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石川001 石川県立埋蔵文化財センター 大畠南古墳群発掘調査報告書 1993
石川002 珠洲市史編さん専門委員会 珠洲市史　第一巻 1976
石川003 輪島市役所 輪島市史　資料編第3巻、古代、古文献資料 1974
石川004 石川県教育委員会・（財）石川県埋蔵文化財センター 中島町中島ヤマンタン25号墳 2002
石川005 中島町役場 石川県 中島町史（資料編） 1966
石川006 石川県教育委員会・（財）石川県埋蔵文化財センター 七尾市 三引遺跡Ⅳ 2005
石川007 田鶴浜役場 田鶴浜町史 1974
石川008 七尾市教育委員会 奥原峠遺跡 1998
石川009 石川県立埋蔵文化財センター 七尾市奥原縄文遺跡・奥原遺跡 1982
石川010 石川県教育委員会・（財）石川県埋蔵文化財センター 七尾市 小島西遺跡 2008
石川011 石川県七尾市役所 七尾市史 資料編 第四巻 1970
石川012 富山大学人文学部考古学研究室 石川県七尾市 国分尼塚古墳群発掘調査報告 1983
石川013 七尾市役所 新修 七尾市史　1考古編 2002
石川014 石川県教育委員会・（財）石川県埋蔵文化財センター 七尾市　国分遺跡 2010
石川015 七尾市教育委員会 温井古墳群発掘調査報告 1978
石川016 七尾市文化財保護委員会 能登高木森古墳 1960
石川017 石川県教育委員会・（財）石川県埋蔵文化財センター 七尾市三室福浦Ｂ遺跡・三室まどがけ遺跡 2000
石川018 石川県教育委員会・（財）石川県埋蔵文化財センター 七尾市　東三階Ａ遺跡 2009
石川019 七尾市教育委員会 万行赤岩山遺跡 1983
石川020 宮内庁書陵部 書陵部紀要66号 2014
石川021 鹿島町 鹿島町史　資料編（続）上巻 1982
石川022 （社）石川県埋蔵文化財保存協会 藤井サンジョガリ遺跡 高畠テラダ遺跡 高畠カンジダ遺跡 1994
石川023 石川県教育委員会・（財）石川県埋蔵文化財センター 鹿島町久江ツカノコシ遺跡 2003
石川024 石川県教育委員会・（財）石川県埋蔵文化財センター 中能登町　新庄遺跡 2006
石川025 石川県教育委員会・（財）石川県埋蔵文化財センター 中能登町　春木Ａ・Ｂ遺跡　新庄遺跡 2009
石川026 石川県立埋蔵文化財センター 鹿島町徳前Ｃ遺跡調査報告（Ⅳ） 1983
石川027 鹿島町教育委員会 在江遺跡 1993
石川028 鹿西町教育委員会 史跡 雨の宮古墳群 2005
石川029 石川県教育委員会・（財）石川県埋蔵文化財センター 鹿西町 金丸宮地遺跡 2003
石川030 石川県立埋蔵文化財センター 谷内・杉谷遺跡群 1995
石川031 羽咋郡富来町役場 『富来町史』資料編 1974
石川032 石川考古学研究会 能登 高爪山 2014
石川033 富来町・富来町教育委員会 高田遺跡 1999
石川034 石川県立埋蔵文化財センター 富来町貝田遺跡・貝田Ｃ遺跡 1995
石川035 石川県立埋蔵文化財センター 北吉田ノノメ古墳群発掘調査報告書 1992
石川036 富来町・富来町教育委員会 石川県富来町 富来城跡 2000
石川037 石川県立埋蔵文化財センター 能登海浜道関係埋蔵文化財調査報告書Ⅰ（志賀町中村畑遺跡、志賀町女郎塚 1982
石川038 志賀町役場 『志賀町史』資料編第1巻 1974
石川039 志賀町教育委員会・志賀町埋蔵文化財調査委員会 倉垣遺跡 1985
石川040 志賀町教育委員会 鹿首モリガフチ遺跡 1986
石川041 志賀町教育委員会 赤住遺跡群 1990
石川042 石川県教育委員会・（財）石川県埋蔵文化財センター 志賀町 穴口遺跡・穴口貝塚 2004
石川043 羽咋市役所 羽咋市史 原始・古代編 1973
石川044 石川県立埋蔵文化財センター 『拓影』第4号 1980
石川045 羽咋市教育委員会 眉丈台の遺跡群 1992
石川046 羽咋市教育委員会 新保ゼンボン古墳群発掘調査報告書 1998
石川047 石川県教育委員会・（財）石川県埋蔵文化財センター 羽咋市　四柳ミッコ遺跡 2015
石川048 石川県羽咋市教育委員会・石川県羽咋郡市広域圏事務組 滝谷八幡社遺跡 2003
石川049 羽咋市教育委員会 寺家遺跡第12次調査報告書 1997
石川050 羽咋市教育委員会 釜屋遺跡 1989
石川051 石川県羽咋市教育委員会 長者川遺跡 2005
石川052 石川県羽咋市教育委員会 太田ニシカワダ遺跡 1999
石川053 石川県羽咋市教育委員会 粟生シモデ遺跡 2002
石川054 志雄町教育委員会 志雄町史 1974
石川055 志雄町教育委員会 石坂鍋山古墳群　石坂鍋山遺跡 1997
石川056 石川県教育委員会・（財）石川県埋蔵文化財センター 志雄町荻島遺跡 2003
石川057 石川県立埋蔵文化財センター 竹生野遺跡 1988
石川058 押水町教育委員会 南吉田葛山遺跡Ⅱ 1992
石川059 （社）石川県埋蔵文化財保存協会 荻市遺跡 1998
石川060 石川県立埋蔵文化財センター 押水町冬野遺跡群（免田一本松遺跡） 1991
石川061 高松町教育委員会 高松町 中沼C遺跡 1987
石川062 宇ノ気町 宇ノ気町史 1970
石川063 （財）石川県埋蔵文化財センター 宇ノ気町　指江遺跡・指江B遺跡 2002
石川064 石川県考古学研究会 上山田貝塚 1979
石川065 宇ノ気町教育委員会 上山田鳶山遺跡 1996
石川066 津幡町教育委員会 津幡町谷内石山遺跡 1980
石川067 （財）石川県埋蔵文化財センター 津幡町倉見オウラント遺跡 2003
石川068 七野古墳発掘調査会 七野墳墓群発掘調査報告書 2010
石川069 津幡町教育委員会 北中条遺跡（A区） 2002
石川070 津幡町教育委員会 北中条遺跡（B区） 2002
石川071 津幡町教育委員会 津幡町北中条遺跡（E区） 2004
石川072 津幡町教育委員会 津幡町北中条遺跡（G区） 2005
石川073 津幡町教育委員会 津幡町北中条遺跡（I区） 2007
石川074 津幡町教育委員会 津幡町北中条遺跡（D区）
石川075 金沢市 金沢市史 資料編19 考古 1999
石川076 金沢市埋蔵文化財センター 金沢市神谷内古墳群　Ｃ支群 2004
石川077 金沢市埋蔵文化財センター 金沢市神谷内Ａ遺跡 2002
石川078 金沢市教育委員会 金沢市田中Ｂ遺跡 1994
石川079 石川県教育委員会 金沢市田中A・B遺跡 1971
石川080 （財）石川県埋蔵文化財センター 金沢市梅田B遺跡Ⅲ 2006
石川081 （財）石川県埋蔵文化財センター 金沢市梅田B遺跡Ⅱ 2004
石川082 石川県教育委員会・石川県北陸自動車道埋蔵文化財調査 北陸自動車道関係埋蔵文化財調査報告書Ⅱ　塚崎遺跡 1976
石川083 金沢市埋蔵文化財センター 金沢市沖町遺跡Ⅱ 2015
石川084 金沢市埋蔵文化財センター 金沢市千田遺跡 2012
石川085 金沢市埋蔵文化財センター 金沢市千田遺跡 2002
石川086 石川県立埋蔵文化財センター 金沢城跡石川門前土橋（通商石川橋）発掘調査報告書Ⅰ 1997
石川087 金沢市埋蔵文化財センター 金沢市広坂遺跡（1丁目）Ⅱ　（古代・中世編、測量図編2） 2005
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石川088 石川県教育委員会・石川県立埋蔵文化財センター 金沢市戸水C遺跡 1986
石川089 (財)石川県埋蔵文化財センター 金沢市 戸水C遺跡・戸水C古墳群（第9・10次） 2000
石川090 金沢市教育委員会 金沢市西念・南新保遺跡 1983
石川091 金沢市教育委員会 金沢市西念・南新保遺跡Ⅱ 1989
石川092 金沢市教育委員会 金沢市西念・南新保遺跡Ⅳ 1996
石川093 金沢市教育委員会 金沢市西念・南新保遺跡Ⅲ 1992
石川094 （財）石川県埋蔵文化財センター 金沢市近岡遺跡 2004
石川095 石川県教育委員会・石川県立埋蔵文化財センター 金沢市 北安江遺跡 1985
石川096 金沢市埋蔵文化財センター 金沢市戸水大西遺跡Ⅰ　戸水遺跡群Ⅱ 2000
石川097 金沢市埋蔵文化財センター 金沢市戸水ホコダ遺跡　戸水遺跡群Ⅰ 1999
石川098 金沢市埋蔵文化財センター 金沢市大友西遺跡Ⅱ 2002
石川099 金沢市埋蔵文化財センター 金沢市大友西遺跡Ⅲ 2003
石川100 金沢市埋蔵文化財センター 金沢市直江南遺跡・直江ボンノシロ遺跡・直江ニシヤ遺跡・直江西遺跡 2012
石川101 金沢市埋蔵文化財センター 金沢市無量寺Ｃ遺跡・無量寺Ｄ遺跡 2007
石川102 金沢市埋蔵文化財センター 金沢市直江北遺跡 2014
石川103 金沢市教育委員会 金沢市南新保Ｄ遺跡 1981
石川104 金沢市教育委員会 金沢市南新保三枚田遺跡 1984
石川105 （財）石川県埋蔵文化財センター 金沢市南新保E遺跡 2000
石川106 石川県教育委員会・石川県立埋蔵文化財センター 金沢市寺中B遺跡 1991
石川107 （財）石川県埋蔵文化財センター 金沢畝田東遺跡群Ⅴ 2005
石川108 石川県立埋蔵文化財センター 畝田遺跡 1991
石川109 （財）石川県埋蔵文化財センター 金沢市畝田西遺跡群Ⅳ 2006
石川110 （財）石川県埋蔵文化財センター 金沢市畝田西遺跡群Ⅲ 2006
石川111 （財）石川県埋蔵文化財センター 金沢市畝田西遺跡群Ⅱ 2005
石川112 金沢市埋蔵文化財センター 金沢市畝田大徳川遺跡 2003
石川113 金沢市埋蔵文化財センター 金沢市畝田・寺中遺跡Ⅸ　木曳野遺跡群Ⅶ 2014
石川114 金沢市埋蔵文化財センター 市内遺跡発掘調査報告書Ⅳ 2008
石川115 金沢市埋蔵文化財センター 金沢市寺中Ｂ遺跡Ⅶ　畝田・寺中遺跡Ⅳ　木曳野遺跡群Ⅱ 2007
石川116 金沢市教育委員会 金沢市畝田・寺中遺跡 1984
石川117 金沢市埋蔵文化財センター 金沢市畝田・寺中遺跡Ⅷ　木曳野遺跡群Ⅵ 2013
石川118 金沢市埋蔵文化財センター 金沢市畝田・寺中遺跡Ⅶ　木曳野遺跡群Ⅴ 2012
石川119 金沢市埋蔵文化財センター 金沢市桂町南遺跡Ⅱ　畝田・寺中遺跡Ⅴ　木曳野遺跡群Ⅲ 2008
石川120 （財）石川県埋蔵文化財センター 金沢市藤江C遺跡Ⅴ 2002
石川121 （財）石川県埋蔵文化財センター 金沢市藤江C遺跡Ⅶ 2002
石川122 （財）石川県埋蔵文化財センター 金沢市藤江C遺跡Ⅰ 2001
石川123 （財）石川県埋蔵文化財センター 金沢市藤江C遺跡Ⅲ 2000
石川124 （財）石川県埋蔵文化財センター 金沢市藤江B遺跡Ⅳ 2002
石川125 金沢市教育委員会 金沢市藤江Ｂ遺跡（第2次） 1994
石川126 （財）石川県埋蔵文化財センター 金沢市藤江B遺跡Ⅱ 2001
石川127 （財）石川県埋蔵文化財センター 金沢市藤江B遺跡Ⅰ 2001
石川128 金沢市教育委員会 金石本町遺跡Ⅱ 1996
石川129 （財）石川県埋蔵文化財センター 金沢市金石本町遺跡 2009
石川130 金沢市教育委員会 金沢市下安原遺跡 1990
石川131 金沢市埋蔵文化財センター 金沢市松村髙見遺跡　松村Ａ遺跡 2002
石川132 金沢市教育委員会 金沢市桜田・示野中遺跡 1991
石川133 金沢市埋蔵文化財センター 金沢市薬師堂遺跡Ⅰ 2006
石川134 金沢市埋蔵文化財センター 金沢市出雲じいさまだ遺跡Ⅱ 2015
石川135 金沢市埋蔵文化財センター 金沢市出雲じいさまだ遺跡Ⅲ 2015
石川136 金沢市埋蔵文化財センター 金沢市高岡町遺跡 2003
石川137 石川県教育委員会・石川県立埋蔵文化財センター 金沢市犀川鉄橋遺跡第1・2次発掘調査報告書 1982
石川138 金沢市埋蔵文化財センター 金沢市神野遺跡Ⅰ 2000
石川139 金沢市埋蔵文化財センター 金沢市神野遺跡Ⅱ 2001
石川140 金沢市埋蔵文化財センター 金沢市福増カワラケダ遺跡Ⅱ 2006
石川141 金沢市教育委員会 金沢市高畠遺跡－第1・2次発掘調査報告書－ 1975
石川142 金沢市埋蔵文化財センター 金沢市横川・本町遺跡 2003
石川143 金沢市教育委員会 金沢市新保本町東遺跡 1991
石川144 金沢市埋蔵文化財センター 金沢市中屋サワ遺跡Ⅲ 2007
石川145 石川県立郷土資料館・石川考古学研究会 金沢市長坂古墳群の研究 舳倉島シラスナ遺跡発掘調査報告 石川県立郷土資 1978
石川146 石川県教育委員会・石川県立埋蔵文化財センター 金沢市扇台・大額キョウデン遺跡 1998
石川147 （財）石川県埋蔵文化財センター 金沢市額谷遺跡 2006
石川148 金沢市教育委員会 金沢市押野西遺跡 1987
石川149 金沢市埋蔵文化財センター 金沢市押野西遺跡Ⅱ 1998
石川150 野々市町教育委員会 御経塚シンデン遺跡　御経塚シンデン古墳群 2001
石川151 野々市市教育委員会 三日市Ａ遺跡６ 2013
石川152 野々市町教育委員会 高橋セボネ遺跡 1996
石川153 野々市町教育委員会 押野ウマワタリ遺跡 1992
石川154 野々市町教育委員会 押野タチナカ遺跡　押野大塚遺跡 1989
石川155 野々市町教育委員会 押野タチナカ遺跡　押野大塚遺跡2 2011
石川156 野々市町教育委員会 御経塚遺跡Ⅱ 1989
石川157 野々市町教育委員会 御経塚遺跡Ⅲ 2003
石川158 日本玉文化研究会 第６回日本玉文化研究会石川大会　北陸における弥生・古墳時代玉作の変革 2008
石川159 野々市町教育委員会 長池・二日市・御経塚遺跡群 1998
石川160 野々市市教育委員会 二日市イシバチ遺跡2 2012
石川161 野々市市教育委員会 二日市イシバチ遺跡3 2013
石川162 野々市市教育委員会 二日市イシバチ遺跡5 2015
石川163 石川県教育委員会・（財）石川県埋蔵文化財センター 二日市イシバチ遺跡－二級河川安原川広域河川改修事業に係る埋蔵文化財発 2012
石川164 野々市市教育委員会 徳丸ジョウジャダ遺跡 2015
石川165 石川県教育委員会・（財）石川県埋蔵文化財センター 徳丸ジョウジャダ遺跡 2010
石川166 石川県教育委員会・（公財）石川県埋蔵文化財センター 横江D遺跡・二日市イシバチ遺跡　横江D遺跡・郷クボタ遺跡 2014
石川167 松任市教育委員会 旭遺跡群Ⅰ 1995
石川168 松任市教育委員会 旭遺跡群Ⅱ 1995
石川169 白山市教育委員会 白山市北安田舟橋遺跡・北安田南出遺跡 2007
石川170 石川県立埋蔵文化財センター 松任市横江A遺跡発掘調査報告書 1984
石川171 松任市教育委員会 松任市一塚オオミナクチ遺跡 1987
石川172 松任市教育委員会 松任市竹松C遺跡 1988
石川173 石川県立埋蔵文化財センター 倉部 1990
石川174 松任市教育委員会 松任市倉部出戸遺跡 1992
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石川175 石川県立埋蔵文化財センター 宮丸遺跡・村井北遺跡・北出遺跡・村井キヒダ遺跡・米永古屋敷遺跡 1991
石川176 石川県立埋蔵文化財センター 松任市相川遺跡群 1992
石川177 石川県立埋蔵文化財センター 松任市浜相川・相川新遺跡 1993
石川178 松任市教育委員会 松任市横江古屋敷遺跡Ⅰ 1993
石川179 松任市教育委員会 松任市横江古屋敷遺跡Ⅱ 1995
石川180 松任市教育委員会 松任市横江古屋敷遺跡Ⅳ 1999
石川181 石川県立埋蔵文化財センター 松任市竹松遺跡群 1992
石川182 松任市教育委員会 松任市浜竹松B（竹松北）遺跡 1993
石川183 石川県立埋蔵文化財センター 平木遺跡群 1994
石川184 松任市教育委員会 松任市旭小学校遺跡 1990
石川185 松任市教育委員会 旭遺跡群Ⅲ 1995
石川186 松任市教育委員会 松任市宮永カイリョウ遺跡・宮永市カキノキバタケ遺跡 1996
石川187 松任市教育委員会 松任市竹松遺跡 1997
石川188 白山市教育委員会 白山市竹松遺跡・白山市相木カミノオキョウ遺跡・白山市松任城跡遺跡 2008
石川189 松任市教育委員会 松任市北安田キタドウダ遺跡 1998
石川190 松任市教育委員会 松任市中奥・長竹遺跡 2000
石川191 石川県教育委員会・（財）石川県埋蔵文化財センター 白山市中新保遺跡 2012
石川192 松任市教育委員会 松任市乾町遺跡 1993
石川193 石川県立埋蔵文化財センター 横江 1992
石川194 石川県立埋蔵文化財センター 松任市相川新遺跡 1993
石川195 松任市教育委員会 松任市相川新遺跡 1998
石川196 石川県教育委員会・（財）石川県埋蔵文化財センター 松任市相川新遺跡 2000
石川197 石川県教育委員会・（財）石川県埋蔵文化財センター 白山市乾遺跡 2010
石川198 石川県教育員会・（財）石川県埋蔵文化財センター 白山市五歩市遺跡 2013
石川199 石川県教育員会・（公財）石川県埋蔵文化財センター 白山市五歩市遺跡 2014
石川200 松任市教育委員会 松任市倉部出戸遺跡　第4次調査 1993
石川201 辰口町教育委員会 辰口町下開発茶臼山古墳群 1982
石川202 辰口町教育委員会 辰口町下開発茶臼山古墳群Ⅱ 2004
石川203 寺井町教育委員会 加賀能美古墳群 1997
石川204 寺井町教育委員会 和田山下遺跡 1987
石川205 能美市教育委員会 西山古墳群 2011
石川206 能美市教育委員会 史跡秋常山古墳群 2011
石川207 根上町教育委員会 根上町中庄遺跡 1984
石川208 小松市教育委員会 後山無常堂古墳・後山明神3号墳 1989
石川209 小松市教育委員会 小松市内遺跡発掘調査報告書Ⅳ 2008
石川210 小松市教育委員会 八里向山遺跡群 2004
石川211 小村茂ほか 石川県河田山古墳群（日本考古学年報40） 1989
石川212 小松市教育委員会 吉竹遺跡 2001
石川213 （社）石川県埋蔵文化財保存協会 八幡遺跡Ⅰ 1998
石川214 石川県立埋蔵文化財センター 漆町遺跡Ⅰ 1986
石川215 石川県立埋蔵文化財センター 漆町遺跡Ⅱ 1988
石川216 小松市教育委員会 第一小学校々地内漆町遺跡 1987
石川217 （財）石川県埋蔵文化財センター 小松市千代能美遺跡 2012
石川218 小松市 小松市史4巻 1965
石川219 小松高等学校地歴クラブ 江沼郡月津村字矢田借屋古墳調査報告 1951
石川220 小松市教育委員会 矢田借屋古墳群 2000
石川221 小松市教育委員会 小松市内遺跡発掘調査報告書Ⅱ 2006
石川222 石川県教委・（財）石川県埋蔵文化財センター 小松市矢田野遺跡群 2006
石川223 石川県立埋蔵文化財センター 荒木田遺跡 1995
石川224 小松市教育委員会 荒木田遺跡 1996
石川225 石川県立埋蔵文化財センター 白江梯川遺跡Ⅰ 1988
石川226 石川県立埋蔵文化財センター 漆町遺跡Ⅳ 1989
石川227 小松市教育委員会 小松市内遺跡発掘調査報告書Ⅸ 2013
石川228 小松市教育委員会 小松市額見町遺跡 2000
石川229 小松市教育委員会1994松梨遺跡 松梨遺跡 1994
石川230 小松市教育委員会 千代オオキダ遺跡 2006
石川231 上田三平石川県史跡調査報告1輯 石川県史跡調査報告1輯
石川232 石川県立埋蔵文化財センター 篠原遺跡 1987
石川233 加賀市教育委員会 加賀市文化財紀要　第8輯 1972
石川234 石川県立埋蔵文化財センター 潮津遺跡群 1997
石川235 石川県立埋蔵文化財センター 猫橋遺跡 1998
石川236 （財）石川県埋蔵文化財センター 加賀市弓波遺跡 2003
石川237 （財）石川県埋蔵文化財センター 加賀市松山C遺跡 2001
石川238 石川考古学研究会 江沼古墳群分布調査報告 1978
石川239 狐山古墳保存会 狐山古墳 1932
石川240 加賀市教育委員会 法皇山横穴古墳群 1971
石川241 加賀市教育委員会 大菅波D遺跡 2001
石川242 加賀市教育委員会 藤ノ木遺跡 1985
石川243 石川県立埋蔵文化財センター 永町ガマノマガリ遺跡 1987
石川244 （財）石川県埋蔵文化財センター 加賀市吸坂・黒瀬古墳群 2002
石川245 （財）石川県埋蔵文化財センター 加賀市三木A遺跡 2009
石川246 （財）石川県埋蔵文化財センター 熊坂花房砦跡 2013
石川247 加賀市教育委員会 加賀片山津玉造遺跡の研究 1963
石川248 加賀市教育委員会 猫橋遺跡 1993
石川249 加賀市教育委員会 弓波遺跡 2000
石川250 加賀市教育委員会 弓波廃寺跡範囲確認発掘調査報告 1978
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