
奈良県文献データ

文献番号 執筆者・編集機関 文献名 刊行年
奈良001 奈良県立橿原考古学研究所 「平城京左京五条二坊十五・十六坪」、奈良県立橿原考古学研究所調査報告第98冊 2006
奈良002 奈良県立橿原考古学研究所 「マエ塚古墳」 1969

奈良003 奈良縣
奈良縣史蹟名勝天然記念物調査報告書第十一回　添上郡帯解町山村圓照寺墓山第一號
古墳調査　奈良市芝新屋町元興寺塔趾発見遺物調査

1930

奈良004 奈良縣 奈良縣史蹟名勝天然記念物調査報告　第一二冊 1934
奈良005 奈良県立橿原考古学研究所 「龍王山古墳群」、奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第68冊 1993
奈良006 奈良県立橿原考古学研究所 「和爾・森本遺跡Ⅱ」、奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第58冊 1989
奈良007 奈良教育委員会 「和爾　上殿古墳」 1966
奈良008 奈良教育委員会 奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第23冊 1966
奈良009 奈良県教育委員会 奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第十九冊、「桜井茶臼山古墳　附櫛山古墳」 1961
奈良010 奈良県立橿原考古学研究所 「四条遺跡Ⅱ」、奈良県立橿原考古学研究所報告第106冊 2010

奈良011 奈良県立橿原考古学研究所
「四条シナノ遺跡」、‐大和高田バイパス建設にともなう発掘調査報告書（Ⅱ）‐　（本文）　奈良
県立橿原考古学研究所調査報告第100冊

2007

奈良012 奈良県立橿原考古学研究所 「新沢千塚古墳」、奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第39冊 1981
奈良013 奈良県立橿原考古学研究所 「下池山古墳の研究」奈良県立橿原考古学研究所研究成果第９冊 2008

奈良014
研究代表者　寺沢薫（奈良県
立橿原考古学研究所）

「東アジアにおける初期都宮および王墓の考古学的研究」、平成19年度～平成22年度科学
研究費補助金基盤研究（A）（課題番号19202025）研究成果報告書

2011

奈良015 奈良県立橿原考古学研究所 「脇本遺跡Ⅰ」、奈良県立橿原考古学研究所調査報告第109冊 2011

奈良016 奈良県立橿原考古学研究所 「纏向」
1999(初版
1976)

奈良017 奈良県立橿原考古学研究所 「栗原カタソバ遺跡群」、奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第65冊 2003
奈良018 奈良県立橿原考古学研究所 「メスリ山古墳」、奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第35冊 1977
奈良019 奈良県立橿原考古学研究所 「桜井市外鎌山北麓古墳群」奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第34冊 1978
奈良020 奈良教育委員会 「磐余・池ノ内古墳群」 1973
奈良021 奈良縣 奈良縣史蹟名勝天然記念物調査報告書第七回 1920
奈良022 奈良県教育委員会 奈良県史跡名勝天然記念物調査報告書第二十冊、「五条猫塚古墳」 1962
奈良023 奈良県立橿原考古学研究所 「葛城・石光山古墳群」、奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第31冊 1976
奈良024 奈良県教育委員会 奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第十八冊、「室大墓」 1959
奈良025 奈良縣 奈良縣史蹟名勝天然記念物調査報告書第三回 1916
奈良026 奈良県立橿原考古学研究所 「南郷遺跡群Ⅰ」、奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第69冊 1996
奈良027 奈良県立橿原考古学研究所 「南郷遺跡群Ⅱ」、奈良県史跡名勝天然記念物調査報告73冊 1999
奈良028 奈良県立橿原考古学研究所 「南郷遺跡群Ⅲ」、奈良県史跡名勝天然記念物調査報告74冊 2003
奈良029 奈良県立橿原考古学研究所 「南郷遺跡群Ⅳ」、奈良県橿原考古学研究所調査報告第76冊 2000
奈良030 奈良県立橿原考古学研究所 「南郷遺跡群Ⅴ」、奈良県橿原考古学研究所調査報告第77冊 2000
奈良031 奈良県立橿原考古学研究所 「平群・三里古墳」、奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第33冊 1977
奈良032 奈良県立橿原考古学研究所 「竜田御坊山古墳　付　平野塚穴山古墳」、奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第32冊 1977
奈良033 奈良県立橿原考古学研究所 奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第29冊　「馬見丘陵における古墳の調査」 1974
奈良034 奈良県立橿原考古学研究所 「三ッ塚古墳群」、奈良県立橿原考古学研究所調査報告書第81冊 2002
奈良035 奈良県立橿原考古学研究所 「寺口千塚古墳群」、奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第62冊 1991
奈良036 奈良県立橿原考古学研究所 「北葛城郡当麻町　兵家古墳群」、奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第37冊 1978
奈良037 奈良教育委員会 奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第2１冊　「大和二塚古墳」 1962
奈良038 奈良県立橿原考古学研究所 「石榴垣内遺跡」、奈良県史跡名勝天然記念物調査報告書第70冊 1997
奈良039 奈良県立橿原考古学研究所 「野山遺跡群Ⅲ」、奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第66冊 1992
奈良040 奈良県立橿原考古学研究所 「高田垣内古墳群」、奈良史跡名勝天然記念物調査報告第63冊 1991
奈良041 奈良県立橿原考古学研究所 「後出古墳群」、奈良県史跡名勝天然尾記念物調査報告第61冊 2003
奈良042 奈良県立橿原考古学研究所 「野山遺跡群Ⅱ」、奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第59冊 1989
奈良043 奈良県立橿原考古学研究所 「野山遺跡群Ⅰ」、奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第56冊 1963
奈良044 奈良県立橿原考古学研究所 「能峠遺跡群Ⅰ（南山編）」、奈良県史跡名勝天然記念物調査報告48冊 1986
奈良045 奈良県立橿原考古学研究所 「見田・大沢古墳群」、奈良県史跡名勝天然記念物調査報告44冊 1982
奈良046 奈良県立橿原考古学研究所 「宇陀・丹切古墳群」、奈良県史跡名勝天然記念物調査報告第30冊 1975
奈良047 奈良県立橿原考古学研究所 「鳥土塚古墳」 1972
奈良048 奈良県立橿原考古学研究所 「大和の前期古墳　島の山古墳調査概報　付・小泉大塚古墳調査報告」学生社 1997
奈良049 奈良県立橿原考古学研究所 「伴堂東遺跡」、奈良県立橿原考古学研究所調査報告第80冊 2002
奈良050 奈良県立橿原考古学研究所 「斑鳩藤ノ木古墳第二・三次調査報告書」 1993
奈良051 奈良県立橿原考古学研究所 「新沢千塚126号墳」 1977

奈良052
高取町教育委員会・奈良県立
橿原考古学研究所

「市尾墓山古墳」 1984

奈良053 広陵町教育委員会 「牧野古墳」 1987
奈良054 奈良県立橿原考古学研究所 「脇本遺跡Ⅱ」 2011
奈良055 奈良県立橿原考古学研究所 「脇本遺跡Ⅲ」 2015
奈良056 奈良県立橿原考古学研究所 「平城京左京三条二坊十一・十二・十三・十四坪」 2015
奈良057 奈良県立橿原考古学研究所 「藤原京右京十一条三坊」 2013
奈良058 奈良県立橿原考古学研究所 「三河遺跡Ⅱ」 2011
奈良059 奈良県立橿原考古学研究所 「藤原京右京十一条二坊・三坊」 2011
奈良060 奈良県立橿原考古学研究所 「釜窪大谷東原古墳」 2009
奈良061 奈良県立橿原考古学研究所 「向山遺跡」 2008
奈良062 奈良県立橿原考古学研究所 「平城京左京三条一坊五・十二・十三坪」 2008
奈良063 奈良県立橿原考古学研究所 「下永東方遺跡Ⅱ」 2008
奈良064 奈良県立橿原考古学研究所 「越町遺跡・小切山遺跡」 2006
奈良065 奈良県立橿原考古学研究所 「横田矢田野遺跡」 2006
奈良066 奈良県立橿原考古学研究所 「和田ナカドヲリ遺跡」 2006
奈良067 奈良県立橿原考古学研究所 「庵治遺跡」 2005
奈良068 奈良県立橿原考古学研究所 「荒坂遺跡」 2004
奈良069 奈良県立橿原考古学研究所 「兵家清水・菰谷古墳群」 2004
奈良070 奈良県橿原考古学研究所 「下永東城遺跡」 2003
奈良071 奈良県立橿原考古学研究所 「大谷今池1号墳・2号墳」 2003
奈良072 奈良県立橿原考古学研究所 「上5号墳」 2003
奈良073 奈良県立橿原考古学研究所 「西坊城遺跡Ⅱ」 2003
奈良074 奈良県立橿原考古学研究所 「下永東方遺跡」 2001
奈良075 奈良県立橿原考古学研究所 「近内古墳群」 1991
奈良076 奈良県立橿原考古学研究所 「栗谷遺跡群」 1985
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奈良077 奈良県立橿原考古学研究所 「与楽古墳群」 1987
奈良078 奈良県立橿原考古学研究所 「沼山古墳・益田池堤」 1985
奈良079 奈良県立橿原考古学研究所 「新庄火野谷山古墳群」 1979
奈良080 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県古墳発掘調査集報Ⅱ」 1978
奈良081 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県古墳発掘調査集報Ⅰ」 1976
奈良082 奈良県立橿原考古学研究所 「天理市石上・豊田古墳群Ⅱ」 1976
奈良083 奈良県立橿原考古学研究所 「薩摩遺跡Ⅱ」 2015
奈良084 奈良県立橿原考古学研究所 「薩摩11号墳」 2012
奈良085 奈良県立橿原考古学研究所 「佐味田坊塚古墳」 1975
奈良086 奈良県立橿原考古学研究所 「天理市石上・豊田古墳群Ⅰ」 1975
奈良087 奈良県立橿原考古学研究所 「富雄丸山古墳」 1973
奈良088 奈良県教育委員会 「奈良県文化財調査報告書」第9集 1966
奈良089 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館 「大和を掘る16」 1998
奈良090 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館 「金の輝き、ガラスの煌めき」 2007
奈良091 御所市教育委員会 「巨勢山古墳群Ⅶ」 2015
奈良092 奈良国立文化財研究所 「平城宮跡発掘調査部発掘調査概報1992年度」 1993
奈良093 奈良県内市町村埋蔵文化財技術担当者連絡協議会 「奈良県内市町村埋蔵文化財技術担当者連絡協議会年報」平成24年度 2012
奈良094 奈良文化財研究所編 「特別史跡キトラ古墳発掘調査報告」 2008
奈良095 奈良県内市町村埋蔵文化財技術担当者連絡協議会 「奈良県内市町村埋蔵文化財技術担当者連絡協議会年報」平成８年度 1997
奈良096 奈良文化財研究所 「高所寺池発掘調査報告」 2006
奈良097 奈良県教育委員会 「珠城山古墳」 1956
奈良098 奈良大学文学部文化財学科 「斑鳩大塚古墳発掘調査報告書Ⅱ」 2016
奈良099 奈良県教育委員会 「奈良県文化財調査報告書」第7集 1964
奈良100 奈良県教育委員会 「奈良県文化財調査報告書」第4集 1961
奈良101 奈良県教育委員会 「奈良県文化財調査報告書」第3集 1960
奈良102 奈良県教育委員会 「奈良県文化財調査報告書」第2集 1958
奈良103 奈良県教育委員会 「奈良県文化財調査報告書」第1集 1957
奈良104 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報2013年度第2分冊」 2015
奈良105 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報2010年度第1分冊」 2011
奈良106 橿原市教育委員会 「史跡植山古墳」 2014
奈良107 天理市教育委員会 「前栽遺跡（第2次）」天理埋蔵文化財調査報告第3集 1987
奈良108 天理市教育委員会 「布留遺跡範囲確認調査報告書」 1979
奈良109 天理市教育委員会 「天理市埋蔵文化財調査概報（平成12年度）」 2001
奈良110 天理市教育委員会 「九ノ坪・シマダ遺跡発掘調査概報」 1983
奈良111 天理市教育委員会 「史跡赤土山古墳第4次～第8次発掘調査概要報告書」 2003
奈良112 天理市教育委員会 「天理市埋蔵文化財調査概報（平成４・５年度）」 1996
奈良113 天理市教育委員会 「天理市埋蔵文化財調査概報（平成10・11・12年度）」 2006
奈良114 天理市教育委員会 「天理市埋蔵文化財調査概報（平成18年度）」 2011
奈良115 大和高田市教育委員会 「藤森東遺跡1次」 2012
奈良116 奈良県記念物調査報告発行会 「奈良県史跡名勝天然記念物調査抄報第7輯」 1955
奈良117 天理市教育委員会 「星塚・小路遺跡の調査」 1990
奈良118 大和高田市教育委員会 「築山古墳外堤推定地、備前口１号墳」 1998
奈良119 大和郡山市教育委員会 「原田遺跡第3次調査報告」 1992
奈良120 奈良県立橿原考古学研究所 「曽我遺跡」 1989
奈良121 奈良県教育委員会 「奈良県史跡名勝天然記念物調査抄報第17輯」 1966
奈良122 奈良県教育委員会 「奈良県史跡名勝天然記念物調査抄報第14輯」 1961
奈良123 奈良県教育委員会 「奈良県史跡名勝天然記念物調査抄報第12輯」 1959
奈良124 奈良県教育委員会 「奈良県史跡名勝天然記念物調査抄報第11輯」 1959
奈良125 奈良県教育委員会 「奈良県史跡名勝天然記念物調査抄報第10輯」 1958
奈良126 奈良県教育委員会 「奈良県史跡名勝天然記念物調査抄報第8輯」 1956
奈良127 奈良県立橿原考古学研究所 「松林苑跡Ⅰ」 1990
奈良128 御所市教育委員会 「巨勢山古墳群Ⅳ」 2002
奈良129 御所市教育委員会 「巨勢山古墳群Ⅵ」 2007
奈良130 御所市教育委員会 「京奈和自動車道関連遺跡発掘調査概報Ⅰ」 2008
奈良131 御所市教育委員会 「室宮山古墳出土遺物」 1999
奈良132 御所市教育委員会 「巨勢山古墳群Ⅱ」 1987
奈良133 御所市教育委員会 「巨勢山境谷10号墳発掘調査報告」 1985
奈良134 御所市教育委員会 「樋野古墳群」 1980
奈良135 御所市教育委員会 「鴨都波1号墳」 2001
奈良136 五條市教育委員会 「引ノ山古墳群」 1980
奈良137 桜井市文化財協会 「風呂坊古墳群」 2012
奈良138 桜井市文化財協会 「桜井市内埋蔵文化財2002年度発掘調査報告書2」 2003
奈良139 桜井市文化財協会 「桜井市内埋蔵文化財2002年度発掘調査報告書6」 2012
奈良140 桜井市文化財協会 「赤尾熊ヶ谷古墳群」 2008
奈良141 桜井市文化財協会 「桜井市内埋蔵文化財2000年度発掘調査報告書3」 2001
奈良142 桜井市文化財協会 「磐余遺跡群発掘調査概報Ⅰ」 2002
奈良143 桜井市文化財協会 「桜井公園遺跡群」 2007
奈良144 桜井市文化財協会 「高家一ッ橋古墳発掘調査報告書」 1995
奈良145 桜井市文化財協会 「桜井市内埋蔵文化財1989年度発掘調査報告書1」 1990
奈良146 桜井市文化財協会 「桜井市内埋蔵文化財1990年度発掘調査報告書2」 1991
奈良147 桜井市文化財協会 「桜井市内埋蔵文化財1993年度発掘調査報告書」 1994
奈良148 桜井市文化財協会 「桜井市内埋蔵文化財1992年度発掘調査報告書1」 1993
奈良149 桜井市文化財協会 「桜井市内埋蔵文化財1992年度発掘調査報告書2」 1994
奈良150 桜井市教育委員会 「平成20年度国庫補助による発掘調査報告書」 2010
奈良151 桜井市教育委員会 「平成18年度国庫補助による発掘調査報告書」 2008
奈良152 桜井市教育委員会 「纏向遺跡発掘調査報告書２」 2009
奈良153 桜井市教育委員会 「平成16年度国庫補助による発掘調査報告書」 2005
奈良154 桜井市教育委員会 「平成６年度国庫補助による発掘調査報告書2」 1995
奈良155 桜井市教育委員会 「平成９年度国庫補助による発掘調査報告書」 1998
奈良156 桜井市教育委員会 「平成元年度国庫補助事業発掘調査概報」 1990
奈良157 桜井市教育委員会 「昭和63年度国庫補助事業にともなう発掘調査概報」 1989
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奈良158
新庄町教育委員会・奈良県立
橿原考古学研究所

「寺口忍海古墳群」 1988

奈良159 奈良商工高等学校 「奈良市春日山古墓の調査」 1948
奈良160 埋蔵文化財天理教調査団 「奈良県天理市布留遺跡三島（木寺）地区・豊田（三反田）地区発掘調査報告」 1989
奈良161 埋蔵文化財天理教調査団 「奈良県天理市布留遺跡守目堂（ツルクビ）地区・守目堂（鑵子山）地区発掘調査報告書」 1999
奈良162 埋蔵文化財天理教調査団 「奈良県天理市布留遺跡杣之内（赤坂・北池）地区発掘調査報告書」 2010
奈良163 埋蔵文化財天理教調査団 「布留遺跡豊井（宇久保）地区発掘調査報告書」 2006
奈良164 埋蔵文化財天理教調査団 「布留遺跡三島（三島神社・鏡池）地区発掘調査報告書」 2013
奈良165 埋蔵文化財天理教調査団 「布留遺跡杣之内（樋ノ下・ドウドウ）地区発掘調査報告書」 2012
奈良166 河合町教育委員会 「佐味田宝塚古墳」 1986
奈良167 河合町教育委員会 「宮堂遺跡Ⅱ」 1995
奈良168 河合町教育委員会 「高山3号墳」 1992
奈良169 奈良県立橿原考古学研究所 「馬見古墳群の基礎資料」 2002
奈良170 大和高田市教育委員会 「土庫遺跡群」 2010
奈良171 上牧町教育委員会 「上牧久渡古墳群発掘調査報告書」 2015
奈良172 奈良県立橿原考古学研究所編 「畠田古墳」 1998

奈良173
当麻町教育委員会・奈良県立
橿原考古学研究所

「的場池古墳群」 1982

奈良174
当麻町教育委員会・奈良県立
橿原考古学研究所

「首子遺跡群発掘調査報告」 1986

奈良175 奈良県立橿原考古学研究所編 「北原古墳」 1986

奈良176
新庄町教育委員会・奈良県立
橿原考古学研究所

「島ノ山・車ヶ谷古墳群」 1994

奈良177 明日香村教育委員会 「牽牛子塚古墳発掘調査報告書」 2013
奈良178 明日香村教育委員会 「真弓鑵子塚古墳発掘調査報告書」 2010
奈良179 明日香村教育委員会 「史跡牽牛子塚古墳」 1977
奈良180 明日香村教育委員会 「竹田遺跡発掘調査報告書」 2012
奈良181 明日香村教育委員会 「明日香村遺跡調査概報平成11年度」 2001
奈良182 高取町教育委員会 「市尾墓山古墳整備事業報告書」 2007
奈良183 高取町教育委員会 「与楽カンジョ古墳・与楽鑵子塚古墳発掘調査報告書」 2012
奈良184 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報1978年度」 1979

奈良185
高取町教育委員会・奈良県立
橿原考古学研究所

「坂ノ山古墳群」 1987

奈良186 高取町教育委員会 「越智遺跡第3次発掘調査概報」 1994
奈良187 高取町教育委員会 「越智遺跡第4次発掘調査概報」 1995

奈良188
高取町教育委員会・奈良県立
橿原考古学研究所

「イノヲク古墳群」 1989

奈良189 高取町教育委員会 「イノヲク古墳群第4次発掘調査報告」 1992

奈良190
榛原町教育委員会・奈良県立
橿原考古学研究所

「大王山遺跡」 1977

奈良191
榛原町教育委員会・奈良県立
橿原考古学研究所

「神木坂古墳群」 1986

奈良192 高取町教育委員会 「高取町の古墳」 1976
奈良193 奈良県立橿原考古学研究所編 「古宮谷遺跡群」 2005
奈良194 近つ飛鳥博物館 「今来才伎」 2004
奈良195 榛原町教育委員会 「榛原町埋蔵文化財発掘調査概要報告書1993年度」 1994
奈良196 榛原町教育委員会 「榛原町遺跡分布調査概報」 1987
奈良197 高取町教育委員会 「市尾今田古墳群」 1983
奈良198 田原本町教育委員会 「唐古・鍵遺跡第21・23次発掘調査概報」 1988

奈良199
川西町教育委員会・奈良県立
橿原考古学研究所

「島の山古墳第3次発掘調査概要」 1998

奈良200 川西町教育委員会 「島の山古墳」 1992
奈良201 大和高田市教育委員会 「藤森東遺跡１次発掘調査報告書」 2012
奈良202 埋蔵文化財天理教調査団 「布留遺跡三島（里中地区）発掘調査報告書」 1995
奈良203 平群町教育委員会 「平群町内遺跡発掘調査概報」 2007
奈良204 奈良県 「奈良県史蹟名勝天然記念物調査会抄報第1輯」 1936

奈良205
都祁村教育委員会・奈良県立
橿原考古学研究所

「三陵墓西古墳」 1999

奈良206 都祁村史刊行会 「都祁村史」 1985
奈良207 香芝市教育委員会 「下田東遺跡」 2011
奈良208 奈良市教育委員会 「奈良市埋蔵文化財調査概要報告書」平成５年度 1994
奈良209 奈良市教育委員会 「奈良市埋蔵文化財調査概要報告書」平成４年度 1993
奈良210 奈良市教育委員会 「奈良市埋蔵文化財調査概要報告書」平成元年度 1990
奈良211 奈良市教育委員会 「奈良市埋蔵文化財調査概要報告書」昭和55年度 1981
奈良212 奈良市教育委員会 「県営圃場整備事業田原東地区における埋蔵文化財発掘調査概要報告書Ⅰ」 2006
奈良213 奈良市教育委員会 「県営圃場整備事業田原東地区における埋蔵文化財発掘調査概要報告書Ⅱ」 2007

奈良214
奈良県内市町村埋蔵文化財技
術担当者連絡協議会

「奈良県内市町村埋蔵文化財技術担当者連絡協議会年報」平成24年度 2013

奈良215 奈良市教育委員会 「奈良市埋蔵文化財調査年報」平成22（2010）年度 2012

奈良216
奈良県内市町村埋蔵文化財技
術担当者連絡協議会

「奈良県内市町村埋蔵文化財技術担当者連絡協議会年報」平成25年度 2014

奈良217
奈良県内市町村埋蔵文化財技
術担当者連絡協議会

「奈良県内市町村埋蔵文化財技術担当者連絡協議会年報」平成21年度 2010

奈良218
奈良県内市町村埋蔵文化財技
術担当者連絡協議会

「奈良県内市町村埋蔵文化財技術担当者連絡協議会年報」平成21年度 2010

奈良219 奈良市教育委員会 「奈良市埋蔵文化財調査年報」平成17（2005）年度 2008

奈良220
奈良県内市町村埋蔵文化財技
術担当者連絡協議会

「奈良県内市町村埋蔵文化財技術担当者連絡協議会年報」平成2０年度 2009

奈良221 元興寺文化財研究所 「藤原京左京二条二坊-平成24年度発掘調査報告書」 2014
奈良222 奈良県立橿原考古学研究所ほ 「舞谷古墳群の研究」 1994
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奈良223 元興寺文化財研究所 「南曽我遺跡-平成20年度発掘調査報告書」 2012
奈良224 宇陀古墳文化研究会 「大和宇陀地域における古墳の研究」 1993
奈良225 奈良県教育委員会 「大和巨勢山古墳群(境谷支群)-昭和48年度発掘調査概報-」 1974
奈良226 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報」2013年度第二分冊 2015
奈良227 奈良県立橿原考古学研究所 「新庄屋敷山古墳」 1975
奈良228 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報」2012年度第二分冊 2014
奈良229 奈良県教育委員会 「奈良山」 1973
奈良230 奈良県教育委員会 「奈良山」Ⅲ 1979
奈良231 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報」2011年第二分冊 2012
奈良232 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報」1978年度 1979
奈良233 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報」1979年度 1980
奈良234 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報」2010年度第二分冊 2011
奈良235 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報」2009年度第三分冊 2010
奈良236 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報」2008年度第三分冊 2009
奈良237 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報」1980年度第一分冊 1982
奈良238 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報」2007年度第二分冊 2008
奈良239 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報」1981年度第一分冊 1983
奈良240 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報」1981年度第二分冊 1983
奈良241 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報」1982年度第一分冊 1983
奈良242 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報」2005年度第二分冊 2006
奈良243 奈良県立橿原考古学研究所 「松山遺跡」 2009
奈良244 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報」2005年度第一分冊 2006
奈良245 奈良県立橿原考古学研究所 「飛鳥京跡Ⅳ」 2011
奈良246 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報」1982年度第二分冊 1983
奈良247 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報」2004年度第一分冊 2005
奈良248 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報」1983年度第一分冊 1984
奈良249 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報」2002年度第二分冊 2003
奈良250 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報」2003年度第一分冊 2003
奈良251 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報」2003年度第二分冊 2004
奈良252 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報」2001年度第三分冊 2002
奈良253 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報」2003年度第二分冊 2004
奈良254 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報」1983年度第二分冊 1984
奈良255 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報」2000年度第二分冊 2001
奈良256 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報」2000年度第一分冊 2001
奈良257 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報」1984年度第二分冊 1985
奈良258 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報」1985年度第一分冊 1986
奈良259 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報」1999年度第一分冊 2000
奈良260 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報」1997年度第三分冊 1998
奈良261 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報」1999年度第三分冊 2000
奈良262 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報」1998年度第三分冊 1999
奈良263 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報」1996年度第一分冊 1997
奈良264 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報」1995年度第二分冊 1996
奈良265 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報」1994年度第二分冊 1995
奈良266 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報」1996年度第二分冊 1997
奈良267 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報」1995年度第一分冊 1996
奈良268 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報」1986年度第一分冊 1987
奈良269 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報」1986年度第二分冊 1987
奈良270 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報」1993年度第一分冊 1994
奈良271 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報」1990年度第二分冊 1991
奈良272 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報」1990年度第一分冊 1991
奈良273 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報」1991年度第二分冊 1992
奈良274 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報」1992年度第二分冊 1993
奈良275 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報」1989年度第一分冊 1990
奈良276 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報」1988年度第一分冊 1989

奈良277
奈良県教育委員会・奈良県明
日香村

「壁画古墳高松塚　調査中間報告」 1972

奈良278 奈良県立橿原考古学研究所 「高松塚古墳」 2011
奈良279 奈良県立橿原考古学研究所 「奈良県遺跡調査概報」1989年度第二分冊 1990
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