A4



平成28年3月25日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第147集　深谷市
内遺跡ⅩⅩⅡ　（北原/五反畑2次/深谷城跡15・16
次）

深谷市教育委員会 A4

平成28年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第148集　下郷遺
跡Ⅹ―北通り線建設工事に伴う発掘調査Ⅷ―

深谷市教育委員会 A4

平成28年3月31日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第149集　城北遺
跡（第2次）

深谷市教育委員会 A4

平成28年3月25日
深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第150集　小前田
古墳群（第3次）

深谷市教育委員会 A4

平成28年12月28日
埼玉県深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第151集
庁鼻和城跡　（第6次）

深谷市教育委員会 A4

平成29年3月8日
埼玉県深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第152集
狢山5号墳　（第4次）

深谷市教育委員会 A4

平成29年3月28日
埼玉県深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第153集
下郷遺跡ⅩⅠ

深谷市教育委員会 A4

平成29年3月31日
埼玉県深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第154集
深谷市内遺跡ⅩⅩⅢ

深谷市教育委員会 A4

平成29年3月28日
埼玉県深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第155集
下郷遺跡ⅩⅡ―北通り線建設工事に伴う発掘調査Ⅸ―

深谷市教育委員会 A4

平成29年3月31日
埼玉県深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第156集
外谷田遺跡（第2次）

深谷市教育委員会 A4

平成29年3月31日
埼玉県深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第157集
熊野遺跡（第178次）

深谷市教育委員会 A4

平成29年3月31日
埼玉県深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第158集
遠南遺跡（第2次）

深谷市教育委員会 A4

平成29年3月31日
埼玉県深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第159集
深谷城跡（第19次）

深谷市教育委員会 A4

平成29年10月20日
埼玉県深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第160集
下手計西浦遺跡（第2次）

深谷市教育委員会 A4

平成30年3月29日
埼玉県深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第161集
深谷市内遺跡ⅩⅩⅣ

埼玉県深谷市教育委員会 A4

平成30年3月29日
埼玉県深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第162集
下郷遺跡ⅩⅢ

埼玉県深谷市教育委員会 A4

平成30年3月29日
埼玉県深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第163集
下郷遺跡ⅩⅣ

埼玉県深谷市教育委員会 A4

平成30年3月29日
埼玉県深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第164集
侍町遺跡（第2次）

埼玉県深谷市教育委員会 A4

平成30年3月30日
埼玉県深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第166集
白山遺跡Ⅵ

埼玉県深谷市教育委員会 A4

平成30年3月30日
埼玉県深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書　第168集
熊野遺跡（第180次）

埼玉県深谷市教育委員会 A4

平成22年3月6日
平成21年度　深谷市川本出土文化財管理センター企画
展　～生活の道具と儀礼の道具～　深谷の弥生時代

深谷市教育委員会生涯学習
課

A4

平成23年1月15日
平成22年度　埋蔵文化財保存活用整備事業企画展「古
代群役所の風景－特羅遺跡と御子ヶ谷遺跡－」パンフ
レット

深谷市教育委員会 A4



平成20年2月29日
川本出土文化財管理センター企画展示「古墳時代の深
谷」

深谷市教育委員会 A4 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

平成20年10月27日
川本出土文化財管理センター企画展示「律令時代の郡
役所」

深谷市教育委員会 A4 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

平成24年11月1日 畠山重忠顕彰事業　企画展「畠山重忠と武蔵武士」 深谷市教育委員会 A4

平成23年8月6日
‘2011’夏休み考古学教室　企画展示　深谷の旧石器
時代

深谷市教育委員会生涯学習
課

A4

＜国重要文化財＞日本煉瓦製造株式会社旧煉瓦製造施
設[臨時公開・説明会]

深谷市教育委員会 A4 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

　岡部町
平成16年3月31日 岡部町史　自然編（植物） 岡部町史編さん委員会 岡部町 A4
平成15年3月15日 岡部町史資料調査報告書　第1集　石蒔B遺跡 岡部町教育委員会 A4 付図
平成17年1月31日 岡部町史資料調査報告書　第2集　四十塚古墳の研究 岡部町教育委員会 A4
昭和58年3月 西浦北・宮西　圃場整備事業に伴う調査報告書 岡部町教育委員会 B5
平成11年3月31日 岡部町埋蔵文化財調査報告書　第4集　中宿遺跡Ⅲ 岡部町教育委員会 A4

平成12年3月31日
岡部町埋蔵文化財調査報告書　第5集　町内遺跡Ⅰ
西龍ヶ谷遺跡（第2次）・上宿遺跡（D地点）・熊野遺
跡（第9次）・地神祗C遺跡（第2次）

岡部町教育委員会 A4

平成13年3月31日 岡部町埋蔵文化財調査報告書　第6集　町内遺跡Ⅱ 岡部町教育委員会 A4
平成14年3月31日 岡部町埋蔵文化財調査報告書　第7集　町内遺跡Ⅲ 岡部町教育委員会 A4
平成15年3月31日 岡部町埋蔵文化財調査報告書　第8集　町内遺跡Ⅳ 岡部町教育委員会 A4
平成16年1月31日 岡部町埋蔵文化財調査報告書　第9集　熊野遺跡Ⅲ 岡部町教育委員会 A4
平成16年3月31日 岡部町埋蔵文化財調査報告書　第10集　町内遺跡Ⅴ 岡部町教育委員会 A4
平成17年3月28日 岡部町埋蔵文化財調査報告書　第11集　町内遺跡Ⅵ 岡部町教育委員会 A4
平成13年3月31日 岡部町の遺跡　地中からのメッセージ 岡部町教育委員会 A4
平成14年3月31日 古代の役所　－武蔵国榛沢郡家の発掘調査から－ 岡部町教育委員会 A4

平成13年10月1日
岡部町遺跡調査会埋蔵文化財調査報告書　第9集　熊
野遺跡Ⅰ

岡部町遺跡調査会 A4

平成15年4月1日
岡部町遺跡調査会発掘調査報告書　第10集　熊野遺跡
Ⅱ

岡部町遺跡調査会 A4

平成15年7月31日 四十坂遺跡 岡部町遺跡調査会 A4
　川本町　　

平成元年10月31日 川本町史   通史編 川本町 A4

昭和60年3月31日
町史編さん調査報告　第1集　行政文書目録（1）　役
場所蔵

川本町史編さん委員会 B5

昭和0年3月31日
町史編さん調査報告　第2集　所蔵文書目録（1）　畠
山地区

川本町史編さん委員会 B5

昭和61年3月31日
町史編さん調査報告　第3集　所蔵文書目録（2）　本
田地区

川本町史編さん委員会 B5

昭和62年3月31日
町史編さん調査報告　第4集　所蔵文書目録（3）　本
田・上原・田中・長在家・菅沼地区

川本町史編さん委員会 B5

平成13年3月1日 絵本　畠山重忠一代記 川本町教育委員会 A4

川本町　出土文化財管理センター
川本町出土文化財管理セン
ター

A4 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ



平成3年7月30日
川本町発掘調査報告書　第5集　川本春日丘工業団地
関連遺跡群発掘調査報告書　焼谷・権現堂・権現堂
北・山ノ腰遺跡

川本町教育委員会 B5

平成8年3月29日
川本町発掘調査報告書　第9集　下大塚遺跡発掘調査
報告書

川本町教育委員会 B5

平成16年3月26日
川本町発掘調査報告書　第10集　埼玉県指定史跡　鹿
島古墳群　史跡整備に伴う範囲確認調査　96・97号古
墳発掘調査

川本町教育委員会 A4

平成5年9月30日
川本町遺跡調査会報告書　第2集　沢口遺跡発掘調査
報告書

川本町遺跡調査会 B5

平成7年8月31日
川本町遺跡調査会報告書　第3集　鹿島平方裏遺跡発
掘調査報告書　－砂利採取に伴う発掘調査-

川本町遺跡調査会 B5

平成11年3月15日
川本町遺跡調査会報告書　第4集　畠山館跡　5次調査
の報告

川本町遺跡調査会 A4

平成12年12月25日
川本町遺跡調査会報告書　第5集　上本田遺跡Ⅰ（第1
分冊、既観編）

川本町遺跡調査会 A4

平成12年12月25日
川本町遺跡調査会報告書　第5集　上本田遺跡Ⅰ（第2
分冊、資料編）

川本町遺跡調査会 A4 付ﾌﾛｯﾋﾟー

平成14年7月31日
川本町遺跡調査会報告書　第6集　長在家上遺跡発掘
調査報告書

川本町遺跡調査会 A4

平成15年3月15日
川本町遺跡調査会報告書　第7集　畠山遺跡・如意南
遺跡発掘調査報告書

川本町遺跡調査会 A4

平成15年9月30日 川本町遺跡調査会報告書　第8集　百済木遺跡 川本町遺跡調査会 A4 付DVD

平成15年8月29日
川本町遺跡調査会報告書　第9集　本田城・上本田遺
跡

川本町遺跡調査会 A4

平成16年3月26日
川本町遺跡調査会報告書　第10集　鹿島遺跡　7次調
査

川本町遺跡調査会 A4

平成12年6月30日 百済木　－くだらぎ－ 川本町遺跡調査会 A4 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ
　花園町

昭和45年4月1日・
昭和53年3月31日再
発行

花園村史 花園村（再刊） A5

昭和54年8月1日 花園村の古今 花園村写真集編集委員会 花園村 B5
平成9年3月15日 花園町郷土史料　第1集　花園村郷土誌 花園町教育委員会 B5
平成14年3月25日 花園町郷土史料　第2集　諸家文書目録Ⅰ 花園町教育委員会 A4
平成6年3月20日 花園町教育委員会文化財調査報告1　橋屋遺跡 花園町教育委員会 B5

平成10年3月31日 花園町の民話・伝承
花園町立花園図書館・花
園町読書クラブ

花園町教育委員会 B5

昭和62年3月25日
花園町遺跡調査会発掘調査報告書　第1集　花園町№
50遺跡　一般県道菅谷－寄居線橋梁整備事業（花園
橋）に伴う埋蔵文化財発掘調査

花園町遺跡調査会 B5

平成10年12月25日
花園町遺跡調査会発掘調査報告書　第3集　台耕地遺
跡　－第2次調査－

花園町遺跡調査会 B5

平成11年2月5日
鳩山町埋蔵文化財発掘調査報告書　第4集　上南原下
遺跡　－第3次調査－

花園町遺跡調査会 A4



平成11年12月28日
花園町遺跡調査会発掘調査報告書　第5集　宮林原地
遺跡

花園町遺跡調査会 A4

　富士見市
昭和57年3月31日 富士見のあゆみ 富士見市 A5

昭和59年3月31日 富士見市史　資料編1　自然
富士見市総務部市史編さ
ん室

富士見市 A5

昭和61年3月31日 富士見市史　資料編2　考古
富士見市教育委員会市史
編さん室

富士見市 A5 付図

平成2年3月31日 富士見市史　資料編4　近世 富士見市教育委員会 富士見市 A5
昭和63年3月15日 富士見市史　資料編5　近代 富士見市教育委員会 富士見市 A5
平成3年3月30日 富士見市史　資料編6　現代 富士見市教育委員会 富士見市 A5
平成4年8月31日 富士見市史　資料編6現代（補訂版） 富士見市教育委員会 富士見市 A5
平成元年3月31日 富士見市史　資料編7　民俗 富士見市教育委員会 富士見市 A5
平成6年1月31日 富士見市史　通史編　上巻 富士見市教育委員会 富士見市 A5
平成6年10月31日 富士見市史　通史編　下巻 富士見市教育委員会 富士見市 A5
昭和55年3月31日 富士見の板碑 富士見市文化財保存会 富士見市教育委員会 B5
昭和55年3月31日 富士見の板碑　資料編 富士見市文化財保存会 富士見市教育委員会 B5

昭和58年3月31日
市史調査報告書　第5集　林 三喜家・谷沢冀一家文書
目録

富士見市総務部市史編さ
ん室

富士見市 B5

平成元年3月31日 市史調査報告書　第6集　横田正志家文書目録（Ⅱ） 富士見市教育委員会 B5
平成元年3月31日 市史調査報告書　第7集　横田正志家文書（一） 富士見市教育委員会 B5
平成2年1月31日 市史調査報告書　第8集　旧水谷村行政文書目録 富士見市教育委員会 B5
平成2年12月25日 市史調査報告書　第9集　横田正志家文書（二） 富士見市教育委員会 B5
平成3年3月25日 市史調査報告書　第10集　諸家文書目録（Ⅰ） 富士見市教育委員会 B5
平成4年3月30日 市史調査報告書　第11集　横田正志家文書（三） 富士見市教育委員会 B5
平成4年3月30日 市史調査報告書　第12集　諸家文書目録（Ⅱ） 富士見市教育委員会 B5
平成4年3月31日 市史調査報告書　第13集　富士見市修験道関係文書 富士見市教育委員会 B5
平成4年9月30日 市史調査報告書　第14集　横田正志家文書（四） 富士見市教育委員会 B5

平成4年12月15日
市史調査報告書　第15集　田中薫・松沢精一・谷沢冀
一家文書

富士見市教育委員会 B5

平成5年7月30日 市史調査報告書　第16集　横田正志家文書（五） 富士見市教育委員会 B5
平成6年9月30日 市史調査報告書　第17集　大沢誠一家文書 富士見市教育委員会 B5

昭和58年3月31日 富士見市史研究　創刊号
富士見市総務部市史編さ
ん室

富士見市 A5

昭和62年3月31日 富士見市史研究　第2号
富士見市教育委員会社会
教育課

富士見市教育委員会 A5

平成2年3月31日 富士見市史研究　第3号 富士見市教育委員会 富士見市 A5
平成3年3月31日 富士見市史研究　第4号 富士見市教育委員会 富士見市 A5
平成4年3月31日 富士見市史研究　第5号 富士見市教育委員会 富士見市 A5
昭和62年3月31日 富士見市文化財報告　第37集　富士見市遺跡群Ⅴ 富士見市教育委員会 B5
昭和63年3月30日 富士見市文化財報告　第38集　富士見市遺跡群Ⅵ 富士見市教育委員会 B5
平成元年3月31日 富士見市文化財報告　第39集　富士見市遺跡群Ⅶ 富士見市教育委員会 B5
平成10年3月31日 富士見市文化財報告　第49集　富士見市内遺跡Ⅵ 富士見市教育委員会 A4

平成11年3月31日
富士見市文化財報告　第50集　難波田城跡　歴史公園
整備に伴う発掘調査報告書

富士見市教育委員会 A4

平成11年3月31日 富士見市文化財報告　第51集　富士見市内遺跡Ⅶ 富士見市教育委員会 A4



平成12年3月31日 富士見市文化財報告　第52集　富士見市内遺跡Ⅷ 富士見市教育委員会 A4
平成13年3月30日 富士見市文化財報告　第53集　富士見市内遺跡Ⅸ 富士見市教育委員会 A4
平成14年3月29日 富士見市文化財報告　第54集　富士見市内遺Ⅹ 富士見市教育委員会 A4

平成15年3月31日
富士見市文化財報告　第55集　富士見市内遺跡ⅩⅠ
氷川前遺跡第29～31地点　羽沢遺跡第55地点　他

富士見市教育委員会 A4

平成16年3月31日
富士見市文化財報告　第56集　富士見市内遺跡ⅩⅡ
宮脇遺跡第27地点　氷川前遺跡第33・34地点　打越遺
跡第22・26～28地点　他

富士見市教育委員会 A4

平成17年3月31日 富士見市文化財報告　第57集　富士見市内遺跡ⅩⅢ 富士見市教育委員会 A4
平成18年3月31日 富士見市文化財報告　第58集　富士見市内遺跡ⅩⅣ 富士見市教育委員会 A4
平成19年3月30日 富士見市文化財報告　第59集　富士見市内遺跡ⅩⅤ 富士見市教育委員会 A4
平成20年3月31日 富士見市文化財報告　第60集　市内遺跡発掘調査Ⅰ 富士見市教育委員会 A4
平成21年3月31日 富士見市文化財報告　第61集　市内遺跡発掘調査Ⅱ 富士見市教育委員会 A4
平成23年3月31日 富士見市文化財報告　第63集　市内遺跡発掘調査Ⅳ 富士見市教育委員会 A4
平成24年3月30日 富士見市文化財報告　第64集　市内遺跡発掘調査Ⅴ 富士見市教育委員会 A4
平成25年3月29日 富士見市文化財報告　第65集　市内遺跡発掘調査Ⅵ 富士見市教育委員会 A4
平成26年3月31日 富士見市文化財報告　第66集　市内遺跡発掘調査Ⅶ 富士見市教育委員会 A4
平成27年3月31日 富士見市文化財報告　第67集　市内遺跡発掘調査Ⅷ 富士見市教育委員会 A4
平成28年3月31日 富士見市文化財報告　第68集　市内遺跡発掘調査Ⅸ 富士見市教育委員会 A4
平成29年3月31日 富士見市文化財報告　第69集　市内遺跡発掘調査Ⅹ 富士見市教育委員会 A4
平成30年3月31日 富士見市文化財報告　第70集　市内遺跡発掘調査ⅩⅠ 富士見市教育委員会 A4

平成31年3月31日 富士見市文化財報告　第71集　市内遺跡発掘調査ⅩⅡ 富士見市教育委員会 A4

平成30年3月30日
史跡　水子貝塚　復元住居修理事業報告書　歴史活き
活き史跡等総合活用整備事業による復元住居修理事業
の記録報告書

富士見市教育委員会　富士
見市立水子貝塚資料館

A4

平成15年3月28日
富士見市文化財目録　富士見市内の寺社　その一　勝
瀬地区・鶴馬地区

富士見市教育委員会 A4

平成16年3月31日
富士見市文化財目録　富士見市内の寺社　その二　水
子地区・針ヶ谷地区

富士見市教育委員会 A4

平成17年1月31日
富士見市文化財目録　富士見市内の寺社　その三　南
畑地区

富士見市教育委員会 A4

平成14年3月29日 富士見市文化財目録　富士見市の絵馬 富士見市教育委員会 A4
平成11年3月31日 富士見市石造文化財目録　二　富士見の地蔵菩薩 富士見市教育委員会 A4
平成12年3月31日 富士見市石造文化財目録　三　富士見の馬頭観世音 富士見市教育委員会 A4
平成13年3月31日 富士見市石造文化財目録　四　上沢薬師堂の百観音 富士見市教育委員会 A4
平成13年3月31日 富士見市立難波田城公園　古民家復元工事報告書 富士見市教育委員会 A4
平成13年3月31日 平成12年度　富士見市立資料館要覧 富士見市立資料館 A4
平成16年9月30日 富士見市立資料館要覧2004 富士見市立資料館 A4
平成17年12月1日 富士見市立資料館要覧2005 富士見市立資料館 A4
平成13年 史跡水子貝塚 富士見市立水子貝塚資料館 A5
平成12年9月1日 難波田城資料館常設展示図録 富士見市立灘波田城資料館 A4
平成13年10月20日 文書の時代　－鶴馬村の名主・戸長－ 富士見市立灘波田城資料館 A4

平成14年10月26日
市制30周年記念事業　平成14年度秋季企画展　写真展
富士見の暮らしとできごと

富士見市立難波田城資料館 A4



平成16年9月25日
平成16年秋季企画展　富士見の村絵図　－描かれた村
のすがた－

富士見市立難波田城資料館 A4

平成31年3月9日 平成31年春季企画展図録　平成史in富士見 富士見市立難波田城資料館 A4
平成31年3月31日 平成30年秋季企画展図録　村人たちの明治 富士見市立難波田城資料館 A4

富士見市文化財ガイドマップ　富士見の歴史・文化遺
産～水が育んだ文化～

富士見市教育委員会生涯学
習課

A4 A3二つ折り

平成4年6月30日
富士見市遺跡調査会調査報告　第38集　中沢遺跡第1
地点　発掘調査報告書

富士見市遺跡調査会 B5

平成9年3月31日
富士見市遺跡調査会調査報告　第46集　氷川前遺跡第
12地点　発掘調査報告書

富士見市遺跡調査会 A4

平成9年3月31日
富士見市遺跡調査会調査報告　第47集　上内手遺跡第
2地点　発掘調査報告書

富士見市遺跡調査会 A4

平成9年3月31日
富士見市遺跡調査会調査報告　第48集　観音前遺跡第
10地点　発掘調査報告書

富士見市遺跡調査会 A4

平成10年3月31日
富士見市遺跡調査会調査報告　第49集　中沢遺跡第
2・3・10地点　発掘調査報告書

富士見市遺跡調査会 A4

平成10年3月31日
富士見市遺跡調査会調査報告　第50集　上内手遺跡第
3地点

富士見市遺跡調査会 A4

平成11年3月31日
富士見市遺跡調査会調査報告　第51集　氷川前遺跡第
19地点　発掘調査報告書

富士見市遺跡調査会 A4

平成11年3月31日
富士見市遺跡調査会調査報告　第52集　勝瀬原遺跡群
勝瀬原特定土地区画整理事業に伴う発掘調査報告書

富士見市遺跡調査会 A4

平成12年3月31日
富士見市遺跡調査会調査報告　第53集　御庵遺跡第25
地点

富士見市遺跡調査会 A4

平成17年3月31日
富士見市遺跡調査会調査報告　第54集　稲荷前遺跡第
5地点　発掘調査報告書

富士見市遺跡調査会 A4

平成18年3月30日
富士見市遺跡調査会調査報告　第55集　殿山遺跡第5
地点　発掘調査報告書

富士見市遺跡調査会 A4

平成19年3月15日
富士見市遺跡調査会調査報告　第56集　権平沢遺跡第
1地点　発掘調査報告書

富士見市・富士見市遺跡調
査会

A4

平成19年3月30日
富士見市遺跡調査会調査報告　第57集　山形遺跡第11
地点　発掘調査報告書

富士見市・富士見市遺跡調
査会

A4

平成20年3月21日
富士見市遺跡調査会調査報告　第58集　打越遺跡第32
地点　発掘調査報告書

富士見市遺跡調査会 A4

平成21年3月31日
富士見市遺跡調査会調査報告　第59集　中沢遺跡第12
地点　発掘調査報告書

富士見市遺跡調査会　株式
会社トラスト・ファイブ

A4

平成22年12月24日
富士見市遺跡調査会調査報告　第60集　宿（多門氏館
跡）遺跡第4地点発掘調査報告書

富士見市遺跡調査会
川嶋祐一

A4

平成24年6月25日
富士見市遺跡調査会調査報告　第61集　観音前遺跡第
30地点　発掘調査報告書

伊藤金次・萩元弥一・関野
政男富士見市遺跡調査会

A4

平成25年3月29日
富士見市遺跡調査会調査報告　第62集　宿（多門氏館
跡）遺跡第6地点発掘調査報告書

富士見市遺跡調査会
加治孝行・加治早苗

A4

平成26年3月31日
富士見市遺跡調査会調査報告　第63集　東前遺跡第16
地点発掘調査報告書

富士見市遺跡調査会・水子
貝塚東地区土地区画整理組
合

A4



平成26年3月31日
富士見市遺跡調査会調査報告　第64集　氷川前遺跡第
57地点発掘調査報告書

富士見市遺跡調査会・伸和
産業株式会社

A4

平成27年3月31日
富士見市遺跡調査会調査報告　第65集　正網南遺跡第
5地点発掘調査報告書

富士見市遺跡調査会 A4

平成27年3月31日
富士見市遺跡調査会調査報告　第66集　東台遺跡第37
地点発掘調査報告書

富士見市遺跡調査会・木内
正男

A4

平成27年3月31日
富士見市遺跡調査会調査報告　第67集　北通遺跡第69
地点発掘調査報告書

富士見市遺跡調査会 A4

平成27年9月30日
富士見市遺跡調査会調査報告　第68集　観音前遺跡第
43地点・神明遺跡第22地点発掘調査報告書

富士見市遺跡調査会・富士
見市谷ッ合地区土地区画整
理組合

A4

平成28年3月31日
富士見市遺跡調査会調査報告　第69集　殿山遺跡第8
地点発掘調査報告書

富士見市遺跡調査会 A4

平成28年3月31日
富士見市遺跡調査会調査報告　第70集　東台遺跡第41
地点発掘調査報告書

富士見市遺跡調査会 A4

平成30年3月31日
富士見市遺跡調査会調査報告　第71集　観音前遺跡第
46地点発掘調査報告書

富士見市遺跡調査会 A4

平成30年3月31日
富士見市遺跡調査会調査報告　第73集　観音前遺跡第
47地点発掘調査報告書

富士見市遺跡調査会 A4

平成30年9月30日
富士見市遺跡調査会調査報告　第72集　北通遺跡第79
地点発掘調査報告書

富士見市遺跡調査会 A4

平成31年3月31日
富士見市遺跡調査会調査報告　第74集　宮脇遺跡第52
地点発掘調査報告書

富士見市遺跡調査会 A4

平成31年3月31日
富士見市遺跡調査会調査報告　第75集　別所遺跡第26
地点　発掘調査報告書

富士見市遺跡調査会 A4

平成11年3月31日 勝瀬原の遺跡と文化財 富士見市遺跡調査会 A4
　ふじみ野市

平成18年3月30日
ふじみ野市埋蔵文化財調査報告　第1集　埼玉県ふじ
み野市　市内遺跡群1

ふじみ野市教育委員会 A4

平成19年3月30日
ふじみ野市埋蔵文化財調査報告　第2集　埼玉県ふじ
み野市　市内遺跡群2

ふじみ野市教育委員会 A4

平成19年3月31日
ふじみ野市埋蔵文化財調査報告　第3集　東台の遺跡
－ふじみ野市立東台小学校建設（東台遺跡第45地点）
に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告書－

ふじみ野市教育委員会 A4

平成20年3月30日
ふじみ野市埋蔵文化財調査報告　第4集　埼玉県ふじ
み野市　市内遺跡群3

ふじみ野市教育委員会 A4

平成21年3月30日
ふじみ野市埋蔵文化財調査報告　第5集　埼玉県ふじ
み野市　市内遺跡群4

ふじみ野市教育委員会 A4 付DVD

平成23年3月18日
ふじみ野市埋蔵文化財調査報告　第6集　埼玉県ふじ
み野市　市内遺跡群5

ふじみ野市教育委員会 A4

平成23年11月30日
ふじみ野市埋蔵文化財調査報告　第7集　埼玉県ふじ
み野市　市内遺跡群6

ふじみ野市教育委員会 A4

平成24年3月23日
ふじみ野市埋蔵文化財調査報告　第8集　埼玉県ふじ
み野市　市内遺跡群7

ふじみ野市教育委員会 A4



平成25年3月25日
ふじみ野市埋蔵文化財調査報告　第9集　埼玉県ふじ
み野市　市内遺跡群8

ふじみ野市教育委員会 A4

平成25年3月25日
ふじみ野市埋蔵文化財調査報告　第10集　埼玉県ふじ
み野市　市内遺跡群9

ふじみ野市教育委員会 A4

平成26年3月31日
ふじみ野市埋蔵文化財調査報告　第11集　市内遺跡群
10

ふじみ野市教育委員会 A4

平成26年3月31日
ふじみ野市埋蔵文化財調査報告　第12集　市内遺跡群
11　長宮遺跡第34・36地点　松山遺跡第56地点　西ノ
原遺跡第150地点

ふじみ野市教育委員会 A4

平成26年3月25日
ふじみ野市埋蔵文化財調査報告　第13集　市内遺跡群
12　滝遺跡第20・21地点　長宮遺跡第41地点　松山遺
跡第62地点　苗間東久保遺跡第26地点

ふじみ野市教育委員会 A4

平成27年3月25日
ふじみ野市埋蔵文化財調査報告　第14集　埼玉県ふじ
み野市　市内遺跡群13

ふじみ野市教育委員会 A4

平成27年3月25日
ふじみ野市埋蔵文化財調査報告　第15集　埼玉県ふじ
み野市　市内遺跡群14

ふじみ野市教育委員会 A4

平成28年3月25日
ふじみ野市埋蔵文化財調査報告　第16集　埼玉県ふじ
み野市　市内遺跡群15

ふじみ野市教育委員会 A4

平成28年3月25日

ふじみ野市埋蔵文化財調査報告　第17集　埼玉県ふじ
み野市　市内遺跡群16　ハケ遺跡第18地点　権現山遺
跡第25地点　滝遺跡第25地点　西ノ原遺跡第159地点
神明後遺跡第51地点　苗間東久保遺跡第32地点

ふじみ野市教育委員会 A4

平成28年3月25日
ふじみ野市埋蔵文化財調査報告　第18集　埼玉県ふじ
み野市　市内遺跡群17　上福岡貝塚第2地点

ふじみ野市教育委員会 A4

平成28年11月30日
ふじみ野市埋蔵文化財調査報告　第19集　埼玉県ふじ
み野市　市内遺跡群18

ふじみ野市教育委員会 A4

平成29年3月24日

ふじみ野市埋蔵文化財調査報告　第20集　埼玉県ふじ
み野市　市内遺跡群19　鶴ヶ岡遺跡第6地点　北野遺
跡第33地点　川崎遺跡第44地点　松山遺跡第85地点
苗間東久保遺跡第33地点　浄禅寺跡遺跡第40地点

ふじみ野市教育委員会 A4

平成30年3月25日
ふじみ野市埋蔵文化財調査報告　第21集　埼玉県ふじ
み野市　市内遺跡群20

ふじみ野市教育委員会 A4

平成30年3月25日
ふじみ野市埋蔵文化財調査報告　第22集　埼玉県ふじ
み野市　市内遺跡群21

ふじみ野市教育委員会 A4 CD付き

平成31年3月29日
ふじみ野市埋蔵文化財調査報告　第23集　埼玉県ふじ
み野市　市内遺跡群22

ふじみ野市教育委員会 A4

平成31年3月29日
ふじみ野市埋蔵文化財調査報告　第24集　埼玉県ふじ
み野市　市内遺跡群23

ふじみ野市教育委員会 A4

平成27年 ふじみ野市文化財ガイド　～先人からのメッセージ～
ふじみ野市教育委員会社会
教育課文化財保護係

鋪 マップ

平成28年11月1日
平成28年度特別展　「人々のすがた～土偶・埴輪・仏
像・ひとがた～」

ふじみ野市立大井郷土資料
館

A4

平成29年10月24日
平成29年度特別展　「幕末の川越藩とふじみ野～激動
する村々と舟運・街道～」

ふじみ野市立大井郷土資料
館

A4

平成30年10月23日
開館30周年記念特別展　展示図録　「大地に生きる－
埼玉県指定畑作用具の世界一」

ふじみ野市立大井郷土資料
館

A4



令和元年10月23日
令和元年度特別展　「ふじみ野150周年～明治から平
成まで～」

ふじみ野市立大井郷土資料
館

A4

平成21年3月31日

大井遺跡調査会報告　第7集　埼玉県ふじみ野市　本
村遺跡Ⅰ　大井氏館跡遺跡Ⅰ　－大井・苗間第一土地
区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書（第2
分冊）－

大井遺跡調査会・株式会社
東京航業研究所

A4

平成21年9月30日
大井遺跡調査会報告　第19集　東台遺跡Ⅵ－東台遺跡
第15・18地点の発掘調査報告書（2）旧石器時代・縄
文時代編－

大井遺跡調査会 A4

平成21年9月30日

大井遺跡調査会報告　第20集　鶴ヶ岡外遺跡Ⅰ－鶴ヶ
岡外遺跡第1・2地点の発掘調査報告書－　鶴ヶ舞遺跡
Ⅱ－鶴ヶ舞遺跡第7地点の発掘調査報告書－　江川南
遺跡Ⅳ－江川南遺跡第19地点の発掘調査報告書－

大井遺跡調査会 A4

平成21年9月30日

大井遺跡調査会報告　第21集　－中沢前遺跡第20地点
の発掘調査概要報告書－　木村遺跡Ⅴ－木村遺跡第
111地点の発掘調査概要報告書－　大井宿遺跡Ⅰ－大
井宿遺跡第9・11地点の発掘調査概要報告書－

大井遺跡調査会 A4

　大井町
昭和61年3月25日 大井町史　自然編 大井町史編さん委員会 大井町 B5
昭和63年3月26日 大井町史　通史編　上巻 大井町史編さん委員会 大井町 A5
昭和63年3月26日 大井町史　通史編　下巻 大井町史編さん委員会 大井町 A5
昭和60年3月30日 大井町史　民俗編 大井町史編さん委員会 大井町 A5
平成元年8月25日 大井町史　資料編Ⅰ　原始古代・中世 大井町史編さん委員会 大井町 A5 付図
昭和63年3月26日 大井町史　資料編Ⅱ　近世 大井町史編さん委員会 大井町 A5
平成元年8月25日 大井町史　資料編Ⅲ－1　近代 大井町史編さん委員会 大井町 A5
平成元年8月25日 大井町史　資料編Ⅲ－2　現代 大井町史編さん委員会 大井町 A5
昭和61年3月31日 大井町史　資料編Ⅳ　近現代Ⅱ・新聞資料 大井町史編さん委員会 大井町 A5
平成3年3月 大井町議会史　本史 大井町議会史編纂委員会 大井町 A5
平成元年3月 大井町議会史　資料編 大井町議会史編纂委員会 大井町 A5

昭和58年3月31日
大井町史料　第24集　大井町の口承文芸 －昔話を中
心とした調査から－

大井町史編さん委員会 大井町教育委員会 A5

昭和58年3月31日 大井町史料　第25集　大井町の宿場文書 大井町史編さん委員会 大井町教育委員会 A5
昭和58年3月31日 大井町史料　第26集　大井町新聞資料目録 大井町史編さん委員会 大井町教育委員会 A5
昭和58年3月31日 大井町史料　第27集　鶴ケ岡一号塚 大井町史編さん委員会 大井町教育委員会 B5
昭和59年3月31日 大井町史料　第28集　神木光治家文書集 大井町史編さん委員会 大井町教育委員会 A5
昭和59年3月31日 大井町史料　第29集　大井町の絵馬 大井町史編さん委員会 大井町教育委員会 A5

昭和59年3月31日
大井町史料　第30集　東台遺跡（第5地点の調査のあ
らまし）

大井町史編さん委員会 大井町教育委員会 B5

昭和59年3月31日 大井町史料　第31集　大井町亀久保地区の民俗 大井町史編さん委員会 大井町教育委員会 A5

昭和59年3月31日
大井町史料　第32集　大井町における選挙の動態　戦
後編

大井町史編さん委員会 大井町教育委員会 A5

昭和60年3月22日
大井町史料　第33集　大井町近代史料目録（県行政文
書大井町関係文書件名目録　大井町大字多い所蔵文書
目録）

大井町史編さん委員会 大井町教育委員会 A5



昭和60年3月31日
大井町史料　第34集　大都市周辺における社会体育行
政の変遷と地域住民の体育・スポーツ活動の現状－本
文編－

大井町史編さん委員会 大井町教育委員会 B5

昭和60年3月30日 大井町史料　第35集　大井町の地質 大井町史編さん委員会 大井町教育委員会 B5
昭和60年3月30日 大井町史料　第36集　大井町（村）おける農地改革 大井町史編さん委員会 大井町教育委員会 A5

昭和60年3月30日
大井町史料　第37集　東台遺跡Ⅱ　第8地点発掘調査
報告書

大井町史編さん委員会 大井町教育委員会 B5

平成元年8月25日
大井町史料　第38集　大都市周辺における社会体育行
政の変遷と地域住民の体育・スポーツ活動の現状－資
料編－

大井町史編さん委員会 大井町教育委員会 B5

平成元年6月30日 大井町史研究紀要　2 大井町史編さん委員会 大井町教育委員会 A5

平成11年3月31日
文化財調査報告　第30集　埼玉県入間郡大井町　町内
遺跡群Ⅶ

大井町教育委員会 A4

平成12年3月25日
文化財調査報告　第31集　埼玉県入間郡大井町　町内
遺跡群Ⅷ

大井町教育委員会 A4

平成13年3月23日
文化財調査報告　第32集　埼玉県入間郡大井町　町内
遺跡群Ⅸ

大井町教育委員会 A4

平成14年3月25日
文化財調査報告　第33集　埼玉県入間郡大井町　町内
遺跡群Ⅹ

大井町教育委員会 A4

平成15年3月28日
文化財調査報告　第34集　埼玉県入間郡大井町　町内
遺跡群ⅩⅠ

大井町教育委員会 A4

平成17年3月31日
文化財調査報告　第35集　東台製鉄遺跡　－東台遺跡
Ⅳ(第15・18地点)－

大井町教育委員会・大井町
遺跡調査会

A4

平成17年9月30日
文化財調査報告　第36集　埼玉県入間郡大井町　町内
遺跡群ⅩⅡ

大井町教育委員会 A4

平成12年3月30日
大井町立郷土資料館調査報告書　第2集　戦後の大井
町の歩み　－統計資料編－

大井町立郷土資料館 A4

平成4年3月30日 大井町立郷土資料館収蔵資料目録　民具編 大井町立郷土資料館 B5

平成8年3月28日
大井町立郷土資料館収蔵資料　武蔵野台地北部の畑作
用具－解説と目録－

大井町立郷土資料館 B5

平成9年3月11日 大井町立郷土資料館収蔵資料目録　三上栄一家文書 大井町立郷土資料館 B5
平成10年3月27日 大井町立郷土資料館収蔵資料目録　諸家文書目録 大井町立郷土資料館 B5
平成13年3月30日 大井町立郷土資料館収蔵資料目録　諸家文書目録Ⅱ 大井町立郷土資料館 B5

平成15年3月31日
大井町立郷土資料館収蔵資料目録　大井小学校・大井
小学校PTA文書目録

大井町立郷土資料館 A4

平成8年11月1日
平成8年度　企画展示図録　街道往来－川越街道と大
井宿－

大井町立郷土資料館 B5

昭和62年3月31日 大井町遺跡調査会報告　第1集　亀居遺跡 大井町遺跡調査会 B5
平成4年3月31日 大井町遺跡調査会報告　第3集　亀井・本村遺跡 大井町遺跡調査会 B5

平成13年1月31日
大井町遺跡調査会報告　第9集　東久保の遺跡　－大
井町東久保土地区画整理事業にともなう埋蔵文化財発
掘調査概報－

大井町遺跡調査会 A4

平成17年3月25日
大井町遺跡調査会報告　第14集　東久保の遺跡　－大
井町東久保土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調
査報告書－

大井町遺跡調査会 A4 付図



平成17年9月30日

大井町遺跡調査会報告　第15集　木村遺跡Ⅳ－木村遺
跡第84・86・99・102地点の発掘調査概要報告書－
大井氏館跡遺跡Ⅲ－大井氏館跡遺跡第14地点の発掘調
査概要報告書－　浄禅寺跡遺跡Ⅲ－浄禅寺跡遺跡第19
地点の発掘調査概要報告書－

大井町遺跡調査会 A4

平成17年9月30日
大井町遺跡調査会報告　第16集　江川南遺跡Ⅱ－江川
南遺跡第11地点の発掘調査概要報告書－　－神明後遺
跡第18地点の発掘調査概要報告書－

大井町遺跡調査会 A4

平成17年9月30日

大井町遺跡調査会報告　第17集　西ノ原遺跡Ⅳ－西ノ
原遺跡第113地点の発掘調査概要報告書－　－西ノ原
遺跡第119地点の発掘調査概要報告書－　東台遺跡Ⅴ
－東台遺跡第33地点の発掘調査概要報告書－　－東台
遺跡第34地点の発掘調査概要報告書

大井町遺跡調査会 A4

平成21年3月31日

大井町遺跡調査会報告　第18集　亀居遺跡Ⅲ－亀居遺
跡第59地点の発掘調査報告書－　鶴ヶ舞遺跡Ⅰ－鶴ヶ
舞遺跡第8地点の発掘調査報告書－　江川南遺跡Ⅲ－
江川南遺跡第20地点の発掘調査報告書－　東中学校西
遺跡Ⅰ－東中学校西遺跡第24地点の発掘調査報告書－
西ノ原遺跡Ⅴ－西ノ原遺跡第51・128・132地点の発掘
調査報告書－　神明後遺跡Ⅱ－神明後遺跡第26・27地
点の発掘調査報告書－

大井町遺跡調査会 A4

　上福岡市
平成11年3月25日 上福岡市史　資料編　第1巻　自然史・考古 上福岡市教育委員会 A5

平成9年7月31日 上福岡市史　資料編　第2巻　古代・中世・近世
上福岡市教育委員会・上
福岡市史編纂委員会

上福岡市 A5

平成10年3月31日 上福岡市史　資料編　第3巻　近代
上福岡市教育委員会・上
福岡市史編纂委員会

上福岡市 A5

平成12年3月24日 上福岡市史　資料編　第4巻　現代
上福岡市教育委員会・上
福岡市史編纂委員会

上福岡市 A5

平成9年7月31日 上福岡市史　資料編　第5巻　民俗
上福岡市教育委員会・上
福岡市史編纂委員会

上福岡市 A5

平成12年3月24日
上福岡市史　通史編　上巻　自然・原始古代・中世・
近世

上福岡市教育委員会・上
福岡市史編纂委員会

上福岡市 A5

平成14年3月25日 上福岡市史　通史編　下巻　近代・現代・民俗
上福岡市教育委員会・上
福岡市史編纂委員会

上福岡市 A5

平成15年3月10日 まんが上福岡の歴史　－上福岡市史普及版－
上福岡市史編纂委員会・
上福岡市教育委員会

上福岡市 A5

平成5年3月31日 市史調査報告書　第1集　諸家文書目録（Ⅰ） 上福岡市教育委員会 B5
平成5年3月31日 市史調査報告書　第2集　郷土調査 上福岡市教育委員会 B5

平成6年3月31日
市史調査報告書　第3集　柳川家文書目録（改訂増補
版）

上福岡市教育委員会 B5

平成6年3月31日
市史調査報告書　第4集　長宮氷川神社文書目録（改
訂増補版）

上福岡市教育委員会 B5

平成6年3月31日
市史調査報告書　第5集　考古文献資料（1）　上福岡
貝塚

上福岡市教育委員会 B5

平成7年3月27日 市史調査報告書　第6集　水害資料集成 上福岡市教育委員会 B5 付図



平成7年3月31日 市史調査報告書　第7集　城山と富永善左ヱ門 上福岡市教育委員会 B5 付図
平成8年3月29日 市史調査報告書　第8集　諸家文書目録（Ⅱ） 上福岡市教育委員会 B5
平成8年3月29日 市史調査報告書　第9集　上福岡の石造物 上福岡市教育委員会 B5 付図

平成8年3月29日
市史調査報告書　第10集　沢田茂一郎家文書目録
（Ⅰ）

上福岡市教育委員会 B5

平成9年3月31日 市史調査報告書　第11集　上福岡の民家（1） 上福岡市教育委員会 A4
平成9年3月31日 市史調査報告書　第12集　沢田茂一郎文書目録（Ⅱ） 上福岡市教育委員会 B5
平成9年3月31日 市史調査報告書　第13集　上福岡の社寺と指定文化財 上福岡市教育委員会 A5
平成10年3月31日 市史調査報告書　第14集　福岡受信所の歴史 上福岡市教育委員会 B5

平成11年2月20日
市史調査報告書　第16集　行政文書目録（近世・明治
編）

上福岡市教育委員会 B5

平成11年2月20日 市史調査報告書　第17集　上福岡の絵馬・奉納額 上福岡市教育委員会 B5

平成12年3月31日
市史調査報告書　第18集　上福岡の板碑　中世の石の
文化

上福岡市教育委員会 A4

平成13年3月20日
市史調査報告書　第19集　20世紀を語る古写真－上福
岡And新河岸川舟運＋東上線－

上福岡市教育委員会 A4

平成14年3月25日 市史調査報告書　第20集　諸家文書目録（Ⅲ） 上福岡市教育委員会 B5

平成15年3月20日

市史調査報告書　第21集　市報連載「市史編さん室発
歴史情報」（総集編）－ふるさとのあゆみがわかる豆
知識－／新河岸川・福岡河岸の民家－上福岡の民家
(2)－

上福岡市教育委員会 A4

平成7年3月25日 市史研究　きんもくせい　創刊号 上福岡市教育委員会 A5
平成8年3月25日 市史研究　きんもくせい　第2号 上福岡市教育委員会 A5
平成9年10月30日 市史研究　きんもくせい　第3号 上福岡市教育委員会 A5
平成10年12月15日 市史研究　きんもくせい　第4号 上福岡市教育委員会 A5
平成12年3月27日 市史研究　きんもくせい　第5号 上福岡市教育委員会 A5
平成13年3月26日 市史研究　きんもくせい　第6号 上福岡市教育委員会 A5
平成14年3月27日 市史研究　きんもくせい　第7号 上福岡市教育委員会 A5
平成15年3月20日 市史研究　きんもくせい　第8号 上福岡市教育委員会 A5

平成15年10月14日
市史研究　きんもくせい　第9号　－市史完了記念号
－

上福岡市教育委員会 A5

平成13年2月13日 四十雀　市史編さん室だより　第7号
上福岡市教育委員会市史編
纂室

A4

昭和53年3月
郷土史料　第21集　埼玉県上福岡市川崎遺跡（第3
次）・長宮遺跡　発掘調査報告書

上福岡市教育委員会 B5 コピー

昭和55年3月10日
（初版）・昭和62
年3月30日（再版）

郷土史料　第23集　上福岡の歴史散歩
上福岡市立歴史民俗資料
館

上福岡市教育委員会 B6

昭和58年3月31日
郷土史料　第29集　埼玉県上福岡市内遺跡群　埋蔵文
化財の調査（Ⅴ）

上福岡市教育委員会 B5 付図

昭和63年3月31日
郷土史料　第35集　埼玉県上福岡市内遺跡群　埋蔵文
化財の調査（Ⅹ）

上福岡市教育委員会 B5

平成元年3月30日 郷土史料　第36集　福田屋文書目録
上福岡市立歴史民俗資料
館

上福岡市教育委員会 B5

平成元年3月22日
郷土史料　第37集　埼玉県上福岡市内遺跡群　埋蔵文
化財の調査（11）

上福岡市教育委員会 B5



平成4年3月30日 郷土史料　第42集　早船屋文書目録（増補版）
上福岡市立歴史民俗資料
館・上福岡市教育委員会

B5

平成11年3月31日
郷土史料　第50集　埼玉県上福岡市内遺跡　埋蔵文化
財の調査（21）　埼玉県上福岡市教育委員会（上福岡
市福岡1丁目1番2号内）

上福岡市教育委員会 A4

平成12年3月31日
郷土史料　第51集　埼玉県上福岡市内遺跡　埋蔵文化
財の調査（22）　埼玉県上福岡市教育委員会（上福岡
市福岡1丁目1番2号内）

上福岡市教育委員会 A4

平成13年3月30日
郷土史料　第52集　埼玉県上福岡市内遺跡　埋蔵文化
財の調査（23）　埼玉県上福岡市教育委員会（上福岡
市福岡1丁目1番2号内）

上福岡市教育委員会 A4

平成14年3月29日
郷土史料　第53集　埼玉県上福岡市内遺跡　埋蔵文化
財の調査（24）　埼玉県上福岡市教育委員会（上福岡
市福岡1丁目1番2号内）

上福岡市教育委員会 A4

平成15年3月28日
郷土史料　第54集　埼玉県上福岡市内遺跡　埋蔵文化
財の調査（25）　埼玉県上福岡市教育委員会（上福岡
市福岡1丁目1番2号内）

上福岡市教育委員会 A4

平成16年3月31日
郷土史料　第55集　埼玉県上福岡市内遺跡　埋蔵文化
財の調査（26）

上福岡市教育委員会 A4

平成17年3月31日
郷土史料　第56集　埼玉県上福岡市内遺跡　埋蔵文化
財の調査（27）

上福岡市教育委員会 A4

昭和50年3月31日 埼玉県上福岡市　川崎遺跡第一次調査慨報 川崎遺跡調査団 上福岡市教育委員会 B5 コピー

昭和61年3月31日 旧福田屋　文化財調査報告書
東洋大学工業技術研究所・
上福岡市教育委員会

A4

平成16年3月 県指定史跡　権現山古墳群 上福岡市教育委員会 A4
平成4年11月2日 第9回　特別展図録　ほうきの文化－序章－ 上福岡市立歴史民俗資料館 B5

平成6年1月23日
開館10周年記念特別展（第10回特別展）図録　新河岸
川舟運　九十九曲がりの船頭と船大工

上福岡市立歴史民俗資料館 B5

平成4年3月31日 資料館調査報告1　旧陸軍の施設 上福岡市立歴史民俗資料館 B5
平成6年3月31日 資料館調査報告2　福岡河岸町家　収蔵資料目録 上福岡市立歴史民俗資料館 B5

昭和54年3月31日 埼玉県上福岡市　ハケ遺跡C地区
埼玉県上福岡市ハケ遺跡調
査会

B5 コピー

　本庄市
昭和61年3月31日 本庄市史　通史編　Ⅰ 本庄市史編集室 本庄市 A5
平成元年3月30日 本庄市史　通史編　Ⅱ 本庄市史編集室 本庄市 A5 付図
平成7年1月12日 本庄市史　通史編　Ⅲ 本庄市史編集室 本庄市 A5 付図、年表
昭和49年 本庄市史拾遺　第16号 本庄市史編集室 B5

本庄市史拾遺　第18・19号 本庄市史編集室 B5
昭和53年 本庄市史拾遺　第20号 本庄市史編集室 B5
昭和63年3月 本庄市史拾遺　第22号 本庄市史編集室 B5
昭和63年3月15日 本庄市史拾遺　第23号 本庄市史編集室 B5
昭和63年3月31日 本庄市史拾遺　第24号 本庄市史編集室 B5
平成6年1月20日 本庄市史拾遺　第30号 本庄市史編集室 B5
昭和60年3月31日 本庄まつりの山車 本庄市教育委員会 B5

平成29年3月31日 本庄市の文化財　散策ガイドブック
本庄市教育委員会文化財
保護課

本庄市教育委員会 A5



平成24年3月28日 本庄市の養蚕と製糸　－養蚕と絹のまち本庄－
本庄市教育委員会文化財保
護課

A4

平成31年3月28日
本庄市の養蚕と製糸　－養蚕と絹のまち本庄－　改訂
版

本庄市教育委員会文化財保
護課

A4

平成25年3月29日
本庄市郷土叢書　第2集　本庄市の鎌倉街道と中山道
―“ほんじょう”の古道と歴史―

本庄市教育委員会文化財保
護課

A4

平成26年3月14日
本庄市郷土叢書　第3集　本庄市の武蔵武士　―武蔵
七党児玉党の活躍とその後―

本庄市教育委員会文化財保
護課

A4

平成27年3月25日
本庄市郷土叢書　第4集　本庄市の人物誌①　盲目の
国学者　塙保己一の生涯

本庄市教育委員会 A4

平成28年3月31日 本庄市郷土叢書　第5集　本庄市の遺跡と出土文化財
本庄市教育委員会文化財保
護課

A4

平成29年1月31日
本庄市郷土叢書　第6集　本庄市の地名①　―本庄地
域編―

本庄市教育委員会文化財保
護課

A4 付図

平成30年3月30日
本庄市郷土叢書　第7集　本庄市の地名②　－児玉地
域編－

本庄市教育委員会文化財保
護課

A4

平成9年3月31日
本庄市埋蔵文化財調査報告　第22集　市内遺跡発掘調
査報告書～西富田地区編～

本庄市教育委員会 A4 付図

平成13年3月31日
本庄市埋蔵文化財調査報告　第23集　旭・小島古墳群
－前の山古墳－　小島西土地区画整理事業に伴う発掘
調査報告書Ⅰ

本庄市教育委員会 A4

平成15年3月31日
本庄市埋蔵文化財調査報告　第26集　市内遺跡発掘調
査報告書　宥勝寺裏埴輪窯跡・宥勝寺北裏　本庄新都
心土地区画整理事業に伴う遺跡範囲確認調査報告書

本庄市教育委員会 A4

平成16年3月31日
本庄市埋蔵文化財調査報告　第27集　旭・小島古墳群
－上前原1～3・5～11号墳－　小島西土地区画整理事
業に伴う発掘調査報告書Ⅱ

本庄市教育委員会 A4

平成16年3月31日
本庄市埋蔵文化財調査報告　第28集　九反田（Ⅲ次調
査）・観音塚（Ⅲ次調査）　－東西通り線建設事業に
伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－

本庄市教育委員会 A4

平成16年3月31日
本庄市埋蔵文化財調査報告　第29集　東本庄　－本庄
総合公園建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅰ
－

本庄市教育委員会 A4

平成17年3月31日
本庄市埋蔵文化財調査報告　第30集　旭・小島古墳群
－上前原・堂場・内出前・永不地区－　小島西土地区
画整理事業に伴う発掘調査報告書Ⅲ

本庄市教育委員会 A4

平成17年3月31日
本庄市埋蔵文化財調査報告　第31集　市内遺跡発掘調
査報告書　四方田（Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ次調査）・久下東（Ⅱ
次調査）

本庄市教育委員会 A4

平成18年3月15日

本庄市埋蔵文化財調査報告書　第1集　金屋下別所遺
跡遺跡Ｂ地点　塩谷平氏ノ宮遺跡　塩谷下大塚遺跡Ｅ
地点　県営中山間地域総合整備事業（秋平・亜久原地
区）ほ場整備（篠の池下地区）に伴う発掘調査報告書

本庄市教育委員会 B5

平成18年3月20日
本庄市埋蔵文化財調査報告書　第2集　長沖古墳群Ⅵ
－第32号墳の確認調査－

本庄市教育委員会 B5



平成18年3月31日
本庄市埋蔵文化財調査報告書　第3集　旭・小島古墳
群　－林地区Ⅰ－　小島西土地区画整理事業に伴う発
掘調査報告書Ⅳ

本庄市教育委員会 A4

平成18年3月31日
本庄市埋蔵文化財調査報告書　第4集　今井原屋敷遺
跡　－第4地点－　社会福祉法人柏樹会老人福祉施設
シャロ－ム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

本庄市教育委員会 A4

平成19年3月30日
本庄市埋蔵文化財調査報告書　第5集　西五十子古墳
群　本庄総合公園建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査
報告書Ⅱ

本庄市教育委員会 A4

平成19年3月30日
本庄市埋蔵文化財調査報告書　第6集　旭・小島古墳
群　－林地区Ⅱ－　小島西土地区画整理事業に伴う発
掘調査報告書Ⅴ

本庄市教育委員会 A4

平成20年3月14日

本庄市埋蔵文化財調査報告書　第7集　七色塚遺跡Ⅱ
－Ｂ1地点－　北堀新田前遺跡－Ａ1地点－　－本庄早
稲田駅周辺土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調
査報告書1－

本庄市教育委員会 A4

平成20年3月31日
本庄市埋蔵文化財調査報告書　第8集　東五十子北町
中遺跡　タツムテクノロジ－株式会社工場建設に伴う
埋蔵文化財発掘調査報告書

本庄市教育委員会 A4

平成20年3月25日
本庄市埋蔵文化財調査報告書　第9集　川越田遺跡Ⅲ
場外車券場建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

本庄市教育委員会 A4

平成20年3月31日
本庄市埋蔵文化財調査報告書　第11集　旭・小島古墳
群－杉ノ根・屋敷内・三杢山・森西・森ノ下地区－
小島西土地区画整理事業に伴う発掘調査報告書Ⅵ

本庄市教育委員会 A4

平成20年3月31日 本庄市埋蔵文化財調査報告書　第12集　雌濠遺跡 本庄市教育委員会 A4

平成14年3月29日
本庄市埋蔵文化財調査報告書　第24集　市内遺跡発掘
調査報告書－御堂坂第1号墳の調査－

本庄市教育委員会 A4

平成14年3月29日
本庄市埋蔵文化財調査報告書　第25集　久下前遺跡第
3地点発掘調査報告書　－市道8501号線道路改良工事
に伴う埋蔵文化財発掘調査－

本庄市教育委員会 A4

平成25年3月29日
本庄市埋蔵文化財調査報告書　第31集　金屋南遺跡Ⅲ
－長沖古墳群内：縄文A地区・江ノ浜地区－　児玉南
土地区画整理事業発掘調査報告書4

本庄市教育委員会 A4

平成25年3月14日

本庄市埋蔵文化財調査報告書　第32集　久下前遺跡Ⅴ
（F1地点）・久下東遺跡Ⅵ（G1地点）　－本庄早稲田
駅周辺土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書6－

本庄市教育委員会 A4

平成25年3月29日
本庄市埋蔵文化財調査報告書　第33集　本庄2号遺
跡・薬師堂東遺跡（第1・第2地点）・御堂坂4号墳

本庄市教育委員会 A4

平成25年3月22日
本庄市埋蔵文化財調査報告書　第34集　左口遺跡Ⅱ－
B地点の調査－　本庄飯玉遺跡　北堀新田遺跡Ⅲ－D地
点の調査－

本庄市教育委員会 A4

平成25年3月14日 本庄市埋蔵文化財調査報告書　第35集　南御堂坂遺跡 本庄市教育委員会 A4

平成26年3月24日
本庄市埋蔵文化財調査報告書　第36集　長沖古墳群X
Ⅱ－第202号墳の調査－・女池遺跡Ⅳ－E地点の調査
－・西富田新田遺跡Ⅱ－C地点の調査－

本庄市教育委員会 A4



平成26年3月31日

本庄市埋蔵文化財調査報告書　第37集　七色塚遺跡Ⅲ
（B2地点）・北掘久下塚北遺跡Ⅲ（C・D地点）・久下
東遺跡Ⅶ（A2・B2・B3・F2地点）・宥勝寺北裏遺跡Ⅳ
（C地点）　－本庄早稲田駅周辺土地区画整理事業に
伴う埋蔵文化財発掘調査報告書7－

本庄市教育委員会 A4

平成26年3月31日
本庄市埋蔵文化財調査報告書　第38集　石神境遺跡・
天神林Ⅱ遺跡

本庄市教育委員会 A4

平成26年3月31日
本庄市埋蔵文化財調査報告書　第39集　長沖古墳群X
Ⅲ　－第194・195・196・197・201号墳の調査－　児
玉南土地区画整理事業発掘調査報告書5

本庄市教育委員会 A4

平成26年3月14日
本庄市埋蔵文化財調査報告書　第40集　山王山遺跡
－A1・A2地点の調査－

本庄市教育委員会 A4

平成27年3月31日
本庄市埋蔵文化財調査報告書　第43集　長沖古墳群Ⅹ
Ⅴ－長沖203号墳の調査-　児玉南土地区画整理事業発
掘調査報告書6

本庄市教育委員会 A4 付録CD

平成27年3月27日

本庄市埋蔵文化財調査報告書　第44集　北掘新田前遺
跡Ⅱ（A2・A3地点）・北掘新田遺跡Ⅳ（A2・B地
点）・久下東遺跡Ⅷ（G3地点）－本庄早稲田駅前周辺
土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書8
－

本庄市教育委員会 A4

平成27年3月31日
本庄市埋蔵文化財調査報告書　第45集　西富田新田遺
跡Ⅲ－A地点の調査-　旭・小島古墳群－万年寺八幡山
古墳ほかの調査-

本庄市教育委員会 A4

平成27年3月24日
本庄市埋蔵文化財調査報告書　第46集　今井原屋敷遺
跡－第5地点の調査－

本庄市教育委員会 A4

平成28年11月14日

本庄市埋蔵文化財調査報告書　第49集　久下東遺跡Ⅸ
（C2・D2・D3・E2・E3・E4地点）　―本庄早稲田駅周
辺土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
9―

本庄市教育委員会 A4

平成29年3月31日
本庄市埋蔵文化財調査報告書　第51集　長沖古墳群Ⅹ
Ⅶ　－梅原地区A地点の調査－

本庄市教育委員会 A4

平成29年12月11日
本庄市埋蔵文化財調査報告書　第52集　新宮遺跡Ⅲ
（Ｅ地点の調査）

本庄市教育委員会 A4

平成30年2月28日

本庄市埋蔵文化財調査報告書　第53集　久下前遺跡Ⅵ
（C2・C3・C4・F2・F3地点）－本庄早稲田駅周辺土地
区画整理事業に伴う埋葬文化財調査発掘調査報告書10
－

本庄市教育委員会 A4

平成30年3月30日
本庄市埋蔵文化財調査報告書　第54集　本庄中北原遺
跡　―店舗建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書―

本庄市教育委員会 A4

平成30年3月30日
本庄市埋蔵文化財調査報告書　第55集　長沖古墳群Ⅹ
ⅤⅢ　－赤坂地区の調査－

本庄市教育委員会 A4

平成30年3月28日
本庄市埋蔵文化財調査報告書　第56集　辻堂遺跡Ⅲ－
E地点の調査－・女池遺跡Ⅴ－F地点の調査－・城山遺
跡Ⅲ－第3地点の調査－

本庄市教育委員会 A4



平成31年2月28日
本庄市埋蔵文化財調査報告書　第57集　久下東遺跡Ⅹ
（Ｇ2・Ｈ地点）　－本庄早稲田駅周辺土地区画整理
事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書11－

本庄市教育委員会 A4

平成31年3月29日
本庄市埋蔵文化財調査報告書　第58集　薬師堂東遺跡
Ⅱ（Ｃ・Ｄ地点）　－本庄市立本庄東中学校校舎・
プール棟建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－

本庄市教育委員会 A4
第2分冊と箱

入

平成31年3月29日
本庄市埋蔵文化財調査報告書　第58集　薬師堂東遺跡
Ⅱ（Ｃ・Ｄ地点）　－本庄市立本庄東中学校校舎・
プール棟建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－

本庄市教育委員会 A4
第1分冊と箱

入

平成31年3月29日
本庄市埋蔵文化財調査報告書　第59集　長沖古墳群Ⅹ
Ⅸ　－梅原地区Ｂ地点の調査－

本庄市教育委員会 A4

平成31年3月26日
本庄市埋蔵文化財調査報告書　第60集　小島仕切沢遺
跡　－分譲住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
－

本庄市教育委員会 A4

昭和61年3月15日 本庄市立歴史民俗資料館紀要　創刊号 本庄市立歴史民俗資料館 B5
平成20年3月3日 資料館研究紀要　第4号 本庄市立歴史民俗資料館 A4

平成14年3月29日

本庄市遺跡調査会報告　第6集　大久保山遺跡浅見山
Ⅰ地区（第2次）・北堀前山古墳群（第2・3次）発掘
調査報告書－新幹線新駅建設に伴う埋蔵文化財発掘調
査Ⅰ－

本庄市遺跡調査会 A4

平成16年3月31日
本庄市遺跡調査会報告　第7集　社具路遺跡　－第4地
点－　店舗建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

本庄市遺跡調査会 A4

平成16年3月31日
本庄市遺跡調査会報告　第8集　東五十子赤坂遺跡
ヤマト運輸株式会社貨物集配施設建設に伴う埋蔵文化
財発掘調査報告書

本庄市遺跡調査会 A4

平成16年3月31日
本庄市遺跡調査会報告　第9集　今井原屋敷遺跡　－
第2地点－　社会福祉法人本庄ひまわり福祉会社会福
祉施設建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

本庄市遺跡調査会 A4

平成16年3月31日
本庄市遺跡調査会報告　第10集　社具路遺跡　－第13
地点－　民間駐車場建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報
告書

本庄市遺跡調査会 A4

平成16年5月25日
本庄市遺跡調査会報告　第11集　東五十子城跡遺跡
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ移動通信用鉄塔建
設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

本庄市遺跡調査会 A4

平成17年5月25日
本庄市遺跡調査会報告　第12集　城山遺跡　圓心寺本
堂建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

本庄市遺跡調査会 A4

平成23年12月28日
本庄市遺跡調査会報告書　第27集　秋山郷戸遺跡　－
B地点の調査－　セメント骨材（岩石）採取に伴う埋
蔵文化財発掘調査報告書

本庄市遺跡調査会 A4

平成24年3月30日
本庄市遺跡調査会報告書　第33集　塚畠遺跡Ⅳ　－C
地点の調査－

本庄市遺跡調査会 A4

平成24年3月30日
本庄市遺跡調査会報告書　第43集　秋山西部遺跡群
ゴルフ場建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

本庄市遺跡調査会 A4

平成24年3月30日
本庄市遺跡調査会報告書　第44集　秋山諏訪平遺跡Ⅳ
－G地点の調査－

本庄市遺跡調査会 A4

　児玉町



平成4年3月23日 児玉町史　中世資料編
児玉町教育委員会・児玉
町史編さん委員会

児玉町 B5

平成2年3月26日 児玉町史　近世史料編
児玉町教育委員会・児玉
町史編さん委員会

児玉町 B5 附録

平成14年3月29日 児玉町史　近現代資料編
児玉町教育委員会　児玉
町史編さん委員会

児玉町教育委員会 B5

平成7年3月28日 児玉町史　民俗編
児玉町教育委員会・児玉
町史編さん委員会

児玉町 B5

平成5年3月30日 児玉町史　自然編
児玉町教育委員会・児玉
町史編さん委員会

児玉町 B5

平成17年11月21日 児玉町史別編　写真で見る児玉の歩み 児玉町史編さん委員会 児玉町教育委員会 B5

昭和58年3月30日
児玉町史史料調査報告　第8集　武蔵国児玉郡吉田林
村諸家文書

根岸篤太郎 児玉町史編纂委員会 B5

昭和60年1月30日
児玉町史史料調査報告　第8集　解説　近世吉田林村
の構造と動向

根岸篤太郎
児玉町教育委員会・児玉町
史編纂委員会

B5

昭和60年3月30日
児玉町史史料調査報告　第9集　武蔵国児玉郡入浅見
村・下浅見村・高関村諸家文書

児玉町史編纂委員会 児玉町教育委員会 B5

昭和62年1月10日
児玉町史史料調査報告　第10集　武蔵国児玉郡八幡山
町　八幡山町史料集一

児玉町史編纂委員会 児玉町教育委員会 B5

昭和63年3月15日
児玉町史史料調査報告　第11集　武蔵国那賀郡秋山村
諸家文書

児玉町史編さん委員会 児玉町教育委員会 B5

平成元年3月25日 児玉町史史料調査報告　第12集　九郷用水関係資料集 児玉町史編さん委員会 児玉町教育委員会 B5

平成2年3月26日 児玉町史史料調査報告　第13集　久米逸淵小伝
児玉町史編さん委員会
近世部会

児玉町教育委員会 B5

平成3年3月25日
児玉町史史料調査報告　第14集　児玉町諸家文書目録
一

児玉町史編さん委員会
（近世部会）

児玉町教育委員会 B5

平成8年3月28日 児玉町史史料調査報告　第15集　児玉町の石仏 児玉町史編さん委員会 児玉町教育委員会 B5

平成9年3月28日
児玉町史史料調査報告　第16集　武蔵国児玉郡八幡山
町福田家所蔵文書

児玉町史編さん委員会・
近世部会

児玉町教育委員会 B5

平成11年3月30日 児玉町史史料調査報告　第17集　塙記念館所蔵文書 児玉町史編さん委員会 児玉町教育委員会 B5
平成15年3月28日 児玉町史史料調査報告　第18集　児玉町の近代化遺産 児玉町史編さん委員会 児玉町教育委員会 B5

昭和63年3月15日
児玉町史史料調査報告　中世　第2集　武蔵七党　児
玉党関係史料編一

児玉町史編さん委員会 児玉町教育委員会 B5

平成10年3月25日
児玉町史史料調査報告　中世　第3集　児玉町の中世
石造物（宝篋印塔・五輪塔・石幢・無縫塔・石殿・石
仏）

児玉町史編さん委員会 児玉町教育委員会 B5

平成2年3月26日 児玉町史資料調査報告　古代　第2集　秋山古墳群
児玉町史編さん委員会
（原始古代部会）

児玉町教育委員会 B5

平成7年3月31日
児玉町文化財調査報告書　第17集　飯玉東Ⅱ・高縄
田・樋越・梅沢Ⅱ・東牧西分・鶴蒔・毛無し屋敷・石
橋

児玉町教育委員会 B5

平成8年2月29日 児玉町文化財調査報告書　第19集　辻堂遺跡Ⅰ 児玉町教育委員会 B5

平成8年3月29日
児玉町文化財調査報告書　第20集　辻堂Ⅱ・南街道・
宮田遺跡

児玉町教育委員会 B5

平成9年3月28日
児玉町文化財調査報告書　第23集　城の内・日延・東
田・浅見境北遺跡

児玉町教育委員会 B5



平成13年3月30日
児玉町文化財調査報告書　第35集　女池遺跡（B・D地
点の調査）　－町内遺跡発掘調査に伴う発掘調査報告
書30－

児玉町教育委員会 B5

平成14年3月25日
児玉町文化財調査報告書　第36集　長沖古墳群Ⅲ－村
後地区・飯玉地区（C・D地点）－　町内遺跡発掘調査
に伴う発掘調査報告書31

児玉町教育委員会 B5

平成15年3月31日
児玉町文化財調査報告書　第37集　長沖古墳群Ⅳ－第
42号墳の調査－　町内遺跡発掘調査に伴う発掘調査報
告書32

児玉町教育委員会 B5

平成16年3月31日
児玉町文化財調査報告書　第38集　長沖古墳群Ⅴ－飯
玉地区E地点の調査－　町内遺跡発掘調査に伴う発掘
調査報告書33

児玉町教育委員会 B5

平成17年3月22日
児玉町文化財調査報告書　第39集　高柳原遺跡－B ・
C地点の調査－　町内遺跡発掘調査に伴う発掘調査報
告書34

児玉町教育委員会 B5

平成5年3月25日
児玉町遺跡調査会報告書　第5集　川越田遺跡Ⅱ（B・
C地点の調査）

児玉町遺跡調査会 B5

平成7年3月31日
児玉町遺跡調査会報告書　第6・7集　南共和・新宮遺
跡

児玉町遺跡調査会 B5

平成17年12月1日
児玉町遺跡調査会報告書　第20集　後張遺跡Ⅲ（C地
点の調査）

児玉町遺跡調査会 B5

　松伏町
平成18年3月31日 松伏町史　民俗編 松伏町教育委員会 松伏町 B5
昭和58年3月5日 松伏町史資料　第1集　杉浦家文書 松伏町教育委員会 B5
昭和58年3月25日 松伏町史資料　第2集　民具 松伏町教育委員会 B5
昭和58年3月5日 松伏町史資料　第3集　喜福寺・観音寺文書 松伏町教育委員会 B5
昭和59年3月5日 松伏町史資料　第4集　小林家文書 松伏町教育委員会 B5
昭和62年3月5日 松伏町史資料　第5集　細野家文書 松伏町教育委員会 B5
昭和63年3月5日 松伏町史資料　第6集　田口家所有文書 松伏町教育委員会 B5
平成2年9月30日 松伏町史資料　第7集　飯島家文書（1）年貢割付状 松伏町教育委員会 B5
平成2年9月30日 松伏町史資料　第8集　飯島家文書（2）年貢皆済目録 松伏町教育委員会 B5
平成2年9月30日 松伏町史資料　第9集　飯島家文書（3） 松伏町教育委員会 B5
平成4年11月30日 松伏町史資料　第10集　飯島家文書（4） 松伏町教育委員会 B5
平成4年3月31日 松伏町史資料　第11集　今井家文書 松伏町教育委員会 B5
平成5年9月30日 松伏町史資料　第12集　静栖寺文書（1） 松伏町教育委員会 B5
平成12年3月14日 松伏町史資料　第16集　町有石川民部家文書 松伏町教育委員会 B5
昭和61年3月30日 松伏の文化財 松伏町教育委員会 B6
昭和59年3月31日 本郷遺跡 松伏町教育委員会 B5

平成14年3月29日
町内東部遺跡群発掘調査報告書　第4集　浅間東遺跡
Ⅱ

松伏町教育委員会 B5

平成16年3月30日 町内遺跡発掘調査報告書　第4集　浅間東遺跡Ⅳ 松伏町教育委員会 A4

平成17年3月31日
町内遺跡発掘調査報告書　第5集　浅間東遺跡Ⅴ・登
戸遺跡Ⅲ

松伏町教育委員会 A4

　三郷市
平成2年3月31日 三郷市史　第1巻　原始古代・中世史料編 三郷市史編さん委員会 三郷市 A5
平成2年3月31日 三郷市史　第2巻　近世史Ⅰ 三郷市史編さん委員会 三郷市 A5



平成4年3月31日 三郷市史　第3巻　近代史Ⅱ 三郷市史編さん委員会 三郷市 A5
平成5年3月31日 三郷市史　第4巻　近代史Ⅰ 三郷市史編さん委員会 三郷市 A5
平成6年3月31日 三郷市史　第5巻　近代史Ⅱ 三郷市史編さん委員会 三郷市 A5
平成7年3月31日 三郷市史　第6巻　通史編 三郷市史編さん委員会 三郷市 A5
平成9年3月31日 三郷市史　第7巻　通史編Ⅱ 三郷市史編さん委員会 三郷市 A5
平成4年3月31日 三郷市史　第8巻　別冊　民俗 三郷市史編さん委員会 三郷市 A5
平成3年3月31日 三郷市史　第9巻　別冊　民俗編 三郷市史編さん委員会 三郷市 A5
平成12年3月31日 三郷市史　第10巻　別編　水利水害編 三郷市史編さん委員会 三郷市 A5
平成11年3月31日 三郷のあゆみ 三郷市史編さん委員会 三郷市 A5

平成6年3月31日
三郷市史資料　地誌1　新編武蔵風土記（二郷半領
編）

三郷市史編さん委員会 B5

昭和63年3月30日 三郷市史調査報告書　第1集　三郷市史料所在目録Ⅰ 三郷市史編さん委員会 三郷市広報公聴課 B5
平成元年3月30日 三郷市史調査報告書　第2集　三郷市史料所在目録Ⅱ 三郷市史編さん委員会 三郷市広報公聴課 B5
平成元年3月30日 三郷市史調査報告書　第3集　半田の民俗 三郷市史編さん委員会 三郷市広報公聴課 B5
平成元年3月30日 三郷市史調査報告書　第4集　三郷の墓石 三郷市史編さん委員会 三郷市広報公聴課 B5
平成2年3月31日 三郷市史調査報告書　第5集　三郷市史料所在目録Ⅲ 三郷市史編さん委員会 三郷市広報公聴課 B5
平成2年3月31日 三郷市史調査報告書　第6集　高須の民俗 三郷市史編さん委員会 三郷市広報公聴課 B5
平成8年3月31日 三郷市史調査報告書　第7集　三郷市史料目録Ⅳ 三郷市史編さん委員会 三郷市 B5
平成20年2月20日 三郷の昔ことばと方言 三郷市方言集編集委員会 三郷市・三郷市教育委員会 A5
平成元年3月30日 葦のみち　創刊号（三郷市史研究） 三郷市史編さん委員会 三郷市 A5
平成2年3月31日 葦のみち　第2号（三郷市史研究） 三郷市史編さん委員会 三郷市 A5
平成3年3月30日 葦のみち　第3号（三郷市史研究） 三郷市史編さん委員会 三郷市 A5
平成4年3月30日 葦のみち　第4号（三郷市史研究） 三郷市史編さん委員会 三郷市 A5
平成5年3月31日 葦のみち　第5号（三郷市史研究） 三郷市史編さん委員会 三郷市 A5
平成6年3月31日 葦のみち　第6号（三郷市史研究） 三郷市史編さん委員会 三郷市 A5
平成7年3月31日 葦のみち　第7号（三郷市史研究） 三郷市史編さん委員会 三郷市 A5
平成8年3月31日 葦のみち　第8号（三郷市史研究） 三郷市史編さん委員会 三郷市 A5
平成9年3月31日 葦のみち　第9号（三郷市史研究） 三郷市史編さん委員会 三郷市 A5
平成10年3月31日 葦のみち　第10号（三郷市史研究） 三郷市史編さん委員会 三郷市 A5
平成11年3月31日 葦のみち　第11号（三郷市史研究） 三郷市史編さん委員会 三郷市 A5
平成12年3月31日 葦のみち　第12号（三郷市史研究） 三郷市史編さん委員会 三郷市 A5
平成13年3月31日 葦のみち　第13号（三郷市史研究）　市史完成記念 三郷市史編さん委員会 三郷市 A5
平成14年3月31日 葦のみち　第14号（三郷市史研究） 三郷市 A5
平成15年3月31日 葦のみち　第15号（三郷市史研究） 三郷市 A5
平成16年3月31日 葦のみち　第16号（三郷市史研究） 三郷市 A5
平成17年3月31日 葦のみち　第17号（三郷市史研究） 三郷市 A5
平成18年3月31日 葦のみち　第18号（三郷市史研究） 三郷市 A5
平成19年3月31日 葦のみち　第19号（三郷市史研究） 三郷市 A5
平成20年3月31日 葦のみち　第20号（三郷市史研究） 三郷市 A5
平成23年3月31日 葦のみち　第22号（三郷市史研究） 三郷市・三郷市教育委員会 A5
平成24年3月31日 葦のみち　第23号（三郷市史研究） 三郷市・三郷市教育委員会 A5
平成25年3月31日 葦のみち　第24号（三郷市史研究） 三郷市・三郷市教育委員会 A5
平成27年3月31日 葦のみち　第26号（三郷市史研究） 三郷市・三郷市教育委員会 A5
平成28年8月31日 葦のみち　第27号（三郷市史研究） 三郷市・三郷市教育委員会 A5
平成30年3月30日 葦のみち　第28号（三郷市史研究） 三郷市・三郷市教育委員会 A5
平成13年3月31日 三郷の絵馬 三郷市教育委員会 A4



平成27年12月1日
三郷市文化財サポーター会報　時の階　平成27年秋号
（創刊1号）

三郷市文化財サポーター代
表　広報部会

A4

平成28年2月1日
三郷市文化財サポーター会報　時の階　平成28年冬号
（第2号）

三郷市文化財サポーター代
表　記録広報部会

A4

平成28年6月1日
三郷市文化財サポーター会報　時の階　平成28年初夏
号（第3号）

三郷市文化財サポーター代
表　記録広報部会

A4

平成28年11月
三郷市文化財サポーター会議　時の階　平成28年秋号
（第4号）

三郷市文化財サポーター代
表　記録広報部会

A4

　美里町
昭和61年10月30日 美里町史　通史編 美里町史編纂委員会 美里町 A5
平成10年6月30日 復刻　「義民關兵靈神事蹟　完」 美里町 A5

平成27年2月1日
美里町3村合併60周年　町制施行30周年　記念事業
美里町文化財ガイドブック　美里の文化財

美里町教育委員会 A5

平成20年3月24日
平成26年8月28日第
2版

美里町の先人が残したもの　美里町遺跡の森館　常設
展示室　考古資料展示案内

美里町教育委員会 A4

さいたまの飛鳥　美里町　文化座めぐり　ウォーキン
グ&サイクリング・マップ

美里町教育委員会事務局 マップ

平成9年3月21日
美里町遺跡発掘調査報告書　第8集　猪俣南古墳群・
丸山遺跡

美里町教育委員会 A4

平成10年3月20日
美里町遺跡発掘調査報告書　第9集　猪俣北古墳群・
引地遺跡・滝ノ沢遺跡

美里町教育委員会 A4

平成11年3月16日
美里町遺跡発掘調査報告書　第10集　鍛冶屋峯遺跡・
川向遺跡・森後遺跡

美里町教育委員会 A4

平成12年3月21日
美里町遺跡発掘調査報告書　第11集　上野遺跡（A・
B）

美里町教育委員会 A4

平成13年3月21日
美里町遺跡発掘調査報告書　第12集　諏訪林古墳・池
下遺跡　－県営ほ場整備事業美里第二地区関係埋蔵文
化財調査報告書Ⅴ－

美里町教育委員会 A4

平成14年3月25日
美里町遺跡発掘調査報告書　第13集　白石古墳群　登
所地区・中原地区　－団体営白石土地改良総合整備事
業関係埋蔵文化財調査報告Ⅱ－

美里町教育委員会社会教育
課

A4

平成15年3月25日
美里町遺跡発掘調査報告書　第14集　白石古墳群Ⅱ
後海道地区・久保地区　－団体営白石土地改良総合整
備事業関係埋蔵文化財調査報告Ⅲ－

美里町教育委員会社会教育
課

A4

平成16年3月10日
美里町遺跡発掘調査報告書　第15集　白石古墳群Ⅲ－
早道場地区－　後海道遺跡・中道遺跡　－団体営白石
土地改良総合整備事業関係埋蔵文化財調査報告Ⅳ－

美里町教育委員会社会教育
課

A4

平成17年3月25日
美里町遺跡発掘調査報告書　第16集　南志渡川遺跡
志渡川古墳・志渡川遺跡　－県営圃場整備事業美里地
区関係埋蔵文化財調査報告Ⅰ－

美里町教育委員会 A4

平成18年3月31日
美里町遺跡発掘調査報告書　第17集　北貝戸遺跡・南
十条遺跡　－県営圃場整備事業美里地区関係埋蔵文化
財調査報告Ⅱ－

美里町教育委員会 A4



平成19年3月30日
美里町遺跡発掘調査報告書　第18集　北谷戸遺跡・下
道堀遺跡・上耕地遺跡　－県営圃場整備事業美里地区
関係埋蔵文化財調査報告Ⅲ－

美里町教育委員会 A4

平成22年3月30日
美里町遺跡発掘調査報告書　第19集　村後遺跡B地
点・大仏廃寺跡・広木上宿遺跡Ⅱ　－町道改良工事関
係埋蔵文化財調査報告－

美里町教育委員会 A4 付図

平成23年3月30日
美里町遺跡発掘調査報告書　第20集　新倉館跡・烏森
遺跡・道灌山古墳　附　勝丸稲荷神社古墳　－県営圃
場整備事業美里地区関係埋蔵文化財調査報告Ⅳ－

美里町教育委員会 A4 付図

平成24年3月30日
美里町遺跡発掘調査報告書　第21集　宮ヶ谷戸遺跡・
砂田遺跡　－県営圃場整備事業美里地区関係埋蔵文化
財調査報告Ⅴ－

美里町教育委員会 A4

平成25年3月29日 美里町遺跡発掘調査報告書　第22集　南和田遺跡Ⅱ 美里町教育委員会 A4 付図

平成26年3月28日
美里町遺跡発掘調査報告書　第23集　南志渡川B遺
跡・熊谷後遺跡

美里町教育委員会 A4

平成27年3月27日
美里町遺跡発掘調査報告書　第24集　御社遺跡・美里
町326号古墳・上川輪遺跡・前山Ｂ地点遺跡

美里町教育委員会 A4

平成28年3月25日 美里町遺跡発掘調査報告書　第25集　長坂聖天塚古墳 美里町教育委員会 A4

平成29年3月24日
美里町遺跡発掘調査報告書　第26集　大仏古墳群　美
里町第189号古墳

美里町教育委員会 A4

平成20年3月24日、
平成26年8月28日第
2版

美里町遺跡の森館　常設展示室　考古資料展示案内 美里町教育委員会 A4

美里町遺跡の森館　ご利用あんない 美里町遺跡の森館 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ
平成8年1月31日 美里町遺跡調査会報告書　第2集　東山B遺跡 美里町遺跡調査会 B5
平成8年3月31日 美里町遺跡調査会報告書　第3集　坂ノ谷遺跡 美里町遺跡調査会 B5
平成8年11月25日 美里町遺跡調査会報告書　第4集　木部 原　遺跡 美里町遺跡調査会 A4

平成16年6月30日
美里町遺跡調査会報告書　第5集　広木大町古墳群
14号墳・川原遺跡

美里町遺跡調査会 A4

平成17年10月31日
美里町遺跡調査会報告書　第6集　広木大町古墳群後
山王地区　後山王遺跡Ｅ地点

美里町遺跡調査会 A4

平成18年3月31日
美里町遺跡調査会報告書　第7集　生野山古墳群熊谷
支群　熊谷後1号墳

美里町遺跡調査会 A4

平成21年3月31日
美里町遺跡調査会報告書　第8集　広木大町古墳群
後山王地区Ⅱ　　後山王遺跡F地点

美里町遺跡調査会 A4

平成23年2月28日
美里町遺跡調査会報告書　第9集　長坂遺跡Ⅰ－長坂
聖天塚古墳隣接地の調査－

美里町遺跡調査会 A4

平成27年3月27日 美里町遺跡調査会報告書　第10集　稲荷林遺跡 美里町遺跡調査会 A4

平成29年3月17日
美里町遺跡調査会報告書　第11集　長坂遺跡Ⅱ　―長
坂聖天塚古墳隣接地の調査―

美里町遺跡調査会 A4

平成29年3月22日 美里町遺跡調査会報告書　第12集　雷電神社裏古墳 美里町遺跡調査会 A4
平成30年3月27日 美里町遺跡調査会報告書　第13集　中耕地遺跡 美里町遺跡調査会 A4

　皆野町
昭和58年3月30日 皆野町誌　資料編4　板碑、五輪塔、宝篋印塔 皆野町誌編集委員会 皆野町 A5 付図
昭和61年3月31日 皆野町誌　資料編5　民俗 皆野町誌編集委員会 皆野町 A5
昭和59年3月30日 皆野町誌　自然編Ⅱ　植物 皆野町誌編集委員会 皆野町 B5



昭和63年3月30日 皆野町誌　通史編 皆野町誌編集委員会 皆野町 A5
昭和63年3月25日 秩父・大背戸遺跡 '63   発掘調査報告 小林　茂 皆野町教育委員会 B5

平成4年3月25日
秩父・一貫目遺跡 '91　－県道皆野・両神・荒川線
（大渕地内）拡幅工事に伴う発掘調査－

皆野町教育委員会 B5

平成9年3月25日
皆野町埋蔵文化財調査報告書  第8集　秩父・親鼻遺
跡 '96　－町内遺跡発掘調査報告書Ⅴ－

皆野町教育委員会 B5

平成10年3月25日
皆野町埋蔵文化財調査報告書  第9集　秩父・神平遺
跡 '96　秩父・辻原遺跡 '96　－町内遺跡発掘調査報
告書Ⅵ－

皆野町教育委員会 B5

平成11年3月25日
皆野町埋蔵文化財調査報告書  第10集   秩父・梁瀬
遺跡 '97　秩父・下小坂遺跡 '97　－町内遺跡発掘調
査報告書Ⅶ－

皆野町教育委員会 B5

平成12年2月25日
皆野町埋蔵文化財調査報告書  第11集   秩父・半縄
遺跡 '96　－町内遺跡発掘調査報告書Ⅷ－

皆野町教育委員会 B5

平成12年3月25日
皆野町埋蔵文化財調査報告書  第12集   秩父・皆野
岩鼻遺跡 '91　－ミッションヒルズカントリ－クラブ
内遺跡発掘調査報告書－

皆野町教育委員会 B5

平成21年1月27日
皆野町埋蔵文化財調査報告書　第15集　秩父・下原遺
跡4次 '96　秩父・下和田Ⅱ遺跡 '97－町内遺跡発掘
調査報告書Ⅹ－

皆野町教育委員会 A4

平成26年11月25日
皆野町埋蔵文化財調査報告書　第18集　秩父・駒形遺
跡 '95　－町内遺跡発掘調査報告書ⅩⅢ－

皆野町教育委員会 A4

平成27年7月31日
皆野町埋蔵文化財調査報告書　第19集　秩父・吉丸遺
跡 '14　－町内遺跡発掘調査報告書ⅩⅣ－

皆野町教育委員会 A4

平成30年10月1日
皆野町埋蔵文化財調査報告書　第20集　秩父・吉丸遺
跡’84　吉丸遺跡第一次発掘調査報告「小林茂先生と
秩父の考古学」

埼玉県秩父郡皆野町教育委
員会

A4

　宮代町
平成14年3月31日 宮代町史　通史編 宮代町教育委員会 宮代町 A5
平成15年3月31日 宮代町史　民俗編 宮代町教育委員会 宮代町 A5
平成16年3月31日 水と緑の宮代～宮代町史ビジュアル版～ 宮代町教育委員会 宮代町 A4
平成元年3月30日 みやしろ風土記 宮代町教育委員会 B6
平成3年3月30日 宮代町史資料　第1集　地誌Ⅰ 宮代町教育委員会 B5
平成4年3月30日 宮代町史資料　第2集　戸田家文書 宮代町教育委員会 B5
平成5年3月31日 宮代町史資料　第3集　社寺総合調査Ⅰ 宮代町教育委員会 B5
平成5年3月31日 宮代町史資料　第4集　俳諧Ⅰ 宮代町教育委員会 B5
平成6年3月31日 宮代町史資料　第5集　岩崎家文書 宮代町教育委員会 B5
平成6年3月31日 宮代町史資料　第6集　みやしろの信仰と年中行事 宮代町教育委員会 B5
平成7年3月31日 宮代町史資料　第7集　宮代の遺跡 宮代町教育委員会 B5 付図
平成7年3月31日 宮代町史資料　第8集　社寺総合調査Ⅱ 宮代町教育委員会 B5
平成8年3月29日 宮代町史資料　第9集　祈りの礼 宮代町教育委員会 B5
平成9年8月31日 宮代町史資料　第11集　社寺総合調査Ⅲ 宮代町教育委員会 B5
平成9年8月31日 宮代町史資料　第12集　新井家文書 宮代町教育委員会 B5
平成10年3月31日 宮代町史資料　第13集　俳諧Ⅲ 宮代町教育委員会 B5
平成10年3月31日 宮代町史資料　第14集　東粂原の獅子舞 宮代町教育委員会 B5
平成12年3月27日 宮代町史資料　第17集　社寺総合調査Ⅴ・路傍調査 宮代町教育委員会 B5



平成12年3月27日 宮代町史資料　第18集　折原家文書 宮代町教育委員会 B5
昭和58年3月31日 宮代町文化財調査報告書　第1集　前原遺跡 宮代町教育委員会 B5 付図4
昭和60年3月30日 宮代町文化財調査報告書　第3集　宮代町の板石塔婆 宮代町教育委員会 B5
昭和61年3月31日 宮代町文化財調査報告書　第4集　山崎北遺跡 宮代町教育委員会 B5

昭和63年3月30日
宮代町文化財調査報告書　第5集　宮代町の絵馬Ⅰ
姫宮神社の絵馬

宮代町教育委員会 B5

平成13年3月30日
宮代町文化財調査報告書　第8集　藤曽根遺跡・中寺
遺跡

宮代町教育委員会 A4

平成13年3月31日 宮代町文化財調査報告書　第9集　宮代町の中世遺物 宮代町教育委員会 B5

平成14年3月30日
宮代町文化財調査報告書　第10集　山崎南遺跡・道仏
遺跡　埋蔵文化財調査報告

宮代町教育委員会 A4

平成15年3月28日
宮代町文化財調査報告書　第11集　国納丸屋遺跡・中
寺遺跡・伝承旗本服部氏屋敷跡遺跡　埋蔵文化財調査
報告

宮代町教育委員会 A4

平成15年3月28日
宮代町文化財調査報告書　第12集　東粂原村岡安家文
書

宮代町教育委員会 A4

平成21年3月31日
宮代町文化財調査報告書　第13集　地蔵院遺跡・東粂
原宿屋敷遺跡・藤曽根遺跡・山崎山遺跡

宮代町教育委員会 A4

平成22年2月18日
宮代町文化財調査報告書　第14集　伝承旗本服部氏屋
敷遺跡跡

宮代町教育委員会 A4

平成22年3月31日
宮代町文化財調査報告書　第15集　山崎遺跡・山崎山
遺跡

宮代町教育委員会 A4

平成22年12月25日
宮代町文化財調査報告書　第16集　金原遺跡群　－縄
文時代以降編－

宮代町教育委員会 A4

平成23年3月31日
宮代町文化財調査報告書　第17集　身代神社遺跡・地
蔵院遺跡・宿源太山遺跡・山崎山遺跡

宮代町教育委員会 A4

平成24年3月31日 宮代町文化財調査報告書　第18集　山崎遺跡 宮代町教育委員会 A4

平成25年3月31日
宮代町文化財調査報告書　第19集　金原遺跡　－旧石
器時代編－

宮代町教育委員会 A4

平成25年3月31日
宮代町文化財調査報告書　第20集　道仏北遺跡・道仏
上遺跡

宮代町教育委員会 A4

平成26年3月31日
宮代町文化財調査報告書　第21集　須賀遺跡・姫宮神
社遺跡・山崎南遺跡・伝承旗本服部氏屋敷跡遺跡・新
山遺跡・西光院遺跡・星谷遺跡　埋蔵文化財調査報告

宮代町教育委員会 A4

平成26年3月31日
宮代町文化財調査報告書　第22集　道仏北遺跡　道仏
土地区画整理事業関係　埋蔵文化財調査報告

宮代町教育委員会 A4

平成29年3月30日
宮代町文化財調査報告書　第23集　道仏遺跡　道仏土
地区画整理事業関係　埋蔵文化財調査報告

宮代町教育委員会 A4

平成12年度特別展　匠のわざ　…宮代の伝統工芸… 宮代町郷土資料館 A4
平成19年度特別展　宮代の縄文土器　～縄文後期の形
と文様～

宮代町郷土資料館 A4 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

平成21年度特別展　宮代の水害　～明治43年・昭和22
年の大水害の記録～

宮代町郷土資料館 A4

平成22年度特別展　江戸時代の絵図 宮代町郷土資料館 A4
平成23年度特別展　宮代の信仰　～日々の幸せを願っ
て～

宮代町郷土資料館 A4



平成25年10月
宮代町郷土資料館開館二十周年記念　特別展　西光院
歴史と文化財

宮代町郷土資料館 A4 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

平成26年11月1日 平成26年度特別展　英文学者　島村盛助Ⅱ 宮代町郷土資料館 A4
平成27年10月 平成27年度特別展　道中日記　～江戸時代の旅～ 宮代町郷土資料館 A4
平成28年 平成28年度特別展　宮代町の指定文化財 宮代町郷土資料館 A4
（平成29年10月28
日～12月24日）

平成29年度特別展　古墳時代の拠点集落　～道仏遺跡
～

宮代町郷土資料館 A4

(平成30年10月27日
～12月24日）

宮代町郷土資料館　平成30年度特別展　明治時代のみ
やしろ

宮代町郷土資料館 A4 パンフレット

(令和元年10月26日
～12月22日）

宮代町郷土資料館　令和元年度特別展　みやしろの消
防

宮代町郷土資料館 A4

平成14年3月30日
宮代町遺跡調査会報告書　第2集　宿・源太山遺跡
埋蔵文化財調査報告

宮代町遺跡調査会 A4

　三芳町
昭和61年3月 三芳町史　史料編Ⅰ 三芳町史編集委員会 三芳町 A5 付図
昭和62年3月 三芳町史　史料編Ⅱ　多福寺和尚記録 三芳町史研究会 三芳町 A5
昭和62年3月 三芳町史　史料編Ⅲ　近代史料 三芳町史研究会 三芳町 A5
平成4年3月31日 三芳町史　民俗編 三芳町 A5
昭和61年11月5日 三芳町史　通史編 三芳町史研究会 三芳町 A5
平成元年5月 三芳生誕百年記念誌 三芳町秘書室 三芳町 A4
昭和62年10月 三芳の歴史 三芳町 A5
昭和60年3月 三芳町教育史 三芳町史編集委員会 三芳町教育委員会 A5

昭和59年3月
三芳町町史教育史調査報告書（2）　行政文書目録・
諸家文書目録

三芳町町史編さん室 三芳町 B5

昭和59年3月 三芳町町史教育史調査報告書（3）　諸家文書目録 三芳町町史編さん室 三芳町 B5
昭和60年2月 三芳町町史教育史調査報告書（4）　諸家文書目録 三芳町町史編さん室 三芳町 B5
昭和60年3月 三芳町町史教育史調査報告書（5）　諸家文書目録 三芳町町史編さん室 三芳町 B5
平成元年11月3日 みよしほたる文庫　1　ロシアを見てきた三芳の兵士 林　英夫 三芳町教育委員会 B6
平成5年2月28日 みよしほたる文庫　2　人と緑の文化誌 犬井　正 三芳町教育委員会 B6
平成8年3月28日 みよしほたる文庫　3　柳沢吉保の実像 野澤公次郎 三芳町教育委員会 B6
平成14年3月18日 みよしほたる文庫　4　三芳の歴史 三芳町立歴史民俗資料館 三芳町教育委員会 B6
昭和61年3月 教育ひとむかし 三芳町教育委員会 A5

平成15年3月31日
三芳町埋蔵文化財報告　31　町内遺跡発掘調査報告書
Ⅴ

三芳町教育委員会 A4

平成18年3月31日
三芳町埋蔵文化財報告　32　町内遺跡発掘調査報告書
Ⅵ

三芳町教育委員会 A4

平成20年3月13日
三芳町埋蔵文化財報告　33　藤久保東第三遺跡第4地
点発掘調査報告書

三芳町教育委員会 A4

平成21年3月24日
三芳町埋蔵文化財報告　34　藤久保東遺跡Ⅱ　－藤久
保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－　第1分冊　本文編

三芳町教育委員会 A4
第1～4分冊同
函

平成21年3月24日
三芳町埋蔵文化財報告　34　藤久保東遺跡Ⅱ　－藤久
保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－　第2分冊　写真図版編

三芳町教育委員会 A4



平成21年3月24日
三芳町埋蔵文化財報告　34　藤久保東遺跡Ⅱ　－藤久
保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－　第3分冊　石器・礫属性表

三芳町教育委員会 A4 付CD

平成21年3月24日
三芳町埋蔵文化財報告　34　藤久保東遺跡Ⅱ　－藤久
保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－　第4分冊　付図

三芳町教育委員会 A4

平成22年3月19日
三芳町埋蔵文化財報告　35　南止遺跡Ｈ地点　－墓地
増設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－

三芳町教育委員会 A4

平成22年3月31日
三芳町埋蔵文化財報告　36　町内遺跡発掘調査報告書
Ⅶ

三芳町教育委員会 A4

平成23年3月22日
三芳町埋蔵文化財報国　37　中東遺跡第2地点・第3地
点　－倉庫増築に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書－

三芳町教育委員会 A4 付DVD

平成24年3月31日
三芳町埋蔵文化財報告　38　木村北遺跡G地点　発掘
調査報告書

三芳町教育委員会 A4

平成25年3月16日
三芳町埋蔵文化財報告　39　町内遺跡発掘調査報告書
Ⅷ

三芳町教育委員会 A4

平成27年3月27日
三芳町埋蔵文化財報告　40　サガヤマ遺跡第1地点
発掘調査報告書

三芳町教育委員会 A4 付DVD

平成28年3月22日
三芳町埋蔵文化財報告　41　中東遺跡第6地点（4
次）・第7地点　発掘調査報告書

三芳町教育委員会 A4 付DVD

平成29年3月24日
三芳町埋蔵文化財報告　42　町内遺跡発掘調査報告書
Ⅸ

三芳町教育委員会 A4

平成元年3月31日 三芳町　新開遺跡－Ｔｃ区の調査 三芳町立歴史民俗資料館 三芳町教育委員会 B5
平成5年3月31日 三芳町　町内遺跡発掘調査報告書Ⅱ 三芳町立歴史民俗資料館 三芳町教育委員会 B5
平成8年3月29日 中東遺跡発掘調査報告書 三芳町教育委員会 A4
平成3年1月29日 ゆりかごから墓場まで　近世文書が語る人の一生 三芳町立歴史民俗資料館 三芳町教育委員会 B5

平成4年3月30日
三芳町立歴史民俗資料館研究紀要　くらしとれきし
第2号

三芳町立歴史民俗資料館 B5

三芳町立歴史民俗資料館企画展示解説シ－ト　武蔵野
の雑木林と春の息吹

三芳町立歴史民俗資料館 A4 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

　毛呂山町
平成2年3月 毛呂山　1990　毛呂山町勢要覧 毛呂山町秘書室 毛呂山町 A4
平成2年3月31日 毛呂山民俗史－1－　不思議なはなし 毛呂山町教育委員会 A5
平成3年8月1日 毛呂山民俗史－2－　夜遊びの伝統 毛呂山町教育委員会 A5
平成6年3月1日 毛呂山民俗史－4－　馬と牛の記憶 毛呂山町教育委員会 A5

平成17年3月31日
毛呂山町史料集　第6集　毛呂山町　社寺所蔵資料悉
皆調査報告書

毛呂山町文化財保護審議
委員会

毛呂山町教育委員会 A4

平成22年3月31日
毛呂山町史料集　第7集　毛呂山町　石造物悉皆調査
報告書

毛呂山町文化財保護審議
委員会

毛呂山町教育委員会 A4

平成30年2月16日
毛呂山町史料集　第10集　埼玉県指定無形民俗文化財
出雲伊波比神社のやぶさめ　－民俗流鏑馬の保存・継
承調査報告書－

毛呂山町歴史民俗資料館 毛呂山町教育委員会 A4

平成12年3月31日 毛呂山町　町内遺跡発掘調査報告書（5）　築地遺跡 毛呂山町教育委員会 A4

平成10年3月31日
毛呂町埋蔵文化財調査報告　第17集　松の外遺跡・西
戸古墳群　～第2次・第3次発掘調査報告書～

毛呂山町教育委員会 B5



平成13年3月30日
毛呂山町埋蔵文化財調査報告　第21集　毛呂山町　堂
山下遺跡（範囲確認調査・発掘調査）・鎌倉街道Ｂ遺
跡

毛呂山町教育委員会 A4

平成21年3月

毛呂山町埋蔵文化財調査報告　第22集　毛呂山町　町
内遺跡発掘調査報告書（6）　愛宕下遺跡1次調査・上
殿遺跡3次調査・久根下遺跡1次調査・上殿遺跡4次調
査・伴六遺跡3次調査

毛呂山町教育委員会 A4

平成22年3月30日
毛呂山町埋蔵文化財調査報告　第23集　毛呂山町　町
内遺跡発掘調査報告書（7）　北山遺跡2次調査・久根
下遺跡2次調査・東本遺跡1次調査

毛呂山町教育委員会 A4

平成22年5月31日
毛呂山町埋蔵文化財調査報告　第24集　毛呂山町　上
殿遺跡　－第6次発掘調査報告書－

毛呂山町遺跡調査会 A4

平成23年3月25日
毛呂山町埋蔵文化財調査報告　第25集　毛呂山町　上
殿遺跡　－第2次発掘調査報告書－

毛呂山町教育委員会 A4

平成23年12月22日
毛呂山町埋蔵文化財調査報告　第26集　毛呂山町　新
田東遺跡　－第2次発掘調査報告書－

毛呂山町遺跡調査会 A4

平成24年3月30日
毛呂山町埋蔵文化財調査報告　第27集　毛呂山町　宿
浦遺跡　大類古墳群・大類氏館跡

毛呂山町教育委員会 A4

平成25年3月31日
毛呂山町埋蔵文化財調査報告　第28集　毛呂山町　堂
山下遺跡　－第2次発掘調査報告書－

毛呂山町教育委員会 A4

平成26年3月31日
毛呂山町埋蔵文化財調査報告　第29集　毛呂山町川角
古墳群・崇徳寺跡－第1次発掘報告書－

毛呂山町教育委員会 A4

平成28年3月29日

毛呂山町埋蔵文化財調査報告　第30集　毛呂山町　町
内遺跡発掘調査報告書（8）　まま上遺跡第9次発掘調
査・川角古墳群範囲内容確認調査・鎌倉街道A遺跡
（掘割遺構）確認調査

毛呂山町教育委員会 A4

平成29年3月31日
毛呂山町埋蔵文化財調査報告　第31集　町内遺跡発掘
調査報告書（9）　毛呂山町指定史跡　崇徳寺跡確認
調査

毛呂山町教育委員会 A4

平成30年3月31日
毛呂山町埋蔵文化財調査報告第32集　毛呂山町　町内
遺跡発掘調査報告（10）　毛呂城跡第2次・第3次・第
4次発掘調査　タマキ遺跡第1次発掘調査

毛呂山町教育委員会 A4

平成23年3月18日
毛呂山町合併55周年記念事業　やぶさめサミットin毛
呂山2010　やぶさめサミット実施報告書

毛呂山町歴史民俗資料館
毛呂山町・毛呂山町教育委
員会

A4

平成17年8月31日
第11回特別展記念文集　21世紀に語りつぎたい　毛呂
山の昭和　～あの日、あの時をふりかえって～

毛呂山町歴史民俗資料館 A4

平成24年11月23日 第17回特別展図録　尾根を越えた獅子舞 毛呂山町歴史民俗資料館 A4

平成30年10月13日
毛呂山町歴史民俗資料館第20回特別展　山・寺・ほと
け～毛呂山の仏教文化と修験～

毛呂山町歴史民俗資料館 A4

平成12年3月31日 研究紀要 第6号　2000 毛呂山町歴史民俗資料館 B5

平成24年3月
埼玉県指定無形民俗文化財　毛呂山町　出雲伊波比神
社のやぶさめ

埼玉県民俗文化財を活かし
た観光振興・地域活性化実
行委員会

A4
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ、付
DVD

　八潮市
昭和63年6月19日 八潮市史　史料編　古代・中世 八潮市 A5
昭和59年7月10日 八潮市史　史料編　近世Ⅰ 八潮市 A5



昭和62年1月28日 八潮市史　史料編　近世Ⅱ 八潮市 A5
昭和56年3月30日 八潮市史　史料編　近代Ⅰ 八潮市 A5
昭和58年3月30日 八潮市史　史料編　近代Ⅱ 八潮市 A5
昭和57年3月30日 八潮市史　史料編　近代Ⅲ 八潮市 A5
昭和60年12月10日 八潮市史　史料編　現代Ⅰ 八潮市 A5
昭和54年3月30日 八潮市史　史料編　別巻　潮止月報・八潮だより 八潮市 B5
昭和61年9月10日 八潮市史　自然編 八潮市 A5
昭和60年9月30日 八潮市史　民俗編 八潮市 A5
平成元年7月22日 八潮市史　通史編　Ⅰ 八潮市 A5 付図
平成元年7月22日 八潮市史　通史編　Ⅱ 八潮市 A5

昭和55年3月31日
八潮市史調査報告書3　八潮の行政文書目録　庶務・
行政・財務編

八潮市 B5

昭和55年3月31日
八潮市史調査報告書4　八潮の行政文書目録　税務・
戸籍・土地・教育編

八潮市 B5

昭和58年5月31日 八潮市史調査報告書7　八潮の産業組合史料 八潮市 B5
昭和58年12月21日 八潮市史調査報告書8　田中四一郎演述集 八潮市 B5
昭和59年7月8日 八潮市史調査報告書9　八潮市古代中世史年表 八潮市 A5
昭和59年11月3日 八潮市史調査報告書10　八潮の地方改良運動史料 八潮市 B5

昭和60年3月31日
八潮市史調査報告書11　八潮の諸家文書目録１　大瀬
高橋家文書

八潮市 B5

昭和61年5月10日 八潮市史調査報告書12　八潮の経済更正運動史料 八潮市 A4

昭和63年2月28日
八潮市史調査報告書13　八潮の地域新聞目録1　東京
日日新聞　上武版・埼玉版

八潮市 B5

昭和55年3月31日 八潮の民俗資料　一 八潮市 B5
平成4年1月15日 八潮のむかしばなし 八潮市 B5
平成7年3月31日 八潮の青年会史料 八潮市 A4
平成6年3月31日 川に抱かれて－八潮の歴史アルバム－ 八潮市史編さん委員会 八潮市立資料館 変型
平成8年3月30日 八潮の行政文書目録　6　教育（一般）編　上 八潮市立資料館 B5
平成10年3月31日 八潮の行政文書目録　7　財務編　上 八潮市立資料館 B5
平成7年3月31日 八潮の地域新聞目録　平成6年次 八潮市立資料館 B5
平成8年3月31日 八潮の地域新聞目録　平成7年次 八潮市立資料館 B5
平成9年3月31日 八潮の地域新聞目録　平成8年次 八潮市立資料館 B5
平成10年2月28日 八潮の地域新聞目録　平成9年次 八潮市立資料館 B5
昭和57年3月31日 八潮市史研究　第4号 八潮市 A5 付図
昭和59年6月10日 八潮市史研究　第5号 八潮市 A5
昭和62年4月10日 八潮市史研究　第6号 八潮市 A5
平成元年3月31日 八潮市史研究　第7号 八潮市 A5
平成3年2月15日 八潮市史研究　第8号 八潮市立資料館 A5
平成3年3月30日 八潮市史研究　第9号 八潮市立資料館 A5
平成3年12月30日 八潮市史研究　第10号 八潮市立資料館 A5
平成4年3月30日 八潮市史研究　第11号 八潮市立資料館 A5
平成5年2月20日 八潮市史研究　第12号 八潮市立資料館 A5
平成5年3月31日 八潮市史研究　第13号 八潮市立資料館 A5
平成5年12月15日 八潮市史研究　第14号　開館五周年記念号 八潮市立資料館 A5
平成6年3月31日 八潮市史研究　第15号 八潮市立資料館 A5
平成7年2月28日 八潮市史研究　第16号 八潮市立資料館 A5



平成7年3月31日 八潮市史研究　第17号 八潮市立資料館 A5
平成8年3月31日 八潮市史研究　第18号 八潮市立資料館 A5
平成10年3月31日 八潮市史研究　第19号 八潮市立資料館 A5
昭和51年3月27日 八潮の金石資料 八潮市教育委員会 B5
平成19年3月 重要文化財（建造物）和井田家住宅保存活用計画 八潮市教育委員会 A4
平成6年3月30日 八潮市の文化財ガイド 八潮市立資料館 八潮市教育委員会 B5
平成8年3月30日 八潮市の文化財ガイド－平成8年度版－ 八潮市立資料館 八潮市教育委員会 B5
平成14年3月18日 八潮市の文化財ガイド 八潮市立資料館 八潮市教育委員会 B5
平成27年 八潮の文化財　～まつり・芸能～ 八潮市教育委員会 DVD
平成3年3月30日 八潮市の文化財　第4号 八潮市教育委員会 A5
平成7年3月30日 八潮市の文化財　第8号 八潮市教育委員会 A5
平成11年3月30日 八潮市の文化財　第10号 八潮市教育委員会 A5
平成25年3月20日 八潮市の文化財　第11号 八潮市教育委員会 A4

八潮市立資料館概要－平成4年度－ 八潮市立資料館 B5

平成26年11月1日
八條遺跡　解説パンフレット「大地に刻まれた足跡～
八條遺跡　千年のときをこえて～」

八潮市立資料館 A4

　横瀬町
昭和55年12月25日 横瀬村誌　資料編（1）－江戸期文書第一集－ 横瀬村誌編さん委員会 横瀬村 A5
昭和57年12月25日 横瀬村誌　資料編（3）－江戸期文書第三集－ 横瀬村誌編さん委員会 横瀬村 A5
昭和58年12月25日 横瀬村誌　資料編（4）－江戸期文書第四集－ 横瀬村誌編さん委員会 横瀬村 A5
昭和60年2月25日 横瀬町誌　資料編（5）－江戸期文書第五集－ 横瀬町誌編さん委員会 横瀬町 A5
昭和62年3月31日 横瀬町誌　資料編（6）－江戸期文書第六集－ 横瀬町誌編さん委員会 横瀬町 A5
平成元年10月25日 横瀬町史　人と土　前編 横瀬町誌編さん委員会 横瀬町 A5
平成2年2月25日 横瀬町史　人と土　後編 横瀬町誌編さん委員会 横瀬町 A5
平成6年3月25日 横瀬町史　人と土　明治編〈上〉 横瀬町誌編さん委員会 横瀬町 A5
平成6年11月3日 横瀬町史　人と土　明治編〈下〉 横瀬町誌編さん委員会 横瀬町 A5

　吉川市
平成26年12月26日 吉川市史　通史編　1 吉川市史編さん委員会 吉川市 B5
平成29年3月31日 吉川市史　通史編　2 吉川市史編さん委員会 吉川市 B5
平成24年3月31日 吉川市史　資料編　近世 吉川市史編さん委員会 吉川市 B5
平成25年12月25日 吉川市史　資料編　現代 吉川市史編さん委員会 吉川市 B5

平成9年3月1日 市制記念　吉川むかしばなし
手づくり絵本サークル
ピーターラビット

吉川市 A4 挿入文書あり

平成19年3月 市制10周年記念誌　写真で見る吉川の歩み 吉川市教育委員会 吉川市 A4
平成28年3月31日 市制20周年記念誌　年表 吉川のあゆみ ―普及版― 吉川市史編さん委員会 吉川市 A4
平成10年3月31日 史料調査報告書　第1集　吉川市の石塔 吉川市教育委員会 B5
平成14年3月31日 吉川市史調査報告書　第1集　－旭地区の民俗Ⅰ－ 吉川市教育委員会 A4
平成15年3月31日 吉川市史調査報告書　第2集　旭地区の民俗Ⅱ 吉川市教育委員会 A4
平成16年3月31日 吉川市史調査報告書　第4集　三輪野江地区の民俗 吉川市教育委員会 A4
平成20年2月1日 吉川市史調査報告書　第5集　吉川地区の民俗 吉川市教育委員会 A4
平成17年3月 吉川市文化財調査報告書　吉川市の仏像仏画 吉川市教育委員会 A4

昭和58年3月30日 わたしたちの郷土　ふるさと編
吉川町教育委員会・吉川
町郷土史研究会

吉川町教育委員会 A5

平成13年3月30日増
補改訂版

わたしたちの郷土　ふるさと編
吉川市教育委員会・吉川
市郷土史会

吉川市教育委員会 A5

平成13年1月1日 よしかわ文化　第1号～第16号縮刷版 吉川市郷土史会 A4



平成26年3月31日 よしかわ文化　創立40周年記念　第28・29合併号 吉川市郷土史会 A4
平成27年2月28日 よしかわ文化　別冊Ⅰ 吉川市郷土史会 A4

　吉見町
昭和63年3月31日 吉見町教育史 吉見町 A5

平成元年3月31日 写真でつづる吉見教育史
吉見町教育史編さん委員
会

吉見町 B5

平成11年3月31日 武州・吉見の人物誌 吉見町 A4
平成15年3月18日 続・武州吉見の人物誌 吉見町 A4
平成12年3月 吉見町指定文化財　安楽寺仁王像解体修理工事報告書 安楽寺仁王門修理委員会 吉見町教育委員会 A4
平成14年3月31日 西吉見条里Ⅱ遺跡発掘調査概報　西吉見古代道路跡 吉見町教育委員会 A4

平成16年3月31日
吉見町文化財調査報告書　吉見町　息障院所蔵仏画経
典保存修復事業報告書

吉見町教育委員会 A4

平成22年3月
比企城館跡群　菅谷館跡　松山城跡　杉山城跡　小倉
城跡　松山城跡保存管理計画書

吉見町教育委員会 A4

平成22年3月31日
吉見町埋蔵文化財調査報告書　第8集　町内遺跡4　南
間ノ田遺跡（第2地点）　北間ノ田遺跡（第1地点）原
遺跡（第2地点）　番場通遺跡

吉見町教育委員会 A4

平成23年3月31日
吉見町埋蔵文化財調査報告書　第9集　町内遺跡5　大
行山遺跡（第4地点）　田甲原古墳群（第11地点）

吉見町教育委員会 A4

平成24年3月30日 吉見町埋蔵文化財調査報告書　第11集　町内遺跡6 吉見町教育委員会 A4
平成25年3月29日 吉見町埋蔵文化財調査報告書　第12集　町内遺跡7 吉見町教育委員会 A4

平成26年3月31日
吉見町埋蔵文化財調査報告書　第13集　町内遺跡8
田甲原古墳群第12地点

吉見町教育委員会 A4

平成27年3月31日
吉見町埋蔵文化財調査報告書　第14集　町内遺跡9
北下砂遺跡

吉見町教育委員会 A4

平成28年3月31日
吉見町埋蔵文化財調査報告書　第15集　町内遺跡10
田甲原古墳群第13地点

吉見町教育委員会 A4

平成29年3月31日
吉見町埋蔵文化財調査報告書　第16集　町内遺跡11
下遺跡第2地点

吉見町教育委員会 A4

平成29年3月31日
吉見町埋蔵文化財調査報告書　第17集　西吉見条里遺
跡Ⅲ　県営ほ場整備事業西吉見南部地区に伴う発掘調
査報告

吉見町教育委員会 A4

平成30年3月31日
吉見町埋蔵文化財調査報告書　第18集　町内遺跡　12
西吉見条里遺跡第21地点

吉見町教育委員会 A4

平成16年3月31日
吉見町遺跡調査会発掘調査報告書　吉見町下細谷　下
遺跡　集合住宅建設に伴う発掘調査

吉見町遺跡調査会 A4

平成21年3月31日
吉見町遺跡調査会発掘調査報告書　吉見町東野　七軒
遺跡　集合住宅建設に伴う発掘調査報告書

吉見町教育委員会 A4

平成22年1月29日
吉見町遺跡調査会発掘調査報告書　吉見町長谷　七ノ
谷遺跡　工事建設に伴う発掘調査報告書

吉見町教育委員会 A4

　寄居町

昭和58年3月30日 寄居町史　第1巻　近世資料編
寄居町教育委員会社会教
育課

寄居町 A5

昭和59年3月30日 寄居町史　第2巻　原始・古代・中世資料編
寄居町教育委員会社会教
育課

寄居町 A5 付図



昭和61年7月30日 寄居町史　第3巻　通史編
寄居町教育委員会社会教
育課

寄居町 A5 付図

昭和62年3月30日 寄居町史　第4巻　近･現代資料編
寄居町教育委員会社会教
育課

寄居町 A5 付図

平成元年3月20日 寄居町の歴史　寄居町史普及版
寄居町教育委員会社会教
育課

寄居町 A5

平成8年3月28日 寄居町史　近・現代人名索引 寄居町教育委員会 A5
昭和58年3月1日 寄居町史資料集　寄居町の自然　第3巻　地学編 寄居町教育委員会 A4 付図
昭和58年3月30日 寄居町史編さん調査報告　第10集　行政文書目録 寄居町教育委員会 B5

昭和59年2月28日
寄居町史編さん調査報告　第11集　新聞・雑誌記事目
録

寄居町教育委員会 B5

昭和59年3月31日
寄居町史編さん調査報告　第12集　所蔵文書目録
（7）　各家・行政文書目録

寄居町教育委員会 B5

昭和63年3月31日
寄居町史編さん調査報告　第13集　所蔵文書目録
（8）　各家・寺院・行政文書目録

寄居町教育委員会 B5

平成9年
寄居町文化財調査報告　第18集　 県指定天然記念物
「ミミカキグサとモウセンゴケ自生地」第2期・第3
期・第4期保護増殖事業報告書

寄居町教育委員会 A4

平成11年3月31日
寄居町文化財調査報告　第21集　町内遺跡7　出羽塚
遺跡（第2次調査）峯ケ谷戸遺跡（第1次調査）露梨子
遺跡（第5次調査）

寄居町教育委員会 A4

平成11年3月31日

寄居町文化財調査報告　第22集　用土高城遺跡　用土
第三土地改良事業に伴う埋蔵文化財発掘調査（3）
用土北沢遺跡（4次）農業ふれあいセンタ－建設事業
に伴う埋蔵文化財発掘調査

寄居町教育委員会 A4

平成12年3月31日
寄居町文化財調査報告　第23集　用土北沢遺跡（3
次）

寄居町教育委員会 A4

平成13年3月30日 寄居町文化財調査報告　第24集　町内遺跡 8 寄居町教育委員会 A4
平成14年3月29日 寄居町文化財調査報告　第25集　町内遺跡 9 寄居町教育委員会 A4

平成14年12月27日
寄居町文化財調査報告　第26集　露梨子遺跡（第4次
調査）・赤浜遺跡（第2次調査）

寄居町教育委員会 A4

平成18年3月18日
寄居町文化財調査報告　第27集　町内遺跡10　末野窯
跡第5支群

寄居町教育委員会 A4

平成18年3月27日
寄居町文化財調査報告　第28集　町内遺跡11　福泉坊
遺跡（第1次調査）　福泉坊遺跡（第2次調査）　伊勢
原遺跡（第4次調査）

寄居町教育委員会 A4

平成21年3月18日
寄居町文化財調査報告　第29集　町内遺跡12　城見上
遺跡（第2次）

寄居町教育委員会 A4

平成22年3月26日
寄居町文化財調査報告　第30集　町内遺跡13   東伴
場地遺跡（第6次）　東原遺跡（第2次）　南飯塚遺跡
（第1次）

寄居町教育委員会 A4

平成23年3月30日
寄居町文化財調査報告　第31集　町内遺跡14　中小前
田2遺跡（第7次）

寄居町教育委員会 A4

平成24年3月29日
寄居町文化財調査報告　第32集　町内遺跡15　むじな
塚遺跡（第11次）　力石遺跡（第1次）

寄居町教育委員会 A4



平成26年3月31日
寄居町文化財調査報告　第33集　町内遺跡16　薬師台
遺跡（第2・3次）

寄居町教育委員会 A4

平成28年3月30日
寄居町文化財調査報告　第35集　町内遺跡18　寄居廃
寺跡（第3・4次）

寄居町教育委員会 A4

平成29年3月30日
寄居町文化財調査報告　第36集　町内遺跡19　赤浜宮
前遺跡（赤浜仙元塚古墳）

寄居町教育委員会 A4

平成30年2月26日 寄居町文化財調査報告　第37集　中山遺跡（第4次） 寄居町教育委員会 A4

平成30年3月30日
寄居町文化財調査報告　第38集　寄居廃寺跡（第5
次）

寄居町教育委員会 A4

平成31年3月28日
寄居町文化財調査報告第39集　町内遺跡20　中平遺跡
（第2次）

寄居町遺跡調査会 A4

平成12年3月31日
史跡鉢形城跡調査報告　第2集　史跡鉢形城跡　平成
10年度発掘調査概要報告　史跡整備事業に伴う発掘調
査概要報告

寄居町教育委員会 A4

平成18年3月30日
史跡鉢形城跡調査報告　第3集　史跡鉢形城跡　第1期
保存整備事業整備報告

寄居町教育委員会 A4 付図

平成18年3月30日
史跡鉢形城跡調査報告　第3集　史跡鉢形城跡　第1期
保存整備事業発掘調査報告

寄居町教育委員会 A4
整備報告と同
函

平成16年10月16日 鉢形城開城　－北条氏邦とその時代－
寄居町教育委員会　鉢形城
歴史館

A4

平成21年10月10日
鉢形城歴史館　開館5周年記念特別展　北条安房守と
真田安房守

寄居町教育委員会　鉢形城
歴史館

A4

平成28年3月31日 史跡鉢形城跡保存整備基本計画（改定版） 埼玉県寄居町教育委員会 A4
平成11年3月31日 寄居町遺跡調査会報告　第17集　沼下遺跡（3次） 寄居町遺跡調査会 A4

平成11年3月31日
寄居町遺跡調査会報告　第18集　用土前峯遺跡（1
次）

寄居町遺跡調査会 A4

平成11年5月31日
寄居町遺跡調査会報告　第19集　末野窯跡第8支群2遺
跡

寄居町遺跡調査会 A4

平成11年11月30日
寄居町遺跡調査会報告　第20集　中山遺跡（第1次・
第2次）

寄居町遺跡調査会 A4 付図

平成13年3月30日
寄居町遺跡調査会報告　第21集　南大塚遺跡（第3
次）

寄居町遺跡調査会 A4

平成13年3月30日
寄居町遺跡調査会報告　第22集　中小前田2遺跡（第9
次）

寄居町遺跡調査会 A4

平成15年3月20日
寄居町遺跡調査会報告　第23集　伊勢原遺跡（第3
次）

寄居町遺跡調査会 A4

平成15年3月20日
寄居町遺跡調査会報告　第24集　むじな塚遺跡（第6
次）　附　むじな塚遺跡確認調査

寄居町遺跡調査会 A4

平成16年3月31日
寄居町遺跡調査会報告　第25集　中小前田2遺跡（第
10次）

寄居町遺跡調査会 A4

平成16年3月31日
寄居町遺跡調査会報告　第26集　富田庚申塚遺跡（第
1次）　東伴場地遺跡（第2次）　東遺跡（第3次）

寄居町遺跡調査会 A4

平成16年3月30日 寄居町遺跡調査会報告　第27集　東原遺跡 寄居町遺跡調査会 A4

平成18年3月31日
寄居町遺跡調査会報告　第28集　中小前田2遺跡（第3
次・第6次・第8次）

寄居町遺跡調査会 A4

平成18年4月24日 寄居町遺跡調査会報告　第29集　赤浜牛無具利遺跡 寄居町遺跡調査会 A4



平成18年6月20日 寄居町遺跡調査会報告　第30集　金獄遺跡 寄居町遺跡調査会 A4
平成19年6月21日 寄居町遺跡調査会報告　第31集　不動寺遺跡 寄居町遺跡調査会 A4

平成19年12月25日
寄居町遺跡調査会報告　第32集　富田庚申塚遺跡（第
6次）

寄居町遺跡調査会 A4

平成23年3月31日 寄居町遺跡調査会報告　第34集　庚塚遺跡 寄居町遺跡調査会 A4

平成23年8月25日
寄居町遺跡調査会報告　第35集　稲荷窪遺跡（第2
次）

寄居町遺跡調査会 A4

平成25年5月31日
寄居町遺跡調査会報告　第36集　峯ヶ谷戸遺跡（第2
次）

寄居町遺跡調査会 A4

平成26年8月25日 寄居町遺跡調査会報告　第37集　前塚田遺跡 寄居町遺跡調査会 A4
平成30年3月15日 寄居町遺跡調査会報告　第39集　堀込遺跡（第2次） 寄居町遺跡調査会 A4

　嵐山町

平成15年3月
嵐山町博物誌　第1巻　嵐山町の動物　RANZAN アニマ
リア

嵐山町 A4

平成15年3月
嵐山町博物誌　第4巻　嵐山町の原始・古代　丘陵人
の叙事詩

嵐山町 A4

平成9年10月
嵐山町博物誌　第5巻・戦い・祈り・人－の暮らし－
嵐山町の中世－　町制施行三〇周年記念

嵐山町 A4

平成11年7月
嵐山町博物誌　第9巻・民俗編一　写真で綴る嵐山歳
事記－祭と年中行事－

嵐山町 A4

平成9年3月25日 嵐山町博物誌調査報告　第2集 嵐山町教育委員会 A4
平成10年3月23日 嵐山町博物誌調査報告　第3集 嵐山町教育委員会 A4
平成11年3月25日 嵐山町博物誌調査報告　第4集 嵐山町教育委員会 A4
平成12年3月25日 嵐山町博物誌調査報告　第5集 嵐山町教育委員会 A4
平成13年3月23日 嵐山町博物誌調査報告　第6集 嵐山町教育委員会 A4
平成14年3月25日 嵐山町博物誌調査報告　第7集 嵐山町教育委員会 A4
平成15年3月20日 嵐山町博物誌調査報告　第8集　嵐山町の石造物1 嵐山町教育委員会 A4
平成16年3月25日 嵐山町博物誌調査報告　第9集 嵐山町教育委員会 A4
平成17年3月25日 嵐山町博物誌調査報告　第10集 嵐山町教育委員会 A4

平成17年3月25日
嵐山町埋蔵文化財調査報告　8　町内遺跡Ⅳ　埼玉県
指定史跡　杉山城跡　第1・2次発掘調査報告書

嵐山町教育委員会 A4

平成20年3月19日
嵐山町埋蔵文化財調査報告　9　町内遺跡Ⅴ　杉山城
跡　第3～5次発掘調査報告書

嵐山町教育委員会 A4

平成29年3月17日
嵐山町埋蔵文化財調査報告　10　町内遺跡Ⅵ　旧平沢
寺僧坊跡群（第1～4次調査）・平沢寺僧坊跡群発掘調
査報告書

嵐山町教育委員会 A4

平成22年3月
杉山城跡保存管理計画書　比企城館跡群　菅谷館跡・
松山城跡・杉山城跡・小倉城跡

嵐山町教育委員会 A4

国指定史跡　比企城館跡群　杉山城跡 嵐山町教育委員会 A4 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

平成12年12月20日
嵐山町遺跡調査会報告　9　金平遺跡Ⅱ　嵐山町平沢
土地区画整理事業に伴う発掘調査報告書

嵐山町遺跡調査会 A4 付図

平成13年2月25日
嵐山町遺跡調査会報告　10　屋田古墳群　ガスステー
ション建設事業に伴う発掘調査報告書

嵐山町遺跡調査会 A4

平成14年3月20日
嵐山町遺跡調査会報告　11　須賀谷原遺跡　嵐山町東
原土地区画整理に伴う発掘調査報告書

嵐山町遺跡調査会 A4

　和光市



昭和59年12月25日 和光市史　史料編三　近代 現代 和光市 A5
昭和62年3月31日 和光市史　通史編　上巻 和光市 A5
昭和63年3月5日 和光市史　通史編　下巻 和光市 A5
昭和58年3月30日 和光市史　民俗編 和光市 A5
昭和60年7月20日 地福寺　日並記 和光市史編さん室 和光市 A5
昭和58年3月1日 和光市史編さん資料　6　榎堂遺跡発掘調査報告書 和光市史編さん室 和光市 B5
昭和63年2月29日 和光市史編さん資料　7　白子川流域調査報告書 和光市史編さん室 和光市 B5

昭和55年3月30日
和光市のむかし　第8集　和光市新倉河岸地域総合調
査報告書

和光市教育委員会 B5

昭和63年3月31日 和光市のむかし　第10集　和光の農作と農具
和光市教育委員会社会教
育課

和光市教育委員会 B5

平成16年3月30日
和光市のむかし　第12集　和光市建造物　長泉酒造・
長屋門・代官屋敷調査報告書

和光市教育委員会 A4

平成19年3月30日
和光市のむかし　第13集　和光市指定文化財　旧冨岡
家住宅復元工事報告書

和光市教育委員会 A4

平成12年3月31日
和光市埋蔵文化財調査報告書　第23集　市内遺跡発掘
調査報告書3　午王山遺跡（第6次弥生時代以降編）花
ノ木遺跡（第3次）

和光市教育委員会 A4

平成13年3月29日
和光市埋蔵文化財調査報告書　第24集　市内遺跡発掘
調査報告書4　峯前遺跡（第3次）・花の木遺跡（第4
次）・吹上遺跡（第4次）吹上原遺跡

和光市教育委員会 A4

平成13年6月29日
和光市埋蔵文化財調査報告書　第25集　城山南遺跡
（第3次）　白子宿上遺跡（第4次）

和光市教育委員会 A4 付DVD

平成14年1月31日
和光市埋蔵文化財調査報告書　第26集　四津木遺跡
（第3次）・妙典寺遺跡（第1次）

和光市遺跡調査会・和光市
教育委員会

A4

平成14年3月29日

和光市埋蔵文化財調査報告書　第27集　埼玉県和光市
市内遺跡発掘調査報告書5　花ノ木遺跡（第6次）・仏
ノ木遺跡（第2・3次）・峯前遺跡（第4・5次）・越後
山遺跡（第1次）

和光市教育委員会 A4

平成14年7月24日
和光市埋蔵文化財調査報告書　第28集　市場峡・市場
上遺跡（第6次・第7次・第8次）

和光市遺跡調査会・和光市
教育委員会

A4

平成15年3月27日
和光市埋蔵文化財調査報告書　第29集　埼玉県和光市
市内遺跡発掘調査報告書6　妙典寺遺跡（第2・3・4
次）

和光市教育委員会 A4

平成15年4月30日
和光市埋蔵文化財調査報告書　第30集　吹上遺跡（第
3次）－発掘調査報告－

和光市遺跡調査会・和光市
教育委員会

A4

平成16年2月19日

和光市埋蔵文化財調査報告書　第31集　埼玉県和光市
峯遺跡（第2次）・上之郷（第1次）・峯前遺跡（第2
次）・松山遺跡（第1次）・花ノ木遺跡（第5次）・午
王山遺跡（第7次）

和光市遺跡調査会・和光市
教育委員会

A4

平成16年3月23日

和光市埋蔵文化財調査報告書　第32集　埼玉県和光市
中央第二谷中土地区画整理に伴う発掘調査報告書　谷
中地区遺跡群1　庚塚遺跡（第1～4次）・妙連寺遺跡
（第2～4次）（第6～8次）

和光市遺跡調査会・和光市
教育委員会

A4



平成16年3月30日
和光市埋蔵文化財調査報告書　第33集　市内遺跡発掘
調査報告書7　越後山遺跡（第4・5次）・午王山遺跡
（第8次）

和光市教育委員会 A4

平成16年9月30日
和光市埋蔵文化財調査報告書　第34集　四ッ木遺跡
（第4次）－発掘調査報告書－

和光市遺跡調査会・和光市
教育委員会

A4

平成17年3月31日
和光市埋蔵文化財調査報告書　第35集　市内遺跡発掘
調査報告書8　午王山遺跡（第9次）

和光市教育委員会 A4

平成18年3月31日
和光市埋蔵文化財調査報告書　第36集　市内遺跡発掘
調査報告書9　午王山遺跡（第8・9次）　－旧石器時
代編－　仏ノ木遺跡（第4次）

和光市教育委員会 A4

平成18年9月27日
和光市埋蔵文化財調査報告書　第37集　花ノ木遺跡
（第7・8次）・越後山遺跡（第3次）

和光市遺跡調査会・和光市
教育委員会

A4

平成19年3月30日

和光市埋蔵文化財調査報告書　第38集　市内遺跡発掘
調査報告書10　城山遺跡（第2・3次）、花ノ木遺跡
（第9次）、漆台遺跡（第2次）、午王山遺跡（第13
次）

和光市教育委員会 A4

平成20年3月31日
和光市埋蔵文化財調査報告書　第39集　市内遺跡発掘
調査報告書11　午王山遺跡（第11次）

和光市教育委員会 A4

平成21年3月31日
和光市埋蔵文化財調査報告書　第40集　市内遺跡発掘
調査報告書12　午王山遺跡（第12次）

和光市教育委員会 A4

平成22年3月31日
和光市埋蔵文化財調査報告書　第41集　下里遺跡（第
1次）市場峡・市場上遺跡（第9次）－発掘調査報告書
－

和光市遺跡調査会・和光市
教育委員会

A4

平成22年3月31日
和光市埋蔵文化財調査報告書　第42集　市内遺跡発掘
調査報告書13　午王山遺跡（第14次）

和光市教育委員会 A4

平成22年5月31日
和光市埋蔵文化財調査報告書　第43集　花ノ木遺跡
（第10次）

和光市遺跡調査会・和光市
教育委員会

A4

平成23年3月31日
和光市埋蔵文化財調査報告書　第44集　市内遺跡発掘
調査報告書14　市場峡・市場上遺跡（第10次・11次）

和光市教育委員会 A4

平成24年3月23日
和光市埋蔵文化財調査報告書　第45集　谷中地区遺跡
群2　庚塚遺跡・妙連寺遺跡・谷戸島遺跡　－中央第
二谷中土地区画整理に伴う発掘調査報告書－

和光市教育委員会 A4

平成24年3月30日

和光市埋蔵文化財調査報告書　第46集　市内遺跡発掘
調査報告書15　四ツ木遺跡（第5次）　午王山遺跡
（第15次）　白子宿上遺跡（第6次）　上之郷遺跡
（第2次）

和光市教育委員会 A4

平成24年9月28日
和光市埋蔵文化財調査報告書　第47集　市場峡・市場
上遺跡（第14次・第15次・第16次調査）　和光市白子
三丁目中央土地区画整理に伴う発掘調査報告書

和光市遺跡調査会・和光市
教育委員会

A4

平成24年12月21日
和光市埋蔵文化財調査報告書　第48集　吹上原遺跡
（第2次B・C区）－白子三丁目中央土地区画整理事業
に伴う発掘調査報告書－

和光市遺跡調査会・和光市
教育委員会

A4

平成24年12月14日
和光市埋蔵文化財調査報告書　第49集　市場峡・市場
上遺跡（第17次調査）－和光市白子三丁目中央土地区
画整理に伴う発掘調査報告書－

和光市遺跡調査会・和光市
教育委員会

A4



平成25年6月28日
和光市埋蔵文化財調査報告書　第50集　越後山遺跡
（第2次・第6次）－宅地造成工事に伴う発掘調査報告
書－

和光市遺跡調査会・和光市
教育委員会

A4

平成25年3月15日
和光市埋蔵文化財調査報告書　第51集　市場峡・市場
上遺跡（第18次・第19次調査）－和光市白子三丁目中
央土地区画整理に伴う発掘調査報告書－

和光市遺跡調査会・和光市
教育委員会

A4

平成25年3月29日
和光市埋蔵文化財調査報告書　第52集　市内遺跡発掘
調査報告書16　峯遺跡（第3次）・花ノ木遺跡（第11
次）

和光市教育委員会 A4

平成26年3月19日
和光市埋蔵文化財調査報告書　第53集　市場峡・市場
上遺跡（第20次・第21次・第22次調査）－和光市白子
三丁目中央土地区画整理に伴う発掘調査報告書－

和光市遺跡調査会・和光市
教育委員会

A4

平成26年3月27日
和光市埋蔵文化財調査報告書　第54集　市場峡・市場
上遺跡（第23次調査）－和光市白子三丁目中央土地区
画整理に伴う発掘調査報告書－

和光市遺跡調査会・和光市
教育委員会

A4

平成26年3月31日
和光市埋蔵文化財調査報告書　第55集　市内遺跡発掘
調査報告書17　市場峡・市場上遺跡（第13次）　城山
遺跡（第4次）

和光市教育委員会 A4

平成26年6月13日
和光市埋蔵文化財調査報告書　第56集　市場峡・市場
上遺跡（第12次）　仏ノ木遺跡（第5次）　半三池遺
跡（第1次）－発掘調査報告書－

和光市遺跡調査会
和光市教育委員会

A4

平成26年12月19日
和光市埋蔵文化財調査報告書　第57集　午王山遺跡
（第10次）　妙典寺遺跡（第5次・第6次）　峯前遺跡
（第6次）－発掘調査報告書－

和光市遺跡調査会
和光市教育委員会

A4

平成27年2月27日
和光市埋蔵文化財調査報告書　第58集　市場峡・市場
上遺跡（第24次調査）－和光市白子三丁目中央土地区
画整理事業に伴う発掘調査報告書－

和光市遺跡調査会
和光市教育委員会

A4

平成27年2月27日
和光市埋蔵文化財調査報告書　第59集　吹上原遺跡
（第2次A区～第6次調査）－白子三丁目中央土地区画
整理事業に伴う発掘調査報告書－

和光市遺跡調査会
和光市教育委員会

A4

平成27年5月15日
和光市埋蔵文化財調査報告書　第60集　白子宿上遺跡
（第7・第8次）　城山南遺跡（第4次）　越之上遺跡
（第2次）

和光市遺跡調査会
和光市教育委員会

A4

平成27年3月31日
和光市埋蔵文化財調査報告書　第61集　市内遺跡発掘
調査報告書18　花ノ木遺跡（第12次）

和光市教育委員会 A4

平成28年3月31日
和光市埋蔵文化財調査報告書　第62集　市内遺跡発掘
調査報告書　19　花ノ木遺跡（第13次）・越後山遺
跡・（第7次）・峯前遺跡（第7次）

和光市教育委員会 A4

平成29年3月31日
和光市埋蔵文化財調査報告書　第63集　市内遺跡発掘
調査報告書　20　花ノ木遺跡（第14次）・柿ノ木坂西
遺跡（第1次・第2次）・吹上原遺跡（第7次）

和光市教育委員会 A4

平成30年3月30日
和光市埋蔵文化財調査報告書　第64集　市内遺跡発掘
調査報告書　2１　宮ノ脇遺跡（第1次）・水久保遺跡
（第2次Ａ区・第3次）・柿ノ木坂西遺跡（第3次）

和光市教育委員会 A4



平成31年3月29日
和光市埋蔵文化財調査報告書　第65集　市内遺跡発掘
調査報告書22　仏ノ木遺跡（第6次・第7次）市場峡・
市場上遺跡（第25次）

和光市教育委員会 A4

令和元年6月28日
和光市埋蔵文化財調査報告書　第66集　牛王山遺跡総
括報告書

和光市教育委員会 A4

平成19年2月28日 和光市遺跡分布地図 和光市教育委員会 A4

平成25年9月7日
平成25年度午王山遺跡史跡指定記念特別展「弥生時代
の環濠集落　午王山遺跡を掘る」

和光市教育委員会 A4 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

　蕨市
平成3年3月15日 新修蕨市史　資料編一　古代・中世 蕨市 A5
平成6年1月18日 新修蕨市史　資料編二　近世 蕨市 A5 別冊、付録
平成5年3月15日 新修蕨市史　資料編三　近代・現代 蕨市 A5 付録
平成7年3月15日 新修蕨市史　通史編 蕨市 A5 付録2点
平成6年2月4日 新修蕨市史　民俗編 蕨市 A5

昭和60年3月30日
蕨市史調査報告書　第1集　小林雅助著「明治丁未 大
洪水并雑記」

蕨市史編さん委員会 蕨市 B5

昭和61年3月31日 蕨市史調査報告書　第2集　蕨市古代中世史資料年表 蕨市 B5
昭和62年1月20日 蕨市史調査報告書　第3集　和宮様御下向御用日記留 蕨市 B5
昭和62年3月31日 蕨市史調査報告書　第4集　榎本家記録 蕨市 B5
昭和63年3月30日 蕨市史調査報告書　第5集　塚越地区の民俗 蕨市 B5 附録

昭和63年3月31日
蕨市史調査報告書　第6集　織物関係者聞き書き　－
蕨の織物業略史－

蕨市 B5

平成元年3月30日 蕨市史調査報告書　第7集　蕨地区の民俗 蕨市 B5
平成4年3月30日 蕨市史調査報告書　第8集　蕨の石造物 蕨市 B5
平成5年3月11日 蕨市史調査報告書　第9集　蕨の絵馬と扁額 蕨市 B5

平成7年3月
蕨市埋蔵文化財調査報告書　第1集　蕨市金山遺跡調
査報告書

蕨市 B5

平成20年3月14日 岡田善休資料集 蕨市立歴史民俗資料館 A4
平成16年3月11日 蕨市立歴史民俗資料館紀要　第1号 蕨市立歴史民俗資料館 A4
平成17年2月11日 蕨市立歴史民俗資料館紀要　第2号 蕨市立歴史民俗資料館 A4
平成18年2月10日 蕨市立歴史民俗資料館紀要　第3号 蕨市立歴史民俗資料館 A4
平成19年3月5日 蕨市立歴史民俗資料館紀要　第4号 蕨市立歴史民俗資料館 A4
平成20年3月5日 蕨市立歴史民俗資料館紀要　第5号 蕨市立歴史民俗資料館 A4

市町村連合組織等
　入間東部地区教育委員会連絡協議会

昭和58年3月31日
埼玉県入間東部地区の民俗　第6集　信仰・芸能・口
承文芸の変貌

入間東部地区教育委員会連
絡協議会

B5

昭和59年3月31日 埼玉県入間東部地区の民俗　第7集　－民具－
入間東部地区教育委員会連
絡協議会（大井町・三芳
町・上福岡市・富士見市）

B5

昭和60年3月20日
埼玉県入間東部地区の民俗－都市化地域における民俗
の変貌－

入間東部地区教育委員会連
絡協議会（大井町・三芳
町・上福岡市・富士見市）

B5

　入間東部地区文化財保護連絡協議会



平成元年3月30日
入間東部地区文化財調査報告書　第1集　埼玉県入間
東部地区の佛像

入間東部地区文化財保護連
絡協議会

A4

平成5年3月31日
入間東部地区文化財調査報告書　第2集　埼玉県入間
東部地区の歴史の道

入間東部地区文化財保護連
絡協議会

A4

平成8年3月1日 歴史と緑の散歩道
入間東部地区文化財保護連
絡協議会

変型

平成15年3月1日 歴史と緑の散歩道
入間東部地区文化財保護連
絡協議会

A5

平成11年3月31日
入間東部地区文化財保護連絡協議会活動報告　ふみお
か　1

入間東部地区文化財保護連
絡協議会

A4

平成12年3月31日
入間東部地区文化財保護連絡協議会活動報告　ふみお
か　2

入間東部地区文化財保護連
絡協議会

A4

平成18年3月31日 入間東部地区歴史地図　旧石器時代　狩人の台地
入間東部地区文化財保護連
絡協議会（富士見市・ふじ
み野市・三芳町）

A4 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

平成18年3月31日
入間東部地区歴史地図　中世（鎌倉・南北朝・室町・
戦国時代）　板碑と城館

入間東部地区文化財保護連
絡協議会（富士見市・ふじ
み野市・三芳町）

A4 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

　北足立北部地区人権教育推進協議会

平成9年7月11日 北部　同和教育　№58
北足立北部地区人権教育推
進協議会

A4

平成10年2月13日 北部　同和教育　№59
北足立北部地区人権教育推
進協議会

A4

平成11年2月12日 北部　同和教育　№61
北足立北部地区人権教育推
進協議会

A4

平成11年7月13日 北部　同和教育　№62
北足立北部地区人権教育推
進協議会

A4

平成24年2月15日 北足立北部　人権教育　№11
北足立北部地区人権教育推
進協議会

A4

平成20年2月15日 北足立北部　人権教育　№12
北足立北部地区人権教育推
進協議会

A4

平成21年2月13日 北足立北部　人権教育　№14
北足立北部地区人権教育推
進協議会

A4

平成22年2月12日 北足立北部　人権教育　№16
北足立北部地区人権教育推
進協議会

A4

平成22年12月1日 北足立北部　人権教育　№17
北足立北部地区人権教育推
進協議会

A4

平成23年12月7日 北足立北部　人権教育　№19
北足立北部地区人権教育推
進協議会

A4

平成24年2月15日 北足立北部　人権教育　№20
北足立北部地区人権教育推
進協議会

A4

平成24年12月7日 北足立北部　人権教育　№21
北足立北部地区人権教育推
進協議会

A4

平成25年2月15日 北足立北部　人権教育　№22
北足立北部地区人権教育推
進協議会

A4

　児玉郡市文化財保護協会



平成27年3月27日 児玉地方の文化財　創刊号 児玉地区文化財保護協会 A4
　埼葛地区文化財担当者会

平成13年3月30日
埼葛地区文化財担当者会報告書　第4集　埼葛のまつ
り・行事

埼葛地区文化財担当者会 A4

平成17年3月30日
埼葛地区文化財担当者会報告書　第5集　埼葛の酒文
化

埼葛地区文化財担当者会 A4

平成19年 埼葛地区文化財担当者会報告書　第6集　埼葛の遺跡 埼葛地区文化財担当者会 A4 DVD、付図
平成17年3月31日 埼葛地区文化財担当者会のあゆみ 埼葛地区文化財担当者会 A4

　埼玉県西部地域博物館入間川展合同企画協議会

平成16年9月30日 入間川4市1村合同企画展展示図録　入間川再発見！
埼玉県西部地域博物館入間
川展合同企画協議会

A4

　彩の国さいたま人づくり広域連合
SAITAMA市町村Works　平成11年度　埼玉県内　市町村
職員採用試験案内号

彩の国さいたま人づくり広
域連合

A4

　坂戸・鳩山・毛呂山・越生

第1回一市三町合同企画展　越辺川流域の歴史と文化
～旧石器時代から古墳時代前期まで～

坂戸市教育委員会・鳩山町
教育委員会・毛呂山町教育
委員会・越生町教育委員会

A4

～越辺川の風景～（越辺川流域の地形と今回展示する
遺跡）

（坂戸市教育委員会・鳩山
町教育委員会・毛呂山町教
育委員会・越生町教育委員
会）

A4
第1回関連ﾘｰﾌ
ﾚｯﾄ

第2回一市三町合同企画展　越辺川流域の歴史・文化
～古墳時代のムラと墓制～

坂戸市教育委員会・鳩山町
教育委員会・毛呂山町教育
委員会・越生町教育委員会

A4

（平成27.3.14～
8.3開催）

第3回一市三町合同企画展　越辺川流域の歴史・文化
～古墳時代終末における地域の開発と交流～

坂戸市教育委員会・鳩山町
教育委員会・毛呂山町教育
委員会・越生町教育委員会

A4 ﾘｰﾌﾚｯﾄ

（平成28.3.12～
7.20開催）

第4回一市三町合同企画展　越辺川流域の歴史・文化
～仏教文化の普及と越辺川でつながる地域社会～

坂戸市教育委員会・毛呂山
町教育委員会・鳩山町教育
委員会・越生町教育委員会

ﾘｰﾌﾚｯﾄ

（平成28.3.12～
7.20開催）

越辺川流域の地形と今回展示する遺跡
坂戸市教育委員会・毛呂山
町教育委員会・鳩山町教育
委員会・越生町教育委員会

ﾏｯﾌﾟ

平成31年3月25日 一市三町合同企画展『越辺川流域の歴史・文化』
坂戸市教育委員会　毛呂山
町教育委員会　鳩山町教育
委員会　越生町教育委員会

A4

　秩父郡市文化財保護協会
平成13年3月16日 中世の秩父　資料集 秩父地区文化財担当者会 秩父地区文化財保護協会 A4

平成2年3月1日 秩父の文化財
秩父郡市文化財保護協会・
「秩父の文化財」編集委員
会

B5

　東部地区文化財担当者会

平成25年12月24日
東部地区文化財担当者会報告書　第7集　埼葛・北埼
玉の水塚

東部地区文化財担当者会 A4
付録：水塚散
策MAP

平成25年2月23日 埼玉県東部地区の中世文化財マップ 東部地区文化財担当者会 A4 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ



平成26年2月28日
彩の国生涯学習成果発表連携（交流）事業　埼葛・北
埼玉　水塚散策MAP

東部地区文化財担当者会 変型 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ

平成27年11月30日
東部地区文化財担当者会報告書　第8集　埼玉県東部
地区の交通

東部地区文化財担当者会 A4

平成29年3月18日
第7回　東部地区文化財担当者会巡回展　埼玉県東部
地区の交通

東部地区文化財担当者会 A4

　比企地区文化財振興協議会
平成13年3月22日 年報　比企　平成12年度 比企地区文化財振興協議会 A4
平成24年3月23日 年報　HIKI　Vol.16　平成23年度 比企地区文化財振興協議会 A4
平成29年3月24日 年報　HIKI　Vol.21　平成28年度 比企地区文化財振興協議会 A4

　早稲田大学・本庄市・美里町共催展

平成26年7月23日
早稲田大学・本庄市・美里町共催展　「本庄・美里の
古墳時代」展示解説パンフレット

早稲田大学文化推進部文化
企画課

A4

土地改良区
　葛西用水路土地改良区

平成4年1月28日 葛西用水史　通史編 葛西用水路土地改良区 A5 付図
　二郷半領用悪水路土地改良区

平成15年3月31日 二郷半領水利史
二郷半領用悪水路土地改良
区

A5 付録Ⅰ・Ⅱ

　羽生領島中領用排水路土地改良区
（平成17年8月9
日）

通水400年記念　伊奈備前守忠次講演集
羽生領島中領用排水路土地
改良区

A4

通水400年記念絵葉書
羽生領島中領用排水路土地
改良区

3葉 付封筒

　羽生領用悪水路土地改良区

平成11年11月17日 羽生領水利史　通史編
羽生領用悪水路土地改良
区

羽生市 A5 付録・付図

平成11年11月17日 羽生領水利史　資料編
羽生領用悪水路土地改良
区

羽生市 A5
付録2冊・付
図

　見沼土地改良区
昭和63年3月31日 見沼土地改良区史 見沼土地改良区 A5
昭和63年3月31日 見沼土地改良区史　資料編 見沼土地改良区 A5 付図


