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羽生市001 矢口孝悦・瀧瀬芳之 「羽生市小松古墳群１号墳の調査」埼玉考古第３２号 1996
羽生市002 羽生市教育委員会 「大道遺跡」羽生市発掘調査報告書第２集 2009
滑川町001 滑川町月輪遺跡群発掘調査会 月輪遺跡群 2008
行田市001 行田市郷土博物館（斎藤国夫） 「常設展示解説図録　１９８８年版」 1988

行田市002
行田市郷土博物館（塚田良道・船
山政志）

「行田市郷土博物館研究報告　第２集」 1991

行田市003
行田市教育委員会（門脇伸一・中
島洋一）

「酒巻２１号墳（２次）　白山愛宕山古墳（１・２次）　白山２号墳」行田市文化財調査報告書第３
０集

1994

行田市004 行田市教育委員会（中島洋一） 「行田市文化財年報　平成７年度」 1997
行田市005 行田市教育委員会（篠田泰輔） 「北大竹遺跡（１２次）発掘調査概要報告書」行田市文化財調査報告書第５６集 2014
鴻巣市00１ 鴻巣市史編さん調査会 鴻巣市史資料編１考古 1989
鴻巣市002 東京国立博物館 東京国立博物館図版目録　古墳遺物篇（関東Ⅲ） 1986
鴻巣市003 鴻巣市教育委員会 宮登古墳の発掘 1959
春日部市001 春日部市 『春日部市史』第一巻　考古資料編 1988
春日部市002 春日部市教育委員会 『小渕山下北遺跡　八木崎遺跡　花積内谷耕地遺跡5次』春日部市埋蔵文化財調査報告書 1999

春日部市003 春日部市教育委員会
『貝の内遺跡2.20.21.22.23.24次地点　小渕山下遺跡4次地点』春日部市埋蔵文化財発掘調査
報告書　第3集

2007

春日部市004 春日部市教育委員会 『小渕山下遺跡6次地点』春日部市埋蔵文化財発掘調査報告書　第5集 2008
春日部市005 庄和町・尾ヶ崎遺跡調査会 『尾ヶ崎遺跡―縄文・古墳時代集落跡の調査―』 1984
所沢市001 所沢市教育委員会 『第二椿峰遺跡群』所沢市埋蔵文化財調査報告書第３１集 2003
深谷市001 深谷市教育委員会 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」 1990
深谷市002 深谷市教育委員会 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」 1991
深谷市003 深谷市教育委員会 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）」 2009
深谷市004 深谷市教育委員会 深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書第11集「上敷免遺跡（第2次）」 1985
深谷市005 深谷市教育委員会 深谷市埋蔵文化財発掘調査報告書第92集「居立／森吉古墳／下郷」 2007
深谷市006 川本町遺跡調査会 川本町発掘調査報告書第10集「鹿島古墳群」史跡整備に伴う範囲確認調査、96・97号古墳発 2004
深谷市007 岡部町六反田遺跡調査会 「六反田」東京電力㈱新岡部変電所建設工事に伴う発掘調査報告書 1981
深谷市008 黒田古墳群発掘調査会 黒田古墳群 1975
さいたま市001 大宮市教育委員会 「稲荷塚古墳周溝確認調査報告」大宮市文化財調査報告　第23集 1987

さいたま市002 大宮市教育委員会
「台耕地稲荷塚古墳発掘調査報告書　旧法願寺地蔵堂木造地蔵菩薩坐像とその造立背景」
大宮市文化財調査報告　第6集

1973

さいたま市003 浦和市遺跡調査会 「白鍬宮腰遺跡発掘調査報告書（第2次）」浦和市遺跡調査会報告書　第123集 1989
さいたま市004 浦和市遺跡調査会 「上大久保新田遺跡発掘調査報告書」浦和市遺跡調査会報告書　第86集 1987
さいたま市005 浦和市遺跡調査会 「上大久保新田遺跡発掘調査報告書（第2次）」浦和市遺跡調査会報告書　第175集 1994
さいたま市006 大宮市教育委員会 「原遺跡」大宮市遺跡調査会報告　第12集 1985
さいたま市007 浦和市遺跡調査会 「別所遺跡発掘調査報告書」浦和市遺跡調査会報告書　第12集 1980
さいたま市008 浦和市遺跡調査会 「北宿遺跡発掘調査報告書」浦和市遺跡調査会報告書　第26集 1983
さいたま市009 与野市教育委員会 「与野考古学事典」－よみがえる歴史－ 1996
さいたま市010 浦和市遺跡調査会 「道場寺院跡・大久保領家遺跡（第6次）発掘調査報告書」浦和市遺跡調査会報告書　第237 1998
さいたま市011 浦和市遺跡調査会 「馬場東遺跡発掘調査報告書－馬場土地区画整理地内17－」浦和市遺跡調査会報告書　第 1990
さいたま市012 浦和市遺跡調査会 「中原後遺跡（第2次）発掘調査報告書」浦和市遺跡調査会報告書　第177集 1994
さいたま市013 浦和市遺跡調査会 「本村遺跡発掘調査報告書（第Ⅶ次）」浦和市遺跡調査会報告書　第167集 1993
さいたま市014 大宮市教育委員会 「御蔵台遺跡発掘調査報告」大宮市文化財調査報告　第27集 1990
さいたま市015 大宮市遺跡調査会 「御蔵山中遺跡－Ⅱ－」大宮市遺跡調査会報告　第33集 1992
さいたま市016 大宮市遺跡調査会 「Ｂ－３号遺跡」大宮市遺跡調査会報告　第61集 1998
さいたま市017 さいたま市遺跡調査会 「御屋敷山遺跡（第2次）」さいたま市遺跡調査会報告書　第33集 2004
さいたま市018 さいたま市遺跡調査会 「根切遺跡（第7次調査）」さいたま市遺跡調査会報告書　第34集 2004

さいたま市019 さいたま市遺跡調査会
「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報告書　第48集

2006

さいたま市020 岩槻市遺跡調査会 「加倉中島遺跡発掘調査報告書」 1995
さいたま市021 岩槻市教育委員会 「上野遺跡」 1986
さいたま市022 さいたま市教育委員会 「根切遺跡（第9～12次調査）・真福寺貝塚（J地点）」さいたま市遺跡発掘調査報告書　第14集 2015（予定）

さいたま市023 さいたま市遺跡調査会
「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
ま市遺跡調査会報告書　第107集

2010

さいたま市024 さいたま市遺跡調査会 「大久保領家片町遺跡発掘調査報告書（第3地点）」浦和市遺跡調査会報告書　第194集 1995
美里町001 埼玉県 「新編埼玉県史 資料編２」原始・古代　弥生・古墳 1982
美里町002 美里町遺跡調査会 ｢向居遺跡｣美里町遺跡発掘調査報告書第5集 1987
美里町003 美里町教育委員会 ｢白石古墳群･羽黒山古墳群｣美里町遺跡発掘調査報告書第7集 1991
美里町004 美里町教育委員会 ｢猪俣北古墳群･引地遺跡･滝ノ沢遺跡」美里町遺跡発掘調査報告書第9集 1998
美里町005 美里町教育委員会 ｢鍛冶屋峯遺跡･川向遺跡･森後遺跡」美里町遺跡発掘調査報告書第10集 1999
美里町006 美里町教育委員会 「上野遺跡(A・B地点)｣美里町遺跡発掘調査報告書第11集 2000
美里町007 美里町教育委員会 「諏訪林古墳･池下遺跡｣美里町遺跡発掘調査報告書第12集 2001
美里町008 美里町教育委員会 「白石古墳群 登所地区･中原地区｣美里町遺跡発掘調査報告書第13集 2002
美里町009 美里町教育委員会 「白石古墳群 後海道地区･久保地区｣美里町遺跡発掘調査報告書第14集 2003
美里町010 美里町教育委員会 「白石古墳群Ⅲ－早道場地区－ 後海道遺跡･中道遺跡｣美里町遺跡発掘調査報告書第15集 2004
美里町011 美里町教育委員会 「北貝戸遺跡・南十条遺跡｣美里町遺跡発掘調査報告書第17集 2006
美里町012 美里町教育委員会 「村後遺跡B地点･大仏廃寺跡･広木上宿遺跡Ⅱ｣美里町遺跡発掘調査報告書第19集 2010
美里町013 美里町遺跡調査会 ｢後山王遺跡－B･D地点－｣美里町調査会報告書 第１集 1992
美里町014 美里村教育委員会 「広木大町古墳群発掘調査概報」 1975
美里町015 美里村教育委員会 「宮下・樋之口遺跡発掘調査概報」 1976
美里町016 美里村教育委員会 「日の森遺跡発掘調査概報」 1978
美里町017 美里町史編纂委員会 「美里町史 通史編」 1986
美里町018 埼玉県教育委員会 埼玉県遺跡発掘調査報告書第10集「塚本山古墳群」 1977
本庄市001 東五十子遺跡調査会 『東五十子・川原町』 2002
本庄市002 本庄市教育委員会 『本庄遺跡群発掘調査報告書Ⅳ』本庄市埋蔵文化財発掘調査報告　第16集 1990

本庄市003
児玉町教育委員会・児玉町町史
編さん委員会

『秋山古墳群』児玉町史資料調査報告　古代第２集 1990

本庄市004 児玉町教育委員会 『長沖古墳群』児玉町文化財調査報告書　第１集 1980
本庄市005 本庄市教育委員会 『長沖古墳群９』本庄市埋蔵文化財発掘調査報告書　第24集 2011
本庄市006 本庄市教育委員会 『長沖古墳群11』本庄市埋蔵文化財発掘調査報告書　第27集 2012
本庄市007 本庄市教育委員会 『長沖古墳群15』本庄市埋蔵文化財発掘調査報告書　第43集 2015
本庄市008 本庄市教育委員会 『旭・小島古墳群』本庄市埋蔵文化財発掘調査報告　第23集 2001
本庄市009 本庄市教育委員会 『御手長山古墳発掘調査報告書』 1978
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本庄市010 本庄市遺跡調査会 『塚畠遺跡Ⅳ』本庄市遺跡調査会報告書　第33集 2014
毛呂山町001 田中一郎 「毛呂山町78号古墳の調査概報（埼玉県入間郡毛呂山町川角）」『考古学雑誌』　第46巻1号 1961

毛呂山町002
田中広明・大谷徹
（財）埼玉県埋蔵文化財調査事業

「東国における後・終末期古墳の基礎的研究(2)」『研究紀要』第10号 1993

毛呂山町003 城西大学学術研究室 「吹上 ―吹上古墳発掘調査報告―」 城西大学入間地区学術調査報告第１輯 1987
毛呂山町004 毛呂山町教育委員会 「松の外遺跡・西戸古墳群～第2次・第3次発掘調査報告書～」 毛呂山町埋蔵文化財調査報 1998
嵐山町001 嵐山町遺跡調査会 古里古墳群　北田遺跡・上土橋支群・駒込支群・の発掘調査 1987
嵐山町002 嵐山町遺跡調査会 行司面遺跡 1988
蓮田市001 田中和之、小宮雪晴 蓮田市文化財調査報告書第33集「十三塚古墳」 1999
蓮田市002 田中和之 2013企画展「最新収蔵品・出土品展　蓮田のお宝vol．2」 2013
蓮田市003 小宮雪晴、田中和之 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」 2015
寄居町001 寄居町遺跡調査会 峯ヶ谷戸遺跡（第２次）寄居町遺跡調査会報告第36集 2013
寄居町002 寄居町史編さん室 寄居町史　原始・古代・中世資料編 1984
寄居町003 寄居町遺跡調査会 中小前田２遺跡（第４次・第５次）　小前田３号墳　寄居町遺跡調査会報告第14集 1997
熊谷市001 埼玉考古学会ほか 「熊谷市瀬戸山遺跡の調査」『第6回遺跡発掘調査報告発表要旨』 1973
熊谷市002 熊谷市教育委員会 『熊谷市史　通史編』 1984
熊谷市003 熊谷市教育委員会 『天神下・土用ヶ谷戸遺跡』 1984
熊谷市004 熊谷市教育委員会 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』 2000
熊谷市005 熊谷市教育委員会 熊谷市遺跡調査会埋蔵文化財報告書『諏訪木遺跡』 2001
熊谷市006 熊谷市教育委員会 平成11年度熊谷市埋蔵文化財調査報告書『一本木前遺跡』 2000
熊谷市007 熊谷市教育委員会 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』 2001
熊谷市008 熊谷市教育委員会 平成13年度熊谷市埋蔵文化財調査報告書『一本木前遺跡Ⅲ』 2002
熊谷市009 熊谷市教育委員会 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』 2003
熊谷市010 熊谷市教育委員会 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』 2004
熊谷市011 熊谷市教育委員会 平成13年度熊谷市埋蔵文化財調査報告書『前中西遺跡Ⅱ』 2002
熊谷市012 熊谷市教育委員会 平成14年度熊谷市埋蔵文化財調査報告書『前中西遺跡Ⅲ』 2003
熊谷市013 大里郡妻沼町教育委員会 妻沼町埋蔵文化財調査報告第1集『妻沼西南遺跡群Ⅰ』 1981
熊谷市014 大里郡大里村教育委員会 『大里村史　通史編』 1990

熊谷市015
大里郡大里村教育委員会･大里
村南部遺跡群調査会

『大里村南部遺跡群Ⅰ』 1997

熊谷市016 大里郡江南町教育委員会 江南町埋蔵文化財調査報告第8集『本田　東台　　上前原』 1988
熊谷市017 大里郡江南町教育委員会 『江南町史　資料編1考古』 1995
熊谷市018 大里郡江南町教育委員会 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』 1999
熊谷市019 大里郡江南町教育委員会 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』 2005
熊谷市020 熊谷市教育委員会 1市3町合併記念『新市誕生・指定文化財』 2009
熊谷市021 熊谷市教育委員会 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』 2011
熊谷市022 埼玉考古学会ほか 「熊谷市箱田氏館跡（第1･2次）の調査」『第45回遺跡発掘調査報告会　発表要旨』 2012
坂戸市001 坂戸市教育委員会 「坂戸市史」古代史料編 1992
坂戸市002 坂戸市教育委員会 「上谷遺跡」－上谷遺跡発掘調査報告書２－ 2010
坂戸市003 坂戸市教育委員会 「上谷遺跡４」－上谷遺跡６区・７区発掘調査報告書－ 2012
神川町001 神川村教育委員会 「№137古墳」神川村遺跡群発掘調査報告Ⅰ 1982
神川町002 神川村教育委員会 「中道遺跡第９地点」神川村遺跡群発掘調査報告Ⅳ 1985
神川町003 神川町教育委員会 「諏訪ノ木古墳」神川町教育委員会文化財調査報告第11集 1994

神川町004 神川町教育委員会
「青柳古墳群城戸野・海老ケ久保・十二ケ谷戸・二ノ宮支群」神川町教育委員会文化財調査
報告第16集

1997

神川町005 神川町教育委員会 「中道遺跡第13地点」神川町埋蔵文化財調査報告第３集 2008
神川町006 神川町教育委員会 「青柳古墳群南塚原支群Ⅲ」神川町埋蔵文化財調査報告第５集 2012
神川町007 神川町教育委員会 「中道遺跡第20地点」神川町埋蔵文化財調査報告第６集 2013
神川町008 神川町教育委員会 「青柳古墳群南塚原支群Ⅳ・出土遺物等整理報告」神川町埋蔵文化財調査報告第７集 2014
川越市001 川越市総務部市史編纂室 「川越市史 第一巻 原始古代編」 1972
川越市002 川越市遺跡調査会 「南大塚古墳群発掘調査報告書」 1988

川越市003
川越市教育委員会・川越市遺跡
調査会

「山王塚脇遺跡 第一～第三次発掘調査報告書」　川越市遺跡調査会報告書第20集 1997

川越市004 川越市教育委員会文化財保護課 「川越市文化財保護年報 平成19年度」 2008

川越市005
川越市教育委員会・川越市遺跡
調査会

「市内遺跡Ⅱ」　川越市遺跡調査会調査報告書第44集 2013

杉戸町００１ 杉戸町教育委員会 埼玉県北葛飾郡杉戸町文化財調査報告書第１集「杉戸町目沼遺跡」 1964
戸田市002 戸田市遺跡調査会 埼玉県戸田市遺跡調査会報告書第3集　南原遺跡Ⅴ 1991
戸田市003 戸田市教育委員会 戸田市文化財調査報告Ⅱ　鍛冶谷・新田口遺跡　方形周溝墓群の調査 1968
桶川市001 埼玉県教育委員会 埼玉県遺跡発掘調査報告書第19集　宮遺跡 1978

桶川市002
公益財団法人埼玉県埋蔵文化財
調査事業団

埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第373集　前原／大沼 2010

桶川市003 埼玉県遺跡調査会 埼玉県遺跡調査会報告第５集　西台遺跡の発掘調査－埼玉県北足立郡桶川町川田谷－ 1970
桶川市004 桶川市教育委員会 桶川市文化財調査報告書第10集　川田谷古墳群 1978
桶川市005 埼玉県北足立郡桶川町教育委員 桶川町文化財調査報告Ⅰ　－川田谷の遺跡と遺物－ 1967
桶川市006 村井イワオ 考古学雑誌４１－３ 1958
桶川市007 桶川市教育委員会 桶川市文化財調査報告書第９集　砂ヶ谷戸Ⅰ・Ⅱ遺跡　楽上遺跡 1977
桶川市008 桶川市教育委員会 桶川市文化財調査報告書第21集　八幡耕地遺跡第三次調査報告書 1991
桶川市009 桶川市教育委員会 昭和60年度桶川市遺跡群発掘調査報告書 1986
桶川市010 上日出谷南遺跡群発掘調査会 宮遺跡　第2次発掘調査 2005
桶川市011 愛宕耕地遺跡発掘調査会 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― 1999
朝霞市001 埼玉県 埼玉縣史　第一巻先史原始時代 1951
朝霞市002 朝霞市教育委員会 一夜塚古墳出土遺物調査報告書 2011
志木市001 埼玉県志木市遺跡調査会 志木市遺跡調査会調査報告第13集　西原大塚遺跡　第2分冊、第3分冊 2009
志木市002 志木市教育委員会 志木市の文化財第14集　志木市遺跡群Ⅱ 1990

志木市003 埼玉県志木市遺跡調査会
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

2008

志木市004 志木市教育委員会 志木市の文化財第34集　埋蔵文化財調査報告書3 2002
志木市005 志木市教育委員会 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 2008
志木市006 志木市教育委員会 志木市の文化財第58集　志木市遺跡群21 2014
志木市007 志木市教育委員会 志木市の文化財第48集　城山遺跡第62地点 2012
加須市001 加須市 加須市史　通史編 1983
加須市002 埼玉県 新編埼玉県史　資料編2 1982
川口市001 川口市 川口市史　考古編 1986
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埼玉県文献データ

文献番号 執筆者・編集機関 文献名 刊行年

川口市002 川口市遺跡調査会 川口市遺跡調査会報告書第6集　天神山・宮脇遺跡 1985
上尾市001 上尾市教育委員会 上尾市史第1巻　資料編1　原始古代 1992
上尾市002 上尾市教育委員会 上尾市文化財調査報告第4集　薬師耕地前遺跡 1978
東松山市００２ 金井塚良一・考古学資料刊行会 『柏崎古墳群』 1968
東松山市００１ 埼玉県東松山市文化財保護委員 『冑塚古墳』 1964
東松山市００５ 東松山市教育委員会 『三千塚古墳群－発掘調査の概要－』 2012
東松山市００３ 金井塚良一・東松山市教育委員 『諏訪山古墳群』 1970
東松山市００４ 金井塚良一・東松山市教育委員 『附川古墳群』 1972
東松山市００６ 東松山市教育委員会 『県指定史跡「若宮八幡古墳」修復保存整備報告書』 2012
県教委005 埼玉県教育委員会 埼玉県遺跡発掘調査報告書　第５集　田木山・弁天山・舞台・宿ヶ谷戸・附川 1974
県教委011 埼玉県教育委員会 埼玉県遺跡発掘調査報告書　第１１集　鴻池・武良内・高畑 1977
県教委016 埼玉県教育委員会 埼玉県遺跡発掘調査報告書　第１６集　東谷・前山２号墳・古川端 1978
県教委０21 埼玉県教育委員会 埼玉県遺跡発掘調査報告書　第２１集　下田・諏訪 1979
県教委０22 埼玉県教育委員会 埼玉県遺跡発掘調査報告書　第２２集 1979
県調査会00１ 埼玉県遺跡調査会 埼玉県遺跡調査会報告　第１集　番清水遺跡調査概報 1968
県調査会008 埼玉県遺跡調査会 埼玉県遺跡調査会報告　第８集　諏訪山貝塚・諏訪山遺跡・桜山貝塚・南遺跡発掘調査報告 1971
県調査会027 埼玉県遺跡調査会 埼玉県遺跡調査会報告　第２７集　千光寺 1975
県調査会０19 埼玉県遺跡調査会 埼玉県遺跡調査会報告　第１９集　青柳古墳群発掘調査報告書 1973
県調査会021 埼玉県遺跡調査会 埼玉県遺跡調査会報告　第２１集　上椿遺跡発掘調査報告書 1984
県教委001 埼玉県教育委員会 『埼玉稲荷山古墳』 1980
さきたま資料館
001

埼玉県立さきたま資料館 『将軍山古墳　確認調査編・付編』 1997

埼玉県001 埼玉県 『新編埼玉県史　資料編２』 1982
県教委010 埼玉県教育委員会 埼玉県遺跡発掘調査報告書　第１０集　塚本山古墳群 1977

事業団016 埼玉県埋蔵文化財調査事業団
埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第16集『沼下・平原・新堀・中山・お金塚・中井丘・鶴
巻・水久保・狢久保遺跡　』

1982

事業団017 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第17集『大山』 1983
事業団023 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第23集『三ヶ尻天王・三ヶ尻林(1)遺跡』 1983
事業団024 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第24集『ささら・帆立・馬込新屋敷・馬込大原』 1983
事業団026 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第24集『後張』 1983
事業団032 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第32集『屋田・寺ノ台』 1984
事業団037 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第37集『古凍根岸裏』 1984

事業団046 埼玉県埋蔵文化財調査事業団
埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第46集『立野南・八幡太神南・熊野太神南・今井遺跡
群・一丁田・川越田・梅沢』

1985

事業団053 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第58集『蜻蛉遺跡』 1985
事業団058 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第58集『小前田古墳群』 1986
事業団062 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第62集『鍛冶谷・新田口』 1986
事業団068 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第68集『女堀2・東女堀原』 1987
事業団078 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第78集『本郷前東遺跡』 1989
事業団079 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第79集『御伊勢原遺跡』 1989
事業団080 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第80集『上組2』 1989
事業団094 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第集『東川端遺跡』 1990
事業団101 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第101集『塚の越遺跡』 1991
事業団102 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第102集『樋詰・砂田前』 1991
事業団110 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第集110『代正寺・大西』 1991
事業団111 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第111集『新屋敷東・本郷前東』 1992
事業団121 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第121集『桑原遺跡』 1992
事業団126 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第126集『砂田・柳町・ウツギ内』 1993
事業団128 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第128集『上敷免遺跡』 1993
事業団132 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第132集『水判土堀の内・林光』 1993
事業団135 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第135集『樋ノ下遺跡』 1994
事業団145 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第145集『稲荷前遺跡（Ｂ・Ｃ区）』 1994
事業団148 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第148集『森下・戸森松原・起会』 1995
事業団150 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第150集『城北遺跡』 1995
事業団151 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第151集『居立・前』 1995
事業団170 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第170集『広木上宿遺跡　─古代・中世編─』 1996
事業団172 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第172集『宮ヶ谷戸／根岸／八日市／城西』 1995
事業団177 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第177集『今井川越田遺跡』 1995
事業団190 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第190集『中堀遺跡』 1997
事業団191 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第191集『今井川越田遺跡3』 1997
事業団192 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第192集『今井条里遺跡』 1998
事業団198 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第198集『砂田前遺跡』 1998
事業団199 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第199集『築道下遺跡2』 1998
事業団227 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第227集『白鍬宮腰遺跡』 1998
事業団231 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第231集『沖田1／沖田2／沖田3』 1998
事業団245 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第245集『築道下遺跡3』 2000
事業団252 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第252集『上ノ宮遺跡』 1999
事業団264 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第264集『如意遺跡』 2001
事業団273 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第273集『川越城／小在家2』 2001
事業団276 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第276集『如意3／川端』 2002
事業団285 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第285集『如意遺跡 4』 2003
事業団288 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第288集『宮西遺跡 1』 2003
事業団293 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第293集『北島遺跡 9』 2004
事業団296 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第296集『下田町遺跡 1』 2004
事業団380 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第380集『反町Ⅱ』 2011
事業団393 埼玉県埋蔵文化財調査事業団 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第393集『反町Ⅲ』 2012
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