
三重県古墳時代の玉類集成

文献番号 執筆・編集者 文献名 刊行年

三重001 大安町教育委員会
「宇賀新田古墳群」、大安町埋蔵文化財調査報告書第2集・三重大学人文学部
考古学研究室調査研究報告書1

2003

三重002 大安町教育委員会 「下小原古墳群」、大安町埋蔵文化財調査報告書1 1993

三重003 三重県埋蔵文化財センター
「一般国道475号東海環状自動車道　上惣作遺跡発掘調査報告」、三重県文化
財調査報告186-3

2001

三重004 三重県 「三重県史」資料編　考古1 2005
三重005 ジャパン通信情報センター 「文化財発掘出土情報」2004年8月号 2004
三重006 多度町教育委員会 「多度町史」資料編1　考古・古代・中世 2002

三重007 三重県埋蔵文化財センター
「広永横穴墓群・広永1号墳・広永城・広永遺跡発掘調査報告」、三重県埋蔵文
化財調査報告227-8

2006

三重008 三重県埋蔵文化財センター
「近畿自動車道名古屋神戸線（愛知県境～四日市ＪＣＴ）建設工事に伴う　金塚
遺跡・金塚横穴墓群・山村遺跡発掘調査報告」、三重県埋蔵文化財調査報告
227-1

2002

三重009 四日市市 「四日市市史」 1988
三重010 四日市市教育委員会 「四日市の後期古墳」、四日市市埋蔵文化財調査報告8 1967
三重011 四日市市教育委員会 「北小松古墳群　日永貝之谷古墳」、四日市市埋蔵文化財調査報告13 1977

三重012 三重県埋蔵文化財センター 「西ヶ広遺跡（第3・4次）発掘調査報告」、三重県埋蔵文化財調査報告227-9 2006

三重013 鈴鹿市 「鈴鹿市史」第１巻 1980
三重014 東京国立博物館 「東京国立博物館図版目録　古墳遺物篇（近畿Ⅰ）」 1988

三重015 三重県埋蔵文化財センター
平成2年度農業基盤整備事業地域埋蔵文化財発掘調査報告―第1分冊―」、
三重県埋蔵文化財調査報告94-１

1991

三重016 三重県埋蔵文化財センター
「Ⅶ加和良１・2号墳～馬具と直弧文の後期古墳～」「鈴鹿市中ノ川中流域の考
古資料」、研究紀要15-2

2007

三重017 鈴鹿市教育委員会 「国鉄伊勢線関係遺跡調査報告」、鈴鹿市埋蔵文化財調査報告1 1967
三重018 鈴鹿市考古博物館 「鈴鹿市考古博物館年報」第1号 2000

三重019
鈴鹿市教育委員会　鈴鹿市
考古博物館

「伊勢国府跡５」 2003

三重020 三重県埋蔵文化財センター
「一般国道23号線中勢道路（6工区）建設事業に伴う　南谷遺跡・稲生遺跡発掘
調査報告」三重県埋蔵文化財調査報告115-6

1995

三重021 三重県埋蔵文化財センター
「一般国道23号中勢道路（6工区）建設事業に伴う　高井A遺跡発掘調査報告」
三重県埋蔵文化財調査報告115-8

1998

三重022 鈴鹿市考古博物館 「鈴鹿市郡山町　西川・郡山野・郡山野田遺跡遺跡発掘調査報告書」 2009
三重023 鈴鹿市考古博物館 「鈴鹿川中流域河曲低地域遺跡群　十宮古里遺跡発掘調査報告」 2010
三重024 鈴鹿市考古博物館
三重025 三重県埋蔵文化財センター 「井田川茶臼山古墳発掘調査報告」、三重県埋蔵文化財調査報告26 1988

三重026 三重県埋蔵文化財センター
「上椎木古墳群・谷山古墳・正知浦古墳群・正知浦遺跡」、三重県埋蔵文化財
調査報告100-1

1992

三重027 三重大学歴史研究会 「釣鐘山古墳発掘調査報告」「ふびと」32号 1975
三重028 三重県教育委員会 「名阪国道予定敷地内遺跡発掘調査概報」 1964
三重029 三重県埋蔵文化財センター 「大鼻遺跡－本文編・図録編－」、三重県埋蔵文化財調査報告100-5 1994
三重030 三重県埋蔵文化財センター 「山城遺跡・北瀬古遺跡」、三重県埋蔵文化財調査報告100-4 1994
三重031 亀山市教育委員会 「沢遺跡発掘調査報告書Ⅱ」、亀山市文化財調査報告6 1990
三重032 亀山市教育委員会 「亀山市文化財調査速報」第2号新春号 1988
三重033 三重県埋蔵文化財センター 「三重県埋蔵文化財年報7　昭和51年度」 1977
三重034 芸濃町教育委員会 「芸濃町史」上巻 1986
三重035 安濃村教育委員会 「堂山1号墳」、安濃村文化財調査報告1 1974

三重036
安濃町教育委員会・安濃町遺
跡調査会

「大城遺跡発掘調査報告書」、安濃町埋蔵文化財発掘調査報告5 1998

三重037
安濃町教育委員会・安濃町遺
跡調査会

「中大谷13・16号墳発掘調査報告」、安濃町埋蔵文化財調査報告3 1988

三重038 安濃町遺跡調査会
「西相野遺跡発掘調査報告書　ツツジ遺跡発掘調査報告書」、安濃町埋蔵文化
財調査報告13

1999

三重039 安濃町遺跡調査会 「平田古墳群」 1987

三重040
三重県教育委員会・日本道路
公団名古屋建設局

「近畿自動車道埋蔵文化財調査報告Ⅱ―日余1号墳―」、三重県埋蔵文化財
調査報告20

1974

三重041 三重県教育委員会 「三重県埋蔵文化財年報12　昭和56年度」 1982
三重042 津市教育委員会 「山ノ下古墳群Ｂ支群（第3次）発掘調査報告」、津市埋蔵文化財調査報告書21 2010
三重043 安濃町 「安濃町史」資料編 1994
三重044 津市教育委員会 「君ケ口古墳発掘調査報告」、津市埋蔵文化財調査報告9 1974
三重045 津市教育委員会 「メクサ3号墳発掘調査報告」、津市埋蔵文化財調査報告20 1991
三重046 津市教育委員会 「メクサ4号墳発掘調査報告」、津市埋蔵文化財調査報告5 1972
三重047 津市教育委員会 「稲葉古墳群・鎌切古墳群発掘調査報告」、津市埋蔵文化財調査報告書44 2005

三重048 津市埋蔵文化財センター
「石切山遺跡（第1次・第2次）発掘調査報告」、津市埋蔵文化財調査報告30-1・
31

2000
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三重049 津市教育委員会 「津市遺跡地図」、津市埋蔵文化財調査報告16 1988
三重050 津市文化財保護協会 「高松弥生墳墓発掘調査報告」、津市埋蔵文化財調査報告4 1970

三重051 津市教育委員会
「四ツ野B遺跡（第2次）・四ツ野古墳発掘調査報告」、津市埋蔵文化財調査報
告33

2001

三重052 久居町教育委員会 「入田古墳発掘調査報告」 1965
三重053 久居市教育委員会 「郷土の文化　古墳を造るまで（庄田第1号墳発掘調査）」 1998
三重054 久居市役所総務課 「久居市史」上巻 1972

三重055
久居市教育委員会・上野遺跡
調査団

「上野遺跡だより」№4 2001

三重056 三重県埋蔵文化財センター 「ガガフタ古墳群発掘調査報告」「研究紀要」第5号 1996
三重057 白山町教育委員会 「白山町文化誌」 1973
三重058 一志町教育委員会 「下名倉古墳群発掘調査報告」、一志町埋蔵文化財調査報告Ⅲ 1971
三重059 一志町教育委員会 「西出山古墳群発掘調査報告」、一志町埋蔵文化財調査報告11 1988
三重060 一志町教育委員会 「宮ノ下古墳群」、一志町埋蔵文化財調査報告14 1997
三重061 一志町教育委員会 「ヒジリ谷・薬師谷古墳群」、一志町埋蔵文化財調査報告17 2004
三重062 一志町 「一志町史」上巻 1981
三重063 一志町・嬉野町遺跡調査会 「天花寺山」 1991
三重064 一志町教育委員会 「上野遺跡・上野山古墳群発掘調査報告」 1971
三重065 一志郡町村会 「一志郡史」下巻 1955

三重066 三重県埋蔵文化財センター
「窪田大垣内遺跡（第2次）発掘調査報告-津市大里窪田所在-」、三重県埋蔵
文化財調査報告150

1997

三重067 三重県埋蔵文化財センター 「橋垣内遺跡（A～C地区）発掘調査報告」、研究紀要第18-3号 2009

三重068 三重県埋蔵文化財センター
「一般国道23号線中勢道路（8工区）建設事業に伴う　六大A遺跡発掘調査報
告」、三重県埋蔵文化財調査報告115-16

2002

三重069 三重県教育委員会 「納所遺跡-遺構と遺物-」、三重県埋蔵文化財調査報告35-01 1980

三重070 三重県埋蔵文化財センター
「一般国道23号中勢道路（10工区）建設事業に伴う　蔵田遺跡発掘調査報告」、
三重県埋蔵文化財調査報告115-13

1999

三重071 三重県埋蔵文化財センター
「一般国道23号中勢道路（14工区）建設事業に伴う　舞出北遺跡発掘調査報
告」、三重県埋蔵文化財調査報告115-23

2007

三重072 三重県埋蔵文化財センター
「一般国道23号中勢道路建設事業に伴う大古曽遺跡・山籠遺跡・宮ノ前遺跡発
掘調査報告」、三重県埋蔵文化財調査報告115-4

1995

三重073 津市教育委員会 「上村遺跡発掘調査報告」、津市埋蔵文化財調査報告6 1972

三重074 三重県埋蔵文化財センター
「一般国道23号中勢道路（13工区）建設事業に伴う　木造赤坂遺跡・池新田遺
跡・井手ノ上遺跡発掘調査報告«第１分冊»」、三重県埋蔵文化財調査報告
115-29

2012

三重075 三重県埋蔵文化財センター 「平成9年度　三重県埋蔵文化財年報」 1998

三重076 三重県埋蔵文化財センター
「高茶屋大垣内遺跡（第3・4次）発掘調査報告」、三重県埋蔵文化財調査報告
184

2000

三重077 白山町教育委員会 「白山町遺跡分布地図」、白山町埋蔵文化財調査報告6 2004
三重078 一志町教育委員会 「高寺遺跡発掘調査報告」、一志町埋蔵文化財調査報告19 1991

三重079 三重県埋蔵文化財センター
「近畿道自動車道（久居～勢和）埋蔵文化財発掘調査報告―第3分冊4―西野
7号墳　焼野遺跡」 三重県埋蔵文化財調査報告87-10

1991

三重080 松阪市 「嬉野史」考古編 2006

三重081 三重県埋蔵文化財センター
「近畿道自動車道（久居～勢和）埋蔵文化財発掘調査報告―第3分冊3―天保
古墳群」、三重県埋蔵文化財調査報告87-9

1991

三重082 三重県埋蔵文化財センター 「天花寺丘陵内遺跡群発掘調査報告Ⅵ」、三重県埋蔵文化財調査報告252 2005

三重083 三重県埋蔵文化財センター
「近畿自動車道（久居～勢和）埋蔵文化財発掘調査報告―第2分冊2―垣内田
古墳群・天神山古墳群・平林古墳群・横尾古墳群」、 三重県埋蔵文化財調査報
告87-4

1990

三重084 松阪市 「松阪市史」第二巻資料篇考古 1978
三重085 松阪市教育委員会 「八重田古墳群発掘調査報告書」、松阪市文化財調査報告2 1981
三重086 松阪市教育委員会 「中部平成台団地埋蔵文化財発掘調査報告書」 1990
三重087 松阪市教育委員会 「山添2号墳発掘調査報告書」 1996
三重088 松阪市教育委員会 「立野古墳群発掘調査報告書」松阪市文化財調査報告１４ 2015
三重089 松阪市教育委員会 「草山遺跡発掘調査報告書」 1986
三重090 三重県教育委員会 「1級河川中村川埋蔵文化財発掘調査概要Ⅰ　下之庄東方遺跡（高畑地区）」 1987

三重091 三重県教育委員会
「1級河川中村川埋蔵文化財発掘調査概要Ⅱ　下之庄東方遺跡（小野・四反
畑・夜ノ堀地区）」

1987

三重092 三重県埋蔵文化財センター 「朝見遺跡（第1・2次）発掘調査報告」、三重県埋蔵文化財調査報告351 2014
三重093 松阪市教育委員会 「坊山2･3号墳･権現山2号墳発掘調査報告書　付編　中の坊遺跡（2次）」 1999
三重094 三重県埋蔵文化財センター 「曽祢崎遺跡（第2次）・曽祢崎古墳群」、三重県埋蔵文化財調査報告146-3 1997

三重095 三重県埋蔵文化財センター
「織糸遺跡-明和町金剛坂を中心とする方形周溝墓群の調査-」、三重県埋蔵
文化財調査報告269

2006

三重096 鈴木敏雄 「三重縣多気郡斎宮村考古誌考　補記」 1944
三重097 明和町 「明和町史」資料編第1巻 2004
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三重098 明和町 「三重県多気郡明和町遺跡地図」、明和町埋蔵文化財報告5 1988
三重099 多気町教育委員会 「河田古墳群発掘調査報告Ⅰ」、多気町文化財調査報告2 1974
三重100 多気町教育委員会 「河田古墳群発掘調査報告Ⅲ」 1986
三重101 多気町教育委員会 「河田古墳群発掘調査報告Ⅳ」 1983

三重102 多気町教育委員会
「-立岡山6号墳・明気古墳群-埋蔵文化財発掘調査報告Ⅱ」、多気町文化財調
査報告6

1998

三重103 多気町教育委員会
「石塚谷古墳・大日山1号墳・倉懸古墳群-埋蔵文化財発掘調査報告」、多気町
文化財調査報告7

1998

三重104 玉城町郷土会 「カリコ古墳・カリコ遺跡発掘調査報告」、玉城町文化財調査報告Ⅰ 1972
三重105 伊勢市教育委員会 「南山古墳発掘調査報告」、伊勢市文化財調査報告1 1982
三重106 伊勢市教育委員会 「昼河古墳群」、伊勢市文化財調査報告7 1993

三重107 三重県埋蔵文化財センター
「近畿自動車道（久居～勢和）埋蔵文化財発掘調査報告-第7分冊-落合古墳
群」、 三重県埋蔵文化財調査報告101-7

1992

三重108 伊勢市 「伊勢市史」第6巻考古編 2011
三重109 伊勢市教育委員会 「隠岡遺跡発掘調査報告」、伊勢市文化財調査報告5 1987
三重110 伊勢市教育委員会 「佐八藤波遺跡発掘調査報告」、伊勢市文化財調査報告6 1990
三重111 皇學館大學史料編纂所 「史料」第147号 1997
三重112 本浦遺跡群調査委員会 「三重県鳥羽市　白浜遺跡発掘調査報告」 1990
三重113 関西大学文学部考古学研究 「紀伊半島の文化史的研究」 1992
三重114 志摩市教育委員会 「塚穴古墳の発掘調査」 2015

三重115 三重県埋蔵文化財センター
「一般地方道安乗港線道路特殊改良事業に伴う　西殿遺跡発掘調査報告」、三
重県埋蔵文化財調査報告107

1992

三重116 皇學館大学考古学研究会 「志摩国の古墳」 2002

三重117 三重県教育委員会
「昭和55年度県営圃場整備事業地域埋蔵文化財発掘調査報告」、三重県埋蔵
文化財調査報告44

1981

三重118 上野市教育員会 「久米山6号墳出土の遺物」「上野市埋蔵文化財年報6」 2000
三重119 三重県教育委員会 「名阪国道予定敷地内遺跡発掘調査概報」 1964
三重120 伊賀市 「上野市史」考古編 2005
三重121 上野市教育員会 「「鏡が映す上野市の歴史展」整理報告（1）」「上野市埋蔵文化財年報3」 1997
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