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兵庫001 丸山潔編 神戸市教育委員会『史跡五色塚古墳　小壺古墳　発掘調査・復元整備報告書』 2006
兵庫002 安田滋編 神戸市教育委員会『白水瓢塚古墳発掘調査報告書』 2008
兵庫003 中村大介編 神戸市教育委員会『塩田北山東古墳発掘調査報告書』 2008
兵庫004 安田滋編 神戸市教育委員会『西求女塚古墳発掘調査報告書』 2004
兵庫005 久保弘幸・篠宮正他 兵庫県教育委員会『下大谷古墳群　印路台状墓　印路古墳群Ｃ』 1992
兵庫006 中谷正 神戸市教育委員会『生田遺跡第4次発掘調査概要』 2006
兵庫007 川上厚志 神戸市教育委員会『雲井遺跡第33次発掘調査報告書』 2010
兵庫008 井上麻子編 神戸市教育委員会『北青木遺跡第7次発掘調査報告書』 2014
兵庫009 池田毅編 神戸市教育委員会『出合遺跡第45・46次発掘調査報告書』 2013
兵庫010 口野博史編 神戸市教育委員会『松野遺跡発掘調査報告書　第3～7次調査』 2001
兵庫011 仲居さやか・中村大介 神戸市教育委員会『吉田南遺跡第17・18次調査発掘調査報告書』 2006
兵庫012 藤本史子編 大手前女子大学詩学研究所『郡家遺跡』 1992
兵庫013 山本雅和編 神戸市教育委員会『今池尻遺跡　新方遺跡平松地点発掘調査報告書』 2003
兵庫014 谷正俊編 神戸市教育委員会『深江北町第12・14次調査埋蔵文化財発掘調査報告書』 2014
兵庫015 石島三和編 神戸市教育委員会『郡家遺跡発掘調査報告書』 2008
兵庫016 後神泉編 神戸大学考古学研究会『舞子古墳群の分布および測量調査報告』 1988
兵庫017 丸山潔 神戸市教育委員会『住吉宮町遺跡第11次調査』 1990
兵庫018 真野修 白水遺跡調査団『白水遺跡94～96』 1997
兵庫019 喜谷美宣他 神戸市『西神ニュータウン内の遺跡』 1972
兵庫020 口野博史 神戸市教育委員会『押部遺跡第2次発掘調査概報』 1991
兵庫021 岡田章一・服部文章他 兵庫県教育委員会『上脇遺跡Ⅱ』 2002
兵庫022 口野博史・阿部功 神戸市教育委員会『住吉宮町遺跡第45次発掘調査報告書』 2010
兵庫023 大平茂・深井明比古他 兵庫県教育委員会『玉津田中遺跡－第2分冊－』 1994
兵庫024 村上泰樹・山下史郎他 兵庫県教育委員会『玉津田中遺跡－第3分冊－』 1995
兵庫025 千種浩 神戸市教育委員会『昭和56年度神戸市埋蔵文化財年報』「19．史跡処女塚古墳」 1983
兵庫026 口野博史 神戸市教育委員会『昭和59年度神戸市埋蔵文化財年報』「10．舞子東市ケ坂3号墳」 1987
兵庫027 渡辺伸行、西岡誠司 神戸市教育委員会『昭和59年度神戸市埋蔵文化財年報』「14．神楽遺跡」 1987
兵庫028 西岡巧次・池野素子 神戸市教育委員会『昭和59年度神戸市埋蔵文化財年報』「16．郡家遺跡」 1987
兵庫029 宮本郁雄・池野素子 神戸市教育委員会『昭和60年度神戸市埋蔵文化財年報』「14．郡家遺跡」 1988
兵庫030 丸山潔・前田佳久 神戸市教育委員会『昭和60年度神戸市埋蔵文化財年報』「23．北神ニュータウン内遺跡」 1988
兵庫031 渡辺伸行 神戸市教育委員会『昭和61年度神戸市埋蔵文化財年報』「1．西神ニュータウン内遺跡」 1989
兵庫032 山本雅和 神戸市教育委員会『昭和61年度神戸市埋蔵文化財年報』「12．舞子古墳群毘沙門1号墳」 1989
兵庫033 前田佳久 神戸市教育委員会『昭和61年度神戸市埋蔵文化財年報』「14．神楽遺跡」 1989
兵庫034 山本雅和 神戸市教育委員会『昭和61年度神戸市埋蔵文化財年報』「21．住吉宮町遺跡」 1989
兵庫035 丸山潔・千種浩他 神戸市教育委員会『昭和61年度神戸市埋蔵文化財年報』「24．宅原遺跡（有井地区）」 1989
兵庫036 内藤俊哉 神戸市教育委員会『平成5年度神戸市埋蔵文化財年報』「2．本山北遺跡第2次調査」 1996
兵庫037 前田佳久・浅谷誠吾 神戸市教育委員会『平成5年度神戸市埋蔵文化財年報』「18．舞子浜遺跡第7次調査」 1996
兵庫038 安田滋編 神戸市教育委員会『白水遺跡第3・6・7次　高津橋大塚遺跡第1・2次』 2000
兵庫039 安田滋 神戸市教育委員会『平成6年度神戸市埋蔵文化財年報』「15．清水が丘遺跡第1次調査」 1997
兵庫040 宮本郁雄編 企画展示『神戸の古墳』 2000
兵庫041 口野博史・浅谷誠吾 神戸市教育委員会『平成7年度神戸市埋蔵文化財年報』「47．大塚遺跡第1次調査」 1998
兵庫042 禰宣田佳男・宮崎敬士 神戸市教育委員会『平成8年度神戸市埋蔵文化財年報』「20．郡家遺跡御影中町地区第6次調査」 1999
兵庫043 山本雅和・浅谷誠吾 神戸市教育委員会『平成8年度神戸市埋蔵文化財年報』「59．水谷大東古墳」 1999
兵庫044 西岡誠司 神戸市教育委員会『平成5年度神戸市埋蔵文化財年報』「6．都賀遺跡第4次調査」 1996
兵庫045 阿部敬生 神戸市教育委員会『平成9年度神戸市埋蔵文化財年報』「2．郡家遺跡城ノ前地区第36次調査」 2000
兵庫046 池田毅・井尻格 神戸市教育委員会『平成9年度神戸市埋蔵文化財年報』「28．上沢遺跡第9次調査」 2000
兵庫047 谷正俊・平田朋子 神戸市教育委員会『平成9年度神戸市埋蔵文化財年報』「59．垂水日向遺跡第16次調査」 2000
兵庫048 山口英正・浅谷誠吾他 神戸市教育委員会『平成9年度神戸市埋蔵文化財年報』「68．新方遺跡野手西方地区第1・2次調査」 2000
兵庫049 千種浩 神戸市教育委員会『昭和57年度神戸市埋蔵文化財年報』「９．居住・小山遺跡」 1985
兵庫050 丹治康明 神戸市教育委員会『昭和57年度神戸市埋蔵文化財年報』「11．新方遺跡（大日地点）」 1985
兵庫051 口野博史 神戸市教育委員会『昭和57年度神戸市埋蔵文化財年報』「14．舞子古墳群東石ヶ谷1号墳」 1985
兵庫052 須藤宏・千種浩 神戸市教育委員会『昭和62年度神戸市埋蔵文化財年報』「13．天王山古墳群」 1990
兵庫053 丸山潔 神戸市教育委員会『昭和62年度神戸市埋蔵文化財年報』「18．生田遺跡」 1990
兵庫054 前田佳久 神戸市教育委員会『昭和63年度神戸市埋蔵文化財年報』「19．郡家遺跡御影中町地区第2次」 1994
兵庫055 丹治康明・東喜代秀 神戸市教育委員会『昭和63年度神戸市埋蔵文化財年報』「20．生田遺跡」 1994
兵庫056 口野博史・富山直人他 神戸市教育委員会『平成元年度神戸市埋蔵文化財年報』「7．玉津田中遺跡（平野地区）」 1992
兵庫057 橋詰清孝 神戸市教育委員会『平成元年度神戸市埋蔵文化財年報』「26．住吉宮町遺跡」 1992
兵庫058 安田滋・斎木巌 神戸市教育委員会『平成元年度神戸市埋蔵文化財年報』「31．宅原遺跡（有井地区）」 1992
兵庫059 東喜代秀 神戸市教育委員会『平成3年度神戸市埋蔵文化財年報』「11．新方遺跡大日地点第2次調査」 1994
兵庫060 谷正俊・松林宏典他 神戸市教育委員会『平成5年度神戸市埋蔵文化財年報』「11．北神ニュータウン内第21・22地点遺跡」 1996
兵庫061 浅谷誠吾 神戸市教育委員会『平成5年度神戸市埋蔵文化財年報』「26．出合遺跡第32次調査」 1996

兵庫062 斎木　巌
神戸市教育委員会『平成10年度神戸市埋蔵文化財年報』「30．上沢遺跡（第16・19・20・24・28・29・30次
調査」

2001

兵庫063 斎木　巌
神戸市教育委員会『平成10年度神戸市埋蔵文化財年報』「31．上沢遺跡（第21・22・23・25・26・27次調
査」

2001

兵庫064 橋詰清孝・石島三和他 神戸市教育委員会『平成11年度神戸市埋蔵文化財年報』「19．上沢遺跡第32次-1・2調査」 2002
兵庫065 阿部敬生 神戸市教育委員会『平成11年度神戸市埋蔵文化財年報』「21．五番町遺跡第7次調査」 2002
兵庫066 山本雅和 神戸市教育委員会『平成11年度神戸市埋蔵文化財年報』「45．新方遺跡野手西方地区第4～6次調査」 2002
兵庫067 佐伯二郎 神戸市教育委員会『平成13年度神戸市埋蔵文化財年報』「12．松野遺跡第27次調査」 2004

兵庫068 須藤宏
神戸市教育委員会『平成14年度神戸市埋蔵文化財年報』「25．舞子古墳群舞子台支群3号墳第19次調
査」

2005

兵庫069 谷正俊 神戸市教育委員会『平成17年度神戸市埋蔵文化財年報』「17．八幡神社古墳群第1次調査」 2008
兵庫070 阿部功 神戸市教育委員会『平成18年度神戸市埋蔵文化財年報』「6．郡家遺跡第81次調査」 2009
兵庫071 富山直人 神戸市教育委員会『平成18年度神戸市埋蔵文化財年報』「6．郡家遺跡第82次調査」 2008
兵庫072 口野博史・阿部功 神戸市教育委員会『平成20年度神戸市埋蔵文化財年報』「5．住吉宮町遺跡第45次調査」 2011
兵庫073 須藤宏 神戸市教育委員会『平成20年度神戸市埋蔵文化財年報』「37．玉津田中遺跡第37次調査」 2011
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兵庫074 須藤宏 神戸市教育委員会『平成22年度神戸市埋蔵文化財年報』「4．住吉宮町遺跡第49次調査」 2013
兵庫075 中谷正 神戸市教育委員会『平成23年度神戸市埋蔵文化財年報』「7．郡家遺跡第87次調査」 2014
兵庫076 梅原末治 兵庫県『兵庫県史蹟名勝天然紀念物調査報告書』「第2輯「武庫郡本山村マンパイのヘボソ塚古墳」 1925
兵庫077 新修神戸市編集委員会 神戸市『新修神戸市史』歴史編Ⅰ自然・考古 1989

兵庫078
神戸市立考古館・神戸市
教育委員会

神戸市立考古館『地下に眠る神戸の歴史展』Ⅰ 1984

兵庫079 神戸市教育委員会 神戸市教育委員会『地下に眠る神戸の歴史展』Ⅱ 1989
兵庫080 甲斐昭光 『田能高田遺跡』兵庫県文化財調査報告第166冊 1997
兵庫081 村川行弘 「武庫庄遺物包含地」「下坂部遺跡」『尼崎市史』第11巻 1980
兵庫082 渡辺昇編 『若王寺遺跡』兵庫県文化財調査報告第305冊 2006
兵庫083 村川行弘 「天狗塚前方後円墳」『尼崎市史』第11巻 1980
兵庫084 武藤　誠編 『具足塚発掘調査報告』 1976
兵庫085 柏原正民 『高畑町遺跡(Ⅱ)』兵庫県文化財調査報告第182冊 1999
兵庫086 柏原正民 『高畑町遺跡(Ⅲ)』兵庫県文化財調査報告第195冊 2000
兵庫087 武藤誠・編 『新修　芦屋市史　本編』 1971
兵庫088 武藤誠・編 『新修　芦屋市史　資料編』 1976
兵庫089 村川行弘・村川義典 「三条岡山遺跡第4次調査」『兵庫県埋蔵文化財調査年報昭和58年度』 1986
兵庫090 畑美樹徳編 『三条九ノ坪遺跡第一次発掘調査報告』 1989
兵庫091 森岡秀人 「月若遺跡第1地点」『兵庫県埋蔵文化財調査年報昭和60年度』 1988
兵庫092 芦屋市教育委員会 『芦屋・八十塚古墳群岩ヶ平支群の調査』芦屋市文化財調査報告11 1979
兵庫093 芦屋市教育委員会 『八十塚古墳群発掘調査概報』芦屋市文化財調査報告13 1983
兵庫094 芦屋市教育委員会 『芦屋廃寺遺跡ほか発掘調査概要報告書』芦屋市文化財調査報告22 1992
兵庫095 浅岡俊夫編 『月若遺跡第10地点・第13地点』 1993
兵庫096 芦屋市教育委員会 『芦屋市内遺跡発掘調査概要報告書　月若遺跡（第19地点）』芦屋市文化財調査報告26 1995
兵庫097 芦屋市教育委員会 『月若遺跡(第18地点)発掘調査簡報』芦屋市文化財調査報告29 1997
兵庫098 芦屋市教育委員会 『寺田遺跡発掘調査報告書第127・130・132・133地点』芦屋市文化財調査報告43 2002
兵庫099 芦屋市教育委員会 『寺田遺跡発掘調査報告書第132・133・137・139・141・142地点』芦屋市文化財調査報告45 2003
兵庫100 前田佳久 『月若遺跡第68・69・70地点』芦屋市文化財調査報告57 2004
兵庫101 芦屋市教育委員会 『八十塚古墳群・岩ヶ平石切場』芦屋市文化財調査報告67 2007
兵庫102 武藤　誠・橋本久 宝塚市史　第４巻 1977

兵庫103 梅原　末治
「小浜村赤烏七年鏡出土の古墳」
『兵庫県史蹟名勝天然記念物調査報告書』第１４輯

1939

兵庫104 梅原　末治 「摂津万籟山古墳」『日本古文化研究所報告』第４ 937
兵庫105 佐原真 「加茂遺跡跡」『伊丹市史』第4巻 1968
兵庫106 石野博信 『摂津加茂』関西大学文学部考古学研究第3冊 1967
兵庫107 池田正男編 『栄根遺跡』兵庫県文化財調査報告第16冊 1993
兵庫108 川西市遺跡調査会 川西市栄根遺跡－第19次発掘調査報告－ 1989.3.31
兵庫109 川西市教育委員会 川西市勝福寺古墳発掘調査報告 2006.3.31
兵庫110 川西市 「古墳時代の遺跡と遺物」『かわにし』川西市史第4巻史料編Ⅰ 1976.11.15
兵庫111 櫃本誠一編 『三田市史』第4巻 2010
兵庫112 池田征弘 『貴志・下所遺跡』兵庫県文化財調査報告第425冊 2012
兵庫113 鐵英記 兵庫県教育委員会『福島古墳群（13・14号墳） 1999
兵庫114 稲原　昭嘉 「明石の古墳Ⅱ」 2012
兵庫115 稲原　昭嘉 「明石市藤江別所遺跡」 1996
兵庫116 北山惇・真野修・山本三郎 高砂市文化財調査報告6　播磨・竜山５号墳発掘調査報告 1978
兵庫117 印南郡教育会 印南郡誌 1916
兵庫118 西条古墳群発掘調査団 西条古墳群調査略報 1964
兵庫119 加古川市教育委員会 印南野  その考古学的研究一 1965
兵庫120 加古川市教育委員会 播磨・東溝弥生遺跡Ⅱ 1969
兵庫121 加古川市教育委員会 天坊山古墳 1970

兵庫122
加古川市教育委員会
加古川市文化財保護協会

砂部遺跡 1978

兵庫123 加古川市教育委員会 加古川市埋蔵文化財調査集報Ⅰ 1982
兵庫124 加古川市教育委員会 カンス塚古墳発掘調査概要 1985

兵庫125
加古川市史編さん専門委
員

加古川市史 第4巻 1996

兵庫126 加古川市教育委員会 行者塚古墳発掘調査概報 1997
兵庫127 加古川市教育委員会 奥新田西古墳発掘調査報告書 2000
兵庫128 渡辺昇・他 兵庫県教育委員会『天王山古墳群・天王山窯跡群』 2011
兵庫129 西口圭介 兵庫県教育委員会『東沢古墳群・東沢中遺跡』 2011
兵庫130 三木市教育委員会 『三木市埋蔵文化財調査概報－昭和50年度～昭和59年度』 1986
兵庫131 三木市教育委員会 『三木市埋蔵文化財調査概報Ⅱ－昭和60年度～平成６年度』 2000
兵庫132 三木市教育委員会 『平成15年度　社会教育活動状況報告書』 2004
兵庫133 三木市文化財保護委員会 『三木市の古墳』 1964
兵庫134 三木市 『三木市史』 1970
兵庫135 三木市教育委員会 『三木市高木古墳群発掘調査報告』 1966
兵庫136 三木市教育委員会 『高木古墳群・高木多重土塁』１ 2000
兵庫137 三木市教育委員会 『高木古墳群・高木多重土塁』２ 2000
兵庫138 吉川町教育委員会 『吉川の遺跡－発掘調査の記録－』 2005
兵庫139 兵庫県教育委員会 『年ノ神古墳群』 2002
兵庫140 兵庫県教育委員会 『大池7号墳』 1995
兵庫141 兵庫県教育委員会 『吉田住吉山遺跡群』 2011
兵庫142 岸本直文・小野市 『小野市史』第４巻資料編Ⅰ　第２章　小野市の考古資料 1997
兵庫143 小野市教育委員会 『小野王塚古墳出土遺物保存処理報告書』 2006
兵庫144 兵庫県教育委員会 『勝手野古墳群』 2002
兵庫145 『加西市史』　第７巻　史料編１　考古 2010
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兵庫146 長濱誠司・他 「状覚山古墳群の調査」『加西市南産業団地内遺跡調査報告書』 2006
兵庫147 永井信弘 『保木山古墳群』 1993
兵庫148 立花聡 『石黒山２号墳-付愛宕山２号墳-』 1991
兵庫149 立花聡 「特論２北山古墳」『玉丘古墳群Ⅱ』 2006
兵庫150 梅原末治 「富会村玉丘古墳」『兵庫県史跡名勝天然記念物調査報告』第９集 1932
兵庫151 立花聡 『玉丘古墳』 1990
兵庫152 宮川禎一・矢野健一 「兵庫県加西市剣坂古墳調査報告」辰馬考古資料館考古学研究紀要３ 1999
兵庫153 永井信弘 「焼野古墳」小谷遺跡（第６次）-屋内ゲートボール場建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書- 1995
兵庫154 菱田哲郎・他 東山古墳群Ⅰ 1999
兵庫155 菱田哲郎・他 東山古墳群Ⅱ 2001
兵庫156 宮原文隆・他 中町の遺跡Ⅱ 2004
兵庫157 中村弘ほか 石垣山古墳群　石垣山遺跡 1993
兵庫158 和田千吉 「播磨国飾磨郡白国村人見塚調査報告」『東京人類学会雑誌』132・134 1897
兵庫159 島田清 『播磨飾磨郡糸引村付近の史蹟』 1938
兵庫160 上田哲也・他 東洋大学附属姫路高等学校『姫路丁古墳群』 1966
兵庫161 輔老拓治・他 『播但有料自動車道建設にかかる埋蔵文化財調査報告書Ⅱ』 1980
兵庫162 御旅山13号墳発掘調査団 『御旅山13号墳』姫路市教育委員会 1995
兵庫163 柏原正民・他 『太市中古墳群』兵庫県教育委員会 2003
兵庫164 南部裕樹・他 『見野古墳群』姫路市教育委員会 2009

兵庫165
姫路市市史編集専門委員
会・編

『姫路市史　第七巻　下　資料編　考古』 2010

兵庫166 福崎町教育委員会 東広畑古墳Ⅰ 2015
兵庫167 神崎郡歴史民俗資料館 福崎の古墳の魅力―よみがえった輝き― 2014
兵庫168 福崎町教育委員会 平成15年度発掘調査報告　埋蔵文化財調査報告書 2010

兵庫169
松本正信・福崎町史編集
専門委員会

福崎町史　第三巻　資料編Ⅰ 1990

兵庫170 新宮町教育委員会 『市野保裏山1号墳　上笹古墳群』（新宮町文化財調査報告書８） 31867
兵庫171 新宮町史編集専門委員会 『播磨　新宮町史』　文化財編 38411
兵庫172 新宮町教育委員会 『吉島古墳』（新宮町文化財調査報告書４） 32354
兵庫173 新宮町教育委員会 『栗栖里』（新宮町文化財調査報告書２１） 34418
兵庫174 新宮町教育委員会 『姥塚古墳』（新宮町文化財調査報告書２７） 37344
兵庫175 龍野市教育委員会 『新宮東山古墳群』（龍野市文化財報告書１６） 35153
兵庫176 龍野市教育委員会 『南山古墳群　南山高屋遺跡』（龍野市文化財報告書１７） 35520
兵庫177 龍野市教育委員会 『長尾・タイ山古墳群』　（龍野市文化財報告書Ⅲ） 29952
兵庫178 龍野市教育委員会 『長尾・小畑遺跡群』（龍野市文化財報告書２１） 36250
兵庫179 龍野市教育委員会 『鳥坂古墳群』（龍野市文化財調査報告書Ⅴ） 30742
兵庫180 揖保川町教育委員会 『鳥坂5号墳』　（揖保川町文化財報告書Ⅳ） 31382

兵庫181
たつの市教育委員会・
大手前大学史学研究所・
龍子三ツ塚古墳調査団

『龍子三ツ塚古墳群の研究』（たつの市文化財調査報告書２） 40262

兵庫182 たつの市教育委員会 『竹万遺跡』（たつの市文化財調査報告書１） 39538
兵庫183 龍野市教育委員会 『中垣内天神山・三昧山古墳群』（龍野市文化財調査報告書１９） 35884
兵庫184 龍野市史編纂専門委員会 『龍野市史』　第一巻 28763
兵庫185 船引雄三 『西宮山古墳発掘調査の回想』 33451
兵庫186 京都国立博物館 『富雄丸山古墳・西宮山古墳出土遺物』 30214
兵庫187 揖保川町教育委員会 『養久山墳墓群』 31131
兵庫188 揖保川町教育委員会 『山津屋・黍田・原』（揖保川町文化財報告書Ⅷ） 36616
兵庫189 揖保川町教育委員会 『袋尻浅谷』（揖保川町文化財報告書Ⅰ） 28773

兵庫190
揖保川町史編纂専門委員
会

『揖保川町史』　第三巻　史料編 36981

兵庫191 『権現山51号墳』刊行会 『権現山51号墳』 33317
兵庫192 龍野市史編纂専門委員会 『龍野市史』　第四巻 30742
兵庫193 御津町史編集専門委員会 『御津町史』　第三巻 35520
兵庫194 揖保郡御津町教育委員会 『綾部山39号墓』　（御津町埋蔵文化財報告書５） 38442
兵庫195 松岡秀夫 「Ⅱ　赤穂市の考古遺跡と遺物」『赤穂市史』第四巻　赤穂市史編さん専門委員編 1984
兵庫196 西播流域史研究会 『有年考古館蔵品図録』 1991
兵庫197 荒木幸治・具志堅有紀 『木虎谷11号墳　発掘調査報告書』赤穂市文化財調査報告書64 2006
兵庫198 太子町史編集専門委員会 『太子町史』第３巻 1989
兵庫199 楢崎彰一・上田宏範　他 『兵庫縣赤穗郡西野山第三號墳』有年考古館研究報告第一輯 1952

兵庫200
西野山古墳発掘調査研究
会

『中山古墳群調査報告』 1973

兵庫201 上郡町史編纂専門委員会 『上郡町史』第３巻史料編Ⅰ 1999
兵庫202 上郡町教育委員会 『井の端古墳群（調査編）』上郡町埋蔵文化財発掘調査報告１ 2009
兵庫203 上郡町郷土資料館 『上郡町の文化財』 2015

兵庫204

編集・・・伊和遺跡発掘調
査団・アイユー出版株式会
社
発行・・・宍粟郡一宮町文
化協会・伊和遺跡発掘調
査団

播磨一宮伊和遺跡 1974

兵庫205

編集・・・伊和中山古墳群
発掘調査団
発行・・・一宮町教育委員
会

伊和中山古墳群Ⅰ-１・２号墳発掘調査概要報告- 1986

兵庫206
兵庫県宍粟郡山崎町教育
委員会

三津群集墳-統合中学校建設に伴う発掘調査概要報告- 1987
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兵庫207 瀬戸谷晧 豊岡市文化財調査報告書　第６集　　豊岡市郷土資料館調査報告書　第４集 1975
兵庫208 瀬戸谷晧 兵庫県埋蔵文化財調査集報　第４集抜刷　立石古墳群発掘調査報告 1979
兵庫209 瀬戸谷晧 豊岡市文化財調査報告書集　立石古墳群第2次調査概報 1981
兵庫210 瀬戸谷晧 豊岡市文化財調査報告書11 (増刷) 1982
兵庫211 瀬戸谷晧 豊岡中核工業団地予定地内埋蔵文化財発掘調査報告２ 1980
兵庫212 瀬戸谷晧 北浦古墳群・立石墳墓群　豊岡中核工業団地予定地内埋蔵文化財発掘調査報告３ 1987
兵庫213 瀬戸谷晧 見手山古墳発掘調査概報　－再調査の記録－ 1983

兵庫214
瀬戸谷晧・松井敬代・宮村
良雄

鎌田・若宮古墳群－昭和63年度国庫補助事業にかかる発掘調査報告書－ 1989

兵庫215
大澤由美・松井敬代・宮村
良雄・瀬戸谷晧

鎌田・若宮古墳群－民間土砂採取事業にかかる埋蔵文化財発掘調査報告書－ 1990

兵庫216
大澤由美・松井敬代・宮村
良雄・瀬戸谷晧

駄坂・舟隠遺跡群－民間宅地造成に工事にかかる埋蔵文化財発掘調査書－ 1989

兵庫217 瀬戸谷晧・松井敬代 上鉢山・東山墳墓群－広域営農団地農道整備事業にかかる埋蔵文化財調査報告書－ 1992

兵庫218
谷本由美・松井敬代・宮村
良雄・瀬戸谷晧

加陽土屋ヶ鼻遺跡群－民間開発事業にかかる埋蔵文化財発掘調査概要－ 1994

兵庫219
谷本由美・松井敬代・宮村
良雄・瀬戸谷晧

立石山崎古墳群－民間開発事業にかかる埋蔵文化財発掘調査概要－ 1994

兵庫220 瀬戸谷晧 森尾大内谷古墳群－豊岡中核工業団地造成に伴う発掘報告書－ 1995

兵庫221
中村由美・宮村良雄・瀬戸
谷晧

岩井枯木遺跡群－ごみ最終処分場建設にかかる埋蔵文化財発掘調査報告書－ 2000

兵庫222
中村由美・松井敬代・宮村
良雄・瀬戸谷晧・石井智
大・小暮律子

香住門谷遺跡群-民間開発事業にかかる弥生後期集団墓地などの発掘調査報告書 2003

兵庫223 瀬戸谷晧 長谷・ハナ古墳群－民間土砂採取に伴う発掘調査－ 1984
兵庫224 瀬戸谷晧・潮崎誠 豊岡市史資料編下巻 考古資料編 1993

兵庫225
瀬戸谷晧・松井敬代・宮村
良雄

上山・ケゴヤ古墳－町道建設に伴う調査－ 1987

兵庫226 瀬戸谷晧 城崎町史資料編 1990
兵庫227 櫃本誠一 但馬阿金谷古墳群の調査 1977

兵庫228
松井敬代・大下明・中島雄
二

見蔵岡遺跡其のニ 1977

兵庫229 松井敬代 出持遺跡 2004
兵庫230 櫃本誠一 日高町史　資料編 1980
兵庫231 加賀見省一 法尺谷古墳群-発掘調査概報- 1988

兵庫232
森内秀造・別府洋ニ・古川
良太・藤原弘幸・山根実生
子・池野栄子

田多地古墳群・田多経塚群Ⅰ 1985

兵庫233 池田正男 出石町史　第3巻　考古編 1987
兵庫234 小寺誠 出石町史　第4巻　補遺（考古編） 1993
兵庫235 柏原正民・他 兵庫県教育委員会『西山Ｂ・Ｃ古墳群』 2002
兵庫236 櫃本誠一編 和田山町・和田山町教育委員会『城の山・池田古墳』 1972
兵庫237 藤井祐介・他 『秋葉山墳墓群』和田山町教育委員会 1978
兵庫238 櫃本誠一・加古千恵子編 『柿坪中山古墳群』山東町教育委員会 1978

兵庫239
山東町教育委員会・武庫
川女子大学考古学研究会

『西谷古墳群・迫間古墳群』 1979.8

兵庫240 中村弘・他 兵庫県教育委員会『向山古墳群・市条寺古墳群・一乗寺経塚・矢別遺跡』 1999
兵庫241 山田清朝・他 兵庫県教育委員会『梅田東古墳群発掘調査報告書』 2002
兵庫242 菱田淳子・他 兵庫県教育委員会『梅田古墳群Ⅰ』 2002
兵庫243 仁尾一人・他 兵庫県教育委員会『梅田古墳群Ⅱ』 2003
兵庫244 中川渉・他 兵庫県教育委員会『火山古墳群・火山城跡・火山遺跡』 2005
兵庫245 篠宮正・他 兵庫県教育委員会『高坂古墳群』 2005
兵庫246 岸本一宏・他 兵庫県教育委員会『芝花弥生墓群・古墳群』 2008
兵庫247 岸本一宏・他 兵庫県教育委員会『史跡　茶すり山古墳』 2010
兵庫248 渡辺昇・他 兵庫県教育委員会『上エ山古墳群・内高山古墳群』 2012
兵庫249 加古智恵子・岸本一宏・他 兵庫県教育委員会『多利向山古墳群』 1986
兵庫250 岡崎正雄・中川渉・他 兵庫県教育委員会『箱塚古墳群』 1993
兵庫251 西口和彦・別府洋二・他 兵庫県教育委員会『真南条上3号墳』 1995
兵庫252 洲本市 洲本市史 1974
兵庫253 五色町 五色町史 1986
兵庫254 洲本市教育委員会 下加茂岡古墳発掘調査概報 1999

兵庫255
洲本市教育委員会・兵庫
県教育委員会

二ツ石戎ノ前遺跡 2003

兵庫256 伊藤宏幸 貴船神社遺跡（製塩遺跡） 2002
兵庫257 阿久津久 明神古墳群 1972
兵庫258 岸本一宏　ほか 中原遺跡他発掘調査報告書 1997
兵庫259 定松佳重・的崎薫 「木戸原遺跡１次調査」『南あわじ市埋蔵文化財調査年報Ⅱ2005年度埋蔵文化財調査』 2009
兵庫260 定松佳重・的崎薫 「木戸原遺跡２・３次調査」『南あわじ市埋蔵文化財調査年報Ⅱ2005年度埋蔵文化財調査』 2009
兵庫261 定松佳重・的崎薫 「木戸原遺跡４・５次調査」『南あわじ市埋蔵文化財調査年報Ⅲ2006年度埋蔵文化財調査』 2010
兵庫262 定松佳重 「木戸原遺跡７次調査」『南あわじ市埋蔵文化財調査年報Ⅳ200７年度埋蔵文化財調査』 2011
兵庫263 岡山真美・小林勝美　ほか 『淡路・沖ノ島古墳群発掘調査報告』 1987
兵庫264 浦上雅史 「淡路島の海人の墓」『海の古墳を考えるⅢ』 2013
兵庫265 浦上雅史 『淡路島の古墳時代』 1993
兵庫266 定松佳重 「鎧崎古墳出土遺物」『南あわじ市埋蔵文化財調査年報Ⅶ2010年度埋蔵文化財調査』 2014
兵庫267 長谷川眞　ほか 『雨流遺跡』 1990
兵庫268 坂口弘貢 「岸ノ上遺跡」『南あわじ市埋蔵文化財調査年報Ⅳ』 2011
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