
兵庫県　文献一覧

文献番号 執筆者・編集機関 文献名 刊行年
兵庫001 三日月町史編集委員会 『三日月町史』第１巻古代 1964
兵庫002 兵庫県教育委員会 『平成８年度指定兵庫県文化財調査報告書』 1997
兵庫003 佐用町教育委員会 「櫛田遺跡（原地区）」『昭和62年度埋蔵文化財調査年報』佐用町文化財報告書25 2012
兵庫004 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005 有年考古館 『兵庫縣赤穂郡西野山第三號』有年考古館研究報告第１輯 1952
兵庫006 上郡町史編纂委員会 「前方後円墳を築造した時代」『上郡町史』第１巻本文編Ⅰ 2008

兵庫007
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』大手前大学オープン・リサーチ・センター研究報告第９号 2010

兵庫008 西野山古墳発掘調査研究会 『中山古墳群調査報告』 1973
兵庫009 赤穂市 『赤穂市史』第四巻 1984
兵庫010 赤穂市教育委員会 『蟻無山古墳群・塚山古墳群・周世宮裏山古墳群測量調査報告書』 2011
兵庫011 赤穂市教育委員会 『木虎谷11号墳発掘調査報告書』 2006
兵庫012 相生市教育委員会 『相生市史』第五巻 1989
兵庫013 西播流域史研究会 『有年考古館蔵品図録』 1991
兵庫014 小丸古墳群調査団 『小丸古墳群』 1985

兵庫015
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016 一宮町教育委員会 『伊和中山古墳群Ⅰ』 1986
兵庫017 岩井顕彦 「伊和中山１号墳出土鉄器」『揖保川流域の前期古墳』　西播古墳時代研究会 2011
兵庫018 一宮町 『一宮町史』 1985
兵庫019 山崎町 『山崎町史』 1977
兵庫020 山崎町教育委員会 『三津群集墳』 1987
兵庫021 波賀町 『波賀町誌』 1986
兵庫022 御津町 『御津町史』第３巻 1997
兵庫023 御津町教育委員会 『御津町岩見地区遺跡分布調査報告書』 1975
兵庫024 『権現山51号墳』刊行会 『権現山51号墳』 1991
兵庫025 揖保川町教育委員会 『袋尻浅谷』 1978
兵庫026 揖保川町教育委員会 『山津屋・黍田・原』 2000
兵庫027 中島豊一・志水豊章・岸本道昭 「片島１号墳の採集の鉄ヤリ」『兵庫考古』第20号　兵庫考古研究会 1984
兵庫028 兵庫県教育委員会 『片島古墳群・片島遺跡』 1995
兵庫029 兵庫県教育委員会 『龍子長山１号墳』 1984
兵庫030 龍野市教育委員会 『鳥坂古墳群』 1984
兵庫031 揖保川町教育委員会 『鳥坂５号墳』 1985
兵庫032 兵庫県教育委員会 『龍子向イ山』 1987
兵庫033 岩井顕彦 「養久山１号墳出土鉄器」『揖保川流域の前期古墳』　西播古墳時代研究会 2011
兵庫034 揖保川町教育委員会 『養久山墳墓群』 1985
兵庫035 兵庫県教育委員会 『山陽自動車道関係埋蔵文化財調査報告Ⅰ』 1982
兵庫036 兵庫県教育委員会 『半田山』 1989
兵庫037 龍野市教育委員会 『長尾タイ山古墳群』 1982
兵庫038 龍野市教育委員会 『新宮東山古墳群』 1995
兵庫039 龍野市教育委員会 『中垣内天神山・三昧山古墳群』 1998
兵庫040 八賀晋 『富雄丸山古墳・西宮山古墳出土遺物』　京都国立博物館 1982
兵庫041 岩井顕彦 「白鷺山墳墓出土鉄器」『揖保川流域の前期古墳』　西播古墳時代研究会 2011
兵庫042 龍野市 『龍野市史』第４巻 1984
兵庫043 兵庫県教育委員会 『中井古墳群・中井鴨池窯跡』 1987
兵庫044 兵庫県立考古博物館 『装飾大刀と日本刀－煌めきの刀剣文化－』 2018
兵庫045 大住寺群集墳調査団 『龍野市大住寺群集墳』 1996
兵庫046 太子町史編集専門委員会 『太子町史』第Ⅲ巻 1989
兵庫047 岩井顕彦 「黒岡山古墳出土鉄器」『揖保川流域の前期古墳』　西播古墳時代研究会 2011
兵庫048 中濱久喜 「天神山古墳」『播磨新宮町史』（文化財編）　たつの市 2005
兵庫049 姫路高等学校考古学教室 『姫路丁古墳群』 1966
兵庫050 姫路市 『姫路市史』第七巻下　史料編　考古 2010
兵庫051 兵庫県教育委員会 『西脇古墳群』 1995
兵庫052 兵庫県教育委員会 『西脇丸山２号墳』 2011
兵庫053 兵庫県教育委員会 『太市中古墳群』 2003
兵庫054 福崎町教育委員会 『東広畑古墳Ⅰ』 2015
兵庫055 香寺町教育委員会 『法花堂２号墳』 1986
兵庫056 姫路市教育委員会 『兼田』 1982
兵庫057 兵庫県史編集専門委員会 『兵庫県史』考古資料編 1992
兵庫058 姫路市教育委員会 『TUBOHORI　平成６年度』 1999
兵庫059 姫路市教育委員会 『姫路市見野古墳群発掘調査報告書』 2009
兵庫060 西紀・丹南町教育委員会 『大滝２号古墳』 1981
兵庫061 兵庫県教育委員会 『特別地域埋蔵文化財遺跡分布地図及び地名表』 1969
兵庫062 兵庫県教育委員会 現地説明会資料 1985
兵庫063 三田市教育委員会 『北摂ニュータウン内遺跡調査報告書Ⅰ』 1983
兵庫064 三田市教育委員会 『上井沢土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財調査の記録』 1999
兵庫065 三田市教育委員会 『本庄土地改良区ほ場整備事業に伴う埋蔵文化財調査の記録　’87～’92』 1992
兵庫066 兵庫県教育委員会 『播但連絡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067 神戸市教育委員会 『昭和57年度神戸市文化財年報』 1982
兵庫068 兵庫県教育委員会 『寺地古墳・寺地遺跡・寺地窯跡群』 2013
兵庫069 兵庫県教育委員会 『吉田住吉山遺跡』 2011
兵庫070 兵庫県教育委員会 『上エ山古墳群・内高山古墳群』 2012
兵庫071 兵庫県教育委員会 『高松３号墳』 2013
兵庫072 新宮町教育委員会 『新宮町史』第１巻 1967
兵庫073 兵庫県教育委員会 『カヤガ谷墳墓群　大谷墳墓群　坪井遺跡』 2003
兵庫074 兵庫県教育委員会 『野坂大谷古墳群』 2005
兵庫075 兵庫県教育委員会 『火山古墳群　火山城跡　火山遺跡』 2005
兵庫076 兵庫県教育委員会 『山谷墳墓群』 2011
兵庫077 兵庫県教育委員会 『史跡　茶すり山古墳』 2010
兵庫078 兵庫県教育委員会 『三釈迦山北麓遺跡群』 2013
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文献番号 執筆者・編集機関 文献名 刊行年
兵庫079 兵庫県教育委員会 『夕垣古墳群・夕垣遺跡発掘調査報告書』 1983
兵庫080 兵庫県教育委員会 『龍子向イ山』 1987
兵庫081 兵庫県教育委員会 『青野ダム建設に伴う発掘調査報告書(１)』 1987
兵庫082 尼崎市役所 『尼崎市史』第1巻 1966
兵庫083 尼崎市役所 『尼崎市史別編(考古)』第11巻 1980
兵庫084 兵庫縣 『兵庫縣史蹟名勝天然記念物調査報告』第15輯 1941
兵庫085 兵庫縣 『兵庫縣史蹟名勝天然記念物調査報告』第2輯 1925
兵庫086 西宮市教育委員会 『具足塚古墳』 1976
兵庫087 五色町史編纂委員会 『五色町史』 1986
兵庫088 洲本市史編さん委員会 『洲本市史』 1974

兵庫089
伊丹市教育委員会/財團法人古代
學協會

『伊丹市口酒井遺跡―第11次発掘調査報告書―』 1988

兵庫090 相生市・相生市教育委員会 『相生市史』第一巻 1984
兵庫091 相生市教育委員会 『相生市陸池ノ上古墳発掘調査』 1980
兵庫092 相生市教育委員会 『相生市遺跡分布地図及び地名表』 2013
兵庫093 豊岡市教育委員会 『加陽土屋ヶ鼻遺跡群』 1994
兵庫094 豊岡市教育委員会 『立石山崎古墳群』 1994

兵庫095
豊岡市教育委員会・豊岡市立郷土
資料館

『森尾大内谷古墳群』 1995

兵庫096 豊岡市教育委員会 『北浦古墳群・立石墳墓群』 1987
兵庫097 豊岡市教育委員会 『長谷・ホウジ古墳群　妙楽寺・見手山横穴墓群』 1986
兵庫098 豊岡市教育委員会 『七ツ塚古墳群』 1978
兵庫099 但馬考古学研究会 『中ノ郷・深谷古墳群』 1985
兵庫100 豊岡市教育委員会 『鎌田・若宮古墳群』 1990
兵庫101 豊岡市教育委員会 『見手山古墳群発掘調査概要』 1983
兵庫102 豊岡市教育委員会 『亀ヶ崎遺跡群』 1982
兵庫103 豊岡市教育委員会 『駄坂・舟隠遺跡群』 1989
兵庫104 豊岡市教育委員会 『立石古墳群発掘調査報告』 1979
兵庫105 豊岡市教育委員会 『北浦古墳群』 1980
兵庫106 豊岡市教育委員会 『下陰古墳群』 1978
兵庫107 豊岡市教育委員会 『長谷・ハナ古墳群』 1984
兵庫108 豊岡市教育委員会 『香住門谷遺跡群』 2003
兵庫109 豊岡市教育委員会 『但馬・妙楽寺遺跡群』 1975
兵庫110 豊岡市教育委員会 『妙楽寺墳墓群』 2002
兵庫111 豊岡市教育委員会 『上鉢山・東山墳墓群』 1992
兵庫112 豊岡市教育委員会 『市内遺跡発掘調査報告書』 2005
兵庫113 豊岡市史編集委員会 『豊岡市史』資料編下巻 1993
兵庫114 豊岡市教育委員会 『豊岡発掘だより』第43号 1989
兵庫115 豊岡市教育委員会 『豊岡発掘情報』第7号 1999
兵庫116 日高町教育委員会 『法尺谷古墳群』 1988
兵庫117 日高町史編纂専門委員会 『日高町史資料編』 1980
兵庫118 竹野町教育委員会 『見蔵岡遺跡　其の二』 1997
兵庫119 竹野町教育委員会 『但馬・阿金谷古墳群の調査』 1977
兵庫120 竹野町教育委員会 『出持遺跡』 2004
兵庫121 城崎町史編纂委員会 『城崎町史』史料編 1990
兵庫122 城崎教育委員会 『上山・ケゴヤ古墳』 1987
兵庫123 城崎町教育委員会 『二見谷古墳群』 1975
兵庫124 出石町教育委員会 『田多地古墳群　田多地経塚群　Ⅰ』 1985
兵庫125 出石町史編纂委員会 『出石町史』第三巻資料編Ⅰ 1987
兵庫126 出石町史編纂委員会 『出石町史』第四巻資料編Ⅱ 1993
兵庫127 但東町教育委員会 『赤坂古墳群第1号墳』 2005
兵庫128 加古川市教育委員会 『行者塚古墳発掘調査概報』 1997
兵庫129 加古川市 『加古川市史』第四巻史料編Ⅰ 1996
兵庫130 加古川市教育委員会 『印南野』 1965
兵庫131 加古川市教育委員会 『加古川市カンス塚古墳発掘調査概要』 1985
兵庫132 西条古墳群発掘調査団 『西条古墳群調査略報』 1954

兵庫133 西条古墳群発掘調査団
「西条52号墓発掘調査の記録」『弥生墓からみた播磨』第９回播磨考古学研究集会の
記録　第９回播磨考古学研究集会実行委員会

2009

兵庫134 篠宮　正ほか
「「西条52号墓出土品」の共同研究」『兵庫県立考古博物館研究紀要』第７号　兵庫県
立考古博物館

2014

兵庫135 加古川市教育委員会 『天坊山古墳』 1970
兵庫136 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137 加古川市教育委員会 『加古川市埋蔵文化財調査集報Ⅰ』 1983
兵庫138 兵庫県印南郡志方町教育委員会 『古代の志方（古墳時代）』志方町遺跡調査報告その２ 1976
兵庫139 三木市教育委員会 『三木市埋蔵文化財調査概報』 1986
兵庫140 三木市教育委員会 『三木市埋蔵文化財調査概報』Ⅱ 2000
兵庫141 三木市教育委員会 『高木古墳群・高木多重土塁』１ 2000
兵庫142 三木市教育委員会 『高木古墳群・高木多重土塁』２ 2000
兵庫143 三木市教育委員会 『野々池沢古墳群調査報告書』 1970
兵庫144 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145 三木市 『三木市史』 1970

兵庫146
高砂市教育委員会・竜山５号墳発掘
調査団

『播磨・竜山５号墳発掘調査報告』 1978

兵庫147 高砂市史編さん専門委員会 『高砂市史』第４巻史料編 2007
兵庫148 高砂市教育委員会 『竜山古墳群調査報告書』 2011
兵庫149 川西市教育委員会 『川西市勝福寺古墳発掘調査報告』 2006
兵庫150 小野市史編纂専門委員会 『小野市史』第４巻　資料編Ⅰ 1997
兵庫151 加西市教育委員会 『玉丘古墳群Ⅰ』 2005
兵庫152 加西市教育委員会 『玉丘古墳群Ⅱ』 2006
兵庫153 加西市史編さん委員会 『加西市史』第７巻資料編１考古 2010
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兵庫県　文献一覧

文献番号 執筆者・編集機関 文献名 刊行年
兵庫154 辰馬考古資料館 『考古学研究紀要３』 1999
兵庫155 加西市教育委員会 『石黒山２号墳付愛宕山２号墳』 1991
兵庫156 加西市教育委員会 『保木山古墳群』 1993
兵庫157 加西市教育委員会 『三口東野窯跡群・鏡山６号墳』 2010
兵庫158 兵庫県教育委員会 『加西南産業団地内遺跡調査報告書』 2006
兵庫159 加西市教育委員会 『玉丘古墳』 1990
兵庫160 氷上郡教育委員会 『氷上郡の文化財』 1989
兵庫161 丹波史談会 『氷上郡志』 1927
兵庫162 兵庫県教育委員会 『丸山古墳群―調査の概要―』 1977
兵庫163 氷上町 『氷上町の文化財』 1985
兵庫164 三原郡西淡町教育委員会 『淡路・沖ノ島古墳群発掘調査報告』 1987
兵庫165 淡路考古学研究会 「ハバ古墳について」『竹ベラ　第６号』 1986
兵庫166 洲本市立淡路文化史料館 『淡路島の古墳時代』 1993
兵庫167 南あわじ市教育委員会 「里丸山１・２号墳」『南あわじ市埋蔵文化財調査年報Ⅶ』 2014
兵庫168 兵庫県教育委員会 『茶すり山調査概報』 2003
兵庫169 一宮町教育委員会 『明神古墳群』 1972
兵庫170 一宮町史編集委員会 『一宮町史』 1999
兵庫171 中町教育委員会 『中町の遺跡Ⅱ』 2004

兵庫172
中町教育委員会・京都府立大学考
古学研究室

『東山古墳群Ⅰ』 1999

兵庫173
中町教育委員会・京都府立大学考
古学研究室

『東山古墳群Ⅱ』 2001

兵庫174 加美町教育委員会 『奥豊部１号墳』 1999

兵庫175 神前恵子
「東播磨の後期古墳に見られる改造の一例」『立命館考古学論集Ⅱ』立命館大学考古
学論集刊行会

2001

兵庫176 兵庫県教育委員会 『尼ヶ宮古墳群』 2019
兵庫177 兵庫県教育委員会 『西垣古墳群・岩谷古墳群』 2018
兵庫178 兵庫県教育委員会 『上佐野1号墳』 2016
兵庫179 兵庫県教育委員会 『入佐川遺跡 3』 2002
兵庫180 兵庫県教育委員会 『年ノ神古墳群』 2002
兵庫181 兵庫県教育委員会 『窟屋1号墳』 2009
兵庫182 兵庫県教育委員会 『勝手野古墳群』 2002
兵庫183 兵庫県教育委員会 『高川古墳群』 1991
兵庫184 兵庫県教育委員会 『墓山古墳』 1987
兵庫185 兵庫県教育委員会 『有鼻遺跡』 1999
兵庫186 兵庫県教育委員会 『北摂ニュータウン内遺跡調査報告書2』 1983
兵庫187 兵庫県教育委員会 『上板井古墳群』 1986
兵庫188 兵庫県教育委員会 『庄境1号墳』 1987
兵庫189 兵庫県教育委員会 『沢の浦古墳群』 1987
兵庫190 兵庫県教育委員会 『塚ノ山1号墳』 2009
兵庫191 兵庫県教育委員会 『多利向山古墳群』 1986
兵庫192 兵庫県教育委員会 『中佐治古墳群』 2009
兵庫193 兵庫県教育委員会 『平松八幡神社窯跡群　平松古墳群　石才大池遺跡』 2007
兵庫194 兵庫県教育委員会 『内場山城跡』 1993
兵庫195 兵庫県教育委員会 『筒江遺跡群I』 1985
兵庫196 兵庫県教育委員会 『和賀向山1号墳　芝ヶ端古墳・芝ヶ端遺跡　芝花古墳群』 2008
兵庫197 兵庫県教育委員会 『芝花弥生墓群・古墳群』 2008
兵庫198 兵庫県教育委員会 『若水古墳群・城跡』 2009
兵庫199 兵庫県教育委員会 『寺山古墳群　宮ノ谷古墳群　諏訪城跡発掘調査報告書』 2010
兵庫200 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201 兵庫県教育委員会 『梅田古墳群Ⅰ』 2002
兵庫202 兵庫県教育委員会 『梅田東古墳群Ⅰ』 2002
兵庫203 兵庫県教育委員会 『梅田古墳群Ⅱ』 2003
兵庫204 兵庫県教育委員会 『宝林寺北遺跡Ⅱ』 2002
兵庫205 兵庫県教育委員会 『タルガ山遺跡・対田清水谷古墳群・小坂谷古墳群・浅谷下山古墳群』 2017
兵庫206 兵庫県教育委員会 『中国高速道建設に伴う埋蔵文化財調査報告書』 1972
兵庫207 兵庫県教育委員会 『大池7号墳 』 1995
兵庫208 兵庫県教育委員会 『兵庫県埋蔵文化財調査年報』昭和59年度 1988
兵庫209 養父町教育委員会 『養父・観音塚古墳』 1980
兵庫210 関宮町教育委員会 『万久里マシバ古墳群』 1992
兵庫211 八鹿町教育委員会 『浅間西山古墳群』 1997
兵庫212 谷本進 「6世紀の墓制からみた宿南びくに古墳」『但馬考古学』第7集 但馬考古学研究会 1993
兵庫213 八鹿町教育委員会 『竹ノ内古墳群』 2000
兵庫214 八鹿町教育委員会 『西家の上古墳群』兵庫県八鹿町文化財調査報告書 第10集 1992
兵庫215 八鹿町教育委員会 『箕谷古墳群』 1987
兵庫216 兵庫県教育委員会 『半坂峠古墳群　辻遺跡』 1983
兵庫217 兵庫県教育委員会 『神戸市桜ヶ丘銅鐸・銅戈調査報告書』 1969
兵庫218 兵庫県教育委員会 『下大谷古墳群・印路古墳群C・印路台状墓』 1992
兵庫219 兵庫県教育委員会 『丁・柳ヶ瀬遺跡発掘調査報告書』 1985
兵庫220 大屋町教育委員会 『大屋の遺跡２』 1992
兵庫221 福崎町史編集専門委員会 『福崎町史』第３巻資料編 1990

兵庫222
養父市教育委員会・武庫川女子大
学考古学研究会

『但馬・大藪古墳群』 1978

兵庫223 大江奈穂 「新温泉町与三谷古墳出土直刀・須恵器」『ひょうご考古』第12号　兵庫考古研究会 2015
兵庫224 八鹿町教育委員会 『八鹿の文化財』 1991
兵庫225 新宮町教育委員会 『新宮町史』第２巻 1965
兵庫226 市川町教育委員会 （史跡説明看板）
兵庫227 三田市教育委員会 『北摂ニュータウン内遺跡調査報告書Ⅰ』 1983
兵庫228 上郡町教育委員会 『井の端墳墓群』 1996
兵庫229 兵庫県教育委員会 『北摂ニュータウン内遺跡調査報告書Ⅳ』 1999
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兵庫230 兵庫県教育委員会 『北摂ニュータウン内遺跡調査報告書Ⅴ』 1999
兵庫231 神戸市教育委員会 『住吉宮町遺跡　第24次・第32次発掘調査報告書』 2001
兵庫233 神戸市教育委員会 『新方遺跡　野手・西方地区発掘調査報告書１』 2003
兵庫234 神戸市教育委員会 『西求女塚古墳発掘調査報告書』 2004
兵庫235 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236 神戸市教育委員会 白水瓢塚古墳発掘調査報告書 2008
兵庫237 森下賤男 「歴史」『吉川町誌』吉川町誌刊行会 1970
兵庫238 藤田等編 『吉川町　旧石器・弥生住居遺跡・古墳よりの出土品』よかわ歴史サークル 2012
兵庫239 神戸市教育委員会 『神戸市埋蔵文化財年報』昭和60年度 1988

兵庫240 神戸大学考古学研究会
『神戸市垂水区 舞子古墳群の分布および測量調査報告』神戸大学考古学研究会調

査報告 第1集
1988

兵庫241 神戸市教育委員会  「舞子西石ヶ谷3号墳」『神戸市埋蔵文化財年報』昭和56年度 1983
兵庫242 神戸市教育委員会  「舞子西石ヶ谷6号墳」『神戸市埋蔵文化財年報』昭和56年度 1983
兵庫243 牧野古窯跡群埋蔵文化財調査会 『社・牧野-古窯跡群の発掘調査-』 1990
兵庫244 牧野古窯跡群埋蔵文化財調査会 『小丸山古墳群-兵庫県加東郡社町吉馬所在-』 1990
兵庫245 山東町教育委員会 『三保東山古墳』 1981
兵庫246 兵庫県教育委員会 『多利向山古墳群』 1986
兵庫247 兵庫県教育委員会 『火山古墳群・火山城跡・火山遺跡』 2005
兵庫248 芦屋市教育委員会  「朝日ヶ丘古墳」『朝日ヶ丘縄文遺跡 八十塚古墳群』 1966
兵庫249 宝塚市史編集専門委員 「古墳時代後期」『宝塚市史 第4巻』資料編1 宝塚市 1978
兵庫250 大久保基夫 「摂津川辺郡の3古墳を実測して」『古代学研究』第21・22号古代学研究会 1959
兵庫251 加東郡教育委員会 『名草3号墳・4号墳』 1984
兵庫252 吉馬古窯跡群埋蔵文化財調査会 『社・吉馬-古窯跡群の発掘調査報告書』 1990
兵庫253 加東郡教育委員会 『黒石山古墳群確認調査-夕日ヶ丘公園整備事業に係る調査-』 2005
兵庫254 加東郡教育委員会 『黒石山古墳群-滝野工業団地造成に係る調査-』 1986
兵庫255 加東郡教育委員会 『新定・大平井1号墳-団体営圃場整備事業に係る調査』 2002
兵庫256 高砂市 『高砂市史』第4巻史料編 2007

兵庫257
発掘された明石の歴史展実行委員
会

『明石の古墳』 2011

兵庫258 梅原末治 「垂水歌敷山古墳の調査」『兵庫県史跡名勝天然記念物調査報告』第8輯 1931

兵庫259
発掘された明石の歴史展実行委員
会

『明石の古墳』Ⅱ 2012

兵庫260 神戸市教育委員会 『高塚山古墳群発掘調査概要』 1994
兵庫261 神林淳雄 「金銅装大刀と金銅製柄頭」『考古学雑誌』第29巻4号 1939
兵庫262 豊島直博 「方頭大刀の生産と古代国家」『考古学雑誌』第98巻3号 2014
兵庫263 加東郡教育委員会 『四ツ辻古墳群-兵庫県立播磨中央公園造成に係る調査-』 1989
兵庫264 市川町 『市川町史 史料編』 2005
兵庫265 姫路市埋蔵文化財センター 『企画展 見野長塚古墳』 2006
兵庫266 兵庫県教育委員会 「小苗遺跡」『兵庫県埋蔵文化財調査年報 昭和58年度』 1986
兵庫267 浜坂町教育委員会 『井ノ谷古墳群』 1988
兵庫268 浜坂町 『浜坂町史』 1967
兵庫269 朝来町教区委員会 『立脇ﾄｳｽｶﾞ谷古墳群－第2号墳の調査－』 1979
兵庫270 山東町教育委員会 『持谷古墳発掘調査報告書』 1988
兵庫271 山東町教育委員会 『柿坪中山古墳群』第1集 1975
兵庫272 山東町教育委員会 『柿坪中山古墳群』第2集 1978
兵庫273 和田山町教育委員会 『大盛山遺跡』 1995
兵庫274 和田山町教育委員会 『城の山・池田古墳』 1972
兵庫275 和田山町教育委員会 『秋葉山墳墓群』 1978
兵庫276 朝来市埋蔵文化財センター 『武装する豪族たち-但馬の金銅装製品-』 2011
兵庫277 朝来市埋蔵文化財センター 『朝来の古代と但馬の王墓』 2006
兵庫278 兵庫県教育委員会 『箱塚古墳群』 1993
兵庫279 兵庫県立考古博物館 「車塚古墳の研究」『兵庫県立考古博物館研究紀要』第3号 2010
兵庫280 篠山町教育委員会 『鞍塚古墳』 1999
兵庫281 春日町 『春日町誌』 1959
兵庫282 神崎町立神埼郡歴史民俗資料館 『神埼郡の古墳』令和2年度企画展 2020
兵庫283 東京国立博物館 『収蔵品目録（先史・原始・有史）』 1979
兵庫284 武藤誠・有坂隆道 『西宮市史』第7巻資料編 1967
兵庫285 芦屋市教育委員会 『八十塚古墳群岩ヶ平支群第61号墳出土双龍環頭大刀調査・分析報告書』 2017
兵庫286 町田章 「環頭大刀二三事」『山陰考古学の諸問題』山本清先生喜寿記念論集刊行会 1986
兵庫287 岡本一秀 「伝瓢塚出土環頭の由来」『兵庫県立考古博物館研究紀要』第1号 2008

兵庫288
明石市文化・スポーツ部文化振興課
文化財係

『平成21年度明石市埋蔵文化財年報』 2013

兵庫289 深谷淳 「関西大学博物館所蔵の金属製刀装具」『関西大学博物館紀要』９ 2003
兵庫290 市川町史編集室 『やさしい市川町の歴史』 2005
兵庫291 兵庫県立考古博物館 『”おかえり”故郷へ　発掘された兵庫の遺宝』 2008
兵庫292 多紀郡教育事務組合教育委員会 『波賀尾群集墳分布調査報告書』 1973
兵庫293 兵庫県教育委員会 『山垣遺跡』 1990
兵庫294 櫃本誠一 「兵庫県和田山町筒江出土の頭椎大刀」『古代学研究』第67号 1973
兵庫295 和田山町教育委員会 「上山５号墳・大谷２号墳」『秋葉山墳墓群』 1978
兵庫296 田畑基 「考古学からみた和田山」『和田山町史』上巻　和田山町 2004
兵庫297 兵庫県教育委員会 中村古墳群発掘調査報告 1969
兵庫298 増田重信 「菅谷１号墳発掘調査概要報告」『播磨地方文化史研究』 2007
兵庫299 但馬考古学研究会 『徹底討論大藪古墳群』埋蔵文化財調査事務所 1994
兵庫300 兵庫県教育委員会編 『きらびやかな黄泉の国　但馬の埋蔵文化財展図録』兵庫県立円山川公苑美術館 1988
兵庫301 姫路市教育委員会 国指定重要文化財　宮山古墳出土品 2016
兵庫302 西紀、丹南町教育委員会 長者ヶ谷1号墳 1989
兵庫303 氷上郡教育委員会 平松片山古墳 1995
兵庫304 池田正男 丹南町史（上巻）抜刷第二編原始・古代の丹南 1994
兵庫305 篠山町教育委員会 古代祖先の歩み 1980
兵庫306 八鹿町教育委員会 七面山古墳群・数田北遺跡 1998
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兵庫307 八鹿町教育委員会 小山古墳群・東家の上遺跡 1990
兵庫308 八鹿町教育委員会 八木西宮遺跡・大山田遺跡 1988

兵庫309
南但馬地区農用地開発事業埋蔵文
化財分布調査団

養父郡の埋蔵文化財 1974

兵庫310 西紀・丹南町教育委員会 大師山6号墳・宮田1号墳発掘調査概要報告書 1993
兵庫311 兵庫県教育委員会 鳥居城跡 2011
兵庫312 神戸市教育委員会 西神ニュータウン内の遺跡　中間報告I 1972
兵庫313 神戸市教育委員会 地下にねむる神戸の歴史展　発掘現場からの報告 1980
兵庫314 神戸市教育委員会 昭和59年度　遺跡現地説明会資料 1985
兵庫315 神戸市教育委員会 昭和57年度 神戸市埋蔵文化財年報 1985
兵庫316 神戸市教育委員会 昭和60年度　遺跡現地説明会資料 1986
兵庫317 神戸市教育委員会 昭和58年度　神戸市埋蔵文化財年報 1986
兵庫318 神戸市教育委員会 昭和59年度　神戸市埋蔵文化財年報 1987
兵庫319 神戸市教育委員会 オキダ古墳群発掘調査報告書 1987
兵庫320 神戸市教育委員会 昭和61年度　神戸市埋蔵文化財年報 1989
兵庫321 神戸市教育委員会 昭和62年度　神戸市埋蔵文化財年報 1990
兵庫322 神戸市教育委員会 平成2年度　神戸市埋蔵文化財年報 1993
兵庫323 神戸市教育委員会 平成4年度　遺跡現地説明会資料 1994
兵庫324 神戸市教育委員会 昭和63年度　神戸市埋蔵文化財年報 1994
兵庫325 神戸市教育委員会 住吉宮町遺跡　（第17次・第18次調査） 1998
兵庫326 神戸市教育委員会 平成7年度　神戸市埋蔵文化財年報 1998
兵庫327 神戸市教育委員会 雲井遺跡　（第8次調査） 1998
兵庫328 神戸市教育委員会 平成8年度　神戸市埋蔵文化財年報 1999
兵庫329 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　発掘調査報告書 2000
兵庫330 神戸市教育委員会 住吉宮町遺跡　第24次・第32次発掘調査報告書 2001
兵庫331 神戸市教育委員会 住吉宮町遺跡　(第19次・第20次調査) 2001
兵庫332 神戸市教育委員会 平成14年度　神戸市埋蔵文化財年報 2005
兵庫333 神戸市教育委員会 平成17年度　神戸市埋蔵文化財年報 2008
兵庫334 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335 神戸市教育委員会 住吉宮町遺跡第46次発掘調査報告書 2009
兵庫336 神戸市教育委員会 平成22年度　神戸市埋蔵文化財年報 2013
兵庫337 神戸市教育委員会 平成28年度　神戸市埋蔵文化財年報 2019
兵庫338 神戸市教育委員会 鬼神山古墳　神戸市文化財調査報告9 1967
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